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■国際協会モットー
We Serve“われわれは奉仕する”

■地区ACT.スローガン
サムシング　ニュー『Something New』

■地区ガバナー・スローガン
誇りと自信　そして前へ

■会長スローガン
『For the next 10years』
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Ｌ小山正人　旭日双光章受章お祝い会
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国際平和ポスター
コンテスト

Ｌ 本 田 亮 陛

　倉吉ライオンズクラブからは10名の参加があ
りました。
　課題としては、６月頃に小学校や中学校に案
内していく必要があるのかなぁと感じてます。
　最優秀賞、優秀賞の３名の方は岡山へ展示さ
れ審査されるようで、全国、世界へポスターが
持ち上がればと思っております。
　11月月初には山本会長と表彰状、賞を手渡し
てきました。

　来年はより多くの方に参加して頂きたいと思
います。
　他クラブではたくさんの参加があったと
か、、、
　余談にはなりますが、パープルタウンにて４
クラブから集まったポスター展示作業をしてい
る中で、子供たちの名前がほんと特殊で読めま
せんでした。名前からでも時代の流れが変わっ
ていくのがわかった１日になりました。

国際平和ポスターコンテスト作品展
2021年10月15日～21日　パープルタウン１Ｆ特別催事場

10月第２例会ゲストスピーチ

鳥取県立美術館の整備運営計画について
鳥取県教育委員会　美術館整備局長　梅田　雅彦 様

ご講演を聴いて

Ｌ 高 田 充 征

　10月の第２例会は、鳥取県教育委員会 美術
館整備局 梅田局長をお迎えして、「鳥取県立美
術館」についてご講演をいただきました。今ま
さに鳥取県民が注目している一大事業について
お話いただき、大変興味深く拝聴いたしました。
　平成26年度に県立博物館の現状・課題につい
て検討を行ったうえで美術分野のための新たな
施設の整備を決定し、その後に美術館の基本構
想の策定や整備に係る基本計画策定を行うなど
の経緯を経て、ようやく来年１月に建設着工予
定とのことで、現状に至るまでに相当なご苦労
があったことと思われます。

　鳥取県立美術館は「未来を『つくる』美術
館」であるとお話されたところが非常に印象的
でした。鳥取県中部地域を発信として、鳥取県
の新たな未来を創ることができればと強く願い
ます。
　このたびのご講演により、鳥取県立美術館の
目的やコンセプトについて再認識することがで
き、ますます令和７年春の開館が楽しみに感じ
ております。貴重なお話を大変わかりやすくご
講演いただきました梅田局長に感謝いたしま
す。
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４クラブ合同アクティビティ　献血
10月31日　倉吉未来中心

皆さん、献血を
しましょう!!

Ｌ 羽 合 江 美

　去る10月31日㈰　倉吉未来中心にて４クラブ
合同アクティビティ献血が行われました。午前
の部は、Ｌ清水・Ｌ齋藤・Ｌ山本庄英・Ｌ中井・
Ｌ本田・Ｌ高田・Ｌ杉本・事務局、午後の部は
Ｌ河本・Ｌ井手添・Ｌ羽合・Ｌ山本庄英・Ｌ山
下正喜・Ｌ山田・Ｌ北中・事務局で担当しまし
た。目標は50名と赤十字センターの方が言われ
ました。終わってみると、受付数69名、献血で
きた方54名、献血できなかった方15名。当初の
目標を上回り、赤十字血液センターの方も喜ん
でおられました。
　今回は天気も良く、皆様の呼びかけにより、
フリーマーケットに来ていた方もたくさん協力

して頂けました。各クラブの従業員の方もたく
さん来て下さいました。本当にありがとうござ
いました。
　私は午後の担当だったので、午後の様子を書
かせて頂きます。
　ＹＳ会長は不合格（予想通り）（笑）。
　Ｋ幹事は人生初の献血で真っ青（笑）。終っ
たら爽快な顔でした。
　Ｙ会計は残念ながら出来ませんでした。
　Ｌ井手添、Ｌ山田、Ｌ羽合はトントンと何事
もなく、終了でした。Ｌ河本は献血者の呼びか
けに頑張っていらっしゃいました。
　今回、Ｌ井手添とＬ中井は10回目ということ
で、表彰の品をもらっておられました。
　献血により１人でも多くの命が助かり、喜ん
で頂ける事が目的です。もっとたくさんの方に
協力して頂けたら嬉しいです。
　最後に各クラブより参加された方に感謝し、
次回も協力したいと思います。
　皆様、お疲れ様でした。
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Ｌ小山旭日双光章受章お祝い会
10月20日　ホテルセントパレス倉吉

Ｌ小山旭日双光章
受章お祝い会

Ｌ 戸 﨑 隆 之

　この度Ｌ小山正人が、旭日双光章受章を授与
されました。
　このコロナ禍の中ですが、このクラブから名
誉ある賞を、お受けされたので思いのほか時間
が経ってしまいましたがセントパレスにてお祝
いの会が行うことが出来ました。
　昨年のＬ藤田に続き二年連続当クラブから受

賞者が出るという、このクラブの会員しいては
当クラブの凄さを感じました。
　Ｌ小山は、大臣表彰から続いての事にもなり
ます。
　改めて当クラブに恥ずかしくないような行い
をしていかなくてはと思いました。

2018年１月17日の香港から米子の帰国便です。
また海外に行ける日が早く来ますように、、

Ｌ 山 本 庄 英会長コーナー
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LIONS CALENDAR（12月行事予定）

ライオンズカレンダー
12月９日㈭　12月定例理事会
　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　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
　　18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清水　・椎茸が豊作となりました。
　　　　・梅田整備局長の講演を聞く機会を得

て。
　　　　・ナメコの初収穫を致しました。
Ｌ小山　・クラブより叙勲祝いをいただきまし

た。コロナ禍の中で祝賀会も無しの
時、嬉しかったです。

Ｌ松井　・梅田局長様、宜しくお願いします。
Ｌ加藤和・昨日、当クラブ会長杯ゴルフコンペ

にて優勝させて頂きました。大変お

事 務 局 だ よ り

世話になりました。ありがとうござ
いました。

Ｌ深田　・松葉カニ解禁しました。本日はス
ピーチさせて頂きます。

Ｌ山本庄・梅田局長、本日はご講演ありがとう
ございます。

　　　　・献血、お疲れ様でした。
Ｌ山下正・梅田局長様、ご出席ありがとうござ

いました。講演よろしくお願い致し
ます。

Ｌ高田　・梅田局長様、本日はありがとうござ
います。

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

ハワイ
Ｌ 山 田 友 博

　と言っても、ケータイのＣＭで有名になった
湯梨浜町ではありません。今から15年前、妻
の妹の結婚式で義理の父母を含め８人で行った
初めての海外です。
　外国は治安が悪い、不便などと思っていた私
は正直乗り気ではなかったのですが、着いたら
そんな思いは何処へやら、大変楽しい時間を過
ごすことができました。
　初日は時差ボケで寝てばかりでしたが、結婚
式が終わったあと、リムジンを１台レンタルし
て街中を観光した時に見た日立のＣＭの大きな
木には感動しました。当時「アバクロ」の服が

日本で流行っていて、アラモアナショッピング
センターには店の紙袋を持った多くの日本人が
いました。私もですが。かなり財布の紐が緩ん
でしまい、帰って来てから届いたカードの請求
書には少しばかり後悔の念が生まれました。
　一番下の息子が当時２歳で覚えてないようで

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。
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す。また家族で行って、同じ思い出を共有でき
ればいいなと思っています。

北海道
Ｌ 山 下 正 喜

　私の一番行きたいところは、何と言っても北
海道です。自然の雄大さや食べ物の美味しさは
最高です。道内は数多く行きましたが、道北

（稚内方面）だけは縁がなく、まだ訪れていま
せん。日本最北端の宗谷岬はいつか行ってみた
いです。
　北海道の一番の思い出は、半年間に３回行っ
た事です。2013年（2015年まで）からＬＣＣ

（スカイマーク）により、米子・北海道直行便
が就航され、早速友人とゴルフをプレーしに行
きました。２泊３日でしたが、有名ゴルフクラ
ブを２コースラウンドしました。あまり人を入
れなくて、貸し切り状態でゆっくりプレー出来、
ロケーションもよく、存分に堪能しました。

　その後、格安という事もあり、団体旅行が続
けて２回ありました。いまでも「すすきの」に
行きつけのスナックがあります。友人には札幌
に行った時は、忘れられないように必ず寄るよ
うに言ってあります。書いてるうちに、無性に
行きたい気分になりました。
　コロナ禍が終息したら、また友人と一緒に昼

はゴルフ・夜は酒場で楽しい思い出をつくりに
行きたいと思っています。早く願いが叶います
ように！ 

エジプト
Ｌ 山 下 二 郎

　私の行きたいところはエジプトのカイロで
す。
　一度でいいから、ピラミッドの大きさを、こ
の目で見てみたいと思います。
　今では直行便があるみたいで、成田から14
時間10分で着くそうです。
　価格は格安航空で往復10万円前後　宿泊費
別　滞在期間は日本を水曜日に出発、帰りはカ
イロを月曜日に出発、１週間の休暇が必要とな
ります。
　ピラミッドは沢山ありますが、特に見たいの
はギザにある三大ピラミッド、クフ王のピラ
ミッドカフラー王のピラミッド、メンカウラー
王のピラミッド、そしてスフィンクス、女王の
ピラミッドと呼ばれる小さな衛星ピラミッドで
す。
　砂漠なので、過酷な旅になりそうなので、元
気なうちに行きたいと思います。


