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Ｌ中井修二郎による
－あなたの資産は大丈夫？－

賢い貯“金”で資産を守る方法

Ｌ 江 原 　 剛

　金のこれまでの採掘量は約19万トンで、オ
リンピック公式競技用プールに換算すると概ね
４杯分と、一般的に想像されるよりはるかに少
ない。今後の希少性についても高止まりする予
測で、実物資産としての価値は多くの歴史上の
事実が物語っている。一般に最もリスクの少な

い投資と認識されている預貯金についても、イ
ンフレにより実質の目減りは避けられない。ハ
イリターンの期待できる株式等は応分のリスク
があり、価値がゼロとなり文字通りの紙くず状
態になるリスクを負う必要がある。対して金は、
株価などとの価格相関性が低く、インフレや有
事に強い資産と言える。何よりも、実物資産と
しての価値がゼロになることは無い。投資用の
金には、地金、地金型コイン、積み立ての３種
類があり、取引量や
投資金額によって一
長一短がある。始め
る方法は、まず買っ
てみること。買わな
ければ何も始まらな
い。買い時は、思い
立った時である。

会員スピーチ（２月第１例会）

■２月第２例会 ２月26日㈬（第1445回）
実出席　70％� メークアップ後　76％
ドネーション　9,000円� ファイン　1,200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．キャビネット事務局より下記の文書が届きました。
①「会員増強セミナー」開催のご案内
　日　時：2020年３月21日㈯�13：00～15：00
　場　所：サントピア岡山総社�� マスカットホール
　登録料：無料
②鳥取県薬物乱用防止指導員の推薦に関するお願い
③２／22公認ガイディングライオン講習会　
クラブ出席者について
④第66回地区年次大会にエコキャップ持参のお願い
⑤GMT＆FWTから「ASK-1運動」候補者数
提出のお願い
⑥336-B地区　アラート委員会についてのご連絡
⑦2020年夏期以降でのYCE受入事業につい
てのご連絡
⑧「こどものみらい応援国民運動」の継続推
進についてのお願い
⑨薬物乱用防止教育認定講師養成講座　開催
のご案内
　日　時：2020年３月28日㈯�13：00～16：30
　場　所：岡山シティホテル桑田町

別館３Ｆ　306号
　申込料：おひとり　4,000円
⑩SON冬季北海道大会に関する情報
⑪SON冬季ナショナルゲーム・北海道　中
止のお知らせ

⑫シンガポール国際大会頒布品注文のご案内
３．ライオンズクラブ国際協会336-B地区第

66回地区年次大会事務局より 第66回地区
　年次大会�記念ゴルフ部会からのご案内が
届きました。

４．３／14開催「少年少女バドミントン教室」
は新型コロナウイルスの影響を考慮して、対策
等を検討した結果、選手及び参加者の皆様の安
全を優先して、開催を中止にいたしました。
＊３／３開催第６回事業委員会は中止いたします。

５．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議
会事務局より 美術館フリーペーパー公開
　発送作業のお知らせが届きました。

理 事 会 報 告 ２月12日開催
１．特定非営利活動法人 日本沙漠緑化実践協

会 会員登録ならびに寄付について
　今年も見送りで承認されました。

２．倉吉シティホテルグランドオープンレセプ
ションについて
　倉吉LCからの出席はなしで承認されました。

３．「桜ずもう」の寄付について
　例年通り、寄付する事が承認されました。

４．「第20回記念SUN-IN未来ウォーク」ご協
賛のお願いについて
　例年通り、寄付する事が承認されました。

５．第58回OSEALフォーラム（広島）協力金
依頼について
　当初予定の予算が不足のため、一人当たり
1,500円協力金依頼ありました。
　ZCに相談→３月定例理事会にて再度、協

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り
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私の仕事
�

Ｌ 藤 田 義 彦
　私の仕事内容は、
それぞれ資格ごとに
法律に定められてい
る。司法書士は裁判
所、検察庁及び法務
局に提出書類の作成
に関する業務で、一
般的には不動産の登
記や会社等の法人の登記手続及び訴状、家事事
件の申立書等の作成と、簡易裁判所（140万円
までの事件）での代理活動などである。
　もう一つ登記に関する資格として、土地家屋
調査士がある。これは登記に関する土地の測量
や建物の調査などで、土地の境界に関する調査
測量、地目の変更といったことや、新築等建物
に関する登記等物的な登録手続き分野である。
　また、行政書士は、弁護士や税理士など法律
により独占的に定められた分野を除き、すべて
の官公庁に提出する書類の作成を生業とする資

格である。
　総じてよろず相談所といったところだ。

Ｌ 清 水 俊 男
　70歳になった事で、これまでに経験したこと
の無い世界に足を踏み入れたような心境の変化
を感じています。
　息子に事業継承した翌日から、ごく稀に相談に
乗ること以外は経営に関わることなく早や５年。
　いまは、ゆっくりとした自由な時間を植木畑
の手入れと、６年前に開設した太陽光発電所の
草刈りで過ごしています、植木は約150種類で
すが私好みの樫、モミジが主で整枝、剪定と何
時でも出荷できるよう、移植可能な根の状態を
維持する根切りが日常となります、剪定も根
切も機械と人力併用の
作業となり、オーバー
ワークに注意するよう
１日４時間以内の作業
としています。
　今後も専念し、気ま
まながら家庭と趣味を
最優先に生涯現役を貫
きたいものです。

議致します。
６．2020年　夏期YCE受入事業について
　受入があれば協議致します。

７．GSTより「Ⅰ型糖尿病の子供たちへの支援」
のお願いについて
　一口100円なので、倉吉LCとして支援して
いくことが承認されました。

８．倉吉打吹ライオンズクラブ認証50周年記
念式典　全員登録ならびにお祝いについて
　全員登録することが承認されました。
　お祝いを30,000円することが承認されました。

９．倉吉グレートライオンズクラブ認証35周
年記念例会　お祝いについて
　お祝いを10,000円することが承認されました。

10．倉吉ライオンズクラブ認証60周年記念式
典　招待状送付リストについて
　招待状送付リストについて承認されました。

11．令和２年度役員（理事）について
　　指名会・選挙会の開催日について
　承認されました。

12．クリスマス家族例会 決算について
　承認されました。

13．陸上競技場桜維持管理事業 決算について
　承認されました。

■３月幹事報告（３月11日）
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．LCIFよりメッセージが届きました。

３．336複合地区第66回年次大会　本登録のご案内
〈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�
　◆登録料：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
　　　　　　開催／18：30～20：30
　◆場　所：三翆園
　◆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

４．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①第66回336-B地区年次大会　開催について
　　前夜祭：中止　　式　典：中止
　　代議員会：後日、お知らせします。
　　記念ゴルフ大会：中止
②３／28薬物乱用防止教育認定講師養成講座　
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多肉植物の葉挿し
Ｌ 福 井 和 子

　今まで特に趣味と言える様なことは無かった
のですが、昨年くらいから多肉植物を育てる事
が楽しくなってきました。多肉植物は一枚の葉
をテーブルの上に置いているだけで、芽と根が
出てきます。葉が付いている時は、葉から水分
を貰っているので水を与えなくても元気です。
人間のお母さんと赤ちゃんと同じです。葉が
弱ってきたら植え付けて水を与えます。この、

葉から芽を出す方法を「葉挿し」といい、とて
も簡単で、多肉植物を好きになる理由の一つの
ようです。水を遣れば遣るだけ大きくなってい
くので、成長を見るのが楽しいです。５月頃ま
で紅葉しているので、今が一番綺麗で、やる気
が出ます。機会があれば皆さんもチャレンジし
てみてください。

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。

開催中止のご案内
③３／21会員増強セミナー　開催延期のお知らせ
④キャビネットニュース２月号
⑤第４回キャビネット会議　議案録
⑥【重要】第66回地区年次大会開催中止に伴
う代議員会開催の要領について
⑦第４回キャビネット会議　当日配布資料
⑧【重要】第66回地区年次大会代議員会　議案書等

５．第３回ガバナー諮問委員会は中止になりました。
　日時：３月18日㈬
　場所：倉吉シティホテル

６．他クラブからのお知らせ（中止連絡）
　倉吉打吹ライオンズクラブ
　　３月12日㈭　３月第１例会
　　３月15日㈰　認証50周年記念事業

「山下佐知子氏講演会」
　　３月26日㈭　３月第２例会
　　４月５日㈰　�第35回くらよし打吹流しびな
　倉吉北ライオンズクラブ
　　３月10日㈫　３月第１例会
　倉吉グレートライオンズクラブ
　　３月13日㈮　３月第１例会
　　３月27日㈮　�３月第２例会（認証35周年

記念例会・祝賀会）
７．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議会

より　令和元年度第２回県立美術館と共に歩む
　中部地区の集い協議会総会の開催中止につ
いて（通知）が届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会　２月26日
１．少年少女バドミントン教室開催について
　少年少女バドミントン教室開催を中止する
ことが承認されました。

２．アザレア音楽祭2020協力団体依頼のお願
いについて
　会員へのチラシの配布に協力することが承
認されました。

LIONS CALENDAR（４月行事予定）

ライオンズカレンダー
４月８日㈬　４月定例理事会
　　　　　　17：30～　日本料理　飛鳥
　　８日㈬　４月第１例会
　　　　　　18：30～　日本料理　飛鳥
　　22日㈬　４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　・待望の三菱ジープJ-55納車、試運転

中です。とても良い車でした。1997
年車です。

Ｌ北村　・次年度役員のみなさん、宜しくお願
いします。

Ｌ山本庄・新会長、おめでとうございます。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
３月誕生記念
Ｌ名越宗弘�３月２日� Ｌ中井修二郎�３月31日
Ｌ高田充征�３月27日� Ｌ杉本友子　�３月29日
Ｌ江原　剛�３月４日
３月結婚記念
Ｌ河本　裕�３月23日� Ｌ山本賢一郎�３月11日


