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■国際協会モットー	 We	Serve
■地区ACT.スローガン
“誇り”と“絆”そして“思いやり”

■地区ガバナー・スローガン
We	Serve	!	へのビジョン

■地区ガバナー・キーワード
家族　次世代　奉仕　LCIF

■会長スローガン
未来へつながる　笑顔の例会
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新年祝賀合同例会

Ｌ 森 　 耕 生

　平成31年１月10日倉吉シティホテルにおいて
48回目となる４クラブ新年祝賀合同例会が開催
されました。
　ホストクラブである倉吉打吹ライオンズクラ
ブの西嶋会長の挨拶により開会しました。
　続いて7R-2ZZC　Ｌ入江規矩雄の挨拶、その
後、北栄町副町長　手嶋俊樹様、元国際理事・
地区特別顧問　名越勉様より来賓挨拶をいただ
きました。

　今年度のアクティビティでは、北栄町のＪＲ
由良駅（通称 コナン駅）にカメラスタンドが
寄贈され、多くの観光客にとって非常に便利で
貴重なアイテムになるのではないかと思ってい
ます。
　例会後の懇親会では、バイオリンとエレク
トーンのハーモニーの中で美味し料理を堪能
し、ビンゴゲームでは豪華賞品が揃えられ大変
な盛り上がりをみせました。
　最後に、全員でまた会う日までを歌い、ライ
オンズローアでお開きになりました。
　私自身、この時期は繁忙期と重なってしま
い、昨年まで出席できずに初めての新年祝賀合
同例会でしたが、楽しい時間を過ごさせていた
だきました。
　最後になりましたが、ホストクラブの皆様、
準備に携わった方々、本当にお疲れ様でした。

第48回４クラブ　新年祝賀合同例会
倉吉シティホテル　平成31年１月10日㈭
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未来へつながる　笑顔の例会

LCIFを知る

Ｌ 北村龍一郎

　LCIFについて話をさせていただきましたが、
なんともまとまりのない事になってしまいまし
た。概要だけ記させていただきます。
　まず献金と交付金の関係ですが、献金の
75％が翌年度の交付金の原資となり、25％が
投資に回っているようです。
　LCIFは国際協会の慈善部門として設立され
別法人ということですが、実質は協会の一部門
という理解です。運営費は投資収入で賄われ献
金は使われていません。
　献金はメルビンジョーンズフェローとして１
回に1,000ドルを個人で行います。これは何度

献金しても良いとのことです。他に用途指定献
金などがあります。
　次に交付金ですが、まず「一般交付金」で
す。申請は地区または２クラブ以上の合同でし
ます。規定として直接的な人道主義的奉仕・盲
人及び障害者奉仕・災害復興に限定されます。
そして「国際援助交付金」です。自分のクラブ
と途上国のクラブとの共同事業として、地区・
クラブ何れでも申請できます。「緊急援助交付
金」はガバナー名で申請します。「四大事業」
は一般援助金よりも焦点を絞ったプログラムで
指定された特定事業に対する交付金です。
　以上ごく大ざっ
ぱに書きました。
詳細はホームペー
ジ等でご覧になれ
ます。こんな事か
らLCIFに ついて
もっと勉強してみ
ようと考えていま
す。

会員スピーチ（１月第２例会）

■ １月第２例会 １月23日㈬（第1419回）

実出席　82％ メークアップ後　94％
ドネーション　35,000円 ファイン　900円
【理事会提案】
１．Ｌ浜田　勉　退会について

　承認されました。
２．上半期収支報告ならびに監査報告について

　承認されました。
３．平成30年度指名委員（案）について

　承認されました。
【幹事報告】
１．キャビネットより下記の文書が届きました。

①豪雨災害支援～クラブ支援金収支報告集計　
確認のお願い

②2018年12月分献血集計表
③東京2020パラリンピック出場を目指してい

る次世代選手への支援事業に関する選手推
薦について

④第３回 キャビネット会議 議案録
⑤第65回地区年次大会ならびに複合地区大会

への議案提出の依頼
⑥2019年夏期YCE受入家庭募集のご案内
⑦１／19　第３回キャビネット会議　当日配

布資料一式
２．336-B地区内 リジョン別 GAT座談会 開

催について
　日時：平成31年２月５日㈫
　　　　◆受付　13：00～
　　　　◆会議　13：30～15：30
　場所：白兎会館　せきれいの間
　＊Ｌ山本彰とＬ井手添が参加いたします。

３．鳥取県子ども観光大使大会実行委員会より
「第３回鳥取県子ども観光大使大会」ご招待

事 務 局 だ よ り
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私のお仕事
Ｌ 山 本 弘 美

　私はスナック経営をしています。現在のお店
でちょうど10年。前店舗も合わせると、この仕
事を始めて約25年程になります。
　主な仕事は、今更言うまでもなく、接客業で
す。老若男女を問わず、毎日毎日、沢山の方々
とお話しをしたり、泣いたり、笑ったり…大げ
さかもしれませんが、大変勉強になります。常
連の方と他愛のない日常の会話をする事もあれ
ば、逆に私の知らない世界の知らなかった話を
聞き、教えられる事もたくさんあり、毎日が刺
激的で勉強の日々です。
　これからも一日一日を大切に１人でも多くの
リピーターに来て頂けるようなお店にしていき
たいと思っています。

Ｌ 山本賢一郎
　私の会社は、測量、地籍調査、土木施設（道
路・橋梁・河川、砂防堰堤）の設計、地質調査
などを行っています。最近は、橋梁などの道路
関連施設の点検や補修設計の仕事が増えていま
す。また、豪雨や地震で道路・農地などが被災
した場合、復旧工事のための現地調査や設計も
私たちの重要な仕事です。災害発生後すぐに現
地の調査・測量に入り、通常約50日後には設計
を完成させなければいけません。特に昨年は非
常に豪雨災害が多く、私も10年ぶりに現場作業
の応援に行きました。

（お願い）が届きました。
　日時：平成31年１月20日㈰
　　　　午前10時から正午まで
　会場：倉吉交流プラザ 視聴覚ホール

４．公益財団法人日本盲導犬協会より　会報
「盲導犬くらぶ」が届きました。

理 事 会 報 告 １月９日開催

１．日本沙漠緑化実践協会 会員登録ならびに
寄付について
　参加しないことが決まりました。

２．2017-2018年度上半期ガバナーズ・アワー
ド申請について
　承認されました。

３．団体事務局サロン施設利用料改訂について
　承認されました。

４．Ｌ浜田　勉　退会について
　承認されました。

５．創立記念例会決算について
　承認されました。　

６．家族例会決算について
　承認されました。
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未来へつながる　笑顔の例会

■ ２月第１例会 ２月13日㈬（第1420回）

実出席　79％ メークアップ後　88％
ドン―ション　14,000円 ファイン　900円
【理事会提案】
１．2019-2020年度 336-B地区役員・委員指

名推薦について
　倉吉ＬＣ担当：7R-YCE国際関係委員

【幹事報告】
１．第65回 地区年次大会 本登録についてのご

案内
〈記念ゴルフ大会〉
　2019年４月13日㈯　鷲羽ゴルフ倶楽部
〈前夜祭〉
　2019年４月13日㈯　鷲羽ハイランドホテル
〈代議員総会・大会式典〉
　2019年４月14日㈰　玉野市総合体育館
予備登録
〈前夜祭〉
　Ｌ名越勉・Ｌ井手添・Ｌ北村
〈代議員総会〉　
　Ｌ名越勉・Ｌ井手添・Ｌ北村・Ｌ中井
〈大会式典〉
　Ｌ名越勉・Ｌ井手添・Ｌ北村・Ｌ清水・Ｌ

河本・Ｌ照下・Ｌ多田・Ｌ山本庄英・Ｌ中
井・Ｌ高田

２．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①336複合地区・336-B地区 における 2018-

2019年度 下半期 諸会費・各拠出金の請求
について

②キャビネットニュース１月号
③336-B地区 チャリティ・ゴルフコンペ 開

催のご案内
　日　　時：2019年３月14日㈭
　　　　　　午前８時スタート
　場　　所：岡山金陵カントリークラブ
　　　　　（岡山県岡山市北区石妻890

　TEL：086-294-3888）
　プレイ代：キャディ付き 10,500円　　　
　　　　　　セルフ 7,500円　　　
　登 録 料：おひとり 5,000円　　　
（うち2,000円をチャリティ費用に充てます）
　チャリティ内容：西日本豪雨災害

　　　　　　　　　復旧支援
３．7R-1Z・ZC Ｌ福田正美より 336-B地区

内リジョン別GAT座談会議事録が届きまし
た。
＊倉吉ＬＣよりＬ山本彰とＬ井手添が出席い

たしました。

LIONS CALENDAR（３月行事予定）

ライオンズカレンダー
３月13日㈬　３月定例理事会
　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　13日㈬　３月第１例会
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　16日㈯　少年少女バドミントン教室
　　　　　　９：00～15：00　倉吉体育文化会館
　　27日㈬　３月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉

ドネーション

ありがとうございました
Ｌ安本　・皆出席表彰をいただきありがとうご

ざいます。
Ｌ河本　・上半期皆出席者表彰を受けました。
Ｌ松井　・日野３ｔフックロール納車でした。
Ｌ北村　・皆出席賞をいただきました。又、賞

品に米を使っていただきました。
Ｌ新藤　・葬儀のお礼として。
Ｌ戸﨑　・上半期皆出席表彰をいただき、あり

がとうございました。
　　　　・四クラブ合同新年会、たいへんいい

ものをいただきました。
Ｌ井手添・上半期皆出席者表彰をいただきまし

た。
　　　　・４クラブ合同新年会で景品をいただ

きました。
Ｌ加藤和・モナークシェブロンをいただきまし

て、ありがとうございました。今後
ともよろしくお願いします。

Ｌ深田　・旬食の会、参加ありがとうございま
した。

Ｌ森　　・昨日は、合格祝賀会、誠にありがと
うございました。素敵なお花もいた
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■発　行　倉吉ライオンズクラブ
　　　　　　会長　戸﨑　隆之／幹事　井手添　誠／会報委員長　森　　耕生
■例会日　第２・第４水曜日	 ■例会場　ホテルセントパレス倉吉
■事務局　倉吉市駄経寺町212-5　倉吉未来中心団体事務局サロン内	 ☎（0858）24-6881
■ＵＲＬ　oice@kurayoshi-lions.jp	 ■発行日　平成31年２月27日㈬

私の趣味
Ｌ 多 田 典 子

　本格的に短歌を習い始めてから、50年が過
ぎました。今は亡き綾女正雄先生、松本敏明先
生について、作る楽しみ、物事をじっくりと見
る、感じる心が養われたと思います。地域では
「はまなす」、全国では濱田空穂、松村英一先生
の結社「国民文学」に入会して、今日迄一度も
欠詠することなく続けております。只今、会員
は400名、私は今第一
同人といって一番上
の階に所属していま
す。趣味というより、
本業になりつつあり
ます。と申しますの

は、倉吉文芸、山上憶良賞の選者となり、11
月～３月まで猛烈に忙しい日々を送っていま
す。うまい歌を作りたいと思いますが、なかな
かうまくなりません。
　倉吉ライオンズクラブ主催のバドミントンの
歌を紹介します。
〇�早朝に握りめし二百パック詰めバドミントン
の子らの昼飯

〇 テント張り毒味と称し豚汁と春日の中にいか
らひととき

〇 プロ選手ダブルスを組み試合せり前衛後衛常
に動けり

〇 音しまり高く響けるバトコートジャンプして
打つ動きの早さ

私の趣味私の趣味私の趣味 会員リレー

　会員の皆さんの趣味を紹介します。

だき、皆様に感謝申し上げます。あ
りがとうございました。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
２月誕生記念
Ｌ山本庄英　２月21日 Ｌ森　耕生　２月15日
Ｌ浦木純二　２月13日

２月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

１才４カ月の写真です。
Ｌ浦木純二
（Ｓ46. ２.13生）

小学校６年生のときの写
真です。
Ｌ森　耕生
（Ｓ48. ２.15生）

３才頃の写真です。
Ｌ山本庄英
（Ｓ42. ２.21生）


