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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　ライオンズデー
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ライオンズ奉仕
デー

Ｌ 河 本 　 裕

　令和２年10月８日「世界ライオンズ奉仕デー」
に併せて、例年の通り史跡 伯耆国分寺跡・法
華寺畑遺跡の清掃活動と、倉吉ライオンズクラ
ブ認証60周年記念の植樹（山桜２本）を行いま
した。石田倉吉市長、小椋教育長、文化財課よ
り２名、そして今年も社老人クラブより30名の
参加を頂き、クラブメンバー31名、総勢65名で

盛大に執り行われました。
　ＰＭ１：30　井手添副委員長の司会進行で開
会、斎藤会長の開会挨拶そして天野社老人クラ
ブ協議会長挨拶、目録贈呈、クラブ認証60周年
記念植樹、倉吉市長 石田耕太郎様の挨拶をい
ただき、参加者全員で記念撮影を行い作業開
始。草刈り、植木のツタ取り、芝の根切り、集
積、運搬、側溝の土砂上げ等、普段あまり行わ
ない作業ですが、皆さん汗を流しながらの作業
でした。雨の心配をしましたが、午前中の雨も
上がりとても良い奉仕活動が出来たと思いま
す。 皆様大変お疲れさまでした。
　事前に記念植樹の準備をして頂いた「緑清
園」Ｌ清水、有難うございま した。

10／8 ライオンズデー
法華寺畑遺跡歴史公園整備事業＆認証60周年記念植樹

法華寺畑遺跡歴史公園整備事業
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国際平和ポスター
コンテスト作品展

事業委員会 副委員長
Ｌ 井手添　誠

　２ゾーンのライオンズ国際平和ポスター・コ
ンテスト作品展示を2020年10月９日から15日ま
で、倉吉未来中心で行いました。４クラブの合
計は74枚と多くのポスターが展示されました。
　国際平和ポスター・コンテストは、国際協会
が募集しており、今年で33回目になります。子
どもたちに、奉仕のレンズを通し平和に対する

自分のビジョンを表現してもらう事を目的に11
～13歳の生徒を対象にしています。
　倉吉ライオンズクラブの担当校は、上灘小学
校６点・社小学校４点・大栄小学校３点の応募
がありました。本年度はゾーン担当分の倉吉西
中学校19点・赤碕中学校６点・東伯中学校３点
が加わり、計41点が集まりました。
　９月第２例会で投票していただき、クラブ最
優秀賞１点、優秀賞２点、ＺＣ優秀賞１点を選
び、展示で発表しました。この４点は、他クラ
ブ選出の作品と共にゾーンより地区ガバナーに
送られた後、複合地区、国際本部へと選ばれて
いきます。今回の作品が、どこまで上がってい
くのか楽しみです。

国際平和ポスターコンテスト作品展
2020年10月９日～15日
倉吉未来中心　アトリウム
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■９月第２例会 ９月25日㈮（第1451回）

実出席　63％ メーキャップ後　75％
ドネーション　4,000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．LCIFよりメッセージが届きました。
３．クラブダイジェスト９月号が届きました。
４．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①第１回キャビネット会議 議事録
②キャビネットよりご連絡
③「ASK1運動」についてアンケートのお願

い
④LCIF説明会開催のご案内

日時：2020年10月11日㈰　14：00～16：00
場所：岡山国際交流センター　２Ｆ

「国際会議場」
　　　岡山市北区奉還町２丁目２番１号
　　　TEL　086-256-2905
＊倉吉ＬＣからは中井クラブLCIFコー

ディネーターが参加いたします。
⑤ライオンズクエストにかかるワークショッ

プ開催予定について
５．第３回　４クラブ連絡会議

　日　時：令和２年９月30日㈬　12：00～
　場　所：ホテルセントパレス倉吉
　出席者： 7R-2Z・ZC、４クラブ会長・幹事、

事務局
６．7R-2Z ４クラブ合同アクティビティ（献

血）奉仕実施
　日　時：令和２年10月25日㈰
　　　　【午前の部】９：30～12：00
　　　　【午後の部】13：30～15：00
　場　所：倉吉未来中心

（集合…なしっこ館フルーツパーラー前）
　ホストクラブ：倉吉北ライオンズクラブ　　

７．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（11／３開催）の下見
日　　時：令和２年10月１日㈭　13：30～
集合場所：上井公民館前

理 事 会 報 告 ９月９日開催
１．（ 公 財 ） 鳥 取 県 臓 器・ ア イ バ ン ク よ り 

2020年度賛助会費について
　賛助しないことが承認されました。

２．LCIF100キャンペーンについて
　参加しないことが承認されました。
　九州災害募金のお願いについては

①会員さんの事業所に置いてもらう（先着12個）
②ウオーク等のアクティビティの時に設置

する
③例会時に設置する等で対応し、街頭募金

は行わない
３．９月第２例会　開催について

　ガバナー公式訪問の中止により、９月25日
㈮　お昼に通常通り、開催することが承認さ
れました。

４．認証60周年記念　ライオンズデー　計画・
予算（案）について
　承認されました。

５．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　計画・予算（案）について
　承認されました。

■10月第１例会 10月８日㈭（第1452回）

実出席　79％ メーキャップ後　91％
ドネーション　9,000円
【幹事報告】
１．LCIF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２回キャビネット会議 議案録
②地区情報誌「THE LION TIMES VOL2」

寄稿のお願い
③キャビネットニュース８月号
④キャビネットニュース８月号
⑤ゾーン支援金の使途について
⑥訃報のお知らせ

３．第３回４クラブ連絡会議　議事録
４．倉吉打吹ライオンズクラブより 認証50周

年お祝いのお礼が届きました。
５．国際平和ポスター展

　展示期間：令和２年10月９日㈮　10：00～
15日㈭　16：00　

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り

告
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　展示場所：倉吉未来中心　アトリウム
　展示作業：10月９日㈮　９：00～
　撤去作業：10月15日㈭　16：00～
　協力メンバー：
　【展示作業】Ｌ照下・Ｌ齋藤・Ｌ中井
　　　　　　　Ｌ井手添・Ｌ山田
　【撤去作業】Ｌ照下・Ｌ清水・Ｌ井手添
　　　　　　　Ｌ山田

６．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議
会事務局より総会における新型コロナウイル
スの感染予防について（お願い）が届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会 ９月25日開催
１．月見例会　計画・予算（案）について

　承認されました。

LIONS CALENDAR（11月行事予定）

ライオンズカレンダー
11月３日㈫　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
　　　　　　９：00～　上井・西郷地区
　　11日㈬　11月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　11日㈬　11月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　25日㈬　11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
倉吉グレートＬＣ　湯川　喜美様

　　　　・倉吉ライオンズクラブ例会にメイク
として参加させて頂きました。

Ｌ松井　・ライオンズデー奉仕作業お疲れ様で
した。

　　　　　湯川先生、ようこそ、例会訪問あり
がとうございます。

Ｌ北村　・withコロナ、まだ夜の会合禁止の会
社が多いですが、私はなるべく普段
通りにと暮らしてます。

Ｌ多田　・22回目にして作業に行けません。膝
が痛くてしゃがめません。

Ｌ深田　・ライオンズデーお疲れ様でした。
　　　　　湯川先生、ようこそ。
Ｌ山本弘・ライオンズデーお疲れ様でした。
　　　　　湯川先生、ようこそ倉吉ライオンズ

クラブへ。
Ｌ本田　・本日はライオンズデーお疲れ様でし

た。今日は楽しく飲みましょう。
Ｌ高田　・皆様、本日はお疲れ様でした。
　　　　　湯川先生、本日はありがとうござい

ます。
Ｌ山下二・久しぶりに例会に参加できました。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
10月誕生記念
Ｌ穴田　守　10月18日 Ｌ山田友博　10月15日
10月結婚記念
Ｌ清水俊男　10月16日 Ｌ松井　實　10月３日
Ｌ新藤祐一　10月16日 Ｌ斎藤周作　10月16日

倉吉LC最優秀賞
東伯中学校

山根和花さん（１年）

倉吉LC優秀賞
倉吉西学校

石坂　心さん（２年）

７R-2Z・ZC賞
赤碕中学校　
谷口美桜さん（１年）

倉吉LC優秀賞
赤碕中学校　
中村真翔さん（１年）

国際平和ポスターコンテスト
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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10月28日㈬

私の好きなタヌキ
Ｌ 小 山 正 人

　タヌキは動物ではありません。アマチュア無
線仲間では、タヌキとは受信のみ（聞いている
のみ）で送信をしないでいる事で、だれとだれ
がどんな話をしているのかを聞いています。
　送受信内容を他人に漏らすと罰則が有り、た
だただ聞いているだけ、アマチュア無線局の免
許を取得してから40年。当初は八木垂直二連
アンテナとグランドプレーンアンテナを備え、
夢中になってCQ（呼び出し符号）を出してい
たものです。
　コールサイン（識別信号）はJR4TLA（ジュ
リエット、ロメオ、フォー、タンゴ、リマ、ア
ルファ）。しかし、最近では携帯電話やスマホ
を利用し、ライン・フェイスブック等での話や
情報伝達が多く、アマチュア電波があまり飛
んでいません。また、ゆっくり電波を拾って
いる時間も
無く、おと
なしく穴に
籠っていま
す。

私の好きな動物
Ｌ 齋 藤 周 作

　猫を飼い始めて18年ぐらいになります。
　結婚当初からずっといるクロとキキは17年
来、ウメとは11年来の付き合いです。
　よく子どもたちに、「クロとキキとウメとは
君たちより付き合いが長いんよー」なんて言っ
たりしてます。昨年、３匹のやんちゃ坊主が
やってきました。カカシ・ミツキ・ヤマト。
　総勢６匹になりました。「よく２匹も３匹も

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。

かわらないよねー」
なんて聞きますが、
さすがに６匹は違い
ます。トイレ数、え
さの量、よく考えた
ら今までの倍ですも
の、さすがに大変で
す。ただ、まさしく
十人十色が猫たちに
も当てはまるので、
一緒にいて楽しく、愛おしく、毎日癒されてい
ます。是非、皆さんも猫ちゃんいかがですか？

私の好きな車
Ｌ 清 水 俊 男

　三菱ジープJ-55製造ライセンス終了の2001
年まで48年間で20万台生産され、戦後、警察
予備隊・自衛隊専用を経て、その後、公用・民
間へと門戸を広げ、今尚愛され続ける小型ト
ラックです。
　運転操作は全てが手動ですから、認知機能の
維持効果が上がる事を期待しています。
　扨て、そこまで魅了された理由は、なんと
言っても端正な外観、グリルの７本スリッ
ト、室内は５丸のメーター機器と３本の走行レ
バー、圧巻はフロントガラスを前に倒し、フル
オープンで走行する事。敢えて難点を申します
と、クーラーが無い事です。初めての夏を乗り
切るため、モバイルのバッテリーとクーラーを
積込み、なんとか凌ぎました。
　普段乗りでは、買い物、孫との魚釣り、近場
のドライブに欠かせない私の足となり、何時も
一緒の友となりました。


