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改革は成長のエネルギー

例会訪問にお越しいただきました

地区ガバナー
ご挨拶

Ｌ 小 野 宗 次

　この度、地区ガバナーに就任いたしました倉
敷真備ライオンズクラブ所属の小野宗次でござ
います。どうぞよろしくお願いいたします。
　ライオンズクラブの基本理念は奉仕の精神の
下、「We Serve｣ を実行し、社会に貢献するこ
とであると考えます。しかしながら、近年の社
会経済情勢の低迷や少子高齢化による人口減少
など、私たちを取り巻く著しい環境変化によ
り、会員数は減少の一途をたどっています。こ
の状態が続くと、いつの日かライオンズの「奉
仕の灯火」が消えかねません。

　ジュンヨル・チョイ国際会長の方針では「多
様性はあらゆる違いを乗り越える架け橋であ
る」と述べられています。独自性のある多種多
様な奉仕をクラブや地域に取り入れ、より元気
なクラブと更なる地域の発展のために大きなイ
ンパクトのある行動を起こしましょう。
　国際協会の今年度の方針を念頭に置き、各ク
ラブが独自の特色を持ち、多様な奉仕を実行し
ていただきたいと心から願っております。

就任御挨拶

7R-2Z 　ZC
Ｌ 伊 東 和 昭

　今期、7R-2ZのZCを務めさせて頂きます倉吉
グレートLCの伊東です、よろしくお願いしま
す。
　今年度の小野ガバナーのアクティビティ・ス
ローガンは「改革は成長のエネルギー」、ガバ
ナー・スローガンは「人、命を守るWe Serve!」
ガバナー・キーワードは「アラート、メンバー
ズファースト、家族」です。
　歴代のガバナーとはちょっと違うスタンスで
336B地区の活性化を目指しておられます。会
員数がどんどん減少していくなか、今までのや

り方を無難に露襲するのではなく、新しいラオ
ンズクラブのあり方を模索されております。改
革には必ず抵抗勢力が付きものですが、この一
年、私もZCとして良い事はどんどんお手伝い
と考えております。
　４クラブの役員、並びに会員の皆様のご支
援、ご協力をどうぞ宜しくお願い致します。
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●会長に就任して●

就任あいさつ

第61代会長
Ｌ 中井修二郎

　今年度の会長スローガンは、「つなげよう想
い 今ここから」。
　「つながる・つなげる」をテーマに社会奉仕
を通して、人、地域、歴史、文化、自然、スポー
ツとつながっていきたいと思います。私達が暮
らすこの地域が持っている魅力を再発見し、そ
れを守り・育て・発信していく１年にしたいと
思います。
　また2020年に倉吉ライオンズクラブは創立60
周年を迎えることとなります。60周年準備特別
委員会を設置し、過去から続く地域への想いを
未来につなげてゆくためにも時代にあった様々
な企画を進めていきます。新しい人材の育成も
行いながら、会員一人一人が役割を担い活躍し
ていけるようなクラブ運営を目指してまいりま
す。１年間どうぞよろしくお願いいたします。

●幹事に就任して●

1年間
頑張ります‼

幹　事
Ｌ 山 本 庄 英

　今年度幹事を務めさせていただきます山本で
す。
　中井会長のスローガン「つなげよう想い今こ
こから」のクラブ運営を心掛け、例会・各事業
を楽しく有意義な活動となるようお手伝いさせ
ていただきます。
　幹事としての勉強をしながらの１年間になる
と思いますが皆さまのご協力をお願い申し上
げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

●会計に就任して●

就任ご挨拶

会　計
Ｌ 高 田 充 征

　今年度、会計を務めさせていただくことにな
りました。中井会長のスローガン「つなげよう
想い　今ここから」に従って、クラブの運営に
少しでも役に立てるよう務めていきたいと考え
ております。私自身、入会してまだ２年足ら
ずですが、クラブにおける様々な活動を通じ
て、大変貴重な経験をさせていただきました。
特に、前年度は事業委員長を務めさせていただ
き、会員同士のつながり、地域とのつながりの
大切さを改めて感じたしだいです。今年度の１
年間、３役の一員として中井会長を支えるとと
もに、会員同士のつながり、地域とのつながり
を大切に思い、例会やアクティビティを有意義
なものにできるようにと考えております。何分
にも未熟者ではありますが、クラブのために自
分自身に何ができるかを考え行動し、しっかり
務めてまいりますので、１年間よろしくお願い
いたします。

つなげよう想い　今ここから
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６月第１例会ゲストスピーチ

『「はやぶさ」、「はやぶさ２」
そしてその先へ』

岡山大学　地球物質科学研究センター　教授　小林　　佳	様

講演を聴いて

Ｌ 山 本 庄 英

　宇宙の始まりとされるビッグバンが138億年
に起き、太陽系が46億年前に形成されその後人
類が誕生して現在こうして地球外物質の基礎分

析や温泉を通じて生命の起源研究のお話を大変
分かりやすく講演頂き、興味深く聞き入りまし
た。
　JAXAのプロジェクトはやぶさ２による小惑
星「リュウグウ」の地下物質採取が地球へ運ば
れ、またその物質がこんな近くの研究センター
で分析されるとの事に驚き、またプロジェクト

（2020年12月帰還予定）が成功することを願っ
ています。

エキスカーション
６月16日㈰

こんな日もある
エキスカーション

Ｌ 加 藤 康 彦

　参加者の皆さん良い思い出になりましたか？
既に例会での報告があり、今年のエキスカー
ションの「散々」はご承知のとおりです。すべ
て天候のせいです。決して会長のせいではあり
ません。
　楽しみにしていた「遊覧船」は早々に欠航が
決定。それでもまあ「さくらんぼを沢山採って
土産にしよう」と結構な時間をかけてバス移動。
カラスのせいで今日の土産は無くなりました。
思えばバスの中飲んでは居眠り、飲んでは居眠
りの楽しい日帰り旅行となりましたとさ。
　追伸、梅雨時期の企画は今後如何なものかと
感じた一日でした。
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つなげよう想い　今ここから

■ ６月第２例会 ６月26日㈬（第1429回）

実出席　83％ メークアップ後　86％
ドネーション　88,550円 ファイン　8,400円
【幹事報告】

１．国際会長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。

①336複合地区第65回年次大会決議録
②第65回年次大会事務局閉局のご案内
③次年度クラブ名簿ならびに地区役員・委員

名簿
④2019-2020年度ガバナー公式訪問ならびに

懇談会　出席のお願い
　日　時：2019年９月９日㈪ 11：30～13：30
　場　所：倉吉シティホテル
　出席者： 地区役員・委員・会長・幹事・会

計・事務局
３．7R・ゾーン対抗ゴルフコンペ　決算書

４．7R-2Z引継ぎ会の報告

　日時：令和元年６月19日㈬ 18：00～20：30
　場所：倉吉シティホテル

５．４クラブ親善ゴルフ大会　決算報告書

６．第１回　４クラブ連絡会議

　日　時：令和元年７月３日㈬　18：30～
　場　所：倉吉シティホテル
　出席者： 次期7R-2Z・ZC、４クラブの会長・

幹事・会計
７．336-B 次期7R-2Z・ZC Ｌ伊東和昭より 

ZC例会訪問についてお知らせが届きました。

　日時：令和元年７月10日㈬　12：15～
８．336-B 次期7R-2Z・ZC Ｌ伊東和昭より 

日本海新聞社表敬訪問のご案内が届きまし

た。

　日時：2019年７月４日㈭　13：00～
　場所：日本海新聞中部本社
　＊ 倉吉ＬＣからはエレクト会長 Ｌ中井修

二郎が出席いたします。
９．６月第１例会で倉吉ライオンズクラブ夏用

ポロシャツの色（赤・紺）について投票いた

だいた結果、赤色に決定しました。

10．平成30年度　会計監査

　日時：令和元年７月４日㈭　12：00～
　場所：倉吉未来中心　セミナールーム９

11．令和元年度　臨時理事会

　日時：令和元年７月８日㈪　12：00～
　場所：倉吉未来中心 セミナールーム４

12．未来ウオーク実行委員会より　第19回

SUN-IN未来ウオークのご協賛のお礼が届き

ました。

13．倉吉打吹太鼓振興会より  令和元年度「倉

吉打吹太鼓振興会」会費の納入について（お

願い）が届きました。

14．鳥取県立倉吉未来中心より　「広上淳一

×京都市交響楽団　倉吉スペシャル演奏会～

未来への道程～」のパンフレットが届きまし

た。

15．株式会社チュウブ・倉吉銀座商店街振興

組合より 打吹回廊竣工記念パーティーへの

ご招待が届きました。

　日時：令和元年７月20日㈯　15：00～
　場所：鳥取県倉吉市明治町1032－18
　　　　打吹回廊

理 事 会 報 告 ６月12日開催

１．Ｌ山本　彰より　終身会員の申請について

　承認されました。
２．土天神まつり　決算について

　承認されました。
３．倉吉ライオンズクラブ夏用ユニフォーム購

入について

　購入することが承認されました。
４．倉吉ライオンズクラブ職員服務給与規定に

ついて

　承認されました。
５．事務局員給与・賞与について

　承認されました。

事 務 局 だ よ り
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私のお仕事
Ｌ 江 原 　 剛

　父の創業した流通㈱の経営を引き継いで13年
目に入りました。祖業である運送事業が会社の
売上の半分を占め、これに貸切バス事業やイベ
ント運営設営が続きます。その他にドライバー
派遣や求人サイトの運営といった人材サービス
事業を加えて「地域密着サービス業：流通」を
構成しています。実際にトラックのハンドルを
握ったりしていた時期もあるので現場の仕事は
大好きなのですが、鳥取島根両県にある４店舗
６部署に100人が勤めていただいている会社な
ので、今は自分が現場で一人役の仕事をするこ
とはしません。業績を上げるための方向を決め、
社員さんたちに協力をお願いすることが自分の
仕事です。

Ｌ 北 中 彰 拡

　私の会社は主に建築設計及び、小規模改修工
事施工を行っております。およそ20年勤務しま
した工務店を経て、開業２年とまだまだ駆け出
しではあります。
　小学生の頃に自宅の改築で大工さんのかっこ
よさに憧れ以来、将来建築の道で生きていきた
いと思っていましたので今でもこの仕事ができ
ることを幸せに感じております。また建築はと
ても高価な買い物でもあり、人それぞれ求める
価値観も異なります。まだまだ力不足は感じて
おりますが、初心を忘れることなく、お客様の
満足度を少しでも高めることのできるよう日々
研鑽して参りたいと考えております。

６．令和元年度　倉吉ライオンズクラブ予算

（案）について

　承認されました。

■ ７月第１例会 ７月10日㈬（第1430回）

実出席　83％ メークアップ後　94％
ドネーション　13,000円
【理事会提案】　

１．平成30年度決算について

　　会計監査報告
　　承認されました。
２．令和元年度予算（案）について

　　承認されました。

【幹事報告】

１．ナレシュ・アガワルLCIF理事長よりメッ

セージが届きました。

２．336-Ｂ地区 地区ガバナーＬ小野宗次より

委嘱状が届きました。

　委嘱状　2019-2020年度336-Ｂ地区特別顧問
　　Ｌ名越　勉

３．336-Ｂ地区 地区ガバナーＬ小野宗次より

任命状が届きました。

　任命状
　　 2019-2020年度336-B7リジョン-YCE国際

関係委員　Ｌ名越宗弘　　
４．キャビネットより下記の文書が届きました。

①2019-2020年度336-Ｂ地区ライオン誌　寄稿
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のお願い
②夏期YCEユースキャンプ開催のご案内
③「ライオン誌」個人発送送料の値上げのお

知らせ
④キャビネットニュース６月号
⑤糖尿病患者就労支援アンケートご協力への

お礼とアンケート結果　　
５．7R-2Z 引継ぎ会 決算報告書

６．第１回　４クラブ連絡会議の報告

　日時：令和元年７月３日㈬　18：30～
　場所：倉吉シティホテル
　＊ 倉吉ＬＣより中井会長と高田会計が出席

いたしました。
７．倉吉北ライオンズクラブより 認証40周年

記念例会並びに祝賀会（御出席御礼）が届き

ました。

＊倉吉ＬＣより戸﨑前会長が出席いたしまし
た。

８．平成30年度　年間皆出席者・下半期皆出

席者は以下のとおりです。

☆年間皆出席者（14名）…
Ｌ小山・Ｌ河本・Ｌ北村・Ｌ山本彰・Ｌ多田・
Ｌ斎藤・Ｌ戸﨑・Ｌ井手添・Ｌ深田・Ｌ山
本弘美・Ｌ穴田・Ｌ山本庄英・Ｌ中井・Ｌ
山下正喜

☆下半期皆出席者（２名）…
　Ｌ清水・Ｌ加藤康彦

９．今年度、通信費削減のため、欠席された例

会資料は月末に一括送付いたします。

10．まいたち昇治　中部出陣式のご案内が届

きました。

11．第69回 社会を明るくする運動 倉吉市推

進委員会より資料が届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会　７月５日開催

１．エキスカーション 決算について

　承認されました。
２．引継例会　決算について

　承認されました。
３．夜例会食事代の値上げ要望について

　5,500円（税込）に値上げすることが承認

されました。
４．令和元年度　会報委員会　年間活動計画に

ついて

　承認されました。
５．令和元年度　計画委員会　年間活動計画に

ついて

　承認されました。
６．令和元年度　事業委員会　年間活動計画に

ついて

　承認されました。
７．令和元年度　資源回収事業実施について

　承認されました。
８．取引銀行について下記の通り、承認されま

した。

　倉吉信用金庫　うつぶき支店
　　運営費会計・事業費会計
　山陰合同銀行　倉吉西出張所
　　運営費会計・周年事業積立金

９．夏期YCEユースキャンプ開催の参加要請

について

　不参加で承認いたしました。
10．東洋東南アジアフォーラム（広島）の日

程について

　開会式を中心に日程を組むことに決まりま
した。

LIONS CALENDAR（８月行事予定）

ライオンズカレンダー
８月７日㈬　８月定例理事会
　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　７日㈬　８月第１例会（納涼例会）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　28日㈬　８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
336-Ｂ地区7R-2Z・ZC　伊東和昭様
　　　　・例会訪問させて頂き、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　中井修二郎／幹事　山本　庄英／会報委員長　本田　亮陛
■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7月26日㈬

　　　　（厳かでいい例会だと思いました。）
Ｌ秋藤　・戸﨑会長以下、本当にご苦労様でし

た。あらためて感謝します。倉吉ラ
イオンズの進展を中井会長に期待し
ます。頑張って下さい。

Ｌ名越宗・「倉吉観光マイス協会」の会長に就
任！してしましました～ !!

Ｌ松井　・戸﨑会長、ご苦労様でした。中井会
長頑張って下さい。

　　　　・伊東7R-2Z・ZC例会訪問ありがとう
ございます。よろしくお願いします。

Ｌ北村　・一年間ありがとうございました。
　　　　・１年間宜しくお願いします。
　　　　・年間皆出席表彰していただいて。
Ｌ斎藤　・平成最後の三役さん、１年間お疲れ

様でした。
Ｌ戸﨑　・今年１年間、倉吉ライオンズクラブ

の会長を終える事ができました。あ
りがとうございました。先日は、エ
キスカーションお疲れ様でした。

Ｌ井手添・幹事も今日で終わりました。一年間
お世話になりました。

Ｌ深田　・戸﨑会長、お疲れ様でした。次、中
井次期会長、頑張ってください。

Ｌ加藤康・三役さん、お疲れ様でした。
Ｌ濱中　・一年間、ありがとうございました。
Ｌ羽合　・三役さん、一年間お疲れ様でした。
　　　　・新三役さん、活躍を祈ってます。
Ｌ山本庄・１年間、良い感じで行けますよう

に！
Ｌ中井　・戸﨑会長をはじめ、役員の皆様、一

年間お疲れ様でした。
　　　　・本日より、１年間宜しくお願いしま

す。
Ｌ明里　・計画委員長をさせていただく事にな

りました。１年間よろしくお願いし
ます。

Ｌ山下正・伊東7R-2Z・ZC、例会訪問ありがと

うございます。
　　　　・事業委員長をつとめさせて頂く事に

なりました。一年間よろしくお願い
します。

Ｌ高田　・１年間ありがとうございました。引
続きよろしくお願い致します。

　　　　・今年度１年間よろしくお願いいたし
ます。

Ｌ浦木　・三役さん、１年間、お疲れ様でし
　　　　　た。
Ｌ山田　・ゴルフに参加させていただきまし

た。とても楽しかったです。ありが
とうございました。

Ｌ北中　・倉吉ライオンズコンペにて優勝させ
て頂きました。粋なはからいに感謝
いたします。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
７月誕生記念

Ｌ名越　勉　７月30日
Ｌ藤田義彦　７月24日
Ｌ戸﨑隆之　７月11日
Ｌ本田亮陛　７月24日
Ｌ北中彰拡　７月17日
７月結婚記念

Ｌ山下二郎　７月７日


