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LIONS KURAYOSHI

新年祝賀会合同例会

Ｌ 穴 田 　 守

　令和２年１月14日㈫セントパレス倉吉にて、

定例の４クラブ合同新年祝賀例会が盛大に開催

されました。ホストクラブの開会ゴングから始

まり、来賓の方々から新年のご挨拶をいただ

き、会は進行しました。今年のアクティビティ

は、鳥取県立皆生学園へシャワーキャリア等を

贈呈させていただきました。４クラブの結束を

確認しつつ、閉会のゴングとなりました。

　引き続き懇親会が始まり、今回は４クラブ会

長による仮装大会が行われ、我がクラブでは、

中井会長が昨年ベスト８に輝いた日本ラグビー

キャプテン、リーチ・マイケルに扮して「ワン

チーム」をテーマに臨みました。演出、出来映

えから言って、我がチームが一番良かったと思

いましたが、当日出席率100％だった倉吉打吹

ライオンズクラブに順位を譲って２位でした。

　楽しい一時も終宴を迎え出席者全員で「また

会う日まで」を合唱し、ライオンズローアで閉

宴となりました。

第59回４クラブ新年祝賀合同例会
2020年１月14日　ホテルセントパレス倉吉
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つなげよう想い　今ここから

私の仕事
�

Ｌ 小 山 正 人

　当社は、葬祭業（サービス業）と霊柩運送事

業（運輸業）とを営んでいます。

　霊柩車はトラック事業で心肺停止（ドクター

の臨終発言）時点で、人から物へとなり、緑ナ

ンバーですが、車輌運転は一種免許です。葬

祭の方は24時間経過しないと火葬が出来ませ

ん。蘇生の可能性が有るため、人体扱いです。

（ドクターの死亡診断書が発行させているのに）

国土交通省と厚生労働省とで見解が違ってきま

す。今まで葬儀中に蘇生された方はありません

が…。

　 家族の心情を察するに、

別れを覚悟するまでの

時間が必要なのでしょ

う。

Ｌ 河 本 　 裕
　我社は、平成元年創業、倉吉市秋喜に事務所

を置く、従業員数12人の会社です。

　業務内容は、不動産売買の媒介・建築物の設

計施工・土木工事・建築物の解体・産業廃棄物

の収集、運搬・リサイクル処理・最終処分等を

行っています。

　建築工事では、個人住宅と公共の建物の新築・

増改築工事を行っています。

　産業廃棄物のリサイクル処理はコンクリート

殻とアスファルト殻の再生砕石を製造販売して

おります。

　石綿・廃プラスチック類等は、自社の最終処

分場で埋め立て処分を行っています。

　以上、我が社の紹介でした。
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■１月第２例会 １月22日㈬（第1443回）

実出席　70％� メークアップ後　79％

ドネーション　26,000円

【理事会提案】

１．次期地区役員の選出について

　　次期ZC候補者：Ｌ照下　耕治

　　　承認されました。

２．上半期収支報告ならびに監査報告について

　　　承認されました。

３．令和元年度指名委員（案）について

　　　承認されました。

【幹事報告】

１．LCIFよりメッセージが届きました。

２．キャビネットより下記の文書が届きまし

た。

①「2019-2020年度全日本ＦＷＴセミナー」

開催のご案内

②第66回336-B地区ならびに複合地区年次大

会　議案提出のお願い

③2019-2020年度　第４回キャビネット会議　

開催のご案内

④公認ガイディング・ライオン講習会　開催

のご案内

⑤第３回キャビネット会議　当日配布資料

３．倉打吹ライオンズクラブより 認証50周年

記念式典ご案内が届きました。

　日　時：2020年５月17日㈰

　　　　　◇受付　14：00～15：00

　　　　　◇式典　15：00～16：30

　　　　　◇祝宴　16：45～18：30

　場　所：倉吉シティホテル

４．特定非営利活動法人 日本沙漠緑化実践協

会より 会報誌「さばく」第56号が届きまし

た。

５．公益財団法人日本盲導犬協会より 会報

「盲導犬くらぶ」が届きました。

理 事 会 報 告 １月８日開催
１．令和元年度令和新時代創造県民運動活動表

彰に係る対象事業の募集について

　事業に参加しないことが承認されました。

２．「２月15日：国際小児がんデー／336-B地

区一斉募金活動」実施について

　参加しないことが承認されました。

３．創立記念例会決算について

　承認されました。

４．少年少女バドミントン教室計画・予算（案）

について

　承認されました。

■２月第１例会 ２月12日㈬（第1444回）

実出席　71％� メークアップ後　76％

ドネーション　13,000円

【幹事報告】

１．LCIFよりメッセージが届きました。

２．第66回 地区年次大会 本登録についてのご

案内

〈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

●予備登録●

〈代議員総会〉　

　Ｌ中井・Ｌ山本庄英・Ｌ高田・Ｌ斎藤

〈大会式典〉

　Ｌ中井・Ｌ山本庄英・Ｌ高田・Ｌ清水

　Ｌ名越宗弘・Ｌ北村・Ｌ照下・Ｌ多田

　Ｌ斎藤・Ｌ井手添・Ｌ深田・Ｌ羽合

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り



5

つなげよう想い　今ここから

　Ｌ本田・Ｌ山下正喜・Ｌ北中

３．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）オフィシャルコースのご案内、

並びに参加者名簿提出のお願い

②GST（グローバル・サービス・チーム）か

らのお願い

③第66回年次大会予備登録のお願い

④倉敷ローズライオンズクラブ　チャリ

ティーゴルフ大会ご案内

⑤キャビネットニュース１月号

⑥第３回キャビネット会議　議事録

⑦2020年１月　献血集計表

⑧2019-2020年度　第４回キャビネット会議　

開催のご案内

⑨第58回OSEALフォーラム（広島）協力金

依頼に関する件

４．7R-2Z・伊東和昭ZCより　第３回キャビ

ネット会議の報告が届きました。

５．７リジョン前期アワード選考会

　日　時：令和２年２月５日㈬

　場　所：倉吉シティホテル

　出席者：７Ｒ地区役員・地区委員

＊7R-YCE国際関係委員　Ｌ名越宗弘が出席

いたしました。

６．2020～2021年度地区役員・委員の推薦に

ついて（お願い）

＊倉吉ＬＣより7R-2Z・ZC（GLT委員）にＬ

照下耕治を推薦いたしました。

７．7R-2Z 第３回ガバナー諮問委員会並びに

ゾーンレベル会員委員会

　日　時：令和２年３月18日㈬

　　　　　◆受　付　17：30～

　　　　　◆会　議　18：00～19：00

　　　　　◆懇親会　19：00～20：30

　場　所：倉吉シティホテル

　ホスト：倉吉打吹ライオンズクラブ

　出席者：�各クラブの会長、第一副会長、幹

事、会計、会員委員長、事務局

８．４クラブ親善ゴルフ大会ご案内

　日　時：2020年５月21日（木）

　場　所：旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部

　白兎コース

　ホスト：倉吉北ライオンズクラブ　　　

９．指名委員会

　日　時：令和２年２月７日㈮　12：00～

　場　所：倉吉未来中心　セミナールーム１

10．未来ウオーク実行委員会より「第20回記

念SUN-IN未来ウオーク」ご協賛のお願いが

届きました。

　開催日：2020年６月５日（金）・６日（土）

７日（日）・８日（月）

LIONS CALENDAR（３月行事予定）

ライオンズカレンダー
３月11日㈬　３月第１例会

　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉

　　11日㈬　３月定例理事会

　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉

　　14日㈯　少年少女バドミントン教室

　　　　　　９：00～15：00　倉吉体育文化会館

　　25日㈬　３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清水　・今年は雪が少なくて、農場の植木の

剪定がはかどりました。

Ｌ小山　・新年合同例会にて、福引きに当りま

した。

Ｌ松井　・とうとう喜寿になりました。

Ｌ北村　・今日は穴田さんにお願いします。楽

をさせていただきます。

Ｌ多田　・めずらしく合同例会祝賀会で蘭の花

が当たりました。ありがとうござい

ました。

Ｌ山本弘・河本署長様、小野様、ようこそ倉吉
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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２年２月26日㈬

ライオンズへ。ありがとうございま

す。

Ｌ穴田　・河本署長様、小野部長様、ご講演よ

ろしくお願いします。

Ｌ中井　・４クラブ新年祝賀合同例会の仮装大

会で準優勝いたしました。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
２月誕生記念

Ｌ山本庄英　２月21日

Ｌ森　耕生　２月15日

Ｌ浦木純二　２月13日

私の趣味
Ｌ 本 田 亮 陛

　私の趣味は、多趣味です。サッカー、フット

サル、スノーボード、豆からコーヒーを挽いて

香りを楽しみながらコーヒーを飲むというもの

です。近年雪不足で２月にやっと積もった雪も

平野部では融けてなくなり冬の間でしか楽しめ

ないスノーボードは私が小学校２年生くらいの

時からずっと続けてきているスポーツになりま

す。晴れた日に雪が積もった大山を見ると無性

にスノーボードに行きたくなります。コーヒー

に関しては豆の選別をして自分が好きな味や香

りを楽しみながら購入したり飲んでみたりと

コーヒーも奥が深いです。のちのちはコーヒー

に関しての資格取得もしていきたいと思ってま

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。


