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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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５月　江府町こいのぼり（撮影Ｌ穴田　守）
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４月第１例会
（花見移動例会）
４月10日　日本料理 飛鳥

恒例の花見例会

Ｌ 穴 田 　 守

　４月10日㈬、４月第一例会後、恒例の花見例
会が「飛鳥」で開催されました。
　Ｌ中井第一副会長の乾杯挨拶から始まり、お
酒が少し回ったところで、Ｌ濱中委員長の軽快
なトークでオークションが始まりました。
　お花見と言うことで、出品にはたくさんのお
酒が出されましたが、瞬く間に競り落とされ、
47,000円もの売り上げがあり、ご協力ありがと

うございました。
　私は、当日の昼に陸上競技場にある「倉吉ラ
イオンズクラブ認証50周年記念樹の桜を見て回
りましたが、淡い色の「ソメイヨシノ」、濃い
色の「しだれ桜」と、元気に育っているよう
で、皆さんもまた見に行かれたらと思います。
でも気をつけてくださ
い。マムシが出ると言う
看板が立っていました。
　おいしいお酒と肴で、
話には花が咲きました。

第65回
地区年次大会

Ｌ 清 水 俊 男

　４月14日玉野市総合体育館にて各委員会・代
議員総会・第65回年次大会の順で開催されまし
た。
　代議員には特別
枠の大会特別顧
問、名越元国際理
事と会員数配分に
よるＬ北村、Ｌ井
手添、Ｌ中井の３
名、計４名が出席

され、提出議案の６議案全てが議決されました。
　年次大会受付終了から式典開始まで１時間の
空白があり、お陰で我がクラブの一般参加者全
員が代議員総会会場にて議事を傍聴しました。
議案１では賛成180に対し反対77無効２票は意
外でした。井上地区ガバナー体調不良のため、
代わって前協議会議長の大谷博が挨拶され西日
本豪雨災害復興支援について又、ガバナー体調
不良の中、困難な運営に当たったキャビネット
事務局員、役員を労われた。国際会長アワード

ライオンズクラブ国際協会336－B地区

第65回 地区年次大会
2019年４月14日　玉野市総合体育館
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未来へつながる　笑顔の例会

表彰では、名越元国際理事がユーモアを交え表
彰の贈呈をされ、会場の緊張が解された瞬間で
ありました。次回66回地区年次大会開催地が倉
敷市で開催されること、ホストクラブは５リ
ジョン１ゾーン・２ゾーン９クラブで、復興と

文化 ･歴史 ･ロマンの…をキャッチフレーズに
歓迎の横断幕が披露され日程を終了しました。
前日から参加の役員、当日参加の皆様お疲れ様
でした。

入会式
５月第１例会

入会のご挨拶

Ｌ 江 原 　 剛

　このたび入会させていただくことになりまし
た江原剛と申します。大変失礼ながらライオン
ズクラブは全く興味の無いジャンルだったの
で、自分が入会させていただく姿など想像した
こともありませんでした。しかしながら公私と
もに大変お世話になっている戸﨑会長から予想
外に熱いお誘いをいただき、これもご縁と皆さ
まの仲間入りを申込させていただきました。経

営トップを務める企業人としても、妻子４人と
過ごす家庭人としても、多趣味な中年男として
も、バランスよく生きたいと願う欲張りな人間
です。皆さまとご一緒させていただくなかで
社会人としての側面も磨いて行けたらいいな
と思っておりま
す。若輩者です
がどうぞよろし
くお願いいたし
ます。

講演を聴いて

Ｌ 森 　 耕 生

　４月の第２例会はＬ本田より「自動車業界
100年に一度の大変革」というテーマでお話を
いただきました。
　私ども（特に鳥取県在住の我々）にとって必
要不可欠な自動車について、「電動化」と「自
動化」このふたつのキーワードをもとにして、
自動車業界の現状から今後の展望まで、興味深
いお話をお聞きすることが出来ました。
　自動車は、生活必需品であるばかりでなく日
本にとっての基幹産業であり、今後の大きな変

革は我々ユーザーだけでなく、関連産業も含め
た国内の産業にも相当大きな影響を与えるので
はないかと思いました。例えば、「電動化」に
よりガソリンスタンドは電気スタンドになって
いくのか？「自動化」により自動車学校はどう
なってしまうのか？などなど、お話の最中にい
ろいろなことを考えさせられました。
　この「100年に一度の大変革」を機に、自動
車が、人にとっても地球にとっても更に安全で
安心な乗り物になることを願っています。

会員スピーチ（４月第２例会）
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私のお仕事
Ｌ 深 田 　 孝

　有限会社さんすいは三朝町内に本社と支店と
ショップぼちゃぼちゃ内で営業しています。
　営業内容は魚介類販売卸売、加工、小売、ふ
ぐ処理取扱い、仕出し調理、そうさい製造、氷
雪販売、食肉販売、飲食店営業、土産物販売等、
の営業許可取得で事業しています。もちろん調
理師免許、ふぐ調理免許を持っています。後、
古物商（道具商）の許可も持っています。
　基本魚屋です。包丁を持って、鍋も持ち、魚
介類の処理、調理もし
ます。
　魚介類の種類によっ
て処理、捌き方が違い
ます。鯛、ぶり、マグロ、
あんこう、ふく、すっ
ぽん、うなぎ、こい、等、
ほとんどの魚について
処理・捌きができます。
　調理師免許を持って
いますので、揚げた
り、煮たり料理を作る
こともします。

■ ４月第２例会 ４月24日㈬（第1425回）
実出席　79％� メークアップ後　82％
ドネーション　18,000円� ファイン　1,200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。
①2019年３月分　献血集計表　　

２．ライオンズクラブ国際協会 336-B地区 第
65回地区年次大会事務局より ライオンズク
ラブ国際協会 336-B地区 第65回地区年次大
会の御礼が届きました。

３．岡山西ライオンズクラブより 青少年健全
育成支援チャリティゴルフ大会のご案内が届
きました。
　日　時：2019年６月27日㈭
　場　所：岡山金陵カントリークラブ（岡山市北区石妻890）
　参加費：�4,000円（チャリティ含む・現金

でお支払いして下さい。）
　プレー費：キャディ付き　10,500円

（1,000円分昼食付）
　　　　　　セルフプレー　 7,500円

（1,000円分昼食付）
４．未来ウオーク実行委員会より「第19回SUN-

IN未来ウオーク」ご協賛のお願いが届きました。

　開催日：2019年６月１日㈯・２日㈰
５．日本盲導犬協会より 会報「盲導犬くらぶ」

が届きました。
６．㈱フジマキネクタイより　ライオンズクラ

ブ国際協会公認カタログ2019-2020が届き
ました。

理 事 会 報 告 ４月11日開催
１．少年少女バドミントン教室の決算について（Ｐ３）
　承認されました。

２．土天神まつり 計画・予算（案）について（Ｐ４・５）
　承認されました。

３．ライオンズクラブ４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕について
　参加予定者：
　午前の部…Ｌ高田・Ｌ多田・Ｌ明里・Ｌ杉本
　午後の部…Ｌ高田・Ｌ深田・Ｌ加藤康彦

４．「第19回SUN-IN未来ウォーク」ご協賛のお願いについて
　例年通り、10,000円を協賛することが承認
されました。

■ ５月第１例会 ５月８日㈬（第1426回）
実出席　74％� メークアップ後　94％
ドネーション　13,000円� ファイン　1,200円

事 務 局 だ よ り

　仕入もセリをすることが出来、港からも仕入
たりもして、いわゆる目利きもします。
　ですが、まだまだ魚屋としては力不足です。
日々精進を続けたいです。

Ｌ 加 藤 康 彦
　一言で紹介
すると測量会
社です。２月
の会報で載せ
られた西谷技
術コンサルタ
ント㈱（山本
賢一郎社長）
さんは県内屈
指の老舗の測量会社であり総合建設コンサルタ
ントです。一方我社は独立創業してやっと12年
経つ小っちゃな会社です。
　測量が主体ですが、土木施設の設計も行いま
す。昨年の豪雨災害では微力ながら測量設計に
奔走しました。また近年は民間の開発事業や申
請業務も手掛けています。
　専門技術サービス業でもありやはり財産は
「人」です。ライオンズクラブでもそうですが、
私はこの「人との出会い」そして「人の繋が
り」を最も大切にしています。
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【理事会提案】
１．入会候補者について
　北中建築設計事務所　代表　北中彰拡�様
　＊スポンサー　Ｌ戸﨑　隆之
　＊入会経過について
　　例会承認　　　　　　　　５月８日㈬
　　ニューメンバースクール　５月16日㈭
　　入会式　　　　　　　　　５月22日㈬　

２．令和元年度 基本方針について
３．2019～2020 組織図について
【幹事報告】
１．グドラン・イングバドター国際会長より

メッセージが届きました。
２．ナレシュ・アガワル国際財団理事長より

メッセージが届きました。
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　４月号
②2018-2019年度下半期ガバナーズアワード
表彰について
③新年度でのクラブ役員・地区役員のアカウ
ント登録について
④第58回OSEALフォーラムバザール会場変
更のご連絡とお願い

４．第65回地区年次大会の報告
日　時：2019年４月14日㈰
場　所：玉野市総合体育館
参加者：10名
◆地区ガバナー提出議案決議事項
（議案１）
　次期地区ガバナー選出について承認され
ました。
　　Ｌ小野宗次（倉敷真備ライオンズクラブ所属）
（議案２）
　次期第一副地区ガバナー選出について承
認されました。
　　Ｌ金礪　毅（岡山京山ライオンズクラブ所属）
（議案３）
　次期第二副地区ガバナー選出について承
認されました。
　　Ｌ平山智雄（津山鶴山ライオンズクラブ所属）
（議案４）�
　2019～2021年度国際理事立候補者の地区
推薦について承認されました。
　　Ｌ渡部雅文（倉敷西ライオンズクラブ所属）
（議案５）
　2017～2018年度地区一般会計収支報告書
および第64回地区年次大会収支報告につい
て承認されました。
（議案６）�
　2018～2019年度上半期地区一般会計収支
報告について承認されました。
◆次期地区ガバナーエレクト提出議案決議事項
（議案１）
　2019～2020年度の地区アクティビティ・
スローガン並びにガバナー・キーワード、ガ
バナー基本方針について承認されました。

　【地区アクティビティ・スローガン】
　　『改革は成長のエネルギー』
　【ガバナー・スローガン】
　　『人、命を守る　We�Serve』
　【ガバナー・キーワード】
　　『アラート』『メンバーズファースト』『家族』
（議案２）
　2019～2020年度地区会費・地区大会費の
決定について承認されました。
　　会員一人当たり　１ヶ月
　　　会費　850円　地区大会費　300円　
　　　合計　1,150円（今年度と同額）
＊なお、二人目以降の家族会員は０円とする。
（議案３）
　地区緊急援助資金　次年度での補填につ
いて承認されました。
　今年度は、西日本豪雨災害をはじめと
した被災者支援に拠出したため、残額が、
4,596,894円となっている。よって、同資金
規定（積立基準額10,000,000円）より次年
度は、会員一人あたり1,000円の拠出。
（議案４）
　2020年第32回オリンピック競技大会なら
びに第16回パラリンピック競技大会開催へ
の支援について承認されました。
　2015年７月から2020年６月までの５年間
において一年間会員一人当たり1,000円ず
つ合計5,000円を各年度上半期中に拠出す
る。2019-2020年度（次年度上半期）にお
いて第５回目（最終回）の拠出。また前年
度同様、二人目以降の家族会員およびクラ
ブ支部会員については免除とする。
（議案５）
　2019～2021年国際理事立候補者　Ｌ渡部
雅文への支援金について承認されました。
　2017-2018年度（今年度）中に336-B地区
次期キャビネット準備金より200万円を拠
出、ならびに2018-2019年度（次年度上半期）
に336-B地区全会員一人当たり3,000円の
うち、初年度分として1,500円の拠出。2019-
2020年度（次年度上半期）に1,500円の拠出
（最終回）。なお、二人目以降の家族会員およ
びクラブ支部会員については免除とする。
（議案６）
　2019～2021年度第66回地区年次大会につ
いて承認されました。
　と　き：2020年４月12日㈰
　ところ：倉敷市民会館（倉敷市）
　ホストクラブ：５リジョン１・２ゾーンの９クラブ

５．未来ウオーク実行委員会より　「第19回
SUN-IN未来ウオーク」出発式について（ご
臨席のお願い）が届きました。
開催日：令和元年６月１日㈯・２日㈰
　＊会長Ｌ戸﨑隆之が出席いたします。

６．㈱チヂキより　ライオンズクラブ国際協会
公認カタログ2018-2019が届きました。



6

LIONS KURAYOSHI

■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　令和元年５月22日㈬

私の趣味
Ｌ 斎 藤 周 作

　ランニングを始めてちょうど２年です。ラン
ニングをすることは普段は考えないかもしれま
せんが、大人が夢中になるほど面白いです。ラ
ンニングは、『一人でいつでもできること』早朝、
子どもが起きないようにそっと起き走ります。
『確実に成果があがること』走った距離だけ結
果がでます。『健康に効果があること』健康診
断も怖くありません。『趣味を質問されたとき

に、答えることができること』健全です。『お
金がかからないこと』最高です。など、体にも
懐にも非常に優しいスポーツです。
　ランニングは走るだけに見えるかもしれませ
んが、かなり奥が深いも
のです。タイムを伸ばす
ためにトレーニングを考
えたり、体調管理をして
故障しないように付き合
う必要があったり、これ
らのことを学んでいるう
ちに、ランニングに夢中
になっているのかもしれ
ませんね。

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。

LIONS CALENDAR（６月行事予定）

ライオンズカレンダー
６月12日㈬　６月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　12日㈬　６月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　16日㈰　エキスカーション
　　　　　　但馬海岸など　但馬方面
　　19日㈬　7R-2Z現・次期引継ぎ会議
　　　　　　18：00～　ホテルセントパレス倉吉
　　26日㈬　６月第２例会（引継ぎ例会）
　　　　　　18：30～　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
倉吉北ＬＣ　松井徳之様
　　　　・久しぶりにメイクさせていただきまし

た。これからもよろしくお願いします。
Ｌ清水　・父葬儀の際、皆様に大変お世話に成

りました。お礼申し上げます。
Ｌ松井　・孫（女）が結婚しました。もうそん

な年になりました。
Ｌ北村� ・今月誕生日です。また、１年若返ります。
Ｌ多田　・１年の早いこと、令和の最初の誕生

日です。
Ｌ戸﨑　・本日は、倉吉北ライオンズクラブＬ

松井様、お越し頂き、ありがとうご
ざいました。

Ｌ井手添・北村さん、本日24日お誕生日おめで
とうございます。

Ｌ山本弘・松井徳之様、ようこそ倉吉ライオン
ズクラブへ。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
５月誕生記念
Ｌ安本大治�５月26日� Ｌ多田典子�５月23日
Ｌ井手添誠�５月22日� Ｌ加藤和彦�５月１日
Ｌ福井和子�５月27日� Ｌ山下二郎�５月30日
５月結婚記念
Ｌ北村龍一郎�５月３日� Ｌ戸﨑隆之�５月13日

５月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

私たちの子どもの頃はカメ
ラを持っている人はいませ
んでした。したがって小・
中と一枚もありません。こ
れは高校時代の一枚です。
Ｌ多田典子

（Ｓ13. ５.23生）

ＴＶドラマ「忍者部隊 月
光」のヘルメットを買って
もらい、その気になってい
る、やんちゃな四歳です。
Ｌ井手添誠

（Ｓ35. ５.22生）

５歳頃の七五三の写真で
す。米田町の東山神社にて。
Ｌ福井和子

（Ｓ46. ５.27生）


