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認証60周年記念
植樹アクティビティ

Ｌ 高 田 充 征

　12月４日㈮、打吹公園において認証60周年記
念事業として桜の木の植樹が行われました。植
樹作業に先立って、石田倉吉市長にご出席い
ただき、13時30分より贈呈式が執り行われまし
た。植樹作業は、贈呈式終了後の14時頃より、
打吹公園のなかでもひときわ人が集まるところ
である猿舎と遊具の間の通路の手前に、４本の

桜の木の植樹を行いました。桜の名所として歴
史ある打吹公園に、桜の木を植樹するという事
業に参加させていただき、大変誇らしく感じま
す。
　桜の植樹作業が終了後、陸上競技場に場所を
移し、当クラブの30周年記念事業として植樹し
たメタセコイヤの維持作業を行いました。事前
に「緑清園」Ｌ清水により枝打ちをしていただ
いていた枝を４ｔユニック車に積み込む作業で
したが、雨がぱらつくなかでの作業となりまし
た。
　アクティビティ終了後に「飛鳥」にて慰労会
が開催されましたが、作業後の美味しい料理と
お酒に大変癒されました。皆様大変お疲れ様で
ございました。

倉吉ＬＣ　認証60周年記念事業
神代曙桜４本　植樹
倉吉市打吹公園　2020年12月４日㈮



3
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11月第１例会ゲストスピーチ

地方におけるこれからの働き方
合同会社　イキナセカイ代表　　　　　　　　　

　安川　幸男	様神戸大学　客員教授　　　　　　　　　

ご講演を聴いて

Ｌ 本 田 亮 陛

　私からの依頼を即答で了承して頂きました、
安川幸男様、この度は貴重なお時間を当クラブ
にて講演して頂きありがとうございました。東
京からＩターンで鳥取へ移住し、会社も設立し
て安川様のイキザマがとても面白くていい講演
でした。

　０から１を作り上げるのは、勇気、努力がい
ることで、後継ぎというものは、なんとなくそ
の場しのぎでやっていけるけど、既存客なくし
てはやはり衰退は見え切っているため、後継ぎ
もイノベーションを起こすために変わったこと
「変化」を求めていかなければならないと思っ
ています。事業継承も経営者が若返ることで、
売上が拡大するという統計も取れているので、
これからの会社のためにも、鳥取県は早めに事
業継承者を探し、事業継承をしていければいい
と思います。まだまだ聞きたいこと、教わりた
いことたくさんありますが、また機会があれば
宜しくお願いします。

倉吉ＬＣ会長杯
ゴルフコンペ

Ｌ 河 本 　 裕

　令和２年11月17日㈫　旭国際浜村温泉ゴルフ
倶楽部白兎コースにて、倉吉ライオンズクラブ
ゴルフ同好会主催の「会長杯ゴルフコンペ」が
開催されました、当日は風も無く絶好のゴル
フ日和で参加者は斉
藤会長をはじ12名で
した、新型コロナ過
の中ではありました
が、密にならないよ
う、右に打つ人、左
に打つ人、センター
に打つ人、そしてＯ

Ｂを打つ人色々、私は岡本綾子さんが２打目を
池に入れた18番ホールで同じく池に入れてしま
いました、結果「優勝」ダブルペリアのお陰で
した。
　よく優勝の弁で「同伴者に恵まれて優勝が出
来ました」この言葉をよく耳にしますが、私の
今回の優勝もまさにその通りでメンバーに恵ま
れ和気藹々と楽しいゴルフをさせて頂きまし
た、参加された皆様ご苦労様でした、最後にな
りましたがお世話をされた幹事様有難うござい
ました、又次回を楽しみにしています。

倉吉ＬＣ会長杯ゴルフコンペ
旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部白兎コース

2020年11月17日㈫
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ガバナー公式訪問

Ｌ 山 本 庄 英

　11月20日㈮　17：30より金礪ガバナー、前小
野ガバナー、地区役員の方々をお迎えして、コ
ロナ禍で延期されていたガバナー公式訪問及び
諮問委員会が開催されました。この度の開催も
コロナの影響を考慮し、懇親会は無しで会議の

みとなりました。会議の内容は長くなりますの
で、また例会時に観覧して頂きますようお願い
しますが、金礪ガバナー、前小野ガバナー、地
区役員の方々
より熱い思い
のお話、お願
いがあり、時
間もあっと言
う間に過ぎて
いました。

7R-2Zガバナー公式訪問
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

2020年11月20日㈮

■11月第２例会 11月25日㈬（第1455回）

実出席　85％� メーキャップ後　94％
ドネーション　8,000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．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ライオンズ必携第59版正誤表
②訃報のお知らせ（1998-1999年度334-D地区
ガバナー吉岡幸一様）

４．ライオンズクラブ国際協会336-B地区　第
67回地区年次大会　予備登録についてのお願い
〈記念ゴルフ大会〉
　2021年４月10日㈯　岡山カントリークラブ
　　　　　　　　　　桃の郷コース
〈前夜祭〉
　2021年４月10日㈯　岡山プラザホテル
〈代議員総会・大会式典〉　
　2021年４月11日㈰　岡山シンフォニーホール
　＊参加者
　①代議員　　クラブ会員10名に１名

　②一般参加　各クラブ正会員数の50％以上
５．7R-2Zガバナー公式訪問・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　
当日配布資料・報告
　日時：令和２年11月20日㈮�18：00～19：00
　場所：倉吉シティホテル

６．倉吉ライオンズクラブ会長杯ゴルフコンペ　
報告
　2020年度倉吉ライオンズクラブ会長杯ゴル
フコンペ優勝　Ｌ河本　裕
おめでとうございます。

理 事 会 報 告 11月11日開催
１．Ｌ穴田　守　不在会員について
　承認されました。

２．月見例会　決算について
　承認されました。

３．創立記念例会　計画（案）・予算（案）に
ついて
　承認されました。

４．年間例会計画について
　承認されました。

５．認証60周年記念　ライオンズデー　決算
について

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り
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　承認されました。
６．国際平和ポスター・コンテスト　決算について
　承認されました。

７．認証60周年記念　ふるさと再発見お散歩
ウオーク　決算について
　承認されました。

８．桜維持管理事業　計画（案）・予算（案）
について
　承認されました。

９．認証60周年記念　日本海新聞　広告掲載
について
　承認されました。
　広告掲載日が2020年12月９日㈬に決まりま
した。

10．認証60周年記念式典　日程について
　2021年８月29日㈰に開催することが承認さ
れました。

11．認証60周年記念事業　計画・予算（案）
について
　承認されました。

12．事務局コピー機の再リースについて
　再リースすることが承認されました。

■12月第１例会 12月９日㈬（第1456回）

実出席　81％� メーキャップ後　90％
ドネーション　80,000円� ファイン　2,700円
【幹事報告】
１．LCIF理事長ニュースレター11月号が届き

ました。
２．336複合地区第67回年次大会　予備登録

申込みのご案内
〈記念ゴルフ大会〉　　　
◆日　時：2021年５月22日㈯
　　　　　受付／７：00
　　　　　スタート／７：30
◆場　所：下関ゴルフ倶楽部
◆参加費：5,000円

（プレイ費自己負担・キャディ付き）
〈前夜祭〉　　　　　　　　
◆日　時：2021年５月22日㈯
　　　　　受付／18：00
　　　　　祝宴／18：30～20：30
◆場　所：海峡メッセ下関

（山口県下関市豊前田町3-3-1）
◆登録料：15,000円
〈代議員総会・大会式典〉　

●日　時：2021年５月23日㈰
　　　　　代議員受付　　８：00～８：40
　　　　　代議員分科会　９：00～９：45
　　　　　代議員総会　　10：00～11：00
　　　　　一般登録受付　８：30～11：00
　　　　　大会式典　　　11：15～12：45
●場　所：海峡メッセ下関
●登録料：無料
●予備登録締切：2020年12月25日㈮

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３回キャビネット会議の日程変更について
②「献血活動支援」への取り組みについて（お
願い）
③新型コロナウイルス感染に関するご報告
④336複合事務局�新型コロナウイルス感染拡
大防止に係る自宅待機のお知らせ
⑤新型コロナウイルス感染拡大防止に係る自
宅待機のお知らせ
⑥古本募金報告のお願い
⑦地区名誉顧問協議会開催のご案内
⑧訃報のお知らせ
⑨336複合事務局�通常勤体制再開のお知らせ

４．第33回国際平和ポスター応募作品の地区
選考結果について
〈国際平和ポスターコンテスト〉
　○参加クラブ数：17
　○応募作品総数：582点
　○地区への出品数：142点
【最優秀賞】濱松　倫奈さん

（朝日塾小学校５年）～岡山操山ＬＣ
【優秀賞】��５名
【佳　作】��５名
【特別賞】17名　
＊倉吉ライオンズクラブより推薦したお二人
が特別賞に入賞されました。
　石坂　　心さん（倉吉市立西中学校２年）
　山根　和花さん（琴浦町立東伯中学校１年）
＊審査結果は336-B地区のホームページに掲
載されております。

５．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　決算報告書

６．12月４日開催の認証60周年記念事業、お
疲れさまでした。
　ご協力ありがとうございました。

７．12月９日㈬　日本海新聞に倉吉ライオン
ズクラブ認証60周年記念広告が掲載されま
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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12月19日㈯

した。
８．鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課長

より　令和２年度令和新時代創造県民運動活
動表彰に係る対象事業の募集について（通知）
が届きました。

LIONS CALENDAR（１月行事予定）

ライオンズカレンダー
１月８日㈮　会計監査
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　13日㈬　１月定例理事会
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　14日㈭　１月第１例会

（４クラブ新年祝賀合同例会）
　　　　　　18：00～　倉吉シティホテル
　　27日㈬　１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安本　・マイルストーン・シェブロン、あり

がとうございました。
Ｌ清水　・60周年記念事業に当社に御用命頂き、

ありがとうございました。本日、欠
席で申し訳ありませんでした。

Ｌ河本　・11月17日に開催の倉吉ＬＣ会長杯ゴ
ルフコンペで優勝しました。

　　　　・金婚式のお祝いをいただきました。
ありがとうございます。

Ｌ北村　・携帯を紛失しました。おかげで新し
くするきっかけになりました。

Ｌ照下　・ＺＣに就任して。
Ｌ戸﨑　・今日の日本海新聞にしっかり齋藤会

長の顔が微笑ましく立派でした。本
日は宜しくお願いします。

Ｌ加藤康・社屋の増築工事が完成しました。北
中さん、明里さん、浦木さんお世話
になりました。

　　　　・認証60周年記念事業ご苦労様でした。
春が楽しみです。

　　　　・加藤一さん、いらっしゃいませ。
Ｌ本田　・61回目の倉吉ＬＣ創立記念日おめで

とうございます。本日は後程、バン
ドにてライブをしますので、お楽し
みに!!

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
12月誕生記念
Ｌ清水　俊男　12月24日�
Ｌ山本賢一郎　12月13日
Ｌ明里　　寛　12月20日
12月結婚記念
Ｌ鳥羽　圭介　12月３日
Ｌ中井修二郎　12月６日

私の好きなバンド
Ｌ 戸 﨑 隆 之

　私の好きなバンドは、ビートルズやレッド
ツェペリン、イーグルスなどではなく、the 
Rebornです。
　12月の創立記念例会での演奏で皆様に、見
ていただきましたがいかがだったでしょうか？
去年に引き続き今年も懲りずにやってしまいま

した。即席のバンドですが、やっぱりみんなが
集まって音を出すのは楽しいですね！
　こらからも、温かく見守ってください。
　ご静聴ありがとうございました。

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。


