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土天神まつり
5月18日㈯　倉吉フィギュアミュージアム

土天神まつり

Ｌ 斎 藤 周 作

　３年ぶりに『土天神祭り』として、令和元年
５月18日㈯から６月９日㈰まで、「円形劇場く
らよしフィギュアミュージアム」にて土天神の
展示、円形劇場を鯉のぼり・五月のぼりによる
デコレーションなどが行われました。日本の
ポップカルチャーであるフィギュアと、男の子
の無事な成長を祈って贈られたとされる倉吉の

郷土玩具『土
天神』。まさ
に現代と過去
のコラボレー
ション。多く
の観光客や地
元の方がその
異空間を楽し
んでいただけたように思います。また、18日の
オープニングイベントでは、あいにくの天気で
はありましたが円形劇場前で、もちつきやポン
菓子の実演無料配布。また、けん玉・ヨーヨー
といった昔ながらの子どもの遊び体験など近所
の子供たちが楽しそうにやってる姿がほのぼの
とした気分になりました。ただ、一番楽しんで
いたのは、懐かしの遊びを一緒にしていた我々
メンバーだったかもしれませんね（笑）皆さん
１日イベントお疲れ様でした。

第3回7R1Z・2Z対抗
親善チャリティゴルフ大会

５月19日㈰　旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部

　

1Z・2Z 対抗親善チャリ
ティゴルフ大会に出場して

Ｌ 山 田 友 博

　去る５月19日㈰に旭国際浜村温泉ＧＣの湖山
コースで開催されました。ゾーン対抗で行われ、
各地区の上位10名の成績で争われます。鳥取は
40名、倉吉は12名でした。倉吉ＬＣからはＬ松
井、Ｌ加藤和、ＬＬ照下、Ｌ山田の参加です。

当日の天候は晴れでしたが非常に風が強く、皆
さんが苦労されていました。
　優勝カップを鳥取側に渡すという結果に終わ
りましたが倉吉ＬＣの活躍はすばらしく、Ｌ加
藤和はドラコン賞ほか数賞獲得、ＬＬ照下はニ
アピン賞を獲得されました。Ｌ松井は２日連
続のゴルフにも関わらず疲れ知らずのナイス
ショット連発、Ｌ山田は疲れるＯＢ連発でし
た。本来の目的であるチャリティにも貢献でき、
非常に有意義で楽しいゴルフとなりました。
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未来へつながる　笑顔の例会

複合地区年次大
会に行って

Ｌ 戸 﨑 隆 之

　５月26日に行われた複合地区年次大会に出席
するため岡山に向かいました。
　私は、今回会長になり初めて複合地区年次大
会に出席致しました。
会場は、総社市岡山市総合文化体育館かなり大
きな建物で岡山県下で一番大きいそうです。
　まず名越元国際理事は、国際理事候補者推薦
委員会に行かれ私達三役は第一分科会会場に向
かいました。各分科会の流れから代議員総会・

大会式典へと流れました。
　大きな会場で、現ガバナー・ガバナーエレク
トなど役員の方々が一堂に会されて見事なもの
でした。私も気後れしないように、頑張りたい
と思いました。

7R-2Z ４クラブ合同アクティビティ
５月26日㈰

　

4クラブ合同アクティビティ
献血奉仕活動に参加して

Ｌ 明 里 　 寛

　５月26日㈰　倉吉未来中心にて献血奉仕が行
われ参加してまいりました。

　当日は、天候も良くフリーマーケットもあり
人で賑わってかなり暑い１日でした。
　日本赤十字社の担当者様のあいさつでは、５
月に入って血液不足が発生しているとの説明を
受け一人でも多く方に献血をしていただけるよ
うに頑張りたいと思いました。
　私は、午前中のみの参加でしたが午前20名　
午後から21名　最終的に41名の方に献血にご協
力頂き感謝の気持ちでいっぱいです。
　目標の50名以上には届きませんでしたが、ラ
イオンズクラブが献血アクティビティを始めて
から今年で54年目になることを知り、出来る限
りたくさん参加していきたいと改めて強く感じ
ております。

ライオンズクラブ国際協会336複合地区

第65回 年次大会
2019年５月25日㈯・26日㈰　岡山市総合文化体育館
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未来へつながる　笑顔の例会

この１年を振り返って
会長あいさつ

第60代会長
Ｌ 戸 﨑 隆 之

　一年間本当に、皆様に支えられ何とか会長を
務めることができました。
　名幹事・名会計　新任の事務局さんにも助け
ていただいたおかげです。
　本当にあっという間の一年間、いろんな意味
で勉強させていただいた一年でした。
　この経験を、これからも次に繋げていけるよ
う頑張りたいと思います。
　一年間ありがとうございました。

皆さまのおかげ

幹事
Ｌ 井手添　誠

　１年を振り返り、思い出す事業は、土天神祭
りin円形劇場です。戸﨑会長らしさのある事業
と感じました。2016年「次期アクティビティ検
討委員会」より、「会長が、一つ思いのある事
業をしていこう!!」と提言されて、毎年、新し
い事業が行われています。これは、クラブの活
性化に良いと改めて思いました。
　２回目の幹事を務めさせていただきました
が、今回も幹事という役になれないままでし
た。それでも、一年が終われるのは、メンバー
皆さまの協力のおかげだと思います。一年間、
ありがとうございました。

４クラブ親善ゴルフ大会
５月29日㈬　グリンパーク大山ゴルフ倶楽部

　

４クラブ親善ゴルフ大会
Ｌ加藤和彦

ホールインワンを達成

Ｌ 河 本 　 裕

　「４クラブ親善ゴルフ大会」が、５月29日㈬
ホスト倉吉打吹ＬＣで西伯郡南部町のグリン
パーク大山ゴルフ倶楽部楽部で４クラブ合計25
名の参加で開催されました、我がクラブから
は、Ｌ松井、Ｌ加藤康彦、Ｌ加藤和彦、Ｌ山田、
Ｌ河本の５名が参加致しました。とても良い天

気に恵まれ気持ち良くプレイ出来ました。競技
は個人戦と上位３人による団体戦で行われまし
た。競技終了後、倉吉シティーホテルで表彰式
が行われ個人戦でＬ加藤和彦が優勝　豪華賞品
をゲット、更にホールインワンを達成されまし
た。おめでとうございます。団体戦は３位入賞
でした。参加されました皆様 大変ご苦労様で
した。
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未来へつながる　笑顔の例会

会計あいさつ

会計
Ｌ 北村龍一郎

　今年度会計として、また三役のはしくれとし
て務めさせていただきました。皆様の御協力に
深く感謝するところです。
　会長を盛り上げる事を第一に考えて事に当
たったと考えていますが、どこまで出来たのか
１年を振り返って物足りない所もあったのでは
と反省もしています。そしてライオンズクラブ
についての勉強会を何回か出来たらと思ってい
ましたが、思うようにはなりませんでした。二
の事は、今年度のというよりも常に取り組めた
らと考えています。
　一年間ありがとうございました。

例会の会員数を
発表

財務・会員・会則委員長
Ｌ 山 本 　 彰

　財務・会員・会則委員会を担当させていただ
きました。例会出席率が90％以上であること、
毎月会報が発行されていることなど、７リジョ
ンの委員会議で発言することができ、誇りに思
います。
　今期の初め７月から例会時の出席状況報告で
会員数は39名でした。５月第２例会では初めて
会員数を41名と発表し、この数字の重さを感じ
たところです。
　お世話になり、ありがとうございました。

１年間お世話に
なりました

会報委員長
Ｌ 森 　 耕 生

　１年間、会報委員長を務めさせていただきま
した。
　こころよく原稿依頼をお受けいただいた皆
様、支えていただいた委員の皆様、絶妙なタイ
ミングで連絡をいただいた事務局の會見さん、
そしてたくさんの表紙の写真を提供いただいた
穴田さん、この場をお借りして深くお礼申し上
げます。
　ありがとうございました。

あっという間の
一年間

計画委員長
Ｌ 濱 中 武 仁

　皆様、お世話になりました。一年間、ありが
とうございました。
　クリスマス例会では、穴田副委員長のトナカ
イで大変盛り上がりました。お世話になりまし
た。

地域との
つながり

事業委員長
Ｌ 高 田 充 征

　会長をはじめとする会員の皆様の多大なご指
導、ご協力、そして事務局の會見さんのご協力の
もと、なんとか無事に役目を終えることが出来
ました。アクティビティ開催前は、とにかく天候
のことが気掛かりでしたが、振り返るとおおむ
ね天候は良好だったように思います。また、地域
の方々とのつながりのすばらしさを改めて感じ
た１年間でした。会員の皆様はもちろん、アク
ティビティにご協力、ご参加いただいた地域の
方々に感謝です！ありがとうございました。
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入会式
５月第２例会

新会員あいさつ

Ｌ 北 中 彰 拡

　このたび入会させていただくことになりまし
た北中彰拡と申します。かねてからお誘いをい
ただいていたのですが、まだまだ私には時期尚
早かなと入会させていただくことなど想像すら
できませんでした。しかし、戸﨑会長はじめ多
くの方々から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させていただくことと
なりました。

　起業してまだ２年足らずではありますが経済
人としても、妻子３人と過ごす一家の主として
も、趣味の野球、音楽も全て楽しみたい盛りで
あります。皆さまとご一緒させていただくなか
で知性を高め、今まで無縁であった奉仕の精神
を磨いて行けたら
いいなと思ってお
ります。若輩者で
はありますがどう
ぞよろしくお願い
いたします。

■ ５月第２例会 ５月22日㈬（第1427回）

実出席　60% メークアップ後　83%
ドネーション　21,000円 ファイン　600円
【幹事報告】
１．国際本部より第102回国際大会での開催通

知と公式通達が届きました。
２．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①336-B地区ライオン誌 第３号寄稿のお願い
②第65回地区年次大会事務区局 閉局のお知

らせ
③336複合地区第65回年次大会議案書
④現／次期合同YCE国際関係委員会ならび

に夏期YCE派遣受入オリエンテーション
開催のご案内

⑤夏期YCE台湾生受入家庭 追加募集について
⑥“LCIFキャンペーン100”ご協力のお願い
⑦第58回OSEALフォーラム（広島）宿泊手

配について
　《第58回OSEALフォーラム登録》
　　早期登録（2019年８月31日まで） 12,000円
　　普通登録（2019年９月１日以降） 13,000円
⑧次年度レガシー・アンケート調査 実施の

お願い
⑨（４月分）2018-2019年度　集計表送付に

ついて
３．第３回７Ｒ対抗親善チャリティゴルフコン

ペのお礼が届きました。
４．４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕

実施
　実施日：令和元年５月26日㈰
　場　所：倉吉未来中心
　＊協力メンバー：
　　午前の部（９：30～12：00）

…Ｌ多田・Ｌ明里・Ｌ高田・Ｌ杉本
　　午後の部（13：30～15：00）

…Ｌ深田・Ｌ加藤康彦・Ｌ高田
５．7R-2Z現・次期引継ぎ会議開催の案内

　日　時：令和元年６月19日㈬
　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　会　議　18：00～19：00
　　　　　懇親会　19：00～20：30
　会　場：倉吉シティホテル
　来　賓： 元国際理事・地区特別顧問、現・

次期７Ｒ地区役員・委員
　出席者： 現・次期ＺＣ、現・次期各クラブ

会長・幹事・会計、事務局員

事 務 局 だ よ り
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未来へつながる　笑顔の例会

　ホスト：倉吉打吹ライオンズクラブ
６．倉吉北ライオンズクラブより 認証40周年

記念例会開催並びに祝賀会開催について（ご
案内）が届きました。
　日　時：令和元年６月25日㈫
　　　　　記念例会：18：30～
　　　　　祝 賀 会：19：00～
　場　所：ホテルセントパレス倉吉
　登録料：7,000円
　＊会長Ｌ戸﨑隆之が出席いたします。

７．５月第１例会から９月第２例会までクール
ビズの期間といたします。

理 事 会 報 告 ５月８日開催
１．例会年間計画について

　承認されました。
２．花見例会　決算について

　承認されました。
３．引継例会　計画・予算（案）について

　承認されました。

■ ６月第１例会 ６月12日㈬（第1428回）

実出席　61％ メークアップ後　81％
ドネーション　50,000円 ファイン　1,200円
【幹事報告】
１．LCIFよりメッセージが届きました。
２．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①第58回OSEALフォーラム（広島）バザー

ル会場出展等ご協力のお願い〈再度〉
②2019-2020年度国際平和ポスターならびに

ライオンズ国際作文コンテストについて
③336複合地区第65回年次大会終了のお礼
④2019-2020年度336複合地区・336-Ｂ地区に

おける各会費・拠出金請求について
⑤2019-2020年度 第１回キャビネット会議開

催のご案内
　日　時：2019年７月20日㈯
　場　所：岡山ロイヤルホテル
⑥2019-2020年度 クラブ献血事業推進のお願い
⑦第58回東洋東南アジアライオンズフォーラ

ム（広島）のお知らせ
　　開催期間：2019年11月７日㈭～10日㈰
　　開 催 地：広島市
　　大会日程：開会式…11月８日㈮

13：00～16：00
　　閉会式…11月10日（日）10：00～12：00

　　〈フォーラム登録〉
2019年８月30日まで：12,000円
2019年８月31日以降：13,000円

⑧2019-2020年度 地区ガバナー公式訪問について
⑨2018-2019年度 ５月分献血集計表
⑩2018-2019年度 FWTヘアドネーション事業

ご協力への御礼
⑪キャビネットニュース５月号
⑫第58回OSEALフォーラム（広島）宿泊予

約サイト延期のお知らせ
⑬第58回OSEALフォーラム（広島）バザー

ル会場出展説明会開催のご案内
３．7R-1Z・ZC Ｌ福田正美より 第２回７Ｒ・

ゾーン対抗親睦チャリティゴルフ大会のお礼
状が届きました。
　日　時：令和元年５月19日㈰
　会　場：旭国際浜村温泉ゴルフクラブ
　参加者：Ｌ松井・Ｌ加藤和彦・Ｌ山田友博
　【7R1Z・2Z対抗】
　　－団体の部－　優　勝　鳥取
　　　　　　　　　準優勝　倉吉

４．４クラブ親善ゴルフ大会の結果が届きました。
　日　時：令和元年５月29日㈬
　会　場：グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部
　参加者：Ｌ河本・Ｌ松井・Ｌ加藤和彦
　　　　　Ｌ加藤康彦・Ｌ山田
　－団体の部－　優　勝　倉吉グレート
　　　　　　　　準優勝　倉吉打吹
　　　　　　　　第３位　倉吉
　　　　　　　　第４位　倉吉北
　－個人賞－
　　優勝　Ｌ加藤和彦 12位　Ｌ松井　實
　　13位　Ｌ加藤康彦 14位　Ｌ山田友博
　　17位　Ｌ河本　裕
＊団体第３位の賞金はドネーションされまし

た。ありがとうございました。
５．４クラブ合同アクティビティ（献血奉仕）

決算報告書（回覧）
　日　時：令和元年５月26日㈰
　場　所：倉吉未来中心
　参加者：午前…Ｌ明里・Ｌ高田・Ｌ杉本
　　　　　午後…Ｌ深田・Ｌ加藤康・Ｌ高田
　＊ご協力ありがとうございました。

６．次期7R-2Z・ZC Ｌ伊東和昭より　2019-
2020年平和ポスターコンテスト担当学校に
ついての文書が届きました。

７．土天神まつり、お疲れ様でした。
　Ｌ小山より看板用の紙をご提供いただきま
した。



8

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6月26日㈬

　Ｌ深田より消毒液、パック等をご提供いた
だきました。
　皆様、ご協力ありがとうございました。

８．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議
会より　県立美術館と共に歩む中部地区の集
い協議会キャッチフレーズ・ロゴマーク募集
にかかる広報について（依頼）が届きました。

９．石破しげる中部講演会より『「どうする日
本二〇一九」時局講演会の開催について』が
届きました。

10．第69回社会を明るくする運動　倉吉市推
進委員会より　倉吉市推進委員会及び講演会
の開催について（御案内）が届きました。
　日　時：令和元年６月28日㈮
　　　　　◆推進委員会　午前10時00分～
　　　　　◆講演会　　　午前10時45分～
　場　所：第１研修室・視聴覚ホール
　講演会：演題「 児童相談所から見える地域

の子どもたち」
　　　　　講師　鳥取県倉吉児童相談所

　所長　大下　幹男氏

LIONS CALENDAR（７月行事予定）

ライオンズカレンダー
７月３日㈬　7R-2Z4クラブ連絡会議
　　　　　　18：30～　倉吉シティホテル
　　10日㈬　７月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　10日㈬　７月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　24日㈬　７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清水　・初めて袋かけしたビワの収穫をしま

した。100袋の８割はイノシシに喰
べられましたが、美味しかったです。

Ｌ松井　・小林様、有難うございます。
　　　　　土天神お疲れ様でした。
Ｌ戸﨑　・Ｌ北中、ご入会おめでとうございま

す。先日は、土天神まつりお疲れ様

でした。
　　　　・本日は、岡山大学小林教授、ご講演

ありがとうございます。
　　　　　先日は、土天神まつり、お疲れ様で

した。
Ｌ加藤康・北中さん、入会おめでとうございま

す。
Ｌ羽合　・北中さん、お待ちしてました。おめ

でとうございます。
　　　　　井手添さん、お誕生日おめでとうご

ざいます。
Ｌ山本弘・今月で入会丸５年となりました。皆

様、今後共、宜しくお願い致します。
　　　　　そして、井手添幹事さん、本日、お

誕生日おめでとうございます。
Ｌ山本庄・北中さん、ようこそようこそ、倉吉

ＬＣへ。
Ｌ山下正・北中さん、入会おめでとうございま

す。
Ｌ高田　・土天神まつりイベント、お疲れ様で

した。
Ｌ浦木　・北中彰拡さん、入会おめでとうござ

います。
４クラブ親善ゴルフ大会　参加者一同
　　　　・第三位でした。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
６月誕生記念
Ｌ秋藤宏之　６月19日 Ｌ照下耕治　６月13日
６月結婚記念
Ｌ井手添 誠  ６月18日 Ｌ森　耕生  ６月４日
Ｌ本田亮陛　６月10日 Ｌ杉本友子  ６月８日

６月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

1938年（昭和13年）七・五・
三の記念の写真です。
Ｌ秋藤　宏之
（Ｓ８. ６.13生）


