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地区役員御挨拶地区役員御挨拶
7R-リジョン・チェ
アパーソン御挨拶

7R-RC
Ｌ 山 名 立 洋

（鳥取ライオンズクラブ所属）

　親愛なるライオンズクラブメンバーの皆様こ
んにちは。この度７リジョンのリジョン・チェ
ア・パーソンに就任することになりました鳥取
ライオンズクラブの山名立洋でございます。
　皆様がよくご存じのとおり、ライオンズクラ
ブは、世の中への奉仕活動を主な目的とする、
世界最大の奉仕団体です。奉仕活動を通じて人
格を高め、地域の和合や人々の連帯を促進する
役割も担っています。いわば人々の生活に必要
不可欠な活動とも言えます。そして私たちライ
オンズクラブの活動のほとんどは人と接し、汗
を流すことで目的を果たすことが出来るもので
す。
　ところが、昨今の新型コロナウイルスの感染
拡大により、人と接することが極端に制限され
るようになってまいりました。例えば鳥取ライ
オンズクラブが行なっている子どもたちとの卓
球大会や芋掘り体験などのアクティビティは、
時には肌が触れ合うこともある行動を伴います
ので、まったく実施することが出来ません。こ
のように、多くのライオンズクラブにおかれて
も、奉仕活動の中止を余儀なくされているので
はないでしょうか。
　一方世の中の進歩に伴って、物事によっては
リモートで行なわれることもあります。現に
キャビネットの会議には、オンラインで参加さ
れる方も多くなってきました。それならば奉仕
活動もリモートでと言いたいところですが、少
なくとも先ほど挙げた卓球大会や芋掘り大会
は、すぐには実現不可能です。出来るとしても
コンピュータを使ったピンポンやゲームとして
の芋掘りくらいでしょう。
　これでは子どもたちと触れ合ったことには、

なりません。ただ、叡智を集めればオンライン
でも子どもたちとの触れ合いという目的を達成
できるものがあるかも知れません。その辺り
は、研究を今後に任せましょう。
　今までと同様の活動は難しいからという理由
だけで、手をこまねいて収束を持っているので
はライオンズクラブの意味がありません。例え
ばワクチン接種にボランティアで協力できる活
動はないだろうかとか、これからの季節に密に
ならないような屋外で、市民が楽しめる催しは
出来ないだろうかと各クラブで検討し、実現す
ることは可能です。
　あらゆる団体が活動を自粛している中で、ラ
イオンズクラブが先陣を切って今出来る活動を
やることが求められているのではないと感じる
今日この頃です。

7R-2Zゾーン・チェ
アパーソン御挨拶

7R-2Z・ZC
Ｌ 湊 　 良 参

　本年度、ＺＣをお受けすることになりました
湊です。
　ライオンズ歴はまだまだ浅いですが、各クラ
ブ会長はじめ役員の皆様と相談し、企画運営し
て参りますので、宜しくお願い致します。
　2021年度まだコロナの終わりが見えない中で
すが、会員の皆様が健康と安全を確保しつつ、
ライオンズの基本を念頭に、地域社会に貢献す
る活動を企画していきます。各クラブ活動、運
営が難しいこともありますが、会員拡大、退会
防止に繋げていければと思っています。
　各クラブが楽しく、力を合わせていける組織
となるよう努力致しますので、皆様のご協力宜
しくお願い致します。
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●会長に就任して●

就任あいさつ

第63代会長
Ｌ 山 本 庄 英

　本年度、会長を就任させていただきました。

60有余年の伝統のある倉吉ライオンズクラブの

会長として、誇りを持って１年間務めて参りま

す。

　本年度は、昨年よりのコロナ禍において縮小

や出来なかった各事業を積極的に進めて参りま

す。また、昨年延期になりました60周年記念式

典並びに記念祝賀会を８月29日㈰に開催いたし

ます。会員の皆さまのご協力を宜しくお願いい

たします。

●幹事に就任して●

就任のご挨拶

幹　事
Ｌ 北 中 彰 拡

　今年度、幹事を務めさせていただくことにな

りました。

　山本会長のスローガン『For the next ten 

yearas ～創造と考動　次の10年に向けて』の

もと、実りある10年のスタートとなりますよう

クラブの運営に努めていきたいと考えておりま

す。

　私自身、入会して未だ２年足らずですが、ク

ラブにおける様々な活動を通して、大変貴重な

経験をさせていただきました。会員同士のつな

がり、地域とのつながりの大切さを改めて感じ

たところです。

　この１年間、３役の一員として山本会長を支

えるとともに、コミュニケーションをしっかり

ととり、例会やアクティビティを有意義なもの

にできるようにと考えております。

　何分にも未熟者ではありますが、クラブの

ために自分自身に何ができるかを考え行動し、

しっかり務めてまいりたいと思いますので、こ

の１年間よろしくお願いいたします。

●会計に就任して●

就任ご挨拶

会　計
Ｌ 山 下 正 喜

　今年度、会計を務めさせていただくことにな

りました山下です。入会して丸三年が経ち、初

の三役で責任の重さを感じております。

　山本会長のスローガン「For the next 10years」

創造と考動　次の10年に向けてに従って、クラ

ブ運営を心掛け、頑張って務めていきたいと考

えています。

　特に来月には、コロナ禍で延期になりました

「認証60周年記念式典・祝賀会」の一大事業が

あります。例年とおりの事業も含め一年間、北

中幹事と共に山本会長を支えていきたいと思い

ますので、会員の皆様のご協力のほど何卒よろ

しくお願い致します。

「For the next 10years」創造と考動　次の10年に向けて「For the next 10years」創造と考動　次の10年に向けて
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　すみません、まだコーナー内容を考えてませんでした。

　引継ぎ会で皆さんに勧められて就任記念に買いました腕時計です。

LIONS CALENDAR（８月行事予定）

ライオンズカレンダー
８月11日㈬　８月定例理事会

　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉

　　11日㈬　８月第１例会（納涼例会）

　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉

　　29日㈰　倉吉ライオンズクラブ認証60周年記念式典

　　　　　　11：00～　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清水　・年間皆出席者表彰を頂きありがとう

御座いました。

　　　　・育てているリンゴに初めて袋掛けを

しました。

Ｌ河本　・長年乗った愛車でしたが、車乗り替

えました。

　　　　・年間皆出席者賞をいただきました。

Ｌ松井　・齋藤さん、役員の皆様、お疲れ様で

した。山本さん、新役員の皆様、よ

ろしくお願いします。

Ｌ北村　・今年度の役員さん、お疲れ様でし

た。次期の役員さん、頑張って下さ

い。

　　　　・皆出席者賞に米を使っていただきま

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り
して。

Ｌ照下　・ＺＣの任を終えました。

Ｌ多田　・皆出席のお祝いをもらいました。あ

りがとうございました。

Ｌ齋藤　・３役の皆さん、１年間がんばって下

さい。

Ｌ戸﨑　・今期３役、役員の方々、お疲れ様で

した。来期も新３役、役員の方々、

頑張って下さい。

　　　　・山本会長、他三役、委員長の方、１

年間、頑張って下さい。

Ｌ井手添・齋藤会長をはじめ、役員の皆さん、

一年間、御苦労様でした。山本会長

をはじめ、役員の皆さん、よろしく

お願いします。

　　　　・年間皆出席者の表彰をいただきまし

た。

Ｌ深田　・三役お疲れ様です。

　　　　・60周年式典に皆様の協力をお願いし

ます。

　　　　・初テールツイスターです。よろしく

お願いします。

　　　　・皆出席をいただきました。

Ｌ加藤康・認証60周年の記念式典と記念誌の準

備が着々と進んでいます。よろしく

お願いします。齋藤会長、御苦労様

でした。

山 本 庄 英会長コーナー
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Ｌ羽合　・齋藤会長、１年間、お疲れ様でし

た。

　　　　・山本庄英会長の門出を祝して。北中

幹事、山下会計、頑張って下さい。

Ｌ山本庄・来期、頑張ります。

　　　　・皆様に支えて頂きながら、１年間、

努めてまいります。よろしくお願い

致します。

Ｌ中井　・第40回全日本トライアスロン皆生大

会の出場権を獲得しました。大会は

中止となってしまいましたが、出場

権は来年に持ち越されます。来年こ

そは、出場して完走をはたしたいと

思います。

Ｌ本田　・齋藤会長、コロナ禍の中ではありま

したが、大変お疲れ様でした。

　　　　・スズキ愛車無料点検実施中です。本

田モータースが鳥取県で６月の実績

は１位をとらせて頂きました。あり

がとうございます。

Ｌ山下正・会計をつとめさせて頂くことになり

ました。一年間よろしくお願い致し

ます。

Ｌ高田　・今年度、計画委員長を務めさせてい

ただきます。１年間よろしくお願い

いたします。

Ｌ山田　・今日から一年間テーマを務めさせて

いただきます。よろしくお願いしま

す。

Ｌ北中　・一年間、幹事を努めさせて頂きま

す。よろしくお願いします。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
７月誕生記念

Ｌ名越　勉　７月30日

Ｌ藤田義彦　７月24日

Ｌ戸﨑隆之　７月11日

Ｌ本田亮陛　７月24日

Ｌ北中彰拡　７月17日

７月結婚記念

Ｌ山下二郎　７月７日

沖縄
Ｌ 井手添　誠

　緊急事態宣言が終了したら、沖縄に行きた

い。

　羽田空港から、ＡＮＡプレミアムクラスに搭

乗し、シャンパンで乾杯!!

　ホテルはクラブフロアーに宿泊。ラウンジ

に入ると、飲物・ケーキなどが無料ですから、

「アフタヌーンティー」でもいただきながら、

ボーと過ごします。ダイビングに行って溺れで

もしたら「年寄りの冷や水」と言われますし、

今までクラブフロアーに泊まると、「観光に行っ

てから、５時30分にカクテルタイムのオード

ブルを食べて...」と、バタバタと時間に追われ

私の行きたいところ私の行きたいところ私の行きたいところ 会員リレー
　会員の皆さんの今、行きたいところを紹介します。

る旅行ばかりでした。

　沖縄に移住した会社の後輩（私とほぼ同年

齢）が、帰鳥していました。かりゆし・短パ

ン・島ぞうり姿で、「さっき役所の建築課に挨

拶してきた」と言っていました。私は心で「オ

イオイよく

相手しても

らったな」

と思ってお

り ま し た

が、確かに

沖縄に行く

とそんな小

さなことは

どうでも良
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くなるから不思議です。青い海と空の下、それ

こそ“外人さん”みたいにホテルから出ないで、

プールサイドでゆったり昼寝するような旅がし

たいですね。

函館
Ｌ 羽 合 江 美

　私の大阪の友人が

北区で粉もん屋、鍋、

鉄板焼屋さんを９店

舗出しています。女

社長さんです。カッ

コイイですヨ。

　今はコロナで酒を

出せず、苦労してい

るみたいですが、彼

女なら乗り切るで

しょう。乗り切って

ほしいです。

　その彼女が３年前

に函館に粉もん屋を

オープンさせまし

た。私も祝に行く予

定にしてましたが、なかなかお店を休めず、今

だに行けてません。コロナが終息したら必ず行

きます。

　まず、函館山の美しいネオンを見て、函館市

場でショッピング。そして、函館ビアホールで

地ビールを飲むって決めています。早く行きた

いです♡

月
Ｌ 本 田 亮 陛

　ようこそ、グラビティーゼロの世界へ。そう

です。私の行きたい所は月です。またまた…ご

冗談と思う方もいらっしゃるとは思いますが、

月も調べたら奥がものすごく深かったです。

　まず、初めに月に旅行に行くには日本円でい

くらかかると思いますか？

　億単位かかるのは皆さまご承知の上だと思わ

れます。なんと…50億円かかります。１億稼

ぐにも努力が必要です。50倍も努力しないと

いけません。１年で約２億これから貯金しても、

貯まるまで約25年もかかります。現実的では

ないです。私が50億円貯まった頃は57歳です。

Ｌ戸﨑は79歳です。そこから、「よし！今から

月に行ってくるわぁー（笑）」と言ったような

ことは、ならないかもしれません。

　夢を持つことは大切だと思うようになった

キッカケはある方から「叶える為にはその事を

みんなに話をして「私は〇〇になります。〇〇

になりたい。」と発言し有言実行ができる人に

なれれば、人生ほんと楽しいですよ。」という

教えに従い、今日まで至っております。

　「あー月に行ける日がいつか来るのだろうか

…。」

　そんな妄想

をしながらク

ルマのことを

考える毎日で

あります。


