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第60回
創立記念例会

Ｌ 森 　 耕 生

　記念すべき60回目の創立記念例会が、12月９
日にホテルセントパレス倉吉にて開催されまし
た。昭和34年（1959年）12月９日の結成から60
年の時を経て、今回で1440回目の例会となりま
す。
　重ねてきた60年の歴史のみならず、いかなる

時にも欠かさずに例会を開催してきた軌跡（12
月×２回×60年＝1440回）に触れ、改めて本年
度スローガン『つなげよう想い　いまここから』
の想いを実感することが出来ました。
　さて、例会では、発足当時から現在までを辿
るスライドショーが上映され、各々にとって懐
かしい光景が展開されました。続いて、『Ｌ北
中とゆかいな仲間たち』によるバンド演奏が披
露され、素晴らしいハーモニーを堪能させてい
ただきました。
　最後に、今回の例会の準備に携わった方々、
本当にお疲れさまでした。

第60回　創立記念例会
2019年12月９日　ホテルセントパレス倉吉
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楽しかった２日間

Ｌ 羽 合 江 美

　2019年11月８日㈮～11月９日㈯　広島で行わ
れた第58回フォーラムに行ってきました。参加
者は元国際理事Ｌ名越勉、中井会長、Ｌ井手添、
ＬＬ井手添、Ｌ戸﨑、Ｌ加藤康彦、Ｌ山本庄英、
Ｌ高田、Ｌ浦木、Ｌ羽合の総勢10名で行ってき
ました。
　18日㈮のお昼に広島グリーンアリーナ（大
会）へ到着。会場内、外に各国のライオンズメ
ンバーがごった返しており、会場への入場は代
表で中井会長、Ｌ山本庄英、Ｌ高田に入っても
らいました。
　我々はフードスペースで高級弁当を頂きまし
た。生ビールで乾杯、美味しかったです。

　この日は観光はなく、松山市内へ移動、到着
後すぐ夕食、五志喜にて宴会を楽しみました。
その後、Ｌ戸﨑の知人と合流、おいしいカクテ
ルのお店に招待して頂き、松山のネオン街を楽
しみました。松山のネオン街はとてもにぎやか
であっという間に時間が過ぎていきました。
　２日目は朝一番で松山城へ。ロープウェイを
降りた後、階段や坂道を歩きながら、石垣の
かっこよさに関心しながら、天守だけでなく、
周りの建物も見物してきました。その後、この
旅のメイン中野うどん学校へ。昼食がてら、う
どん作りを体験させて頂きました。うどんを打
ちながら、作業時に流行りの音楽でノリノリ。
とにかく楽しかったです。自分達で作ったうど
んをいただき、帰路につきました。たった２日
間でしたが、とても楽しい思い出になりまし
た。帰ってからの仕事はきつかったナ～。
　来年のフォーラムはどこになるか分かりませ
んが、又、皆で参加したいと思います。

第58回　東洋・東南アジアフォーラム（広島）
2019年11月８・９日
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第7回4クラブ親善チャリティ
グラウンド・ゴルフ大会
2019年11月17日

４クラブ親善
チャリティグラウンド・
ゴルフ大会に参加して

Ｌ 高 田 充 征

　去る11月17日㈰に、はわい温泉羽衣において
４クラブ親善チャリティグラウンド・ゴルフ大
会が開催されました。参加者は総勢29名で倉吉
ライオンズクラブからはＬ河本、Ｌ加藤康彦、
Ｌ戸﨑、事務局會見さん、高田の５名の参加で
した。当日はあいにくの曇り空で寒さを感じる
なかでのプレーでしたが、各クラブメンバー混
合で４～５名のグループに分かれて熱い戦い

（？）が繰り広げられました。クラブ対抗では、
倉吉ライオンズクラブは残念ながら４位という
結果でした。私自身、初めてのグラウンド・ゴ
ルフでしたが個人の部で12位という結果でまず
まずの成績だったのではないかと思います。他
クラブのメンバーと楽しくプレーさせていただ
き、大変良い親睦の機会となりました。
　プレー終了後、グラウンド・ゴルフコースに
隣接しているＢＢＱハウスにおいて懇親会を開
催しました。プレー後のビールとＢＢＱの味は
格別でした。参加された皆様、大変お疲れ様で
した！

桜維持管理作業
2019年12月７日
倉吉市営陸上競技場

桜の維持管理作
業について

Ｌ 清 水 俊 男

　創立50周年記念事業として、記念樹のスポン
サーを募り、約100本の桜を植え付けてから10
年経過しました。平成23年からの４年間は薬剤
防除・ヤゴメ撤去・施
肥・下垂枝切除、平成
29年からの３年間は主
に枝抜き・施肥を行い
10年間で７回の維持管
理を行った事になりま
す。今では桜も17歳と
なり、里親の皆さんに
も喜んで頂けるように
立派に成長し、今春も

綺麗な花を沢山咲かせました。心配した枝垂れ
桜の最先端が既存の吉野桜の枝を見事に潜り抜
け空に向かい、古
木の桜と相互理解
の精神で共存して
いる姿を目の当た
りにし、微笑み深
くも逞しく感じま
した。天候に恵ま
れての作業は何よ
りでした。皆様お
疲れさまでした。
We serve
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■11月第２例会 11月27日㈬（第1439回）

実出席　70％ メーキャップ後　76％
ドネーション　7,000円 ファイン　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第103回ライオンズクラブ国際大会（シン
ガポール）登録のご案内

　開催地：シンガポール
　開催期間：2020年６月26日㈮～６月30日㈫
　大会登録料：
　　175US$（早期登録）
　　　　国際本部〆切：2020年１月10日必着
　　　　代行登録〆切：2020年１月８日必着
　　225US$（普通登録）
　　　　代行登録〆切：2020年３月26日必着
　　250US$（後期登録）
　　　　代行登録〆切：2020年３月27日以降
②ServannaAからMyLCIへの移行について

重要なご連絡
③「ライオン誌」クラブ一括発送送料値上げ

のお知らせ
④第66回年次大会事務局　開局のご案内
⑤2019-2020年度YCEウィンター・キャンプ

開催のご案内
⑥「まるごとわかる　小児がん」冊子の注文

について
⑦キャビネットニュース11月号
⑧2019-2020年度上半期ガバナーズ・アワー

ドの申請について
３．ライオンズクラブ国際協会336-Ｂ地区　

第66回地区年次大会　予備登録についての

お願い

〈記念ゴルフ大会〉
　2020年４月11日㈯　鬼ノ城ゴルフ倶楽部
〈前夜祭〉

　2020年４月11日㈯　倉敷アイビースクエア
〈代議員総会・大会式典〉
　2020年４月12日㈰　倉敷市民会館
　＊参加者
　①代議員クラブ会員10名に１名
　②一般参加　各クラブ正会員数の50％以上

４．第７回　４クラブ親善チャリティ グラウ

ンド・ゴルフ大会の報告・決算

　日　時：令和元年11月17日㈰　14：00～
　場　所：はわい温泉　羽衣
　参加者：29名（倉吉ＬＣより４名）
　　　　　－団体の部－
　　　　　　優　勝　　倉吉グレートＬＣ
　　　　　　準優勝　　倉吉北ＬＣ
　　　　　　３　位　　倉吉打吹ＬＣ
　　　　　　４　位　　倉吉ＬＣ
　　　　　－個人賞－
　　　　　　ＺＣ賞　　Ｌ戸﨑　隆之

５．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 当日配布資料・報告

　日　時：令和元年11月20日㈬
18：00～20：30

　場　所：ホテルセントパレス倉吉
６．第49回　４クラブ新年祝賀合同例会ご案

内

　日　時　令和２年１月14日㈫
　　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　　例　会　18：00～18：50
　　　　　　懇親会　19：00～20：30
　場　所　ホテルセントパレス倉吉
　登録料　出席者　10,000円
　　　　　欠席者　 5,000円
　ホスト　倉吉打吹ライオンズクラブ

７．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議

会より鳥取県立美術館 学校＆地域でアート

「コレクション宅配便」についてご案内が届

きました。

　日　時：2019年12月10日㈫ 15：15～16：00
　場　所：鳥取看護大学・鳥取短期大学

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り
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　　　　　シグナスホール内アリーナ
（倉吉市福庭854　TEL：0858-26-1811）

理 事 会 報 告 11月13日開催
１．台風19号並びに豪雨災害支援金の取り纏

めについて

　物資以外に更なる支援金をお願いしたい旨
の連絡あり。
①LCIFについては一人1,000円（最低）を集

金する
②任意に次回例会時に募金箱を回す。

２．月見例会について

　承認されました。
３．創立記念例会　計画（案）・予算（案）に

ついて

　承認されました。
４．クリスマス家族例会　計画（案）・予算

（案）について

　市村様に再度、会の趣旨等を説明してお
く。次第を見直しする。

５．年間例会計画について

　承認されました。
６．ライオンズデー　決算について

　承認されました。
７．国際平和ポスター・コンテスト　決算につ

いて

　承認されました。
８．ふるさと再発見お散歩ウォーク　決算につ

いて

　認されました。
９．桜維持管理事業　計画（案）・予算（案）

について

　承認されました。
10．映画「恋谷橋」制作10周年記念事業への

協賛金のお願い

　一口20,000円クラブにて拠出することが承
認されました。

その他

　陸上競技場桜維持管理の在り方について市
役所と管理団体「ミズノ」と３者面談をし
た。今後については市役所からの連絡待ち。

■ 12月第１例会 12月９日㈪（第1440回）

実出席　81％ メーキャップ後　86％
ドネーション　16,000円 ファイン　4,500円
【幹事報告】

１．ライオンズクラブ国際協会よりメッセージ

が届きました。

２．336複合地区第66回年次大会　予備登録

申込みのご案内

〈記念ゴルフ大会〉　　　
　◆日　時：2020年５月23日㈯
　　　　　　受付／７：00
　　　　　　スタート／７：30
　◆場　所：Kochi黒潮カントリークラブ
　◆参加費：5,000円（プレイ費自己負担）
〈前夜祭〉　　　　　　　　
　◆日　時：2020年５月23日㈯
　　　　　　受付／18：00
　　　　　　祝宴／18：30～20：30
　◆場　所：三翠園

（高知県高知市鷹匠町1-3-35）
　◆登録料：12,000円
〈代議員総会・大会式典〉　
　●日　時：2020年５月24日㈰
　　　　　　代議員受付　　８：00～８：40
　　　　　　代議員分科会　９：00～９：45
　　　　　　代議員総会　　10：00～11：00
　　　　　　一般登録受付　８：30～11：00
　　　　　　大会式典　　　11：15～12：45
　●場　所：高知県立県民文化ホール
　　　　　　三翠園
　●登録料：無料
　●予備登録締切：2020年１月31日㈮

＊クラブから派遣される代議員は４名の
登録となります。

３．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。

①MyLCI ／ MyLION　移行に伴う各登録内
容ご確認のお願い

②キャビネットニュース　11月号②
③第32回国際平和ポスター応募作品の地区選

考結果について
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〈国際平和ポスターコンテスト〉
　○参加クラブ数：19
　○応募作品総数：830点
　○地区への出品数：140点
　【最優秀賞】
　　渡辺　紅彩さん

（笠岡市立城見小学校６年）～笠岡東ＬＣ
　【優秀賞】 ５名
　  【佳　作】 ５名
　【特別賞】 ４名
④第66回年次地大会事務局　開局のご案内

４．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　決算報告書

５．12月７日開催の桜維持管理事業、お疲れ

さまでした。

　ご協力ありがとうございました。
６．㈱グローリーシバタより 「SDGsピンバッ

ジ」の注文書が届きました。

７．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議

会より 鳥取県立美術館PFI事業者選定県民参

加型公開プレゼンテーションの傍聴申込書が

届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会 12月４日開催
１．YCE派遣生受入期間のプランについて

　　別紙参照。

LIONS CALENDAR（１月行事予定）

ライオンズカレンダー
１月６日㈪　会計監査
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　８日㈬　１月定例理事会
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　14日㈫　１月第１例会

私の仕事
�

Ｌ 名 越 宗 弘

　私はホテル業や小売業を行って地域の活性化
を願い、以前は一言で言って「総合ホスピタリ
ティ産業」を行っている、と言ってきました
が、最近は「観光業」と言っています。人口減
少が続き特に活力を失っている地方は、もはや
観光業しか打つ手はないのではないでしょう
か!?観光は物見遊山で単に飲んだり遊ぶだけで
はなく、とても裾野の広い産業です。倉吉も観
光客・交流人口の増加により多くの産業にお金
がさらに落ちれば活性化に繋がると信じていま
す。

Ｌ 松 井 　 實
　私の仕事は、再生資源卸売業です。日頃は資
源回収でお世話になっております。ありがとう
ございます。
　1921年の創業で私が三代目、2004年に国際規
格の環境マネジメントシステム｛ISO1400｝を
取得運用しています。リサイクルを通じ、省資
源省エネルギーを図ると共に環境汚染の予防に
努めます。
　お客様の立場に立って商いに励み、地域の発
展に貢献してまいります。
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私の趣味
Ｌ 加 藤 康 彦

　このコーナーの順番が廻ってきました。そこ

で考えてみたのですが、自分の趣味についてピ

ンと来ないことに気付きました。

　以前、会長就任中に紹介させて頂きました

が、一番長く続けているのはキャンプです。

20代半ばから毎年数回はテント泊しています。

逆に新しいのが大型バイクです。55歳からの

チャレンジです。でも最近はゴルフのラウンド

数が増えて、キャンプもバイクも機会を無くし

ています。

　そこで今回は「新舞踊」を紹介することにし

ます。30代前半からですから、25年程になり

ます。もともとボランティアで始め、稽古した

踊りを老人福祉施設や各所の敬老会などで披

露し楽しんで頂いていまし

た。年に一、二度は大舞台

で発表会もあり、初舞台は

倉吉福祉会館でした。ただ、

最近60歳が近づくにつれ、

顔の皺や弛みで化粧のノリ

が悪く、潮時を考えていま

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12月25日㈬

（４クラブ新年祝賀合同例会）
　　　　　　18：00～　ホテルセントパレス倉吉
　　22日㈬　１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秋藤　・創立記念例会に参加して。
Ｌ河本　・モナークシェブロン（25年）をいた

だいて。
Ｌ松井　・桜維持管理事業参加出来ません。ご

めんなさい。
Ｌ北村　・「私の仕事」会報にのせていただき

ました。
　　　　・孫が３才になりました。３才ですで

に人の言う事をききません。
Ｌ戸﨑　・先週22日金曜日、打吹回廊周辺にお

いて天皇陛下御即位　倉吉ちょうち
ん行列を行いました。たくさんの方
に御参加いただきました。ありがと
うございました。

Ｌ深田　・60年を記念して。又、モナークシェ
ブロンをいただいて。やっと10年に

なりました。
Ｌ中井　・深田さん、今日は講演よろしくお願

いします。
　　　　・創立記念日を祝して。
Ｌ山下正・桜の維持管理作業、お世話になりま

した。
　　　　・少年少女バドミントン教室の日にち

が３月14日㈯に決まりました。参加
協力の程、よろしくお願いします。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
12月誕生記念

Ｌ清水　俊男　12月24日
Ｌ山本賢一郎　12月13日
Ｌ明里　　寛　12月20日
12月結婚記念

Ｌ鳥羽　圭介　12月３日
Ｌ中井修二郎　12月６日


