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地域と共に「WE SERVE」地域と共に「WE SERVE」
地区ガバナー
御挨拶

Ｌ 金 礪 　 毅
（岡山京山ライオンズクラブ所属）

　皆様にご挨拶いたします。
　336B地区キャビネットは今まさに座礁寸前
です。破綻回避のための経費削減を行い組織改
善をしなければならない。事務局の移転はその
第一歩。立派で威厳のある事務局より、継続で
きる質素な事務局であっても、我々の活動が地
域の奉仕活動の旗艦となり、市民の尊敬を集め
る組織であり続ける事のほうが重要と考えま
す。そこに我々のステータスの根拠を求めたい。
　今この危機の時新コロナウイルスの経済への
ダメージが会員の経営に大きな暗雲をもたらし
ています。この事態にどのくらい会員が影響を
受けるのかを考えると胸が痛くなります。会員
の皆様におかれましてはくじけることなくピン
チをチャンスに変えていただきたい。
　私がやりたいことはラオンズクラブ336B地
区や複合地区、さらに日本ライオンズクラブの
道理と正義と倫理の復刻です。ライオンズクラ
ブが市民の尊敬を集め、活動を通して地域社
会を健全な社会に導くこと。100年後の世界が
まっとうな社会として存在するため、鳥取・岡
山から新たな第一歩を踏み出すことです。
　世界が平和になる第一歩は、皆さんご自身の
事業を成功に結び付け、その中の少しの浄財を
少しずついただき、これを原資に使い仲間と力
を合わせて大きな活動の原動力にするライオン
ズクラブの活力の回復であります。この一歩を
踏み出したい。ともに来るべき未来の時代に歩
みだしてほしい。そして市民の皆様から尊敬を
集める組織に立て直すことがやるべき事です。
そして、若き会員の事業が成功に導びかれるこ
とに対して、そして地域の奉仕の息吹に対して、
先輩皆様のエネルギーをお使いいただくことを
お願い申し上げます。

　100年後、今この世界にいるほとんどの人間
は、私はもちろん、私の子も孫もいなくなって
いるかもしれません。その来るべき時代に、ラ
イオンズクラブのライオニズムの精神が残る社
会を、世界に残しておきたいと考えませんか。
次の100年に向けて小さな一歩を始めたいと思
います。そのことに皆さんの賛同と協力を頂き
たい。

第二副地区ガバ
ナー御挨拶

Ｌ 西 尾 愼 一
（鳥取ライオンズクラブ所属）

　このたび、2020 ‐ 2021年度第二副地区ガバ
ナーとしてご承認を賜りました。
　いよいよこれからキャビネットの中枢を担う
一員としての役目が始まるんだという何かワク
ワクした思いとは裏腹に、自分に課せられた責
任の重さに得体の知れない緊張感を感じていま
す。
　私は入会以来、今日に至まで積極的に幅広く
様々な役目を経験させてもらった結果、クラブ
内はもとより、他クラブや他地区の方々との交
流が生まれ、コミュニティの裾野が広がり、そ
の結果、数多くの新しい発見や気づきを得るこ
とができました。
　これは、私にとってほんとうに素晴らしい

“財産”であり、同時にライオンズクラブに入
会したからこそ経験でき得た事でもあり「入会
して良かった」と心から満足しています。併せ
て、これからのライオンズをけん引する若い世
代の方々にも個々の目標に向って、研鑽を積ん
でもらいたいと常に思っております。
　昨今のライオンズクラブは、会員の高齢化や
新規入会者の減少、定着率の低下による会員数
の減少と運営資金不足、奉仕活動のマンネリ化
等、多くの共通の課題を抱えています。
　これらを解決し次なるステップに向っていく
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ためには、現メンバーの意識改革はもとより、
「少子高齢化」という現実の中で、若い年代層
を中心とした新規入会を促進する事が重要であ
ると思います。その実現のためには、メンバー
が一丸となり、ほんの少しの“知恵”と“心”
と“体力”を使い、ライオンズクラブが奉仕活
動を通じて地域社会に認められること、メン
バーにとって魅力のある、楽しいクラブである
こと、ライオンズクラブに入会したいと思わ
れ、入会してよかったと感じるようなクラブ環
境づくりを行なう事が重要であり、併せて夫々
のクラブ、ゾーン、地域がキャビネットを中心
として『We Serve』のモットーを達成すべく、
楽しい《ワン・チーム》にならなければ、己の
前に道は開かないと思っております。
　これらクラブや地区が抱える課題を解決し、
ライオンズクラブ国際協会336-B地区が益々発
展し、新たな時代に輝けるように、多様化する
現代社会の中で、時代の変化に順応しつつ、ま
ずは地区ガバナー、第一副地区ガバナーのサ
ポートをしっかりとこなし、最大限の努力をし
てまいりたいと考えております。
よろしくお願い致します。

7R-リジョン・チェ
アパーソン御挨拶

7R-RC
Ｌ 島 田 政 徳

（鳥取砂丘ライオンズクラブ所属）

〈組織の変化〉
　今回、336-Ｂ地区内で組織に変更がございま
した。336-B地区に７年ぶり! 『リジョン・チェ
アパーソン』が復活致します。
　それに伴いまして、今年度7R（1Z・2Z）の
重責を負うこととなりました。2014年～地区
委員（環境）、2017年～地区役員（7R-1Z・ZC）
の経験の中で会員皆様に幅広く接する機会を
与えて頂き現在の私があります。
　今年度は、この経験を基にリジョン・チェア
パーソンの職務を遂行し、7Rの運営に当たる
と共に1Z、2Zのゾーン・チェアパーソンと手
を結び協議し、協力して諸問題に取り組んで参
ります。

　7Rの意見をしっかりとガバナーへ伝達し又、
ガバナーよりの方針を1Z・2Zの方々にわかり
やすくお伝え出来る様に一生懸命橋渡しを致し
ます。
〈情勢の変化〉
　近々の課題に新型コロナウイルス感染症問題
があります。突然の発生で長期化が予想されま
す。今年７月のスポーツの祭典「東京オリンピッ
ク」で国内が沸いているはずの時に、このよう
な惨事は誰も予想できなかった事です。クラブ
会員の皆様も例会並びに会議の中止等々戸惑い
が発生し、先が見えない状況にあります。
　今や7R鳥取、倉吉地区も高齢化と人口減少
が厳しい中でライオンズクラブの活性化、活
動、組織の維持更に、発展への足掛かりを見つ
けるのは喫緊の課題でもあります。この度、我
が7Rより西尾愼一氏が待望の2022年地区ガバ
ナーを目指して頑張っておられます。皆様と共
に盛り上げていけたらと思っております。
　最後になりましたが、この一年間皆様のご支
援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

7R-2Zゾーン・チェ
アパーソン御挨拶

7R-2Z・ZC
Ｌ 照 下 耕 治

　本年度、7R-2Z・ZCを拝命しました照下です。
大役ですが、私なりに一生懸命努めさせていた
だきたいと思います。どうぞよろしくお願い致
します。
　今年度の金礪ガバナーのスローガンは「チャ
レンジ!!新たな時代に輝け!!」、ガバナー・キー
ワードは「良知」「敢為」「知行合一」です。（知
識と行為は一体でなければ意味がない。ぶれる
ことなく品位をもって「知行合一」を実行しよ
う。（賢く）、（スムーズに）ぶれずに臨もう。）
この方針を４クラブの皆様と共有し、連携して
各クラブの活動がスムーズに進行するよう努力
したいと思います。
　最後に會見事務局さんには大変お世話になり
ますが、ご理解とご協力をお願い致します。
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心豊かに　明るい笑顔でウィーサーブ心豊かに　明るい笑顔でウィーサーブ
●会長に就任して●

就任あいさつ

第62代会長
Ｌ 齋 藤 周 作

　この度、倉吉のライオンズクラブの第62代会
長を拝命いたしました。まだまだ若輩者です
が、諸先輩方、そして当クラブのメンバーの皆
さまのお力をお借りし、１年間精一杯務めさせ
ていただきますので何卒よろしくお願いいたし
ます。
　当クラブは、今年度、創立60周年をむかえて
おります。人でいえば還暦です。歴代会長を始
めとして会員全員の日々の努力とご尽力の賜物
で繋いでこられた60年であったと思います。心
より敬意と感謝を申し上げます。また、このよ
うな年に会長という大役を仰せつかり、身に余
る光栄とその職責の重大さに身が引き締まる思
いでいっぱいです。
　今年度の会長スローガンは「心豊かに　明る

い笑顔で　ウィーサーブ」です。
　国指定史跡伯耆国庁跡・法華寺畑遺跡の整備、
ふるさと再発見ウォーク、少年少女バトミント
ン教室、倉吉ライオンズクラブ創立60周年記念
事業、献血活動等、メンバー一同、力を合わせ
てアクティビティに取り組んで参りたいと思い
ます。今後とも皆さまからの温かいご指導、ご
鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

●幹事に就任して●

就任のご挨拶

幹　事
Ｌ 森 　 耕 生

　今年度の幹事を務めさせていただくことにな
りました森です。
　歴史あるこのクラブの幹事を務めさせていた
だくことは私にとって有り余る程の重責となり
ますが、あせらずじっくりと歩みを進めていけ
ればいいなと思ってます。

退任の御挨拶

7R-YCE国際関係委員
Ｌ 名 越 宗 弘	

　できの悪いYCE委員でしたが「少しは仕事
を」という思いで12月13日㈮～21日㈯の９日間、
マレーシア・ペナンからの留学生（Poh Zi Yi
ちゃん）を受け入れました。
　振り返ってみると、クラブあげての歓迎会と
倉吉東高（３日間の超短期留学）との打ち合わ
せからスタートし、その後も皆様のご協力で、

鳥取コナン空港、賀露市場、鳥取砂丘、砂の美
術館、花回廊、回転寿し、陶芸体験、三朝温泉
満喫プラン（入浴・懐石料理）、関金そば打ち
体験、等々、鳥取県の良いPRができたのでは、
と思っています。
　特に印象的なのは、同世代の高校生とは直ぐ
に打ち解けて、高校に通うのが楽しみな様子で
す。
　そして男子高校生が下手な英語で会話を頑
張っていたのが笑えました。
　最後になりますが、皆様のご支援のお陰で
YCEの受け入れが無事終了する事ができまし
た。
　本当にありがとうございました。

7R-YCE国際関係委員　お世話になりました7R-YCE国際関係委員　お世話になりました
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　入会して５年目になりますが、まだまだライ
オンズの活動を深く理解しているとは言い難く
不安は隠せませんが、三役で一致団結し例会や
アクティビティーなどが会員にとって、地域に
とって有意義なものとなるような運営を心掛け
て参りたいと思ってます。
　いろいろとご迷惑お掛けすることもあるかと
思いますが、皆様１年間よろしくお願いいたし
ます。

●会計に就任して●

就任ご挨拶

会　計
Ｌ 山本賢一郎

　今年度、会計を務めさせていただきます。私
は2014年８月に入会し、約６年間、会員の皆様

と活動をさせていただき、十分な働きは出来な
かったかもしれませんが、色々な事を経験し、
学ばせていただきました。この度の役を通じて、
皆様との交流をさらに深め、クラブの運営につ
いても理解を深めることが出来ればと思ってい
ます。
　今年は、新型コロナウイルスの影響で、様々
な行事が中止・延期となっています。そうした
中で、例会、懇親会の座席の配置を工夫するな
ど「新しい生活様式」を試行錯誤しながら安全
第一で行事開催を考えていかなければいけませ
ん。
　その様な例年には無い運営の難しさがありま
すが、齋藤会長のスローガン「心豊かに 明る
い笑顔でウィーサーブ」を実践し、魅力あるク
ラブになるよう努めてまいりたいと思います。
１年間よろしくお願いします。

■６月第２例会 ６月24日㈬（第1447回）

実出席　89％ メークアップ後　91％
ドネーション　40,000円 ファイン　2,400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。
①2019-2020年度　FWTからの御礼文書
②2020-2021年度ガバナー公式訪問日程調整

のお願い
③2020年７月18日開催 第１回キャビネット

会議のご案内
④現キャビネット事務局からのご連絡～退職

のご挨拶～
⑤ガバナー公式訪問についての補足
⑥2020年７月10日開催『会員増強WEBセミ

ナー』のご案内
３．7R-2Z引継ぎ会の報告

　日時：令和２年６月17日㈬ 18：00～20：30
　場所：倉吉シティホテル

４．第１回　４クラブ連絡会議
　日　時：令和２年６月25日㈭　12：00～
　場　所：ホテルセントパレス倉吉
　出席者： 次期7R-2Z・ZC、４クラブ次期会

長・幹事・会計、事務局
５．日本海新聞社表敬訪問について

　日時：2020年７月２日㈭　13：00～
　場所：日本海新聞中部本社
　＊ 倉吉ＬＣからは照下次期7R-2Z・ZCと齋

藤次期会長が出席いたします。
６．令和元年度　会計監査

　日時：令和２年７月１日㈬　12：00～
　場所：倉吉未来中心　セミナールーム４

７．令和２年度　臨時理事会
　日時：令和２年７月３日㈮　11：30～
　場所：倉吉未来中心 セミナールーム７

８．令和２年度　第１回計画委員会
　日時：令和２年７月３日㈮　12：00～
　場所：倉吉未来中心 セミナールーム７

９．倉吉打吹太鼓振興会より　倉吉打吹太鼓振
興会総会に係る書面協議について（依頼）が

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り
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届きました。
10．第70回“社会を明るくする運動”倉吉市

推進委員会より　第70回“社会を明るくす
る運動”倉吉市推進委員会実施要領の採択に
ついて（御依頼）が届きました。

11．鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課
長より　令和元年度令和新時代創造県民運動
推進補助金による助成事業に関するアンケー
ト調査について（依頼）が届きました。

12．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　県立美術館と共に歩む中部
地区の集い協議会の缶バッジについて（送付）
が届きました。

理 事 会 報 告 ６月10日開催
１．2022年度1Z地区ガバナーへの支援金につ

いて
　４クラブ連絡会議にて正式に決定。

２．引継例会　計画・予算（案）について
　承認されました。

３．事務局員賞与について
　承認されました。

４．令和２年度　基本方針の変更について
　次期理事会より報告。

５．令和２年度　倉吉ライオンズクラブ予算
（案）について
　次期理事会より報告。

６．地域みっちゃく生活情報誌「くらら」より
「鳥取の食材を応援しよう」誌面の協賛依頼
について
　見送ることが承認されました。

■７月第１例会 ７月８日㈬（第1448回）

実出席　88％ メークアップ後　94％
ドネーション　16,000円
【理事会提案】
１．令和元年度決算について
　　会計監査報告

　　承認されました。
２．令和２年度予算（案）について

　承認されました。
【幹事報告】
１．グドラン・イングバドター LCIF理事長よ

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金礪地区ガバナー所信表明ビデオレター配

信のご案内
②キャビネット事務局移転のご案内
③キャビネットニュース６月号
④地区情報誌「LION TIMES VOL.01」寄稿

のお願い
⑤地区HPにおける貴クラブ情報ページ更新

のお願い
⑥貴クラブホームページ更新のお願い

３．7R-2Z 引継ぎ会 決算報告書
４．第１回　４クラブ連絡会議の報告

　日時：令和２年６月25日㈬　12：00～
　場所：ホテルセントパレス倉吉
　＊ 倉吉LCより照下ZC・三役が出席いたし

ました。
５．令和元年度　年間皆出席者・下半期皆出席

者は以下のとおりです。
☆年間皆出席者（14名）…

Ｌ小山・Ｌ河本・Ｌ北村・Ｌ多田・Ｌ斎藤
Ｌ井手添・Ｌ深田・Ｌ加藤康彦・Ｌ羽合
Ｌ中井・Ｌ明里・Ｌ本田・Ｌ高田・Ｌ浦木

☆下半期皆出席者（４名）…
 Ｌ清水・Ｌ戸﨑・Ｌ穴田・Ｌ山下正喜

６．倉吉打吹太鼓振興会より倉吉打吹太鼓振興
会総会に係る書面決議の結果について（通知）
と令和２年度「倉吉打吹太鼓振興会」会費の
納入について（お願い）が届きました。

７．「歌紡ぎの会」みささ実行委員会より小椋
佳「歌紡ぎの会」振替開催のお知らせが届き
ました。
　日　時：2020年８月22日㈯　18：00（開演）
　場　所：三朝町総合文化ホール
　＊ 当日来場できない方は７月１日㈬～31日

㈮　10：30～17：00まで
「たまわりの湯」（TEL：43-0017）にて
チケットの払い戻しをいたします。

理 事 会 報 告 臨時理事会　７月３日
１．引継例会 決算について

　承認されました。
２．令和元年度　収支報告書について

　承認されました。
３．令和元年度　監査報告について
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　承認されました。
４．令和２年度予算（案）について

　承認されました。
５．令和２年度　会報委員会　年間活動計画に

ついて
　承認されました。

６．令和２年度　計画委員会　年間活動計画に
ついて
　承認されました。

７．令和２年度　事業委員会　年間活動計画に
ついて
　承認されました。

８．令和２年度　資源回収事業実施について
　承認されました。

９．取引銀行について下記の通り、承認されま
した。
　倉吉信用金庫　うつぶき支店
　　　運営費会計・事業費会計
　山陰合同銀行　倉吉西出張所
　　　運営費会計・周年事業積立金

10．その他
　倉吉打吹LC50周年について
　＊ 前会長と50周年実行委員長が記念誌と記

念品を持って例会訪問されたいと要望あ
り。

　　①例会訪問の日程は調整する
　　②記念品は受領する。
　　③お祝い金（30,000円）をお渡しする。

LIONS CALENDAR（８月行事予定）

ライオンズカレンダー
８月12日㈬　８月定例理事会
　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　12日㈬　８月第１例会（納涼例会）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　26日㈬　８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　・皆さんに感謝して。免許を返納しま

した。
Ｌ藤田　・黄綬褒章を受章して。

　　　　・この間いただい御祝いをドネーショ
ンいたします。

Ｌ河本　・中井会長、１年間大変ご苦労様でし
た。齋藤会長、次年度頑張って下さ
い。

　　　　　Ｌ藤田、黄綬褒章受章おめでとうご
ざいます。

Ｌ名越宗・YCE留学生の受入れのフォローあ
りがとうございました。

Ｌ北村　・テールツイスターを務めさせてい
ただきました。御協力感謝いたしま
す。中井会長お疲れ様でした。

　　　　・新年度が始まりました。良い年にな
りますように。

Ｌ照下　・藤田さん、おめでとうございます。
Ｌ戸﨑　・役員の方々、一年間お疲れ様でし

た。Ｌ藤田、叙勲おめでとうござい
ます。

Ｌ井手添・年間皆出席賞をいただきました。
　　　　・斎藤会長・照下ゾーンチェアパーソ

ンを始め、新役員の皆様、頑張って
下さい。

Ｌ深田　・藤田先生、おめでとうございます。
中井会長お疲れ様でした。

Ｌ羽合　・斎藤会長の門出を祝して。
Ｌ山本弘・藤田先生、おめでとうございます。
Ｌ穴田　・テールツイスターとして１年間頑張

ります。
Ｌ山本庄・照下ZC、斎藤会長、三役の皆さま、

各委員長、１年間よろしくお願いし
ます。

Ｌ中井　・１年間皆様大変お世話になりました。
　　　　・藤田先生、黄綬褒章受章おめでとう

ございます。
Ｌ明里　・１年間計画委員長をさせていただき、

ありがとうございました。お世話に
なりました。

Ｌ山下正・一年間、事業委員長を務めさせてい
ただきました。ありがとうございま
した。

　　　　・Ｌ藤田、叙勲おめでとうございます。
Ｌ高田　・斎藤会長はじめ、三役の皆様、１年

間よろしくお願いします。
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私の好きなギター
Ｌ 明 里 　 寛

　これと言ってたいした趣味はありませんが、
強いて言えばギター鑑賞くらいです。
　特別上手に演奏できるわけでもなく、手元に
置いて眺めたり話しかけたりと今一番のお気に
入り「Fender American Elite Stratocaster」パン
フレットには、フェンダー　モダンスタイルの
最高峰の位置付けとありその文句が気に入り手
に入れました。
　考えてみれば、つらい事がある度に相棒が増
えていったような気がします。
　ギターの良いところは、とにかく裏切らない
のです♪　たぶんですが？
　時に、あれって思う
ような子もいますが、
まあ弾きて側の問題が
大きいのだと思います
がいつかは自分の奏で
る音で人の心が動くよ
うなそんな音楽がやり
たいと思っています。
　もう一生の友です
ね。

私の好きな動物はと言うより
Ｌ 穴 田 　 守

　私の好きな動物は、「お馬さん」と言うより
は「競馬」です。
　鳥取県にも大山の麓に広大な面積を持つト
レーニングセンターがあり、今年の皐月賞、日
本ダービーの２冠を遂げた「コントレイル」も
１歳からここで育った。
　他にも東日本大震災から絆の力で復興しよう
と名付けられた「キズナ」、日本ダービーを制
した「ワンアンドオンリー」など、ここで育成
された馬も数多いことで有名である。
　この間、近くに行ったので外周を周ってみた
が、各入り口全てに防犯カメラが設置してあっ
て、さすがに日本を代表するトレーニングセン
ターだと言う印象だった。また、子供用の遊具
も充実していて、様々なイベントも施されてい
る。家族連れでも楽しめる施設になっている。
　このウィルス禍の中、三密を避け、お家で競
馬を楽しんでいます。

私の好きな●●私の好きな●●私の好きな●● 会員リレー

　会員の皆さんの好きな●●を紹介します。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
７月誕生記念
Ｌ名越　勉　７月30日
Ｌ藤田義彦　７月24日
Ｌ戸﨑隆之　７月11日　　
Ｌ本田亮陛　７月24日
Ｌ北中彰拡　７月17日
７月結婚記念
Ｌ山下二郎　７月７日


