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●第一副会長に就任して●

就任の御挨拶

第一副会長
Ｌ 山 本 庄 英

　今年に入り、新型コロナウィルス感染拡大が
始まり、倉吉ライオンズクラブの活動もほとん
ど出来ない状況がありました。また昨今県内中
部にも感染者がでており、再度の活動自粛を余
儀なくされています。今ライオンズで出来る奉
仕を考え、また新型コロナウィルス感染終息後
の地域への奉仕がどうできるかを三役の方々を
サポートしつつ、会員皆さまとともに考えてい
きたいと思います。みなさま今年度宜しくお願
い致します。

●第二副会長に就任して●

就任のご挨拶

第二副会長
Ｌ 東 田 幸 一

　今年度、再び第二副会長を拝命いたしまし
た。
　昨年９月末に手術を行い、齋藤会長、山本第
一副会長、そして、メンバーの方々に、ご迷惑
とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ござ
いませんでした。今のところは、順調に回復を
しています。コロナ禍の中で、診察もままなら
ない中ではございますが、今年度スローガン「心
豊かに　明るい笑顔で　ウィサーブ」で、治療
に専念しつつ、齋藤会長の足手まといにならな
いように、活動をして行ければと思います。

第一・第二副会長あいさつ

各委員長あいさつ
●財務・会員・会則委員長

60周年準備特別委員長に就任して●

新会員勧誘へ
声掛けしましょう

財務・会員・会則委員長
60周年準備特別委員長
Ｌ 加 藤 康 彦

　コロナ、コロナで経済活動が制約され、会員
の皆様も不安が晴れない日々をお過ごしだと思
います。例会をはじめクラブの活動も自粛続き
でした。しかし、徐々にではありますが動きを
取り戻そうとしています。
　こんな時だからクラブ会員相互の結び付きが
さらに大切だと感じています。「新しい生活ス
タイル」の中で知恵を出し合い奉仕に取り組ん
で行きましょう。そして、一人でも多く仲間を
増やせるよう声掛けしましょう。一年間よろし
くお願いします。

●計画委員長に就任して●

計画委員長に
就任して

計画委員長
Ｌ 浦 木 純 二

　今年度、計画委員長を務めさせていただくこ
とになりました。入会して２年余りでまだまだ
何もわかっていない僕ですが、クラブの足を
引っ張らないよう、精一杯頑張ります。
　今年度も、前年度後半と同様、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、計画通りに進める
ことが難しいかもしれません。
　ただ、withコロナの観点から、何を・どのよ
うな形で安全に進めていけるのか考えていきた
いと思います。
　力不足の委員長です。メンバー皆さまの御指
導と御協力のほどよろしくお願いいたします。
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●事業委員長に就任して●

就任のご挨拶

事業委員長
Ｌ 山 田 友 博

　事業委員長を拝命しました山田です。入会し
て２年ほどですが、会長から大役を任命され、
身が引き締まる思いです。会長や皆様の期待に
応えられるよう頑張ります。
　事業委員会担当事業のほとんどがクラブ外の
皆様の参加あってこその行事です。クラブの活
動を知っていただける大変すばらしい機会です
ので、事業を成功させることが使命だと思って
います。
　特にバドミントン教室はコロナ禍騒動の中、
昨年度は中止という結果になってしまいまし
た。現在も大変難しい状況ではありますが、学
生さんに普段はできない体験をしていただきた
いと思っておりますので、皆様のご協力を賜り
たいと存じます。
　一年間宜しくお願い致します。

●会報委員長に就任して●

会報委員長に
就任して

会報委員長
Ｌ 杉 本 友 子

　この度、会報委員長を務めさせていただく事
になりました杉本友子です。
　倉吉ライオンズのお仲間に入れていただいて
３年になりましたが、まだまだ未熟者で、理解
不足で、足りませんが、一生懸命務めさせて頂
きます。皆さまのご協力あっての会報ですの
で、お力を貸してやってくださいませ。不慣れ
な者ですから、色々ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。
　又、例会等では前の方でチョロチョロと写真
を撮らせていただき、お見苦しいかも知れませ
んが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

■７月第２例会 ７月22日㈬（第1449回）

実出席　76%� メークアップ後　79%
ドネーション　9,950円
【幹事報告】

１．国際本部より　新しい月刊クラブ・ダイジェ

ストとクラブ役員へのメッセージが届きまし

た。

２．山田實紘元国際会長より　ライオンズク

ラブ国際財団キャンペーン100Eニュースレ

ターが届きました。

３．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。

①令和２年７月熊本鹿児島豪雨災害支援
　日本アラート委員会、336複合アラート
チーム、藤井信英班長より通達

②ガバナー公式訪問諮問書の送付について
③2020-2021年度�地区役員名簿�クラブ三役名
簿【修正版】の送付について
④2020. ７.18　第１回キャビネット会議出席
者名簿について
⑤2020年７月18日開催　第１回キャビネット
会議�当日配布資料について
⑥2020-2021年度�地区役員名簿�クラブ三役名
簿【修正版】の再送付について

４．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議

会より　令和２年度第１回県立美術館と共に

歩む中部地区の集い協議会総会（報告）が届

きました。

５．スイコ―株式会社より　テレワーク実施に

ついてご連絡がありました。

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り
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理 事 会 報 告 ７月８日開催
１．2022年度１Ｚガバナー支援金の集金方法

について

　１年×3,000円で2021年度に集金すること
が承認されました。

２．倉吉打吹太鼓振興会会費の納入について

　今年度も1,000円の会費を納入することが
承認されました。

３．ウオーク冊子の改訂・在庫処分について

　今年のみウオークの参加者にプレゼントする。
事業委員会へ申し送りする。

４．納涼例会計画・予算（案）について

　承認されました。

幹 事 報 告 ８月12日開催
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．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。

３．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。

①令和２年７月豪雨災害に対する街頭募金活
動実施のお願い
②ニューメンバーピンの贈呈と新会員指導の
担当者にガバナーピンの贈呈のご案内
③2020-2021年度役員必携及びライオンズ必
携改訂版のご案内
④ガバナー公式訪問諮問書の送付について
⑤ライオンズクラブ国際協会336B地区　新
型コロナウイルスによるキャビネット緊急
事態宣言
⑥「336地区キャビネット第11号」の補足資料
⑦第１回会員増強セミナー（７月10日開催）
の資料について
⑧第14号336-B地区アラート・チーム結成メ
ンバー（会員・一般）志願者募集について
⑨336-Bキャビネット事務局�夏期休暇につい
てのお知らせ（８月12日～16日）
⑩336-B地区第二副地区ガバナー立候補につ
いて
⑪公式訪問WEBリハーサルについて

⑫国際平和ポスターならびにライオンズ国際
作文コンテストについて
⑬2020年７月分キャビネットニュースについて
⑭第20号LCIF100キャンペーンのお願い

４．第１回４クラブ連絡会議決算報告書

５．鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課よ

り　地域づくり活動団体交流会の開催につい

て（通知）が届きました。

６．桜相撲振興協議会より　第42回桜ずもう

中止のお知らせが届きました。

７．日本盲導犬協会より 会報「盲導犬くらぶ

第99号」が届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会　８月４日
１．８月第１例会（納涼例会）開催について

　コロナウイルス感染状況を考慮し、中止す
ることが承認されました。

２．８月第２例会　開催について

　コロナウイルス感染状況を考慮し、中止す
ることが承認されました。

３．令和２年７月熊本鹿児島豪雨災害支援につ

いて

　コロナウイルス感染状況を考慮し、募金活
動は実施しないことが承認されました。
　ただし、20,000円（一人500円×会員数40
名）を事業費より拠出し、支援金とします。

４．事務局ハードディスク購入について

　承認されました。
５．国際平和ポスター予算（案）について

　承認されました。
６．その他

＊７月定例理事会は中止。そのため、７月会
計報告は書面にておこなう。
＊９月の例会については会食をテイクアウトの
お弁当に変更して、例会の簡素化を考える。
＊60周年記念事業（案）は12月４日㈮　13：
00よりおこなう。

LIONS CALENDAR（９月行事予定）

ライオンズカレンダー
９月９日㈬　９月定例理事会
　　　　　　11：30～　ホテルセントパレス倉吉
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　　９日㈬　９月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　25日㈮　９月第２例会（ガバナー公式訪問）
　　　　　　時間未定� 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
　　　　・倉吉打吹ライオンズクラブ50代前会

長です。大変お世話になりました。
倉吉打吹LC　小椋　義孝様
　　　　・日頃からお世話になっております。

50周年事業は中止になりましたが、
　　　　　今後とも宜しくお願いいたします。
Ｌ名越宗・先日、無事にマレーシアへ手作りの

お茶碗を送りました。YCE派遣生
受入事業の残金をドネーションしま
す。

Ｌ松井　・倉吉打吹ライオンズクラブ50周年お
めでとうございます。

　　　　　新役員の皆様、１年間よろしくお願
いします。

Ｌ齋藤　・一年間大変お世話になります。どう
ぞ、よろしくお願いいたします。

Ｌ戸﨑　・コロナゼロキャンペーン、倉吉銀座
商店街プレミアム商品券が発売され
ます。

　　　　　よろしくお願いします。
Ｌ穴田　・梅雨明けまでもう少し。頑張りま

しょう。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
８月誕生記念

Ｌ鳥羽圭介　８月22日� Ｌ山本弘美　８月６日

私の好きなライブ
Ｌ 井手添　誠

　私はライブが好きです。近年は、年に数回出

かけます。倉吉ビートルズのファンとしても

25年余りです。なかでもPaul McCartneyはお年

ですから、定点観測のごとく「今年も元気で良

かった」とばかり、来日ごとに参加していま

す。しかし、昨年４月に、Sarah Brightmanを

横浜で、今年１月にQueen+Adam Lambertを埼

玉で見てから、

パッタリと予定

がなくなりまし

た。

　コロナ禍で３

密が禁止されて

い ま す。 で も、

ラ イ ブ と 言 え

ば、窓のない会

場で、人とギュ

ウギュウになりながら、大声で声援をしながら

踊る...と、どう考えても３密ですが、それがた

まらなく楽しいわけです。最近はネットでのラ

イブ配信が行われています。先日のサザンオー

ルスターズは、50万人が同時に見たと聞きま

す。でも、私の好きなライブ感ではありませ

ん。

　早く、この規制がなくなって、ライブを楽し

むことができることを願っています。

私の好きな...野球
Ｌ 浦 木 純 二

　僕には趣味がありません。さみしい事です

が…。ただ、好きな事といえば“スポーツ”で

す。もう、年齢的に体が思うように動かないの

で、もっぱら観戦です。

　ラグビー・サッカー・バスケットボール等々

です。テレビ観戦ですが…。

　しかし、スポーツの中で唯一現地で観戦する

のが“野球”です。

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。
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　　　　　　会長　齋藤　周作／幹事　森　　耕生／会報委員長　杉本　友子
■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８月26日㈬

　プロ野球はもちろん、社会人・大学・高校な

ど観戦の試合数は多くありませんが、毎年楽し

みにしています。一球一球しっかり見ようと思

えば、テレビの方が見やすいのですが、やっぱ

り球場の雰囲気を感じたくて足を運んでいま

す。

　特定な好きなチームはありませんが、中部地

区の中学生を指導している関係で、そこのＯＢ

が現在所属しているチームはいつも気にして見

ています。

　全国優勝・準優勝・ベスト４など活躍したＯ

Ｂもいて、ひとりで、こっそり喜んでいます。

　ＯＢ達が対戦してきた他県の選手がプロ野球

選手として活躍している姿を見るのも楽しみで

す。

　しかし、１試合見たらとても疲れます。

　試合に入り込みすぎて試合内容を考えながら

見たり、知っている選手が増えてきたため違っ

た角度から見たりと、観戦するのも体力がいる

のだなと感じております。

　このままだと、観戦もできなくなるのでは

…。トレーニングしよ。

私の好きな自転車
Ｌ 江 原 　 剛

　７年前、連日続く忘年会の帰りに思い付いた

のがフルマラソン挑戦。身近な先輩たちにラン

ナーが多かったこともあり、ハーフマラソンく

らいは楽しみながら走れる体にはなりました。

　その数年後、友人から譲ってもらったのが使

い古しのロードバイク。ランニングと同じ体力

を使っても進む距離が全く違うロードバイクの

楽しさに、すぐにハマりました。以来、一人で

も、子どもとでも、

仲間とでも、自転車

で 遊 ぶ こ と が 多 く

なっています。今年

は念願の新車もゲッ

トしました。

　先日、久しぶりの

遠征で登坂中に両ひざが同時にひきつって立ち

ゴケするという情けない経験をしました。自転

車趣味を楽しむために、エンジンである自身の

体を鍛え直すという課題に戻ることになりそう

です。

私の好きな食べ物
Ｌ 杉 本 友 子

　私は大きな体

型の如く、食べ

ることが大好き

なんですが、特

にフルーツが大

好きです。

　ご飯なくても

フルーツ三食でも大丈夫です。特に桃、葡萄、

メロン、西瓜、が大好きです。

　今、ふるさと納税で、白桃、葡萄、メロンな

ど送って貰って沢山のフルーツに囲まれて、最

近幸せです����　子供三人いますが、私の

影響か、好きな食べ物は？と聞かれると三人共

フルーツと答えててびっくりです!!

　今はまってるのは、葡萄で、シャインマス

カットより大粒の雄宝（ゆうほう）です。写真

に載ってる黄緑のブドウ、大粒で甘くて食べ応

え有り!!!!!!!!　お中元で送ったら必ず、どこか

ら買った？と聞かれるくらい美味しいんです〜
����
　最近、フルーツ食べ過ぎて、体重計に乗るの

が恐ろしいです��


