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10／8　世界ライオンズデー
法華寺畑遺跡歴史公園整備事業

ライオンズデー

Ｌ 山 本 庄 英

　倉吉ライオンズクラブのライオンズデーは毎
年恒例の法華寺畑遺跡の清掃作業を倉吉市文化
財課、社老人クラブの方々と一緒に令和元年10
月８日㈫に行いました。
　当日は途中に雨も降りましたが、総勢60名が
清掃活動に汗を流しました。

　今年より、今まで手を付けていなかった遺跡
の周りの側溝清掃も行いました。
　今まで行っていなかった分、草刈り・土砂取
りが大変でしたが、きれいになり文化財課の方
も大変喜んでおられました。夜の慰労会は「日
本料理　飛鳥」にて開催され、皆さん、楽しく
飲んで、疲れを癒されたと思います。

ご講演を聞いて

Ｌ 杉 本 友 子

　ケーブルテレビの主なサービスの事、特に
今、通信網の光ファイバー化を進めておられ、
更なる高画質放送、高速通信や多様なサービス

を開始されるとのことです。私の家は山奥だか
ら、光はなかなかやってこないのが残念です。

10月第２例会ゲストスピーチ

放送と通信の光化
日本海ケーブルネットワーク㈱　倉吉放送センター

　主任　田賀健太郎	様
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合同アクティビティ 献血
10月27日　倉吉未来中心

献血奉仕活動

事業委員長
Ｌ 山 下 正 喜

　10月27日㈰に倉吉未来中心において４クラブ
合同アクティビティ献血（倉吉打吹ＬＣホス
ト）が行われました。当日は恒例のフリーマー
ケットや山の祭りのイベントと、なしっこ館が
無料という事もあり、賑やかな人数の中「献血

にご協力お願いします」と呼びかけ、午前の28
名と午後の21名で計49名の皆様が献血にご協力
頂きました。
　今回は午前をＬ中井・Ｌ高田で、午後をＬ深
田・Ｌ山下と少数でしたが、事務局の會見さん
と共にお世話をしました。ご協力ありがとうご
ざいました。私は
初めての参加でし
たが、血液不足を
少しでも協力出来
たのかなと思いま
した。
　次回の５月の合
同アクティビティ
も皆様のご協力を
よろしくお願い致
します。

ふるさと再発見令和ウオーク
2019年11月２日　打吹山周辺

ふるさと再発見令和
ウオークに参加して

Ｌ 秋 藤 宏 之

　ふるさと再発見令和ウオークが２日、快晴の
もと、遠くは兵庫県からの参加や親子、夫婦、
友人同士などクラブメンバーを合わせて89名が
参加した。
　令和改元にちなんだ取り組みで、第119代光
格天皇のご生母、大江磐代君ゆかりの地を巡る

など、参加者は倉吉の歴史を感じながらゴール
を目指した。毎年のことながら倉吉市文化財課
の皆さんには懇切な解説をいただき感謝・感謝
です。
　４班に分かれて倉吉博物館前を出発し陣屋跡
満正寺を経て長谷寺の参道東坂を登りきったと
ころ四国八十八カ所からの眺望は素晴らしく、
大山の雄大さを改めて感じ入った。大江神社で
は、磐代君の出生と再建に至る経緯説明を受け
る中で物故ライオンに思いをはせた。
　午後は大岳院で母りんの墓・大江磐代君の碑
をめぐり、大御堂廃寺跡と周辺の古墳説明を受
ける中で、倉吉の歴史の深さを感じた。山上憶
良の歌碑「銀も金も玉も何せむもまされる宝子
にしかめやも」を南昭和町に訪ね令和の元号の
典拠となった万葉集にちなんで憶良について学
び「さんいん史跡日和」プログラムの一こま倉
吉の奥深さを体感することができた。
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■10月第２例会 10月23日㈬（第1437回）

実出席　52％� メーキャップ後　82％
ドネーション　9,000円� ファイン　3,300円
【幹事報告】
１．ライオンズクラブ国際財団よりメッセージ

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台風19号災害支援についてのお願い
②第２回キャビネット会議　当日配布資料
③冬期YCE派遣受入オリエンテーション開
催のご案内
　日時：2019年11月24日㈰　13：30～15：30
　場所：岡山シティホテル桑田町　別館

（キムラヤ店舗２回204号）
④第58回OSEALフォーラム（広島）について

３．7R-1Z・ZC（GLT担当）Ｌ山本孝夫より
7R新会員研修会開催のご案内が届きました。
　　日　時：2019年11月27日㈬
　　　　　【受　付】17：30～18：00
　　　　　【研修会】18：00～19：30
　　　　　【懇親会】19：30～20：30
　　場　所：鳥取ワシントンホテルプラザ２Ｆ
　　登録料：3,000円
　　クラブ負担金：3,000円
　　出席者：�キャビネット役員、1・2Z・ZC、

各クラブ会長、各クラブ新会員（入
会５年以内の会員）

　　講　師：元地区ガバナー　松本　正福
（境港ＬＣ所属）

　　ホスト：鳥取いなばライオンズクラブ

４．7R-2Z・ZC Ｌ伊東和昭より第２回キャビ
ネット会議の報告が届きました。

５．7R-Z・ZC Ｌ伊東和昭より7R-2Z第２回
ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員
委員会開催ご案内が届きました。
　　日　時：令和元年11月20日㈬
　　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　　会　議　18：00～19：00
　　　　　　懇親会　19：00～20：30
　　場　所：ホテルセントパレス倉吉
　　来　賓：�元国際理事・地区特別顧問、7R

地区委員
　　出席者：�7R-2Z・ZC、各クラブ会長、第一

副会長、幹事、会計、会員委員長、
事務局員

　　ホスト：倉吉ライオンズクラブ
　　登録料：6,000円

（＊クラブより半額拠出いたします。）
６．会員カードをお配りします。ライオンズク

ラブのメンバーとして公式な行動をとる時は
必ず携行してください。

事 務 局 だ よ り

私の仕事
�

Ｌ 北村龍一郎
　米の卸売とＬＰガスの小売をしています。ど
ちらも地味な仕事ですが、生活に欠かせないも
のを扱っていますので、常にお客様本位、誠心
誠意つとめるよう努力しています。

本人署名を
お願いします

クラブ幹事署名
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理 事 会 報 告 10月８日開催
１．第９回「倉吉ばえん祭」協賛金10,000円

を拠出しました。
２．2019年 冬期YCE派遣生募集について
　12／13－20で受入することが承認されまし
た。

３．増税に伴う終身会員例会食事代値上げについて
　正会員と同料金（1,320円）をいただくこ
とが承認されました。

４．新入会員の赤ジャンバー・ポロシャツ代に
ついて
　新入会員は赤ジャンバー代3,000円、ポロ
シャツ代3,500円を集金することが承認され
ました。

５．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　決算について
　承認されました。

■ 11月第１例会 11月13日㈬（第1438回）

実出席　79％� メーキャップ後　79％
ドネーション　43,000円� ファイン　900円
【幹事報告】
１．国際本部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。
①７リジョン「糖尿病予防セミナー」開催の
ご案内
②子どもの未来応援フォーラム「なくそう、
子供の貧困in鳥取」開催のお知らせ
③第58回OSEALフォーラム参加登録（通常）
追加申込期間延長のご案内
④2020年夏期YCE派遣生募集について
⑤第58回OSEALフォーラム　ライオンズク
エスト　エリアミーティングのご案内
⑥ServannaAからMyLCIへの移行について
重要なご連絡
⑦336-B地区内ライオンピック開催のお願い
⑧336-B地区内ライオンピック開催のお願い
（再）
⑨（訂正）台風19号関東豪雨災害緊急支援物
資についてのお願い
⑩【重要】台風19号並びに豪雨災害支援金の
取り纏めについて
⑪台風19号災害～支援物資に関する情報
⑫第２回キャビネット会議　議事録
⑬キャビネットニュース10月号
⑭他クラブアクティビティ紹介

⑮2019年10月分献血集計表
３．４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕

決算報告書
４．倉吉北ライオンズクラブより第49回４ク

ラブ新年祝賀合同例会のアトラクションにつ
いて（お願い）が届きました。

５．11月２日開催のふるさと再発見お散歩ウ
オーク、お疲れさまでした。
　参加者は一般59名、文化財課・博物館８名、
ライオンズクラブ22名、合計89名でした。ご
協力ありがとうございました。

６．上井商工連盟（倉吉ばえん祭実行委員会）
より第９回「倉吉ばえん祭」ご支援並びにご
協賛のお礼が届きました。

７．公益財団法人 日本盲導犬協会より会報誌
「盲導犬くらぶ」が届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会 11月１日開催
１．台風19号関東豪雨災害緊急支援物資につ

いて
　　特別アクティビティ費より、約３万円拠
出し、必要物資を購入、２カ所へ配送する
ことが承認されました。

２．LCIF100キャンペーンについて
　　今年度は見送ることが承認されました。

LIONS CALENDAR（12月行事予定）

ライオンズカレンダー
12月７日㈯　陸上競技場�桜維持管理事業
　　　　　　13：15～15：30
　　９日㈪　12月定例理事会
　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　９日㈪　12月第１例会（創立記念例会）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　25日㈬　12月第２例会（クリスマス家族例会）
　　　　　　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
Ｌ小山　・ウオークのマイクロバスのお礼をド

ネーションへ。
Ｌ松井　・待望の内孫が出来ました。女の子で

鈴です。
　　　　・吉川所長様、ご講演楽しみにしてい

ます。
Ｌ北村　・東洋東南アジアフォーラム参加でき
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私の趣味
Ｌ 深 田 　 孝

　興味を引くものは結構ありますが、浅く多趣
味で意外にこだわりも少なく「これ」といった
趣味を持っているわけではありません。
　ただ、四季に合わせて思うことはあります。
春には草木が芽吹き、花を咲かせ、果実を付け
るそんな庭を作るのは好きです。小さな裏庭で
すがガーデニングをしています。
　夏にはお気に入りのレトロなHondaスーパー
カブでゆっくりとツーリングを楽しみます。バ
イクはドレスアップしたりしてあります。
　本を読むのも好きで、中学生の時に星新一、
筒井康隆、小松左京などＳＦものにはまり読書
好きになりました。最近も図書館に通い図書館
が企画するイベントの本を借りて秋の夜長を過

ごしています。
　冬になれば、スキーをします。骨折してから
休憩中ですが今シーズンからリハビリがてら再
開する予定です。
　後、こだわりのあるフィギア（人形）を数は
少ないですが集めています。たとえば、サウス
パークのキャラクターモノとか、航空会社の限
定バービーとか、ムーミンのキャラクターとか、
有名芸術家のモノとか、眺めたりはしないです
が、「持っている」ことに悦を感じています。
結構高価なモノもあります。

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。

■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11月27日㈬

ませんでした。皆さん、楽しかった
ですか。

　　　　・吉川所長の講演、楽しみにしてます。
Ｌ多田　・全国女性退職校長会が10月22日～24

日に東京であり、60周年記念式典で
9000名中20名に選ばれ、表彰を受け
ました。嬉しかったです。

Ｌ戸﨑　・東洋東南アジアフォーラムに行って
まいりました。

Ｌ深田　・例会にて、歌会のＰＲをさせていた
だいて、ありがとうございます。

Ｌ加藤康・大山平原の11月の月例でＣ組優勝し
ました。良かったです。

Ｌ山本庄・東洋東南アジアフォーラム、お疲れ
様でした。

Ｌ中井　・天皇陛下、御即位を祝して。
Ｌ明里　・日本海ケーブルネットワーク㈱田賀

様、本日はご講演ありがとうござい
ます。

Ｌ山下正・10月20日の第９回倉吉ばえん祭のご
協賛ありがとうございました。当日
は天候に恵まれ、多くの参加者があ
り、盛況に終わる事ができました。

今後共、よろしくお願い致します。
　　　　・11月２日のふるさと再発見令和ウ

オークの参加者の皆様、お世話にな
りますが、よろしくお願い致します。

　　　　・吉川所長様、今日のご講演ありがと
うございます。

　　　　・２日ふるさと再発見令和ウオーク、
事故もなく、無事終わる事が出来ま
した。ありがとうございました。

　　　　・来月７日の陸上競技場の桜の維持管
理の奉仕作業もよろしくお願い致し
ます。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
11月誕生記念
Ｌ新藤祐一　11月30日
11月結婚記念
Ｌ名越　勉　11月５日� Ｌ名越宗弘　11月20日
Ｌ山本　彰　11月25日� Ｌ深田　孝　11月８日
Ｌ濱中武仁　11月15日� Ｌ山田友博　11月６日


