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リジョン・チェア
パーソンについて

Ｌ 北村龍一郎

　リジョンチェアパーソンは、その年度のガバ
ナーが任命するか否かを決定すると国際会則に
あります。リジョンチェアパーソンを設置しな
い地区・年度がある場合があります。
　私がリジョンチェアパーソンに任命された年
度は次年度のガバナーは任命しないと表明され
ておりましたので、最後のリジョンチェアパー
ソンだと言われる事もありました。しかし、最
後というのは正しい考えではなく、その年度の
ガバナーの考え、方針によってという事です。
　就任するについては、もちろんガバナーの任
命になる訳ですが、その年度の７リジョンは２
ゾーンの順番ですよ、その２ゾーンの中でも今
回は倉吉ライオンズクラブということになって
いますので、誰か候補者を出して下さいという
様な決まり方になっていました。
　地区の組織図を見ると、ガバナーの次
にリジョンチェアパーソンが置かれてい
ます。ただし、このガバナーとリジョン
チェアパーソンの間には大変大きな差と
いいますか、そんなに近いものではあり
ません。それは、選挙で選ばれた人と任
命された人の違いです。ガバナーに与え
られる数多くの権限は選挙に当選するこ
とによって担保されているという事です。
　さて、リジョンチェアパーソンの仕事
ですが、リジョンの運営についての責任
者ですよと書いてあります。取り上げる
べき具体的な仕事はないようなものです。

その中で何をするかというと、まず、リジョン
内のクラブ訪問です。ガバナーの方針を各クラ
ブに伝えるという仕事です。そして、リジョン
の次期地区役員の候補者の選出ですが、これは、
ある程度ゾーンそして各クラブにおまかせして
おけば決まっていきます。重要なのは、副地区
ガバナーを選出する事がリジョンに回ってきた
場合です。これは、リジョンチェアパーソンに
とって、なかなか骨が折れる仕事です。これま
でも決定する間際まで気が抜けず、大どんでん
返しがあった事もあります。
　今年度はリジョンチェアパーソンを任命して
いるようです。コロナの中、活動に制約を受け
ておられると思います。大変ですが、宜しくお
願いしますという気持ちです。
　任期中に様々な問題も起きましたが、ガバ
ナーを中心として、地区を運営していく、ライ
オニズムを最大限に発揮する、その意識を持っ
て行動・発言をすると考えて過ごしていまし
た。問題についての私のコメントは、酒を飲ん
だ席でしか発言しません。リジョンチェアパー
ソンの仕事をしていて、１番おもしろいところ
ですので、小出しにしていきます。

ライオンズの役職を経験して
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336-B地区会報
委員として

Ｌ 多 田 典 子

はじめに　
　2005～2006にクラブ会長をおおせつかり、会
長をいたしました。
　それから３、４年してから336-B地区の会報
委員会の委員長としてつとめました。その時の
話－ということですので、書かせてもらいます。
主旨
　当初は何をどうするのか全くわかりませんで
した。本当に真暗でした。
　仕事の内容から言えば
①336-B地区の役員名簿（写真を入れる）

　M新聞社内山カメラマン
②会報の表紙の図柄について
③役員並びに地区の活動情景の原稿集め依頼
④編集、印刷（羽合印刷へ）
⑤月一回の委員会（場所、内容）
　岡山駅前のレストランで第一回の委員会をし
ましたが、倉吉クラブの新任中井修二郎さんに
お願いし、ライオンズの使命に対して新人とし
て考え方等良き話をきかせてもらいました。そ
のほか、北村さんには、車でご一緒させてもら
いました。羽合さんには、印刷を月々完成して
もらいました。ありがとうございました。
まとめ
　一昨年ガバナーをされた小野宗次さんも委員
として活躍されました。最後に反省会を三朝館
でしました。名越元国際理事、小田ガバナー、
尾崎元ガバナーにも来てもらい良い会でした。

いい思い出の
ＺＣ

Ｌ 清 水 俊 男

　2007年～2008年度336-B地区7R2ZZCに任命
され、早速大きな問題に直面する事となりまし
た。
　次年度の第２副地区ガバナーの選出は従来
から、リジョンのローテーション方式により、
7R1Z（鳥取）から推薦される筈でしたが、候
補の擁立が困難であるとの最終報告が盆明けに
あり様相は一変、リジョンの責任上、２Ｚ（倉

吉）から選出せざるを得なくなりました。
　会を重ねての努力も成果に繋がらず、ギブ
アップを促す声が出始める秋も深まった頃、窺
い知ることは出来ませんが、名越元国際理事が
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グレートライオンズクラブ故Ｌ中本博泰に接触
され、事態は好転の方向に動き、あとは候補者
の資格条件を満たすのみと成りました。その条
件は、ＺＣの任期を全期または任期の過半を務
めていることが条件でありますから、必然的に
私のＺＣ任期を半数までに留めるべくキャビ
ネット事務局に辞表を提出し、７Ｒから故Ｌ中

本博泰を次期第２副地区ガバナー候補として推
薦する事となりました。在任中は７Ｒとりわけ
２Ｚの多くの皆様に大変お世話になりました。
回想にあたり、職を全うする為に職を辞する事
は私にとつても貴重な経験であり、ライオンズ
の寛容と友愛に感謝申し上げるしだいで御座い
ます。

会長の想い出

Ｌ 井手添　誠

　第56代会長をさせて頂きました。会長をして
いるときは、あっという間に過ぎていった印象
しかありませんが、数年過ぎてからの「勝手な
想い出」を書きます。
　エレクト会長に指名されると、「基本方針」
を決めます。会長スローガンを決めるだけと
思っていましたが、間違いでした。基本方針
は、「委員会をする」「理事会をする」「例会は
第２・第４水曜日にする」まで、毎年新たに決
めているのです。変えないのは「昨年と同じに
したい」との宣言です。しかし、継続事業な
ど、単年度で変えることは困難です。そこで、
2015年「次期アクティビティ検討委員会」が作
られ「ひいなの祭くらよし」を取りやめ、その
代わりに一年しかできない会長の想いある事業
を一つ行っていこうと決められました。近年で
は、戸﨑会長の「土天神祭りin円形劇場」、中
井会長の「星取県くらよし星空フェス」など、
個性ある素晴らしい事業ができています。一年
限りですから、自由に事業ができることは、と
ても羨ましいです。今年度は、創立60周年記念
事業とコロナの影響で、残念ながら行われませ
んでした。来年はどのような事業が行われるの
か楽しみです。
　現在の委員会構成は、50周年の前年、新藤会
長が、周年準備委員会と地区大会特別委員会を
追加するために、既存の委員会を統合・整理し
たものです。
　あれから10年以上経過しました。地区からも

英語表記の委員会にしてほしいとされていま
す。60周年を節目に委員会の構成も時代に合わ
せたものが望まれます。
　ライオンズクラブは、アメリカ発祥です。役
職についても英語を訳したものになっています
が、日本語訳が誤解されていると思うことがあ
ります。
　会長「President」、幹事「Secretary」、会計
「Treasurer」ですね。
　Secretaryの語源は、秘密の事務をまかせる
ほど、信頼している部下ですから、「秘書｣ だ
けでなく「長官・大臣｣ という意味があります。
Treasurerは、会計係という訳もありますが、
「収入役」の意味です。
　すなわち、一国の総理大臣・官房長官・大蔵
大臣が三役です。官房長官は、毎日会見をしま
すが、幹事も例会毎に報告します。内部調整を
することだけが仕事ではなく、外部との交渉を
するのが「幹事」です。同じく、使ったお金を
チェックするのが「会計」ではなく、委員会な
どの予算書を通して良いかどうか判断する方が
大事な仕事なのです。
　ＬＬ（ライオンズ・レディー）は、前世代的
な和製英語ですね。ＺＣもゾーン・チェアマン
（男）から、ゾーン・チェアパーソン（人）に
なっています。呼び方を変更した方が良いと思
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LIONS CALENDAR（５月行事予定）

ライオンズカレンダー
５月12日㈬　５月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　12日㈬　５月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　26日㈬　５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小山　・金婚式のお祝いをいただいて。
Ｌ北村　・息子が桜ずもうのＰＲをさせていた

だきまして、ありがとうございまし
た。

Ｌ井手添・杉本さん、会員スピーチ楽しみにし
ています。

　　　　・右指を骨折しました。皆さん、気を
つけてください。

　　　　・小山さん、おめでとうございます。
Ｌ深田　・母がNHK小さな旅に出ました。お

店のＰＲになりました。
Ｌ羽合　・３月26日㈮　コンペ初デビューです。

笑いをとって、頑張ってきます。

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り

Ｌ山本庄・資源ゴミ回収しました。私がすると
いつも雨になります。次は晴れます
ように。

Ｌ杉本　・本日、スピーチさせていただきま
す。パワーポイント初めてで、不慣
れながら、最後まで頑張ります。退
屈な話にならないよう頑張りますの
でよろしくお願いします。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
４月誕生記念
Ｌ北村龍一郎　４月24日
Ｌ東田幸一　　４月19日
Ｌ深田　孝　　４月15日
４月結婚記念
Ｌ小山正人　４月10日
Ｌ加藤和彦　４月７日

います。私が入会した頃のライオンクラブは、
夜例会にはＬＬが同席することが通例でした。
今でも案内にはＬＬがありますが、役員の配偶
者様でもお会いすることがなくなりつつ
あります。私の生活に順位を付けるなら、
１番家庭、２番仕事、３番ライオンズで
す。安定した仕事による収入がなければ、
ライオンズはできません。また、家庭が
円満でなければ、良い仕事もできません。
家族との交流により理解を得ることは大
事だと考えます。そこで、基本方針にク
リスマス例会（家族例会）を入れました。
「例会でも出てこられないに子どもも連
れてくる人なんていない」と反対意見も

ありましたが、一年だけだと説得し、実施しま
した。毎年の基本方針に書かれている度に嬉し
い気持ちになります。
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私の好きな事
Ｌ 深 田 　 孝

　10代のころ原付運転免許を取得してから自
動二輪、普通車、大型運転免許と増やしていき
ました。
　10代にヤマハMR50を皮切りにホンダGL、ホ
ンダGB、スズキGSX-R、ヤマハSR、スズキア
ドレス、ヤマハTW、ヤマハセロー…と乗り継
ぎ今はホンダスーパーカブです。スーパーカブ
は国産キャブレター最終型の限定モデル（黄色）
オークションで探してもらい買いました。一部
破損がありましたが交換パーツも探して元形に
してあります。
　ここから、50㏄ ➡
72㏄に変更し乗りやす
くタイヤ、ミラー、マ
フラー等交換してナン
バーも黄色で取得しま
した。
　天気のいい日には「ト
コトコ～」そこら辺を走って楽しんでいます。

私の好きなビール
Ｌ 本 田 亮 陛

　私の好きなお酒はビールです。皆さまビール
でも好き嫌いがあると思いますが、私はビール
の中でもサッポロビール、ヱビスビールが好き
です。何故かというと、純粋に美味いと思えま
す。他製品と比べると味のバランスがよく、缶
ビールでも季節限定やホワイトビール、ブラッ
クビールと多様になっております。特にホワイ
トビールは缶ビールでも最初の口当たりよく、
苦味も少なく、香りが良いのが特徴で、女性で
も飲みやすいビールといったような感じのビー
ルの仕上がりになっています。

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。

　ラガービールは低温（６～15℃）で下面発酵、
エールビールは高温（20～25℃）で上面発酵
というように製法が違い、味や香りもかなり変
わってくるようです。
　爽快さ、すっきりさをお求めのあなたは、ラ
ガービール。
　豊かな香りで奥深い味わいをお求めのあなた
は、エールビール。
　近年ではクラフトビールもすごく人気で、多
種多様なビールが世の中に出回っています。
　今日は何のビール
を飲もう…。あなた
のお好きなビール極
めてみませんか？

松井尺八教室へどうぞ
Ｌ 松 井 　 實

　能の世阿弥は、芸事は人々の心を楽しませて
「寿福増長」即ち幸福感を増長させ、生きる希
望をともに持つことである。と述べています。
コロナでストレスがたまり、やり場のない気持
になりやすい時でもあります。
　古典芸能である尺八は心豊かにし、人として
の心の成長を育むものです。背筋を伸ばし臍を
前に出し、思いきり息を吸う、肺を鍛えます。
静かに音を出して行く、指は尺八の穴を塞ぎま
すから末梢神経を鍛えます。目は一生懸命に楽
譜を見ますから目の集中力を鍛えます。耳は音
を見逃すまいと聴力の維持強化になります。体
にいい事ずくめです。
　33歳の時から尺八を始め、今は尺八教室で
８名（内１名休憩中）の門人育成しています。
貸出尺八もあります。体験入門も出来ます。こ
れからも日々精進
して少しでも尺八
の素晴らしさを伝
え愛好者を増やし
て行きたいと思い
ます。


