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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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2020年　認証60周年記念
ふるさと再発見お散歩ウオークin上井・西郷
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４クラブ合同アクティビティ 献血
10月25日　倉吉未来中心

献血奉仕活動

Ｌ 中井修二郎

　10月25日㈰、倉吉パークスクエアにおきまし
て４クラブ合同献血アクティビティが行われま
した。倉吉ライオンズクラブからは齋藤会長、
L井手添、L戸㟢、中井が参加いたしました。
この日は天候にも恵まれ、会場はフリーマー
ケットなどの催しもあって久しぶりに大勢の人
出となりました。
　日本赤十字社の発表によりますと、新型コロ
ナウィルスの感染拡大の影響で、現在献血者数
は非常に減少していて、在庫充足率が急激に低
下しているとのことで、この日も「一人でも多
くのご協力を」との思いで、私も齋藤会長、L
井手添とともに献血をさせていただき、会場内
で呼びかけを行いました。この日実績としては
67名の受付、54名の方に献血をしていただきま
した。ご協力いただきました皆様本当にありが
とうございました。

ふるさと再発見お散歩
ウオークに参加して

Ｌ 北 中 彰 拡

　11月３日㈫　天気にも恵まれ、合計90名で‘認
証60周年記念 ふるさと再発見 お散歩ウォーク
in上井・西郷’が開催された。残念ながらコロ

ナ禍で一般参加者は例年の半分の60名限定と
なった。
　４班に分かれ９時半上井公民館を出発し、午
前のコースは5.6㎞、昼食はＬ深田の美味しい
手作り弁当を食べた後、午後4.1㎞を歩き15時
半には無事に上井公民館にたどり着いた。倉吉
駅に始まり最後の上井神社まで階段の多いタフ
なコースであった。
　今年も倉吉市教育委員会文化財課の共催で懇
切な説明をいただき16ヶ所を巡ったが近所に住
んでいながら文化的価値を知るはずもなくまさ

認証60周年記念
ふるさと再発見お散歩ウオークin上井・西郷

2020年11月３日



3

心豊かに 明るい笑顔でウィーサーブ

に‘ふるさと再発見’であった。
　例年巡る神社、古墳、力士を称える石碑にも
地域の特色があり、倉吉駅、旧倉吉線跡といっ
た上井・西郷ならではの景色も美しく、毎年参
加される根強いファンが多いのも頷ける。

　文化財は現在に至る歴史が分かり素晴らしい
と思う。しかし、素晴らしい文化財が単に眠っ
ているのは勿体ないので是非、観光資源として
も活用し交流人口の増大に繋がればと改めて
思った。

■10月第２例会 10月28日㈬（第1453回）

実出席　75％ メーキャップ後　91％
ドネーション　2,000円 ファイン　2,700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．国際協会より　クラブダイジェストが届き

ました。
４．キャビネット事務局より　下記の文書が届

きました。
①2020年度「新会員WEB研修会」開催のご

案内
②「こどもの未来古本募金」と「ヘアードネー

ション」への取り組みについて（お願い）
③GLT委員会における懸案事項について（報告）
④「三谷智省　元地区ガバナー　お別れの

会」の御案内
⑤会議・研修会等の旅費お支払いについて
⑥キャビネット会計の交代について（ご報告）
⑦ライオンズ・メンター・プログラムの資料

送付について
⑧第67回地区年次大会事務局開局のご案内
⑨2020年度　第2回キャビネット会議議事録
⑩アラートチームメンバーの再募集について
（お願い）

⑪役員旅費の支払いについて（重ねてのお知
らせとお願い）

⑫「菊地伸治元国際理事　偲ぶ会」のご案内
⑬訃報のお知らせ　332-A地区名誉顧問・元

地区ガバナー　L北山敏光
５．ライオンズクラブ国際財団2018-2019年

度 年次報告書
＊2020～2021年度336-B地区LCIF説明会に中

井クラブLCIFコーディネーターが出席い
たしました。

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り
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６．336-B地区LCIF・アラート委員　Ｌ宮部　
文雄より　336-B地区アラート・チーム結成
メンバー志願者募集のお願いが届きました。

７．４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕
決算報告書

８．7R-Z・ZC Ｌ照下　耕治より 7R-2Z第２
回ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会
員委員会開催のご案内が届きました。
　日　時：令和２年11月20日㈮
　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　会　議　18：00～19：00
　　　　　懇親会　19：00～20：30
　場　所：倉吉シティホテル
　来　賓： 元国際理事・地区特別顧問、地区

ガバナー、キャビネット幹事、７
Ｒ地区委員

　出席者： 7R-2Z・ZC、各クラブ会長、第一
副会長、幹事、会計、会員委員長、
事務局員

　ホスト：倉吉打吹ライオンズクラブ
　登録料：6,000円

（＊クラブより半額拠出いたします。）
９．国際平和ポスターコンテスト応募のお礼と

表彰状贈呈について
　日　時：令和２年10月21日㈬　12：40～
　場　所：平和ポスター応募校６校
　　　　（ 倉吉市立上灘小学校・倉吉市立社

小学校・北栄町立大栄小学校・琴
浦町立赤碕中学校・琴浦町立東伯
中学校・倉吉市立西中学校）

＊齋藤会長、山田事業委員長、井手添平和
ポスター責任者の３名が各学校を訪問い
たしました。

10．令和２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資料
＊倉吉LCから齋藤会長が出席いたしました。

11．公益財団法人日本盲導犬協会より 会報誌
「盲導犬くらぶ」が届きました。

理 事 会 報 告 10月８日開催
＊第２回ガバナー諮問委員会に金礪ガバナーが

いらっしゃることになりました。

■11月第１例会 11月11日㈬（第1454回）

実出席　66％ メーキャップ後　91％
ドネーション　25,000円 ファイン　600円

【幹事報告】
１．クラブ・ダイジェスト11月号が届きました。
２．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①「献血活動支援」への取り組み依頼につい

てお知らせ
②LCIF献金募集のお願い
③８Ｒからの第二副地区ガバナー候補者推薦

について
④ライオンズ必携の送付について
⑤336複合地区ガバナー協議会事務局移転に

ついて　
３．第50回　４クラブ新年祝賀合同例会ご案内

　日　時　令和３年１月14日㈭
　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　例　会　18：00～18：50
　　　　　懇親会　19：00～20：30
　場　所　倉吉シティホテル
　登録料　出席者　8,000円
　　　　　欠席者　3,000円
　ホスト　倉吉グレートライオンズクラブ

＊今年は、福引・アトラクションを中止い
たします。

４．11月３日開催の 認証60周年記念 ふるさ
と再発見お散歩ウオーク、お疲れさまでした。
　参加者は　一般　55名　文化財課・博物館　
８名　ライオンズクラブ　27名　合計　90名
でした。
　ご協力ありがとうございました。

５．認証60周年記念事業　植樹アクティビティ
　日　時：令和２年12月４日㈮　12：30集合
　　　　　贈呈式　　13：30～13：50
　　　　　植樹作業　13：50～15：30
　　　　　慰労会　　17：00～19：00

（日本料理　飛鳥）
　場　所：倉吉市打吹公園　お猿の広場前

６．鳥取中部ふるさと広域連合 中部創生課 き
ないな企画係より　県立美術館PRの横断幕
の貸出についてご案内が届きました。

LIONS CALENDAR（11月行事予定）

ライオンズカレンダー
12月４日㈮　倉吉LC認証60周年　記念植樹
　　　　　　12：30～15：30
　　９日㈬　12月定例理事会
　　　　　　17：45～　ホテルセントパレス倉吉
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　　９日㈬　12月第１例会（創立記念例会）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　12日㈯　陸上競技場 桜維持管理事業
　　　　　　 9：45～12：00
　　19日㈯　12月第２例会（クリスマス家族例会）
　　　　　　18：30～　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小山　・ウオークでマイクロバスを使っても

らって、バッテリーあがりの防止に
なりました。

Ｌ名越宗・最近、テレビと新聞へ出てしまいま
した。恥ずかしいかぎりです!!

Ｌ北村　・内容のうすいスピーチを聞いてもら
います。

　　　　・今日も前に立たせていただきます。
Ｌ齋藤　・安川様、本日はお忙しいところ、ご

講演ありがとうございます。どうぞ
よろしくお願いいたします。

Ｌ戸﨑　・ふるさと再発見ウオーク、お疲れ様
でした。

Ｌ井手添・ふるさと再発見お散歩ウオーク、御
苦労様でした。良い一日が過ごせま
した。

Ｌ本田　・安川様、本日はご講演依頼快く受け
て頂き、ありがとうございます。楽
しみにしています。

Ｌ山田　・ウオークにご協力いただいき、あり
がとうございました。おかげで皆様
に喜んでいただけた良い会になりま
した。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
11月誕生記念
Ｌ新藤祐一　　11月30日
11月結婚記念
Ｌ名越　勉　11月５日 Ｌ名越宗弘　11月20日
Ｌ山本　彰　11月25日 Ｌ深田　孝　11月８日
Ｌ山田友博　11月６日

私の好きな三朝温泉
Ｌ 新 藤 祐 一

　三徳山上流俵高原と、小鹿渓谷を源流とする
三朝川。子供のころからドンドの水の音を聞い
て育ってきた。ドンド、正式にはなんと言うの
かよく知らないが、川床砂が流されて、地下の
温泉層に影響を与えないために作られたと私は
聞いたが、いわゆる川の中の堤防だ。このドン
ドが、三朝温泉の三朝川には、いくつかある。
水の落ちる音「ドドドド」という音が、24時
間365日、山合の温泉町に、この川で暮らす、
カジカ蛙、鴨、白鷺、山々の鳥たちの、鳴き声
の伴奏をしている。川沿いを散歩し、耳を澄ま
すと、子供の頃に感じた、大きなものに包まれ

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。

るような暖かさを感じる。多くの有名な歌人が、
ここ三朝の地で歌を読んでいる。頷ける。この
ドンドには、マイナスイオンの効果もあるので
はと、私は思うのであるが、三朝温泉の魅力の
第一は、この三朝川である。
　またなんと言っても、世界有数のラドン含
有量をほこ
る温泉の泉
質であるこ
とは、周知
の事実であ
ろう。三朝
大橋の上流
にある露天
風呂は、温
泉街に生ま
れ、自宅に
風 呂 の 無
かった、私
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■発　行　倉吉ライオンズクラブ
　　　　　　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11月25日㈬

たちにとっては、マイバスであった。今思うと
不思議な気もするが、子供の頃は、いつもこの
風呂を自分の風呂として、毎日浴びていた。冬
の寒い時等は、熱い風呂に入る時だけは、少々
苦しいのだが、一度入ってしまうと、水道水を
沸かした風呂とは全く違い、湯の、あたたかさ
が、まろやかで心地よく、零下の日でも、風呂
から上がって当分さめる事が無い。夏になると、
風呂に入って、川で泳いで、なんともマナーの
悪いことだが、これがなんとも、子供の頃には
楽しかった。三朝温泉の魅力の大きな柱は、こ
の河原風呂と共にある小さな外湯だ。地元の人
たちは、マイバスとして、観光のお客さんや周
辺地から三朝の温泉に入りたいとこられる皆さ
んとの、裸の交流の場である。まちが輝く、人
と人との交流、これこそが私の愛する町三朝温
泉。

私の好きなスキー
Ｌ 高 田 充 征

　私は若い頃からスキーが好きで、今の時期の
ように寒くなり始める季節はうずうずしてき
ます。20代の頃に兵庫県豊岡市に住んでおり、
その近辺の但馬地区のスキー場に休日になるた
びに出向いていました。時には平日でも、仕事
が終わるとナイター営業をしているスキー場に
当時の同僚たちと出向いては楽しんでいまし
た。
　今では、ひとシーズンに数回大山に家族で出
かける程度で、家族が付き合ってくれる時だけ
に止めています。しかし、近年の雪不足により
前シーズンは全くスキーに興じることができま
せんでした。

　気象庁の予報では、この冬、日本列島は去年
のような暖冬とはならず、冬らしい寒さになる
のではないかとのことです。雪が多く寒い冬は
なにかと大変ですが、雪景色のゲレンデでス
キーを楽しみたい気持ちもあり、コロナ禍が少
しずつでも終息に向かい、そして今シーズンは
心おきなくスキーを楽しめるようになればと願
うばかりです。

私の好きな動物
Ｌ 多 田 典 子

　私は数十年前から日本犬を飼っています。今、
家にいる犬は四国犬６才（50才前後）サラブ
レットです。顔はオオカミに似ています。見た
めはこわい犬ですが、心は優しい犬です。
　娘が東いわに住んでいる頃は老犬と一緒にい
ましたが、よく面倒をみました。道を通って学
校に登校する子どもたちの後について学校に行
きます。時には福井教育長をつれて帰って来た
ことがあります。
　子どもや老いた人が好きで近所のおばあさん
や子どもたちが何時も話したり、食べ物を持っ
て来て下さいました。現在は駄経寺に住んでい
ますが、立派な庭にさくが作ってあり、犬小屋
も清水さんに作ってもらってあります。朝６時
に必ず子どもと私を起こします。昼はほとんど
寝ています。食べるものをやっても「ヨシ」と
許可しないと食べません。私と娘がケンカする
と静かに逃げます。
　犬はかしこくて忠実です。一日家に一緒にい
ますが、退屈す
ることもなく、
仲良く暮らして
います。


