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■国際協会モットー	 We	Serve
■地区ACT.スローガン
地域と共に『WE　SERVE』

■地区ガバナー・スローガン
チャレンジ!!	新たな時代に輝け!!

■地区ガバナー・キーワード
『良知』	『敢為』	『知行合一』

■会長スローガン
心豊かに	明るい笑顔でウィーサーブ
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倉吉ライオンズクラブ
336-B 7R-2Z

2020年９月の花「りんどう～花言葉：勝利・正義感～」
（撮影Ｌ福井和子）
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倉吉ライオンズクラブ
認証60周年記念事業　桜の植樹

認証60周年
記念事業の進捗報告

認証60周年記念事業委員長
Ｌ 山本賢一郎

　コロナ禍の影響で今年実施予定だった記念式
典は延期となりましたが、記念事業は予定通り
実施します。事業内容は、「打吹公園の桜をた
くさん咲かせよう」という事で、桜の植樹を計
画しました。市役所の公園管理の方へ相談する
と、市としても古くなった桜を順次植え替えて
いく予定が有り、その一部をさせて頂くことに
なりました。先日、市役所の方と現地に行き、
植え替える桜の木を選定しました。打吹公園の
一番人が集まるところ、猿のオリと遊具の間に
ある４本に決まりました。11月頃に植え替えを
行い、12月４日（予定）に贈呈式を開催する予
定です。写真の中央辺りの木を植え替える予定
です。
　来年の春は、例年通り春まつりが開催され、
花見が出来る事を願っています。

認証60周年記念
ライオンズデー・ふるさと再発見

お散歩ウオーク in 上井・西郷
ライオンズデー・ふるさと再発見
お散歩ウオークの進捗報告

事業委員長
Ｌ 山 田 友 博

　今年も当クラブのアクティビティの季節が
やって参りました。
　ライオンズデーの進捗状況ですが、コロナ禍
のなか、社老人クラブ様からは快くお手伝いの
ご了承をいただき、大変ありがたく思っていま
す。清掃はもちろんですが、今回は何といって
も60周年の植樹があります。場所が場所だけに
クリアする課題はいろいろとありますが、文化
財課様との協議も進んでおります。記念プレー
トも良いものができそうです。今後も永く残っ
ていく木にしていきたいと思っていますので、
ぜひご参加いただき、植樹を見守っていただき
たいと思います。
　ウオークについてですが、ライオンズデーに
もある通りコロナ禍ですので今回は定員を減ら
した開催を計画しています。県外へ旅行に行
くときは周辺に何があるのか調べていきます
が、いざ地元となると近くて遠いと言いますか、
コースをいただいたときに思ったのが知らない
ところが多く、自分でも情けなくなったところ
です。ぜひ勉強したいという思いが沸いてきま
したので、感染対策に心がけながら計画を練っ
ている最中です。
　どちらも成功させて、参加していただいた皆
様の思い出に残るアクティビティになるよう頑
張ります。

幹 事 報 告 ８月26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．キャビネット事務局より下記の文書が届きました。
①第22号九州豪雨の街頭募金の実施時期について
②公式訪問　地区役員の登録料について
③役員必携、ライオンズ必携確認のお願い
④2020-2021国際会長クラブ周年行事用メッセージ

⑤ZOOMの定員拡大について
⑥2020年７月分キャビネットニュース【訂正
版】20200820について
⑦MyLCIの不具合について　お問合せ
⑧第24号「第二回会員増強WEBセミナー」
開催のご案内
⑨公式訪問WEBリハーサルについて

３．第２回４クラブ連絡会議（アンケート形式
にて開催）報告

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り
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心豊かに 明るい笑顔でウィーサーブ

　今年度の7R-2Zのガバナー公式訪問は、新
型コロナウイルス感染防止のため、中止いた
します。諮問委員会は回答書をキャビネット
事務局へ送ります。

４．336-B地区7R-2Z照下耕治ZCより 国際平和
ポスター展示並びに撤去のご案内が届きました。
　展示作業：2020年10月９日㈮　９：00～
　撤去作業：2020年10月15日㈭　16：00～
　集合場所：倉吉未来中心　アトリウム
　作業人数：各クラブ３～５名

５．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより 
2020年度賛助会費について（お願い）が届
きました。

■９月第１例会　９月９日㈬（第1450回）
実出席　84％� メークアップ後　88％
ドネーション　22,000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．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。
３．キャビネット事務局より下記の文書が届きました。
①「第二回会員増強WEBセミナー」開催の
ご案内
②2020-21冬ライオンズクエストワークショップ
の開催について

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について（通知）
が届きました。

５．NPOみささ温泉より「小椋佳　歌紡ぎの
会」開催無期延期のお知らせが届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会 ８月26日開催
１．９月第１例会の開催について
　承認されました。

２．第22号九州豪雨の街頭募金の実施時期について
　予定通り、第１回締切日までに事業費より
20,000円を拠出することが承認されました。
今後の募金活動については、キャビネットよ

りLCIF100キャンペーンの案内が届いており
ますので、９月定例理事会にて協議いたしま
す。

LIONS CALENDAR（10月行事予定）

ライオンズカレンダー
10月８日㈭　ライオンズデー
　　　　　　13：15～　法華寺畑遺跡
　　　　　　10月定例理事会
　　　　　　18：00～　日本料理　飛鳥
　　　　　　10月第１例会
　　　　　　18：30～　日本料理　飛鳥
　９～15日　国際平和ポスター作品展示
　　　　　　倉吉未来中心アトリウム
　　28日㈬　10月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　25日㈰　４クラブ合同アクティビティ献血
　　　　　　９：30～　倉吉未来中心

ドネーション

ありがとうございました
Ｌ北村　・皆さん、お久しぶりです。
Ｌ深田　・久しぶりに皆様と例会で楽しいで

す。ミササラドンのエチケット用マ
スク入れを作りました。３枚入りで
税込330円です。

Ｌ穴田　・豪華なお弁当をいただきます。
Ｌ山田　・ご無沙汰しております。ライオンズ

デーが無事に終わることを願って、
ドネーションさせていただきます。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
９月誕生記念
Ｌ加藤康彦　９月23日� Ｌ山下正喜　９月27日
９月結婚記念
Ｌ東田幸一　９月30日� Ｌ高田充征　９月６日
Ｌ江原　剛　９月26日

私の好きな「月下美人」
Ｌ 加 藤 和 彦

　今から十年以上前に、知り合いから「月下美
人」をいただき大切に育てています。
　初めは、「月下美人」と聞いても、ただのサ
ボテンの一種と思っていましたが、いろいろ調

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。

べてみると「月下美人」は神秘的な花で１年に
１回、新月や満月の日にしか咲かないサボテン
と知り、必ず咲か
してみせるとホー
ムセンターに行
き、サボテンの栄
養剤を買ったり土
を変えたり冬にな
ると、大きな箱の
中に入れて毛布を
掛けて寒さ対策を
行ったりしました
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■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９月25日㈮

が、３年間は全く咲きませんでした。知り合い
に相談すると、「サボテンは余り手を掛けない
方がいい」と言われてからほどほどに手入れす
るぐらいで、水も余り充てえないでいたら４年
目ぐらいから立派な花を咲かせてくれました。
　月下美人の花は、開花日が近づくにつれ上に
もちあがって、当日なると大きく膨らんで花び
らが咲きます。花は、強い香りを放ちとても「甘
く気持ちよい香り」を周囲10ｍくらいの範囲
に広がります。夜の20時ぐらいに満開になり
ますが、翌朝にはしぼみます。
　毎年、暖かくなると日の当たる場所に置い
て、寒くなると大きな箱の入れて毛布を掛けて
暖かくして家の縁側に入れて大切にしていま
す。

私の好きなお酒
Ｌ 加 藤 康 彦

　好きなものと聞かれたとき、「んっ」と考え
てしまいました。これまでキャンプとかゴル
フ、バイクは紹介しましたし、あと何があるの
か思いつきません。てことで、やっぱり「お酒」
かなと。何年も病気の時以外は一日も欠かしま
せん。もはや〇〇中の域かも知れません。
　そんなお酒ですが、嗜好は大きな周期で変
わってきます。日本酒、焼酎、ウィスキー。
ビールはそんなに飲みません。ここ数年は炭酸
割りが好きで、決まってハイボールか酎ハイで
す。写真のような少しお高いものは滅多に飲
みません。大概はコ
スパを考えたもので
す。だって量をのん
じゃうんだから。
　ということで、私
の好きなものでし
た。まぁ結局のとこ
ろ何でも良いんです
が。これからは身体
のことも考えて飲ん
でいこうと思いま
す。

私の好きな「ゴルフ」
Ｌ 河 本 　 裕

　私の趣味は「ゴルフ」です。ゴルフ歴は27
年になります。年間20～25回程度ラウンドし
ます。私がゴルフを楽しいと思うのは幾つかあ
ります。１つはコースに出ると広く美しい大

自然が眺められる
事、気分爽快です。
そして練習場と違
い色々な場面があ
り、思いどおりの
ショットがなかな
か出来ません。が
ナイスショットが
出ると最高の気分
です。２つ目は、
コンペに参加する
と初対面の人と一緒にラウンドする機会が多々
あります。１ラウンドと表彰式（懇親会）を合
わせると８時間程度行動を共にします。そうす
ると何人かは気の合う友達が出来ます。又、ゴ
ルフの同好会も複数入会して親睦を深めていま
す。とても楽しいです。今後も体力の続く限り、
新型コロナウイルス対策を万全にして、ゴルフ
を楽しみたいと思っています。

私の好きな音楽
Ｌ 北 中 彰 拡

　私は音楽が好きです。様々なジャンルがあり
ますが、学生時代からブルースにのめりこみま
した。
　そもそもブルースとは黒人たちが自らの生活
を歌ったワークソングや霊歌にあります。奴隷
としてアメリカ大陸へ渡った黒人たちに待ち受
けていたのは過酷な労働だった。彼らはつらい
日々の生活のなかで、音楽に楽しみを見いだし
ます。音楽には彼らのルーツともいえるリズム
に加え、ぶつけようのない切ない感情も織り込
まれ、独自のジャンルを築き上げていくことと
なります。黒人たちの感情がそのまま歌い上げ
られているブルースはシンプルながらも非常に
生々しく、魂を揺さぶられ、聴くほどにその調
べが心地よく響いてくるものです。
　ＢＢキングら３大キングが有名ですが、ロー
リングストーンズ、エリッククラプトンなどの
ルーツとして現在でもブルース臭がプンプンで
す。焼酎片
手にブルー
ス聴くなん
て至福の時
間でありま
す。


