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９月第１例会ゲストスピーチ

子育てに支援を必要とされている方への対応について
～児童虐待を防止するための取り組み～
鳥取県倉吉児童相談所　所長　大下　幹男	様

９月第２例会ゲストスピーチ

熊本地震の災害派遣体験談と防災について
自衛隊鳥取地方協力本部　倉吉地域事務所　所長　大川畑雄二	様

児童虐待の現状と
防止の取り組み

Ｌ 本 田 亮 陛

　鳥取県児童相談所　所長　大下様より、最近
のニュースでもよく取り上げられている児童虐
待について、痛々しい光景が目に浮かぶような
ワード、なぜ虐待をするのか、なぜもっと早く
防止できなかったのか、疑問に思いながら聞き
ました。虐待の原因はさまざまですが、近年で

は子育てのパーソナル化という事で、核家族化
が進んでいるため、周りの地域の方とのコミュ
ニケーションを図るのを拒む世帯が多くなって
きている背景があるのではないかと想定してい
ます。その中で子育てに悩んで、相談する人が
身近にいない環境によって虐待を繰り返し、最
悪死に至らしめるようなケースもあるというこ
となので、いかに地域とのコミュニケーション
が大事なのかを教えてくれるようでした。年々、
児童虐待対応件数も増加する中で、一人でも虐
待を受けない未来がくることを願っておりま
す。

自衛隊災害派遣活
動体験談を聞いて

Ｌ 山本賢一郎

　これまで自衛隊の方のお話を聞く機会が殆ど
なく、この度の講演はどの様な話だろうと、と
ても楽しみにしていました。熊本地震の災害派
遣活動の体験談を通じて、災害派遣活動で行わ
れていることの紹介がありました。ある程度想
像はしていましたが、実際に「人命救助の場
合72時間が勝負で交替しながら夜通し作業をす
る」とか、「機械で土砂を撤去し、家が出てき
たら手作業に切り替える」など、話を伺うと現
場の緊張感が伝わってきました。
　また、「災害現場は皆の気持ちが落ちている

ので笑顔で作業することを心掛ける」というこ
とも言われ、その様なところまで配慮されてい
ることに感動しました。
　最後に、災害への備えに関する確認で、①自
分の地域の避難場所・経路の確認、②２～３日
分の水・食料の備えが有るか？（自衛隊が来る
のに３日掛かる場合もある）、③電気が無くて
も大丈夫か？という確認があり、改めて、自分
の家でも確認が必要だと思いました。
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倉吉LC会長杯ゴルフコンペ
2019年10月４日
大山平原ゴルフクラブ

会長杯ゴルフ
コンペに参加して

Ｌ 浦 木 純 二

　10月４日㈮、大山平原ゴルフクラブにおい
て、倉吉ＬＣ会長杯ゴルフコンペが開催されま
した。時折、小雨混じりでしたが、秋風吹く爽
やかな天候のもとラウンドすることができまし
た。皆さんが、爽やかな天候に合わせてなのか
好プレーの連続で、笑顔の多いゴルフになりま
した。私はと言いますと、いつもの通り最後ま
で小雨が降っていました。
　ラウンド終了後、お風呂はシャワーだけしか
使えないというトラブルに巻き込まれました

が、場所を日本料理　飛鳥に移して、表彰式・
懇親会が行われました。優勝は、Ｌ加藤和彦で
その他各賞が表彰されました。
　美味しい料理・お酒を頂きながらゴルフ談義
で大変盛り上がり、次回のゴルフ予定がすぐに
決まりました。昼にしっかり体を動かしたこと
も手伝って、楽しく・気持ち良い一日になりま
した。あとは、私自身、小雨の降らないゴルフ
をしたいものです。

私の仕事
�

Ｌ 新 藤 祐 一
　1915年創業の「全酒類・食品の卸・小売業」
株式会社新藤４代目社長が私の仕事です。近年
通販事業に参入し全国の不特定なお客様を相手
に、７店舗展開しています。好調です。
　働き方改革、増税と増税に伴う軽減税率の導
入には、少々苦労しています。
　そろそろ次世代へ渡す準備をしなければと、
考えています。

Ｌ 斎 藤 周 作
　私の会社は、「ファイナンシャルプランナー
に相談できるお店」として、生命保険・損害保
険の代理業を営んでいます。
　今や、保険はどこでも加入できる時代です。
スマホやインターネット・DMなど対面するこ
となく保険に加入ができます。すごく便利な時
代になりました。
　しかし、弊社は、目に
見えないいろいろな不安
を、お客様と一緒に解決
という形にすることを大
切にし、また、情報提供
することで『ライフデザ
イン』人生設計を実現す
るために、一翼を担うこ
とを目指しています。
　お客様から「ありがと
う」の一言をいただくた
めに。
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■ ９月第２例会 ９月25日㈬（第1435回）

実出席　71％� メーキャップ後　74％
ドネーション　11,000円� ファイン　900円
【幹事報告】

１．国際会長よりメッセージが届きました。

２．LCIF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。

　①336-B地区アラートセミナー開催のご案内
　　日　時：2019年10月26日㈯　11：30～
　　場　所：アークホテル岡山２Ｆ
　　登録料：4,000円　　　
４．7R-1Z・2Z ガバナー公式訪問懇談会の決

算書

　　日時：令和元年９月９日㈪�12：00～14：30
　　場所：倉吉シティホテル
５．ふるさと再発見令和ウオーク（11／２開催）

の下見

　　日　　時：令和元年10月２日㈬　13：30～
　　集合場所：倉吉博物館玄関前
６．「倉吉ばえん祭」実行委員会より第９回

「倉吉ばえん祭」ご協賛のお願いが届きまし

た。

７．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより 

2019年度臓器移植普及推進街頭キャンペー

ンボランティア募集について（依頼）が届き

ました。

理 事 会 報 告 ９月11日開催

１．（ 公 財 ） 鳥 取 県 臓 器・ ア イ バ ン ク よ り 

2019年度賛助会費について

　本年度もしないことが承認されました。
２．「令和新時代とっとり元気フェスＲ１」に

おける活動団体ＰＲブースへの出展について

　出展しないことが承認されました。
３．LCIF100キャンペーンについて

　2Z・ZCに方向性を相談します。

４．第58回東洋東南アジアフォーラムの旅程

について

　行程表（案）で話をすすめます。
５．納涼例会　決算について

　承認されました。
６．月見例会　計画・予算（案）について

　承認されました。
７．ライオンズデー　計画・予算（案）につい

て

　承認されました。
８．ふるさと再発令和ウオーク　計画・予算（案）

について

　承認されました。

■ 10月第１例会 10月８日㈫（第1436回）

実出席　82％� メーキャップ後　85％
ドネーション　12,000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。

①My�LION講習会（インストールから運用
まで）再度開催のご案内
②2019-2020年度�第21回�国際平和ポスターコ
ンテスト�ならびに�作文コンテスト応募締
切について
③第58回OSEALフォーラム・アラートセミ
ナーのご案内
④第58回OSEALフォーラム参加登録（早期）
追加申込期間延長のご案内
⑤オセアル事務局より～ LCIF交付金早わか
り表
⑥リジョン単位での「新会員研修会」開催の
お願い
⑦キャビネットニュース９月号
⑧第58回OSEALフォーラム参加再度のお願
い
⑨第２回キャビネット会議�議案録

事 務 局 だ よ り
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３．国際平和ポスター展

　展示期間：令和元年10月７日㈪　10：00～
15日㈫　16：00　

　展示場所：パープルタウン１Ｆ
　　　　　　北側特別催事場
　展示作業：10月７日㈪　10：00～
　撤去作業：10月15日㈫　16：00～
　協力メンバー：
　【展示作業】Ｌ中井・Ｌ高田・Ｌ山下正喜
　【撤去作業】Ｌ中井・Ｌ山本庄英
　　　　　　　Ｌ山下正喜

４．7R-2Z ４クラブ合同アクティビティ（献

血）奉仕実施

　日時：令和元年10月27日㈰
　　　　【午前の部】９：30～12：00
　　　　【午後の部】13：30～15：00
　場所：倉吉未来中心
（集合…なしっこ館フルーツパーラー前）

　ホストクラブ：倉吉打吹ライオンズクラブ　　
５．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより

「10月臓器移植普及推進月間」のポスター・

チラシが届きました。

LIONS CALENDAR（11月行事予定）

ライオンズカレンダー
11月２日㈯　ふるさと再発見令和ウオーク
　　　　　　９：00～　打吹山周辺
　７～10日　東洋東南アジアフォーラム（広島）
　　13日㈬　11月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉

　　13日㈬　11月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　17日㈰　４クラブ親善グラウンドゴルフ大会
　　　　　　14：00～　はわい温泉　羽衣
　　27日㈬　11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
倉吉打吹LC　田中　幸子様
　　　　・倉吉ライオンズクラブ会長田中幸子

と申します。メーキャップに来させ
ていただきました。よろしくお願い
します。

倉吉打吹LC　安藤　充勉様
　　　　・メークアップさせて頂いて。
倉吉打吹LC　石賀　伸行様
　　　　・久し振りのメークアップです。11月

２日のウオーク参加させていただき
ます。

倉吉打吹LC　増井　和徳様
　　　　・例会に参加させていただいて。
Ｌ松井　・10月20日㈰　１：30から未来中心小

ホールで打吹三曲邦楽演奏会があり
ます。是非足をお運び下さい。

　　　　・今日はライオンズ奉仕デー御苦労様
でした。

Ｌ北村　・ライオンズデーお疲れ様でした。草
刈りが楽しいのなんのって。

Ｌ戸﨑　・ライオンズデー奉仕作業お疲れ様で
した。

Ｌ井手添・日本建築士会連合会　会長賞をいた
だきに函館に行ってきました。

　　　　・東田さんのお見舞いに名古屋に行っ
てきました。手術後、３日目でした
が元気な姿にびっくりしました。12
日目の本日、退院して倉吉に帰った
と連絡がありました。早く全快され
る事を祈っています。

Ｌ深田　・東田さん、元気でしたよ!!
Ｌ山本弘・増井さん、倉吉ライオンズへようこ

倉吉LC最優秀賞
上灘小学校
米増彩実さん（６年）

倉吉LC優秀賞
社小学校
山﨑悠誠さん（６年）

国際平和ポスターコンテスト
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私の趣味
Ｌ 加 藤 和 彦

　以前の趣味は、スキー・野球・硬式テニス・

ゴルフ・釣り（磯釣り、川釣り）、ドライブと

色々なものに手を出し、道具もそろえてやって

いましたが、最近は体力も行動力も衰えて、今

でも、続いているのはスキーとゴルフだけに

なっています。特に、ゴルフは以前に比べて楽

しさが少し分かってきて回数が増えてきたと思

います。また激しい運動が少なく、楽しいメン

バーで行っているのも継続の一つだと思いま

す。

　現在、ゴルフは毎月４回のコンペの予定が

入っていますが、出れるのは２回程度で順番に

都合のいい言い訳を言って断っていますが、ラ

イオンズのコンペや友人とのゴルフが入ると数

が増えたりしますので、家族には「付き合いで」、

「仕方ないので」と言い訳をして密かにゴルフ

を楽しんでいます。

　ゴルフは、ストレス発散と思ってボールを

打っていますが、上手く打てなかった時はスト

レスが逆に溜まっていきますので、スタートす

る前には、「今日は楽しんでゴルフをやるぞと」

思って家を出るようにしています。最近のゴル

フは練習などして上達の努力をしてなく、その

日の結果に一喜一憂していますが、これからも

楽しいゴルフをやっていきたいと思います。

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10月23日㈬

そ！
Ｌ山本庄・ライオンズデーお疲れ様でした。本

当に疲れました。
Ｌ中井　・自衛隊倉吉地域事務所長　大川畑

様、本日はご講演よろしくお願いし
ます。

　　　　・倉吉打吹ライオンズ田中会長、安藤
さん、石賀さん、今日はありがとう
ございます。

　　　　・増井さん、今日はようこそおいでく
ださいました。

　　　　　そして、今日は、ライオンズデー、
皆様、お疲れ様でした。

Ｌ本田　・ライオンズデーお疲れ様でした。
Ｌ山下正・今日のライオンズデーお世話になり

ました。来月も令和ウオークの協力
をよろしくお願いします。

Ｌ山田　・ライオンズデー、お疲れ様でした。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます

10月誕生記念

Ｌ穴田　守　10月18日� Ｌ山田友博　10月15日
10月結婚記念

Ｌ清水俊男　10月16日� Ｌ松井　實　10月３日
Ｌ新藤祐一　10月16日� Ｌ斎藤周作　10月16日


