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未来へつながる　笑顔の例会
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ご講演を
いただいて

Ｌ 山 田 友 博

　L中井の「挑戦を楽しもう！」～私のトライ
明日諭～に参加させていただきました。自転車
で100㎞走って「もう嫌だ」と思った私からす
ると、完走された中井さんは鉄人ではなく変人
です（申し訳ないです）。単純に尊敬していま
す。
　「他人からの評価を気にして落ち込む」中井
さんから「自分は自分。他人の評価は気にせず
自分のモノサシを大事に」へと変わられるお
姿、そして「苦しい時こそありがとう」の部分
に大変感銘を受けました。

　どう思われるかわからない他人からの評価を
気にせず生きることは勇気がいることです。競
技中、極限状態でも回りの人に対して「ありが
とう」が言えるのは本当に強い人だと思いま
す。
　地震で大きな被害に遭われても負けずに明日
へと挑戦されたのは、トライアスロンと真剣に
向き合い自分に勝ち続ける大変さを楽しめる中
井さんだからこそできたということが良く分か
る、すばらしい講演でした。

会員スピーチ（２月第１例会）

２月第２例会ゲストスピーチ

「頼まれ事は試され事」
株式会社Giveseed 代表取締役　写心家　大塚健一朗	様

タイトル

Ｌ 杉 本 友 子

　彼は私の義弟でよく知っているのですが、初
めて講演を聞き、なんだか感動してしまいまし
た。
　元々、オムロンで働いていた彼は、自分の結
婚の時のカメラマンの生き方、考え方に魅せら
れオムロンを辞め、弟子入りしました。ただ、
その方の考え方、生き方を学びたくて弟子入り

したので、写真が撮りたいわけではなかったの
ですが、仕事を任され大きな失敗を３度しまし
た。３度目の時に辞めることを考えましたが、
３度目に謝罪に行った先のお客様のお母さんよ
り言われた言葉「大塚さん、写真を撮り続けて
ください」の一言で救われ、本気で写真を撮
りたいと思うようになり、2014年ジャパンウェ
ディングフォトグランプリ　プロフェッショナ
ル部門　総合グランプリで日本一となりまし
た。
　主に結婚式の写真を撮っている彼が一番大切
にしているのは、お客様、夫婦との話を長く
取って、お二人が一番大切にしていることや、
場所を写真に取り入れていく。そのことにより
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未来へつながる　笑顔の例会

■ ２月第２例会 ２月27日㈬（第1421回）

実出席　74%� メークアップ後　82%
ドネーション　6,000円� ファイン　800円
【幹事報告】
１．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①第二世紀へ向けて�ライオンズクラブ内�組
織変更のお願い
②330-B地区からのセミナー開催のご案内

２．４クラブ親善ゴルフ大会ご案内
　日　時：2019年５月29日㈬
　場　所：グリーンパーク大山
　　　　　ゴルフ倶楽部
　ホスト：倉吉打吹ライオンズクラブ

３．2019-2020年度 336-B地区役員・委員指
名推薦について
　倉吉ＬＣより�ＹＣＥ国際関係委員に�Ｌ名
越�宗弘を推薦いたしました。

４．7R-2Z 第３回ガバナー諮問委員会並びに
ゾーンレベル会員委員会
　日　時：平成31年３月19日㈫
　　　　◆受付　18：00～
　　　　◆食事　18：30～19：00
　　　　◆会議　19：00～20：00
　場　所：倉吉シティホテル

　ホスト：倉吉グレートＬＣ
　出席者：�各クラブの会長、第一副会長、幹

事、会計、会員委員長、事務局
５．指名委員会
　日　時：平成31年３月８日㈮　12：00～
　場　所：倉吉未来中心　セミナールーム２

理 事 会 報 告 ２月13日開催

１．2018年　夏期ＹＣＥ受入事業について
　希望があれば受け入れることが決まりまし
た。

２．第65回336-B地区ならびに336複合地区
年次大会 議案提出について
　提出しないことが決まりました。

３．2019-2020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
　Ｌ名越宗弘を推薦することが決まりまし
た。

４．事務局コピー機のリースについて
　再リースすることが決まりました。

５．今後の例会計画について
　３月第１例会を夜例会とし、懇親会参加者
には会費をいただくことが承認されました。

６．少年少女バドミントン教室　計画・予算

事 務 局 だ よ り

結婚アルバムを見た時に夫婦の一番の思い出が
蘇ってきたり、初心に戻れたりする、ととても
喜ばれているそうです。ある方のおばあちゃん
は、ボケて記憶がなくなっていたのですが、記
憶が蘇り、泣いて喜んでくださったことも。

　大塚健一朗さんの理念
　　１．目の前の人を幸せにする
　　２．お客様の満足を超える満足の提供
　　３．頼まれ事は試され事
　　４．時間は命
　何のために仕事をするのか？　仕事とは目の
前の人を幸せにすること、結果、幸せの量がお

金として手に入る。義務教育は授業料を支払
い、先生から学ぶ、仕事はお金をいただきなが
ら周りの方々から学ぶ。
　私も自分事として考えさせられた講演でし
た。
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（案）について
　承認されました。

７．陸上競技場桜維持管理事業　予算（案）に
ついて
　承認されました。

■ ３月第１例会 ３月13日㈬（第1422回）

実出席　65%� メークアップ後　85%
ドネーション　37,000円� ファイン　1,500円
【幹事報告】
１．国際会長 グドラン・イングバドターより 

メッセージが届きました。
２．ライオンズクラブ国際財団理事長　ナレ

シュ・アガワルよりメッセージが届きまし
た。

３．336複合地区第65回年次大会　本登録の
ご案内
〈記念ゴルフ大会〉　　　
　◆日　時：2019年５月25日㈯

　　　　　　受　　付／７：00
　　　　　　スタート／７：30
　◆場　所：鬼ノ城ゴルフ倶楽部
　◆登録料：5,000円（プレイ費自己負担）
〈前夜祭〉　　　　　　　　
　◆日　時：2019年５月25日㈯
　　　　　受付／18：00
　　　　　開催／18：30～20：30
　◆場　所：ホテルグランヴィア岡山
　◆登録料：13,000円
〈代議員総会・大会式典〉　
　●日　時：2019年５月26日㈰
　　　　　　代議員受付　　８：00～８：40
　　　　　　代議員分科会　９：00～９：45
　　　　　　代議員総会　　10：00～11：00
　　　　　　一般登録受付　８：30～11：00
　　　　　　大会式典　　　11：15～12：45
　●場　所：きびじアリーナ

（総社市スポーツセンター）

私のお仕事
Ｌ 福 井 和 子

　私の仕事は、植木のレンタル、観葉植物や蘭
の販売をしています。14年前に母が亡くなり、
当時は切花もしていましたが、今は鉢物をメイ
ンに取り扱いしています。最近ではInstagram
の影響で多肉植物のお客様に遠方から来ていた
だいています。若いお客様がインターネットで
調べて、珍しい植物を探しに来られます。私も
もっと勉強して珍しい植物、新しい植物、人気
のある植物を仕入れしていきたいと思います。

Ｌ 羽 合 江 美
　私は昨年５月に上井町にてスナックRe:Emi
をオープンしました。この年齢で始めるのは遅
いかな～？とも考えましたが、若かりし頃、23
歳でスナックを経営していた経験もあり、もう
一度挑戦してみようと思いました。
　店の名前は、新しくスタートするという意味
でReをつけ、屋号をRe:Emiにした次第です。
　もうすぐ一年になりますが、なんとなく人の
流れがわかるように
なりました。どんな
商売もそうですが、
お客様があって成り
立ちます。人とのつ
ながりを大切にし、
皆様に応援して頂け
るように日々努力し
たいと思います。
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　●登録料：無料
　　予備登録

（前夜祭・代議員総会・大会式典）　
　　Ｌ名越勉、Ｌ戸﨑、Ｌ井手添、Ｌ北村

４．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①キャビネットニュース２月号
②第４回キャビネット会議議案録ならびに当
日配布資料

５．第３回7R-1Z・2Z対抗親善チャリティゴ
ルフ大会ご案内
　日　時：2019年５月19日㈰
　場　所：旭国際浜村温泉ゴルフクラブ
　　　　　湖山コース
　ホスト：鳥取久松ライオンズクラブ
　＊ゴルフ同好会へご案内しています。
　その他の方で参加希望がありましたら、
４月15日㈪までに事務局へお知らせくだ
さい。

LIONS CALENDAR（４月行事予定）

ライオンズカレンダー
４月10日㈬　４月定例理事会
　　　　　　17：30～　日本料理　飛鳥
　　10日㈬　４月第１例会
　　　　　　18：30～　日本料理　飛鳥
　　13日㈯・14日㈰
　　　　　　第65回地区年次大会
　　　　　　玉野市総合体育館　他
　　25日㈬　４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
㈱いまむらワイン＆カンパニー　今村憲治様
　　　　・本日は「倉吉ワイナリー」の取組に

ついての話をお聞き頂き、ありがと
うございました。

倉吉打吹ＬＣ　石賀伸行様
　　　　・久し振りにメークアップをしました

が、いつも外部講師による講演に当
たります。楽しみにしています。

倉吉打吹ＬＣ　木村まゆみ様
　　　　・メーキャップさせて頂きました。
Ｌ秋藤　・倉吉ワイナリーの発展を願って。
Ｌ藤田　・特にいいことはありませんが、久し

ぶりにバッヂを付けました。
Ｌ清水　・暖冬のおかげで植木畑の剪定がはか

どりました。
　　　　・陸上競技場、蔵用心の桜、紅梅の剪

定・施肥、無事終了致しました。
　　　　　当社利用頂き、ありがとう御座いま

した。
Ｌ北村　・14年、32万㎞乗った愛車をついに手

放しました。新しい車の調教をはじ
めます。

Ｌ戸﨑　・大塚様、本日はご講演ありがとうご
ざいます。本日はご講演をお聞きで
きず、申し訳ございません。

　　　　・本日は、今村様、ご講演ありがとう
ございます。打吹ライオンズより木
村まゆみ様に来ていただき、ありが
とうございます。今日は、ワインを
おいしく頂きましょう。

Ｌ井手添・今村さん、今日の例会、楽しみにし
ています。

Ｌ深田　・打吹ライオンズ、木村さん、ようこ
そ。同級生です。

Ｌ本田　・３／10、人生初のロードバイクのサ
イクリング大会で148㎞完走しまし
た。びわ湖一周してきました。

Ｌ杉本　・写心家、大塚健一朗さんの講演会、
ありがとうございました。これから
も沢山の方に、感動をあたえていっ
て下さいね。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
３月誕生記念
Ｌ名越宗弘　　３月２日
Ｌ中井修二郎　３月31日
Ｌ高田充征　　３月27日
Ｌ杉本友子　　３月29日
３月結婚記念
Ｌ河本　裕　　３月23日
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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３月27日㈬

私の趣味
Ｌ 北村龍一郎

　「剪定鋏と剪定鋸を腰にぶら下げて庭を歩き
回っている」
　私が「どうやったら剪定が上手にできます
か」と質問した時の藤津の親方の返答がこれで
した。どんなことでも近道なんてないですよ、
とおっしゃったんだろうと思っています。これ
が20年近く前の話。それ以来、休日のほとん
どはぶら下げて歩き回っています。ただし、腕
前の方はちっとも上がってきません。
　趣味と言ってしまっていいのか分かりません
が、飽きずにやり続けています。割と性に合っ
ているようです。
　今回は、その中でも「台杉」の話をします。

北山杉を台木を作ってそこから数本の立木をた
ちあげるのですが、剪定としてはそう難しくな
いと感じています。私でも何とか形にできてい
ると思っています。最初に植えたのは、30年
程前ですが、１メートル程の苗木でした。「庭
に台杉が欲しい」これが亡くなった父親の念願
でした。徐々に増やしていって、今では庭だけ
でなく、他の場所にも植えていますので、60
本位あります。手間は大変ですが、楽しくやれ
ています。体が持つ間ということですが。

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。

Ｌ山本賢一郎　３月11日
Ｌ明里　寛　　３月24日

３月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

小さい頃はとてもおてん
ば娘で、木に登ったり高
いところから飛び降りた
り、魚釣りをしたりとま
るで男の子のような子ど
もでした。
Ｌ杉本友子
（Ｓ43. ３.29生）

１歳の頃の写真です。
Ｌ高田充征
（Ｓ48. ３.27生）

２～３歳くらい、実家近
くの袋川桜土手にて。祖
父・兄と。
Ｌ中井修二郎
（Ｓ41. ３.31生）

昭和49年、11歳頃の写
真です。
初めての家族東京旅行
（東京タワー、霞が関ビ
ル、新宿京王プラザホテ
ル）だったと思います。
Ｌ名越宗弘
（Ｓ38. ３. ２生）


