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We Serve“われわれは奉仕する”
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サムシング　ニュー『Something New』
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誇りと自信　そして前へ
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『For the next 10years』
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飲みまくりの
エキスカーション

Ｌ 羽 合 江 美

　参加者の皆さん、思い出は作れましたか？
　今回24名の参加でした。コロナ禍の中で、何
の行事も中止でしたが、今回３年ぶりの開催で
あめつちに乗り、車窓を楽しみながらさっそく
乾杯～おいしいお弁当を食べながら、ほろよい

気分で出雲駅に到着。流通バスに乗り換え、ゴ
ビウス、松江フォーゲルパーク、壽城へと行っ
てきました。
　子ども達は鳥の楽園、魚を見てワクワクと楽
しそうでした。大人達は飲んでは居眠りのくり
返し。後ろの関所では競馬を楽しむ人も（笑）。
負けてばかり…。楽しい日帰り旅行でした。
　お世話になったＪＲの方、バスの運転手さん、
楽しい旅行にしてくださり、ありがとうござい
ました。
　また、来年、無
事に開催できるこ
とを願います。

倉吉ＬＣゴルフ
コンペに参加して

Ｌ 河 本 　 裕

　令和４年５月17日、倉吉ＬＣゴルフ同好会主
催のゴルフコンペが「大山平原ゴルフ倶楽部」
で開催されました今回は、Ｌ名越宗弘の還暦祝
いを併せての開催でした、開会式では還暦の記
念品が贈呈されました、おめでとうございます、
又、グレートＬＣ、Ｌ伊東和昭氏をゲストに迎
え参加者11名で競技が行なわれました。当日は

好天気に恵まれて楽しくゴルフを満喫すること
が出来ました、同伴者とダブルペリアのお陰で
優勝する事が出来ました、豪華景品を頂き家族
も非常に喜んでいました、次回を楽しみにして
います、有難うございました。

エキスカーションエキスカーション
2022年６月５日㈰　出雲・松江方面2022年６月５日㈰　出雲・松江方面

倉吉ＬＣゴルフコンペ倉吉ＬＣゴルフコンペ
2022年５月17日㈫　大山平原ゴルフ倶楽部2022年５月17日㈫　大山平原ゴルフ倶楽部
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この１年を振り返って

一年間お世話に
なりました

第63代会長
Ｌ 山 本 庄 英

　コロナ禍のなかで
の会長スタートで、
大変気を使いながら
のＬＣ活動となりま
したが、何とか認証
60周年記念式典も開
催できました。その
後、年内は例会もで
きましたし、12月恒
例の創立記念例会、
クリスマス例会も楽しく開催され、会員ご家族
の笑顔をみれて嬉しく思っていましたが、年明
けからオミクロン株が世界で猛威を振るい始
め、当クラブがホストでした新年合同例会も中
止になりました。準備をして頂いていた委員会
の皆さまにこの場をお借りし、お詫びいたしま
す。
　例会はほど半分は開催出来ませんでしたが、
事業は国指定史跡伯耆国庁跡法華寺畑遺跡の整
備、ふるさと再発見お散歩ウオーク、４クラブ
合同アクティビティ献血、少年少女バトミント
ン（シャトル贈呈）と予定していました通りに
ほど実施しました。
　これも会員皆さまのお力添えいただいたおか
げございます。
　１年間、大変ありがとうございました。

幹事あいさつ

幹　事
Ｌ 北 中 彰 拡

　今年度幹事を務めさせていただきました。
　コロナ禍で例会、事業の開催の可否、会員

拡大等については委
員長はじめ会員皆様
が苦慮された１年で
あったと思います。

「４クラブ新年合同
例会」が中止となり
ましたが、「認証60
周年記念式典」が開
催できましたことが
何よりもうれしく思います。また最近は、会員
同士が顔を合わせる機会も増え、明るい兆しが
見えてきました。
　まだ経験も浅い私には大役ではありました
が、会員の皆様のご協力により一年を過ごすこ
とができましたこと感謝いたします。

会計あいさつ

会　計
Ｌ 山 下 正 喜

　今期の会計並びに三役として、一年間務めさ
せていただきました。無事役目を果たせ、会員
の皆様のご協力に感謝しております。
　コロナ関連で例会や事業が計画通りに実施出
来ませんしたが、会計の立場としては毎月の会
計チェックと報告があり、何とか終わる事が出
来ました。事務局の會見さんお世話になりまし
た。
　三役としては、組織の内容が勉強になり、次
につなげればと思っております。山本会長・北
中幹事さん、お世話様でお疲れ様でした。
　一年間ありがとうございました。
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7R-2Z  ４クラブ合同献血奉仕アクティビティ
2022年５月29日㈰　倉吉未来中心

４クラブ合同アクティ
ビティ献血奉仕活動に
参加して

Ｌ 深 田 　 孝

　５月29日２Ｚ４ライオンズクラブ献血活動が
未来中心でした。コロナ禍、献血活動もままな
らない中、感染予防に心掛け久しぶりに従来通
りに近い形で献血奉仕活動出来ました。私は午
後からの参加で献血者呼び掛け、そして自らも
400㏄献血しました。このライオンズクラブ２
Ｚ４クラブ合同の奉仕活動は長年続いて来た意
義高い活動です。献血アクティビティは広く参
加しやすい社会奉仕活動でライオンズクラブの

「社会奉仕の手段と場を与え、人的ニーズを満
たし…」という使命声明文とも一致する活動だ
と思います。今回のアクティビティでたくさん

献血者がありました、ですが体調等で献血出来
ず帰られる方々が献血者数に近い数、たくさん
居られました。
　ライオンズクラブ会員に限らず、たくさんの
方々がライオンズクラブ当日の呼び掛け等に
よって献血される方々の姿は心に残るモノがあ
りました。
　年齢制限、体調等色々な理由でライオンズ
クラブ会員も
献血出来ない
会員も居られ
ると思います
が、呼び掛け
に応じて献血
頂ける事が分
かり今後全会
員参加出来れ
ばイイと感じ
ました。ウィ　
サーブ

　５月29日㈰に４クラブ合同の検血活動を未来中心で行いました。
　今回は打吹ライオンズクラブさんがホストで４クラブの会員、事務局
が一緒に活動をし、何とか46名は献血が出来たことは大変喜ばしい事
でした。私も献血をお願いしましたが、前回と同じく脈が少し高いとい
うことで、献血出来ませんでした。次回は体調を整え、ジムも行き、必
ず献血できるように頑張ります。

Ｌ 山 本 庄 英会長コーナー
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LIONS CALENDAR（７月行事予定）

ライオンズカレンダー
７月８日㈮　会計監査
　　　　　　12：00～　倉吉交流プラザ
　　11日㈪　７月臨時理事会
　　　　　　18：30～　倉吉未来中心
　　13日㈬　７月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　13日㈬　７月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　27日㈬　７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
倉吉打吹ＬＣ　石賀 伸行様
　　　　・久し振りにメイクアップさせていた

だきました。ありがとうございます。
倉吉グレートＬＣ　伊東 和昭様
　　　　・倉吉ＬＣゴルフコンペに参加させて

いただきました。
Ｌ清水　・「お魚キッチン」さんでり、再開お

めでとうございます。さんでりと
は？教えて下さい。

Ｌ河本　・倉吉ＬＣゴルフコンペで優勝しまし
た。

Ｌ北村　・エキスカーションで孫がお世話にな
りました。

Ｌ戸﨑　・Ｌ石賀様、本日は例会に出席頂き、
ありがとうございます。

　　　　・銀座商店街のプレミアムクーポン券
が発売されています。宜しくお願い
します。私に言って頂ければお持ち
します。

Ｌ井手添・22日に一般社団法人 鳥取県建築士
事務所協会の会長になりました。同
時に一般社団法人 日本建築士事務
所協会連合会の副会長も兼任となり
ました。

Ｌ加藤和・ゴルフコンペ、お疲れ様でした。
Ｌ深田　・ラストスパートあと１ヶ月、ドネー

ションお願いします。
Ｌ羽合　・７月より正会員に戻ります。変わら

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り

ず宜しくお願いします。
　　　　・井手添さん、県会長、頑張ってくだ

さい。
Ｌ山本庄・残りの任期、全力で頑張ります。
　　　　・石賀様、倉吉ライオンズクラブ例会

へお越し頂き、ようこそ。
Ｌ中井　・弊社のグループ会社が鳥取砂丘西

側エリアのグランピング施設で優先
交渉権を取得しました。「鳥取砂丘
ムーンパーク」が来春にオープンす
る予定です。

Ｌ山下正・清水さん、退会さびしい限りです。
永い間、お世話になりました。ま
た、終身会員になられます照下さ
ん、今後共ご指導よろしくお願い致
します。

Ｌ高田　・エキスカーション、たくさんご参
加いただき、ありがとうございまし
た。久しぶりに開催できて、大変う
れしく思います。

Ｌ山田　・井手添さん、建築士事務所協会県会
長、ご就任おめでとうございます。

倉吉ＬＣ旅行同好会
　　　　・旅行の残金をドネーションいたしま

す。
倉吉ＬＣゴルフ同好会
　　　　・４クラブ親善ゴルフ大会で３位にな

りました。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
６月誕生記念
Ｌ秋藤　宏之　６月19日
Ｌ照下　耕治　６月13日

６月結婚記念
Ｌ井手添　誠　６月18日
Ｌ森　　耕生　６月４日
Ｌ本田　亮陛　６月10日
Ｌ杉本　友子　６月８日
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ライブコンサート
Ｌ 明 里 　 寛

　「私の行きたいところ」と考えてみると、旅
行はしてみたいけど具体的な場所は、なかなか
思い浮かばなくて過去の写真を眺めていると、
８年位前の行った東京ドームの写真画像があ
りました。写真の詳細を見ると　2014年２月
26日17時38分　東京ドームでのローリングス
トーンズのライブコンサートでした。
　開演前ちょうど開場してすぐに写真を撮って
いたようです。この頃はお祭りのようにはしゃ
ぎ明日への活力をもらっていたように思いまし
た。今や新型コロナウイルスの前になすすべも
なく少しずつルールを変えて開催されているよ
うですが夢叶うのであれば、もう一度あの頃と
同じ様にあの場所に行ってみたいですね。

ハワイ
Ｌ 杉 本 友 子

　日本なら沖縄!!
　けどやっぱり海外に行きたいですねー。
　今１番行きたいのは月並みだけど、ハワイ!!

　ハワイでは、メモリアルデーにアラモアナ
ビーチで灯篭流しをされてる様で、１度見てみ
たいし、灯篭流してみたいです!!
　ただ子供が、大学、高校とお金がかかるので、
今は我慢我慢!!
　海外大好きなので、子育てが落ち着いたら、
行きたいです。
　早くコロナ収まってくれないかなぁ。

シンガポール
Ｌ 森 　 耕 生

　今から20数年前、初めての海外旅行がシン
ガポールでした。
　様々な人種が行き交うアジアとヨーロッパの
文化が融合した近代的な都市で、観るもの全て
が新鮮でした。
　当時はまだ無かったですが、一度でいいから
マリーナベイサンズに宿泊して、シンガポール
の夜景を満喫してみたいものです。

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。


