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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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2019年４月　少年少女バドミントン教室
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少年少女
バドミントン教室

Ｌ 中井修二郎

　３月16日㈯県立体育文化会館で、バドミント
ンＳＪリーグで活躍している「山陰合同銀行バ
ドミントン部」の皆さんをお迎えして、「第２
回少年少女バドミントン教室」を開催しました。
当日は小学校低学年から中学生まで100名を超
える参加者があり、レベルごとにグループに分

かれて午前中は基礎的な練習からスタートし、
午後からはゲーム形式でトップクラスの選手の
皆さんから直々に指導していただきました。参
加した子供達は程良い緊張感の中、真剣なまな
ざしでシャトルを追いかけている姿がとても印
象的でした。
　この日は大変寒い１日でしたが、倉吉ライオ
ンズクラブのメンバーは分担して会場の設営か
ら豚汁の炊き出しなどを行い、事故や怪我など
なく無事に事業を終える事ができました。近い
将来この教室の経験者の中からトップアスリー
トを輩出することが出来たら素晴らしいです
ね。

少年少女バドミントン教室
2019年３月16日　県立体育文化会館
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未来へつながる　笑顔の例会

３月第２例会ゲストスピーチ

「スマートフォン決済について」
倉吉信用金庫 常勤理事 営業推進部長　安藤　正樹	様

キャッシュレス
の時代へ

Ｌ 加 藤 康 彦

　どのキャッシュレス決済にしようか？何々
Pay、何々 Pay。テレビを付ければ毎日コマー
シャルしてるけど、それじゃどこが良いの？と
悩む今日この頃です。
　スマホさえろくに使えない私としては、ポイ
ントだとかキャッシュバックと言われても面倒
が先に立ってしまいがちなのです。しかし、世

の流れ。安藤様の講演をお聴きし「国策として
のキャッシュレス化推進」の背景が分かりまし
た。
　この会報が配布される頃には私のスマホにも
どこかしらの「Pay」が利用できるようになっ
ていることでしょう。たぶん…。

３月第１例会ゲストスピーチ

「倉吉ワイナリーの事業計画」
㈱いまむらワイン＆カンパニ― 代表取締役社長　今村　憲治	様

ご講演を聴いて

Ｌ 山 下 正 喜

　３月の第１例会は㈱いまむらワイン＆カンパ
ニ―の今村社長様より「倉吉ワイナリー」につ
いて、誕生から今後の事業展開並びに将来計画
などのお話をお聴きしました。
　特に起点となった「広域ワイン特区」認定に
より、製造数量基準緩和で小規模ワイン醸造が
出来るようになり「鳥取の葡萄から至高の日本
ワインをめざして」のお話は興味深い内容でし

た。
　講演後の懇親会は、今村社長の説明で「いま
むらワイン」を飲みながら、ワインに合った料
理を堪能し楽しい会食をしました。
　これからの「倉吉ワイナリー」の事業展開と
毎年の新酒のワインが楽しみです。
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私のお仕事
Ｌ 加 藤 和 彦

　昨年の６月からＪＲ米子支社営業課企画販売
総括として仕事をしています。
　営業課の仕事は、駅業務グループ（社員教
育・ＣＳ・駅運転・駅設備）と企画販売グルー
プ（商品設定・制度・収入管理・宣伝・指定券
団体・観光開発）があり、私は後半の企画販売
で仕事をしています。
　企画販売総括の仕事として、各業務の企画調
整・確認やチェック・決済などを行っていま
す。特に宣伝・指定券管理はパンフレット作製
や時刻表掲載があり、しっかり確認しチェック
を行っています。ま
た、今年は10月に消
費税改定が予定され
ているため、乗車券
類や企画商品の金額
修正については、昨
年から関係社員を招
集して勉強会の開催
や新料金の設定・確
認を行っています。

Ｌ 濱 中 武 仁
　15年位前から、親から引き継いだ、日本海新
聞販売店をしています。
　新聞販売店の一日の流れを説明します。
　午前１時30分頃に、印刷所からトラックで配
達される新聞を、泊駅まで受け取りに出発。
　到着したトラックの荷台から、束になった新
聞を受け取り、店の作業所に運び、折り込み用
にセットされたチラシを、一部ずつ手作業で新
聞の中に折り込み、地区ごとに分け、各家に配
達します。
　午後には、折り込みチラシが持ち込まれるの
で、チラシのセット
作業を行います。そ
の他にも集金業務、
地域の行事などの取
材活動を行っていま
す。

■ ３月第２例会 ３月27日㈬（第1423回）

実出席　74％� メークアップ後　85％
ドネーション　7,000円� ファイン　600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４回キャビネット会議�議事録
②地区アラート委員会関連事業の資料
③LCIFキャンペーン100協力のご依頼
④「献血推進・糖尿病予防支援セミナー」開
催のご案内
　日時：2019年５月11日㈯
　　　　◆受　付　13：00～　
　　　　◆研修会　14：00～16：30
　場所：岡山商工会議所　１Ｆ　大会議室

２．４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕

実施について
　実施日：2019年５月26日㈰
　　　　　９：30～11：30（午前の部）３名
　　　　　13：30～15：00（午後の部）３名
　場　所：倉吉未来中心
　ホスト：倉吉ライオンズクラブ

３．３月16日開催の少年少女バドミントン教
室、お疲れ様でした。
　参加者　小・中学生� 106名
　　　　　山陰合同銀行様� 14名
　　　　　ライオンズ� 24名
　　　　　　　合　計� 144名
　ご協力ありがとうございました。

４．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議
会より 平成30年度県立美術館と共に歩む中
部地区の集い協議会総会の開催について（通
知）が届きました。

事 務 局 だ よ り
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未来へつながる　笑顔の例会

　日時：平成31年３月29日㈮
　　　　午前10時～（１時間程度）
　場所：倉吉未来中心　セミナールーム３
　＊�倉吉ＬＣより戸﨑会長が出席いたしま

す。
５．鎮霊神社より 鎮霊神社例祭（招魂祭）の

ご案内が届きました。

理 事 会 報 告 ３月13日開催
１．「桜ずもう」の寄付について
　例年通り、30,000円支援することが承認さ
れました。

２．平成31年度役員（理事）について
　承認されました。

３．花見例会 計画・予算（案）について
　承認されました。

４．エキスカーション 計画・予算（案）につ
いて
　承認されました。

５．土天神まつり 計画・予算（案）について
　承認されました。

６．陸上競技場桜維持管理事業 決算について
　承認されました。

■ ４月第１例会 ４月10日㈬（第1424回）

実出席　81％� メークアップ後　84％
ドネーション　9,000円
花見例会オークション　47,100円
ファイン　600円
【理事会提案】
１．入会候補者について
　流通株式会社　代表取締役　江原　剛�様
　　＊スポンサー　Ｌ戸﨑隆之
　　＊入会経過について
　　　例会承認　４月10日㈬
　　　入会式　　５月８日㈬

【幹事報告】
１．国際会長よりメッセージが届きました。
２．国際協会より倉吉ＬＣ及びＬ加藤康彦に

100周年記念会員増強賞の期間限定アワード
のピンが届きました。

３．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３月号
②次期クラブ三役研修会　開始のご案内
日　時：2019年５月18日㈯

　　　　受付・昼食　12：00～13：00
　　　　研　修　会　13：00～16：00
場　所：岡山プラザホテル
　　　　（岡山市中区浜2-3-12）
　　　　TEL（086）22-1201㈹
登録料：4,000円
③第65回地区年次大会代議員会　提出議案

４．7R-2Z・ZCより 「336-B地区7R-2Z 第３
回ガバナー諮問委員会ならびにゾーンレベル
会員委員会決算報告書」が届きました。

５．桜相撲振興協議会より 第41回櫻杯争奪相
撲選手権大会並びに琴櫻記念中学校相撲選手
権大会の出席案内が届きました。
日時：平成31年４月21日㈰�８：00～17：00
場所：倉吉市営すもう広場
＊会長Ｌ戸﨑隆之が出席いたします。

６．広田一恭氏感謝の集い実行委員会より「広
田一恭氏感謝の集い」開催について（ご案
内）が届きました。

７．倉吉文化団体協議会より アザレア音楽祭
2019への協力依頼が届きました。

LIONS CALENDAR（５月行事予定）

ライオンズカレンダー
５月８日㈬　５月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　８日㈬　５月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　22日㈬　５月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　25日㈯・26日㈰　
　　　　　　第65回複合地区年次大会
　　　　　　�総社市スポーツセンター・きびじ

アリーナ　他
　　26日㈰　４クラブ合同アクティビティ献血奉仕
　　　　　　９：30～　倉吉未来中心

ドネーション

ありがとうございました
Ｌ松井　・安藤部長ご講演ありがとうございま

す。
Ｌ戸﨑　・本日は、倉吉信用金庫�安藤様、ご

講演ありがとうございました。
Ｌ加藤康・アワード頂きました。ありがとうご

ざいます。
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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４月24日㈬

私の趣味
Ｌ 新 藤 祐 一

　私の趣味はスポーツでした。
　中学では野球、高校は東京に行きウインター
スポーツの有名校でアルペンスキー部に入りま
した。ジャイアントスラローム（大回転）野沢
大会で東京都４位が最高です。大学ではキック
ボクシングをやりました。
　趣味を、スポーツでしたと過去形にしました
が、今年はも一度どうしてもスキーに乗りたい
と言う夢を果たしました。来年はスキーをちゃ
んと滑るぞと言う目標を立てています。
　現在鳥取でリハビリの初動負荷トレーニング

（ｗｗ）に通っています。イチローや有名スポー
ツ選手も支持する。小山トレーナーによるもの
です。Ｌ名越宗弘にスポーツジムに誘われまし
たが、私の体は筋肉トレーニングでは壊れてし
まいます。現在続けている可動域を広げるリハ
ビリ的なトレーニングを続け、来年は普通にス
キーを滑って見せます。

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山本庄・皆さまのご協力で無事バドミントン
教室が終わりました。ありがとうご
ざいました。

Ｌ山下正・安藤さん、ゲストスピーチありがと
うございます。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
４月誕生記念
Ｌ北村龍一郎�４月24日� Ｌ東田幸一�４月19日
Ｌ深田　孝　�４月15日
４月結婚記念
Ｌ小山正人　�４月10日� Ｌ加藤和彦�４月７日

４月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

中学１年か２年です。世
の中の事なんか、なんに
も知りません。
Ｌ北村龍一郎
（Ｓ29. ４.24生）

高校生の頃です。
Ｌ深田　孝
（Ｓ38. ４.15生）

　震災後、幼少の写真等が現在不明なため、写真を
提出できませんでしたので、ご了承ください。
　昭和39年４月19日生まれ、今月で55才になります。
　昭和39年は、東京オリンピックの開催に伴い、東
海道新幹線の開業、TVでは、カラー放送のスタート、
東京はインフラ整備等、色々な事がありました、凄
い年代になります。
　そして、間もなく令和と、新元号になり、2020年
には、東京オリンピックの開催に伴い、TV等、色々
な事が始まります。
　ただ、いまだに、自動車は空中を飛んでいません
が…
　大変な時代ですが、充実した人生が送れるように
頑張って行きたいと思います。

Ｌ東田幸一（Ｓ39. ４.19生）


