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地区委員・第一・第二副会長あいさつ

各委員長あいさつ

就任あいさつ

YCE国際関係委員
Ｌ 名 越 宗 弘

　今年度「YCE地区委員」に就任致しました
が、なかなか日程が合わずまだ一度も出席でき
ていません。夏の受け入れキャンプの際も皆様
にご迷惑をおかけしましたが、私へも６月頃の
ご案内でした。何事ももう少し早く日程の連絡
が頂けると良いのですが。私も長女がカナダの
高校に留学してホームステイをしていますので
留学の苦労は少しは理解しています。留学後既
に１年が経過しましたが、ステイ先は現在３軒
目（中国人⇨イラン人⇨カナダ人）でようやく
落ち着いたようです。９月９日のガバナー公式
訪問で、ガバナーと委員長との初対面が楽しみ
です。

●第一副会長に就任して●

御挨拶

第一副会長
Ｌ 東 田 幸 一

　本年度、第一副会長を拝命いたしました東田
幸一でございます。どうぞ、よろしくお願いし
ます。
　中井会長並びに、倉吉ライオンズグラブの足

手まといにならないように、先輩方々の活動そ
して皆様の御指導をいただきながら、倉吉ライ
オンズクラブの事を勉強させて頂き、今後のク
ラブ活動のお役に立てる人になるため、自分自
身を少しでもブラッシュアップさせて頂ければ
と思います。
　そして、来年度へつなげて行ける事の学びの
一年になればと思っています。
　色々とご迷惑をおかけすることが、多々ある
と思いますが、まだまだ小僧なので、ご指導の
ほど、何卒、よろしくお願いします。

●第二副会長に就任して●

就任あいさつ

第二副会長
Ｌ 斎 藤 周 作

　今年度、第二副会長を務めさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
　中井会長のスローガンのもと、クラブ運営の
ために、自分自身に何ができるのかを考えなが
ら、また確認しながら携わっていきたいと思い
ます。また、担当委員会の事業委員長が各事業
が円滑に行えるように、スムーズな運営ができ
るように精一杯サポートしていきたいと思って
おります。今年度は60周年に向けての特別委員
会も立ち上がり、メンバーの皆さまも大変忙し
い一年になるとは思いますが、自身微力ではあ
りますが、この１年間頑張りますので、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

●財務・会員・会則委員長に就任して●

令和元年度
財務会員委員長

財務・会員・会則委員長
Ｌ 深 田 　 孝

　令和元年　中井会長の元、財務会員委員長を
務めることになりました。

　中井会長のスローガンのように親睦の輪が広
がっていくように頑張って協力していきたいと
おもいます。ライオンズクラブは例会への出席
が大切です。出席率を上げるためには、クラブ
例会に都合欠席の場合はメイクアップをすれば
出席となります。他クラブ例会への出席、所属
クラブの委員会、理事会、行事、奉仕活動等へ
の参加でメイクアップできます。詳しくはライ
オンズクラブ必携に書いてありますので年度始
めの今この機会に、一度、目を通してみて欲し
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いと思います。
　よく「ライオンズクラブは紳士淑女の集ま
り」といわれます。例会出席には基本ドレス
コード（クールビズあり）を考えて、バッジを
忘れず着けて、例会の出席をして欲しいと思い
ます。ただ、近年はファッションも多様化して
きています、時代に合わせていくところもある
かと思います。委員会で話し合っていこうと
思っています。
　今年度よく中井会長に協力して、クラブ活動
を盛り上げていきたいと思います。

●計画委員長に就任して●

計画委員長に
就任して

計画委員長
Ｌ 明 里 　 寛

　この度、計画委員長をさせていただくことに
なりました明里寛です。
　計画委員長は今回で二回目となりますが、わ
からない事ばかりです。
　皆様にご指導いただき報告・連絡・相談を密
にしていきたいと思います。
　ライオンズクラブの社会奉仕について勉強し
て行き、うわべだけではなく深く掘り下げてわ
くわくするようなそんな事業計画をしていけれ
ばと思っています。
　いろいろご迷惑をおかけすることもあるかも
しれませんが、皆様ご協力よろしくお願いしま
す。

●事業委員長に就任して●

就任あいさつ

事業委員長
Ｌ 山 下 正 喜

　今年度の事業委員長を務めさせていただくこ
とになりました山下正喜です。
　入会して二年足らずですが、事業委員長の大
役をお受けしたかぎり、精一杯努力して活動し
ていきたいと考えております。
　早速９月に新事業の「くらよし星空フェス」
を開催致しますが、例年通りの事業も含め、中
井会長をはじめ会員の皆様からのご指導・助言
をいただきながら、一年間頑張っていきたいと

思いますので、協力の程何卒よろしくお願い致
します。

●60周年準備特別委員長に就任して●

みんなで60周年を
お祝いしましょう

60周年準備特別委員長
Ｌ 加 藤 康 彦

　2019-2020年度がスタートしました。今年の
12月９日が結成60年。そして来年９月24日が認
証60周年の節目です。「繋ぎ繋がれ60年」です。
来年の秋まで１年余りありますが、あっという
間に経ってしまいそうな気がします。限られた
予算ですが、皆さんのアイデアで素敵なレガ
シーを残しましょう。

●会報委員長に就任して●

よろしく
お願いします

会報委員長
Ｌ 本 田 亮 陛

　令和元年度の会報委員長という事で、皆様に
は原稿依頼のお願いをするにあたって快く受け
てくださいます様、よろしくお願いします。皆
様のご協力がないと会報も仕上がりませんので
この場をお借りしてお願いいたします。不慣れ
な点等ございますが、１年間委員長として努め
て参りますのでよろしくお願いします。



4

LIONS KURAYOSHI

■ ７月第２例会 ７月24日㈬（第1431回）

実出席　76％� メークアップ後　85％
ドネーション　11,000円
【幹事報告】
１．国際本部より ライオンズクラブ国際財団

2017-2018年度年次報告書ならびにモデル
クラブマニュアルが届きました。

２．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①2019-2020年度冬期YCE派遣生ならびに受
入家庭　募集について
②第１回キャビネット会議　議案録
③第１回キャビネット会議当日配布資料
④LCIF日本事務所機能の移転について
⑤第58回OSEALフォーラム（広島）パネル
展示アクティビティ写真、紹介文ご提出の
お願い
⑥2019-2020年度版ライオンズクラブ役員必
携の注文について

３．４クラブ連絡会議決算報告書
４．倉吉北ライオンズクラブより ４クラブ親

善チャリティグラウンドゴルフ大会日程のご
案内が届きました。
　日時：令和元年11月17日㈰　14：00～
　場所：はわい温泉　羽衣

５．2019年度倉吉ライオンズクラブ会長杯ゴ
ルフコンペ開催日程が決まりました。
　日時：10月４日㈮

６．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより 
「移植を受けた子ども達の作品展」のご案内
が届きました。
　中部：８／16㈮～８／23㈮　倉吉未来中心

７．日本盲導犬協会より 会報「盲導犬くらぶ
第95号」が届きました。

理 事 会 報 告 ７月11日開催
１．会計ソフトの更新について
　承認されました。

２．倉吉打吹太鼓振興会会費の納入について
　承認されました。

３．東洋東南アジアフォーラムの日程について
広島（開会式）のち、近郊で宿泊（１泊２
日）予定。

■ ８月第１例会 ８月７日㈬（第1432回）

実出席　68％� メークアップ後　71％
ドネーション　15,000円
オークション　45,200円
【幹事報告】
１．ジュンヨル・チョイ国際会長より　メッ

セージが届きました。
２．グドラン・イングバドター国際財団理事長

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。
①My�LION講習会（インストールから運用
まで）開催のご案内
　日時：2019年８月７日㈬　13：30～15：30
　場所：ヘルスピア倉敷
②各クラブ　アラート委員会設置ならびにア
ラート委員長・副委員長選任のお願い
③各クラブ　ＩＴ推進担当者選任のお願い
④2019-2020年度�地区誌「THE�LION�TIMES」
広告ご協賛のお願い
⑤2020年第７回スペシャルオリンピックス日
本（SON）冬季ナショナルゲーム北海道
大会開催支援のお願い
⑥クラブ・アクティビティならびにイベント
情報　事前ご報告のお願い
⑦キャビネット事務局�夏期休暇についての
お知らせ（８月10日～18日）
⑧第２回YCE国際関係委員会ならびに夏期
YCE派遣受入報告会開催についてのご案
内
⑨スペシャルオリンピックス日本設立25周年
記念�2019年第１回全国ユニファイドバス
ケットボール大会�協賛企業ブース概要に
ついて
⑩キャビネットニュース７月号
⑪LCIF100キャンペーン研修会　開催のご案
内
　日時：2019年９月14日　13：30～16：00
　場所：岡山商工会議所１Ｆ　101・102会場

４．7R-2Z・ZC　 Ｌ 伊 東 和 昭 よ り 7R-1Z・
2Z懇親会のお知らせが届きました。
　日時：2019年９月８日㈰　18：30～
　場所：三朝温泉　依山楼　岩崎
　＊中井会長が出席いたします。

５．令和元年度鳥取県トットリズム推進補助

事 務 局 だ よ り
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私の仕事
�

Ｌ 東 田 幸 一
　私の仕事ですが、電気設備工事業をさせて
頂いています。（第一種電気工事士有資格者で
す。）
　電気設備工事と言いましても、色々あります
が、低圧から高圧設備100Ｖ～6600Ｖまで幅広
く仕事をさせて頂いています。
　簡単に言いますと、低圧とは、住宅等、コン
セント、照明等の電気設備工事（一般用電気工
作物）で、高圧とは、工場等の自家用変電設備
工事（自家用電気工作物）をさせて頂いていま
す。電気設備工事の万屋です。
　後、鉄道イベント企画運営、鉄道ジオラマの
制作もさせて頂いています。
　電気工事士（でんきこうじし）とは、第一種
電気工事士と第二種電気工事士とがあり、それ
ぞれ自家用電気工作物または一般用電気工作物
の工事に関する専門的な知識と技能を有するも
のに都道府県知事により与えられる資格です。�
電気工事士法の定めにより、原則として電気工
事士の免状を受けているものでない限り、一般
用電気工作物および500kW未満の自家用電気
工作物の工事に従事することはできないことと
なっています。資格区分は国家資格になりま
す。
●第一種電気工事士 

○500kW未満の自家用電気工作物（中小工
場、ビル、高圧受電の商店等）（ネオン工

事及び非常用予備発電装置工事を除く）お
よび一般用電気工作物（一般家屋、小規模
商店、600Ｖ以下で受電する電気設備等）

●第二種電気工事士 
○一般用電気工作物（一般家屋、小規模商

店、600Ｖ以下で受電する電気設備等）

Ｌ 山 田 友 博
　事業内容は自動車関連事業（ガソリンスタン
ド３店舗で燃料・カーメンテナンス・車販売
等）とガス事業（自動車用・家庭用）です。店
舗は全て市内、事業範囲は県中部です。
　普段は（一応）代表として現場への指示、実
績報告や資料作成、県外・県内の会合や会議に
出席したりしていますが、夜間や日曜・祝祭日
は店頭に立つこともあります。もともと車が好
きで入った仕事なので、いまでも作業は好きで
す。
　自動車関連の仕事についてはある程度経験を
積みましたが、ガスの経験が浅く、資格は取り
ましたが技術が追い付きません。そこを上げて
行くのが個人的な目標です。

金交付申請が採択され、「プラネタリウムが
やってくる！星取県くらよし星空フェス」に
補助金が交付されることが決定しました。

６．株式会社チュウブより　打吹回廊竣工記念
パーティー出席のお礼が届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会 ７月24日開催
１．年間例会計画について
　承認されました。

２．納涼例会計画・予算（案）について
　承認されました。

３．国際平和ポスター予算（案）について
　承認されました。

４．60周年準備特別委員会編成表について
　承認されました。

LIONS CALENDAR（９月行事予定）

ライオンズカレンダー
９月７日㈯　�プラネタリウムがやってくる！星

取県くらよし星空フェス
　　　　　　８：45～　倉吉未来中心小ホール
　　９日㈬　ガバナー公式訪問
　　　　　　11：30～　倉吉シティホテル
　　11日㈬　９月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　11日㈬　９月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　25日㈬　９月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
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スキューバダイビング
Ｌ 井手添　誠

　夏は、スキューバダイビングです。タンクを
背負って潜水するあれです。10年位前に、沖
縄でOpen Water Diver License（Ｃカード）を取
得しました。その後、沖縄本島、慶良間諸島、
石垣島、宮古島、与那国島、浦富海岸などに出
かけました。お魚や海ガメ達と、一緒に泳ぐの
は、楽しい時間です。また、与那国の海底遺跡
は、一見の価値がある経験でした。
　潜水する場合、深く息を吸い一生懸命に泳ぎ
ますが、スキューバダイビングは、全く逆です。
肺に空気を入れると体が浮き、吐き出すと沈み

ます。このバランスが取れた状態を中性浮力と
言います。呼吸もでき、海中に浮いている状態
です。この状態で少し泳げば、スーと移動でき
ますが、最初はこれが難しい。器材は、20㎏
位あり、船上で着用するだけで、重たくヘトヘ
トになりますが、一端、海中に入ると漂ってい
る状態になるのです。この感覚が、止められな
いところです。

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。

■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８月28日㈬

ドネーション

ありがとうございました
倉吉打吹ＬＣ　安藤　充勉様
　　　　・メークアップさせて頂いて。
Ｌ清水　・星空フェス県の補助採択おめでとう

御座居ました。
Ｌ松井　・打吹ライオン安藤さん、ご訪問あり

がとうございます。
　　　　・本田さん、ご息女誕生おめでとうご

ざいます。
Ｌ北村　・稲の生育がおくれています。暑く

なってきたので平年並について欲し
いです。

　　　　・安藤さん、ようこそ。
　　　　・星空フェス補助金採択おめでとう

ございます。米屋も10月から星空米
（新品種）を販売します。

Ｌ井手添・７／20打吹回廊のオープニングパー
ティーで工事監理に対する感謝状を
いただきました。

　　　　・７／24本日、愛車の車検が切れて、
代車生活になりました。

Ｌ深田　・会員委員長あいさつさせていただき
ます。

　　　　・Ｌ本田おめでとう。星空フェスがん
ばりましょう。

Ｌ加藤康・認証60周年の準備、皆さんよろしく
お願いします。

Ｌ中井　・暑い日が続きますが、元気で頑張り
ましょう。

　　　　・くらよし星空フェスが鳥取県の補助
金申請に採択されました。事業成功
にむけて頑張りましょう。

Ｌ本田　・７月17日、第二子目（長女）が誕生
しました。嫌われないよう育ててい
きたいです！

　　　　・第二子が誕生し、お祝いを頂き、あ
りがとうございます！

Ｌ高田　・本田さん、長女ご誕生おめでとうご
ざいます！

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
８月誕生記念
Ｌ鳥羽圭介　８月22日� Ｌ山本弘美　８月６日


