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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
　 地域に寄り添い
　 未来に繋げる新たな挑戦

■ 地区ガバナー・スローガン
　 調和と融合　明るく・楽しく・元気よく
■ 会長スローガン
　 相互理解で深める絆、
　 そして、We Serve
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　14年前、Ｌ藤田、藤原（節）の２名で旬食の会
を発足、さらに翌年Ｌ名越（宗）が参加し、勢い
加速、経緯については伺っておりませんが、容易
に想像する事ができます。
　今年は31人の人気同好会となっています。メン
バーの機微や祝い事に触れては、世話人が動き、
さりげない一時を過ごす。この度も、世話人　Ｌ
深田から出席確認があり、会場に着いてみると、

４名の終身会員と多数の正会員の参加でした。
　次期会長　Ｌ東田 挨拶、又 Ｌ藤田からはご自
身が会長で私が幹事で種々指導頂いた頃の思い
出話を賜りました。
　小洒落た日本料理の店 飛鳥で美味しい料理を
肴にし、楽しい一時に名残尽きぬ思いでした。会
員皆様の親切とご配慮に感謝申し上げますと共
に、倉吉ライオンズクラブの今後、益々の発展と
ご活躍をお祈り申し上げます。

旬食の会� 6月10日㈮　日本料理��飛鳥

引継例会� 6月22日㈬　ホテルセントパレス倉吉

Ｌ 清 水 俊 男

　今年度、7R－2Z　ZCを務めさせて頂く倉吉グ
レートＬＣの南です。よろしくお願い致します。
　今年度の国際会長スローガンは「Together We 
Can（皆でやれば　できる）」、地区アクティビティ・
スローガンは「地域に寄り添い　未来に繋げる新
たな挑戦」、地区ガバナー・スローガンは「調和と

融合　明るく・楽しく・元気よく」です。これらを
まとめれば「時代の変化に対応し、みんなで楽し
く活動することで、地域そして我々の喜び・満足に
つなげよう」となると思います。
　コロナ禍の活動制限等によりクラブの弱体化・
会員の意識低下が感じられる今日、もう一度初心
に立ち戻り、会員自身のクラブ満足度を向上させる
ことが必須であり、これ無しで会員増強は不可能
です。クラブ内の更なる充実を図って頂きたいと思
います。
　「Withコロナ」今年度は力を蓄え、元気で、新た
なスタートとなる年度にして行きましょう。会員の
皆様のご支援、ご協力をお願い致します。

7R－2Z
ZC就任挨拶

Ｌ 南 　 章 彦
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　まずもって、山本前会長をはじめとします前三役
の皆様、役員の皆様、コロナ禍でのクラブ運営あ
りがとうございました。今期もコロナが終息する兆
しが見えませんが、コロナ禍でどのような方法で感
染拡大を防ぎながら活動が出来るかを模索しなが
らのクラブ運営、クラブ活動になると思いますが、
役員の皆様、委員長、副委員長をはじめとします
クラブメンバーの皆様の力と知恵を合わせて、ワン
チームとなり、前へ進んで行ければと思います。
　このような中、今期の新規事業計画で、会報委
員会、計画委員会、事業委員会へ防災活動をお願
いしています。目的は、近年自然災害の被害が日
本各地で毎年発生しています、被害が広範囲に及
ぶと、県市町村や消防などの機関だけでの対応は

おのずと限界があります、そうした時に大きな力
を発揮するのが地域での活動と思います。
　災害時に、まずは身を守る行動をするためにも
防災知識が重要と考えます、そして大災害が発生
した時に、近所の人たちによって救出されたとい
う事例は多く聞きます。
　いざというときに力を発揮できるように防災に
関する知識を得る機会を作り災害に強いまちづく
りの普及につながればと思います。
　そして、子供から大人までみんなが楽しく参加
できる催しを開催し防災意識の普及・啓発ができ
ればと思います。
　最後に、出来る事しかできませんが、皆様に
ご迷惑をおかけしないように体調管理をしてコロ
ナ禍の中でも、楽しいクラブ活動になるように頑
張ってまいりますので、皆様のお力添えをどうぞ、
よろしくお願いします。そして、感染状況でクラ
ブ活動の急な変更を強いられることがあると思い
ますが、感染拡大を防止する責任もありますので、
皆様のご理解とご協力を何卒お願いします。

●会長に就任して●

会長就任挨拶

Ｌ 東 田 幸 一

　幹事を拝命致しました山田でございます。
　倉吉LCに入会して４年弱となります。まだわ
からない事が多いですが、いつまでもそうは言っ
ていられません。
　例会で幹事就任のご挨拶をさせていただいた
時も申し上げましたが、今年は自分の中で挑戦・
成長の年となるのではと思っています。
　事業委員長の時は事業だけでしたが、幹事と
なって、クラブ内だけではなく外の委員会にも出
席させていただきました。今までは報告を受ける
だけでしたが、その報告を受ける前の流れを実際
に体験させていただくと、少しですが繋がってき
たのを実感しているところです。
　会長にご指名いただいていますので、そのご期
待に添えるよう、クラブの代表である三役の一員
として恥ずかしくないよう、クラブの名を汚さぬ
ように一年間頑張って参りますので、ご指導のほ
ど、宜しくお願い致します。

　今年度、会計を務めさせていただくことになり
ました。東田会長のスローガン「相互理解で深め
る絆、そして、We Serve」のもと、クラブの運
営に、微力ではありますがお手伝いをさせていた
だきます。
　前年度、前々年度と委員長を経験させていただ
きましたが、今年度は、また違う立場でのライオ
ンズ活動になります。
　新しい景色が多くなり、自分自身、たくさんの
学びがあると思っております。
　倉吉ライオンズクラブはもちろんですが、自分
自身にとっても有意義な活動になればと考えて
おります。
　至らない点が多々あるかとは思いますが、東田
会長をお支えし、しっかり役割を果たしていきた
いと思います。1年間、どうぞよろしくお願いい
たします。

●幹事に就任して●

成長の年となるよう
頑張ります。

Ｌ 山 田 友 博

●会計に就任して●

会計就任挨拶

Ｌ 浦 木 純 二

相互理解で深める絆、そして、We Serve
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Ｌ 武 村 俊 樹
　６月に入会させていただ
きました、武村 俊樹と申し
ます。ライオンズクラブと
いう団体組織のことは前々
から存じておりましたし何
名かの諸先輩方からのお誘

いもいただいていたので特に違和感はありませ
んでしたが、自分のような者はまだまだ早いから
とずっとお断りをしておりました。（笑）しかし、
入会式の時に自分よりも若い会員さんがたくさ
んおられて少し恥ずかしく感じました。これから
ライオンズクラブの活動や中身についてはいろ
いろ諸先輩方に教えていただきながら勉強して
いきますが、ライオンズの誓いにもありますよう
に、知性を高め友愛と相互理解の精神を養い平和
と自由を守り社会奉仕に精進してまいりたいと
思います。普段会社でも自分なりには色々
と考えながらやってきたつもりではあり
ますが、１経営者として１社会人としても
これから体験、経験していくであろうこと
は自分にとっても楽しみであります。
　今後ともよろしくお願いします。

Ｌ 中 村 　 明
　令和４年６月より、名越
様にご推薦いただき、倉吉
ライオンズクラブに入会さ
せて頂きました中村 明です。
　仕事は、住まいのおたす
け隊で電気工事に携わって

おり、岡田電工株式会社倉吉営業所の所長をして
おります。赴任して５年になりますが、日々、地
元の事をたくさん知る為に、いろいろな方と出会
い、そして、いろいろな活動（未来ウォークや酒
さんぽやばえん祭等）を通して、倉吉の魅力に引
き込まれております。コロナ禍の為、いろいろな
活動が自粛されていますが、コロナが終息して必
ず活気の戻ってくる日を信じております。
　奉仕活動と言えば会社を通じて近くの公園の
草刈りをするくらいですが、これからは歴史ある

倉吉ライオンズクラブの
一員として、奉仕の精神
で、地域と社会貢献に尽
力していきますので、ご
指導ご鞭撻のほどよろし
くお願い致します。

新入会員あいさつ

エアコンのお話し
　家庭とか事業所とかに取り付けられているエ
アコンですが、簡単に説明をしますと、冷房時
は室内の温かい空気を吸い込んで、冷たい空気
を吐き出すことで、部屋を涼しくしています。吐
き出す温度は、リモコンの温度を何度にしても同
じ温度で吐き出します。
　つまり温度設定をすると、室内がリモコンで設
定された温度になるまで、冷たい空気を吐き出
し続けます。
　設定温度を下げればより冷たい空気を吐き出
すわけではないので、低い温度設定にしても多
くの電気を使ってしまいます。（電気代が高くな
ります。）

　まずは、室内の空気をしっかり吸い込むこと
ができるように、エアコンをきれいにしましょ
う。室内機のフィルターにゴミやホコリついてい
ると、空気の通り道をふさいでしまいますので、
空気をしっかり吸い込むことができなくて、部屋
を涼しくするのに多くの電気を使うことになりま
す。無駄な電気を使わないために、２週間に１
度は、フィルターの掃除をするとよいと思います。
フィルターの奥にあります冷却フィンという部品
もきれいにしておくことが大事だと思います。エ
アコンのご説明はたくさんあり、お話が長くなっ
てしまいますので、今回はここまでとさせて頂き
ます。好評でしたら、またお話をさせて頂きます。

PRESIDENT CORNER

今月の会長コーナー� L 東 田 幸 一
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事務局だより
倉吉北ＬＣ　７Ｒ-ＭＣ委員　山口　博様
　　　　・メークアップでお世話になります。
Ｌ河本　・ 武村様、中村様、入会おめでとうござ

います。
　　　　・ 令和３年度下半期皆出席者賞をいただ

きました。
Ｌ松井　・ 山本会長、他役員の皆様、ご苦労様で

した。東田新会長、他新役員の皆様、
よろしくお願いします。

　　　　・ 岡田電工　中村様、ユーネット　武村様、
入会おめでとうございます。

　　　　・ 山口博さん、ようこそいらっしゃいました。
Ｌ北村　・ キャビネット予備会議に出席してきまし

た。皆さんの助けが必要です。宜しく
お願いします。

　　　　・ 武村さん、中村さん、一緒に楽しみましょう。
　　　　・ 地区委員支援金をいただきまして、新

年度が始まりました。皆さん、共に頑
張っていきましょう。

Ｌ戸﨑　・ 武村さん、中村さん、ようこそ倉吉ライ
オンズへ。これから楽しくやりましょう。

Ｌ東田　・ 本年度もワンチームとなり、進んでまい
りたいと思いますので、どうぞ、よろし
くお願いします。

Ｌ深田　・ 久しぶりの入会で仲間が増えて嬉しい
です。山本会長、他役員様、お疲れ様
でした。

　　　　・ ＧＬＴ委員、１年間務めます。東田会長、
１年間よろしくお願いします。

Ｌ加藤康・山本会長、一年間ご苦労様でした。
　　　　・御二方のご入会おめでとうございます。
Ｌ羽合　・ 山本会長、北中幹事、山下会計、一年

間ご苦労様でした。
　　　　・ 東田会長の門出を祝して。山田幹事、

浦木会計、一年間頑張って下さい。
Ｌ山本弘・ 三役の皆様、一年間お疲れ様でした。
Ｌ山本庄・ 武村さん、中村さん、御入会おめでとう

ございます。
また、本日で無事会長職を終了できま
した。皆さまのおかげでございます。あ
りがとうございました。

　　　　・ 東田会長、三役、委員の皆さま、１年
間よろしくお願いします。

Ｌ中井　・ ６/26に米子で開催されます「中海（な
かうみ）オープンウオータースイム
2022」一般３㎞の部に初参戦します。

たぶん周回遅れになると思いますが、最
後まであきらめず頑張ります！！

Ｌ本田　・ 武村様、中村様、ご入会誠におめでと
うございます。

Ｌ山下正・ 武村さん、中村さん、入会歓迎します。
早く会に慣れて、一緒に頑張りましょう。

　　　　・ 新三役の皆様、今期一年よろしくお願
いします。

　　　　・ 一年間お世話になりました。次は第二
副会長として頑張りますので、よろしく
お願い致します。

Ｌ高田　・ 武村さん、中村さん、ご入会おめでとう
ございます。

Ｌ山田　・ 武村様、中村様、ご入会おめでとうご
ざいます。宜しくお願い致します。

　　　　・ 幹事を務めさせていただきます。１年
間よろしくお願いします。

Ｌ北中　・ 武村様、中村様、ご入会おめでとうご
ざいます。メンバーの皆様にはこの一年
も大変お世話になりました。ありがとう
ございました。

Ｌ中村　・ 本日から、例会の初参加になります。皆
様よろしくお願い致します。

防災って何だろう?
　今年度の会報誌では、大河ドラマのごとく一年間
に渡り、“防災”について考えて行きたいと思います。
“防災”とは、災害に対する予防と応急対策を言いま
す。これに復旧までを含める場合もあります。
　“防災”とは、どのような災害に対応しなければな
らないのでしょうか？
　先日の台風・線状降水帯の発生による、地すべり・
河川の氾濫・洪水などから、火山噴火・豪雪・地震・
爆発火災・原子力災害など多岐にわたります。しか

し、そのど れを
取っても私たちの
生活に大きな影
響を及ぼします。
　危機管理の必
要性を皆で考え
て行きましょう。
 （M.I）

DISASTER PREVENTION

防災コーナー�
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会長／東田 幸一　幹事／山田 友博　会報委員長／杉本 友子
■発　行／倉吉ライオンズクラブ

■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／
　〒６８２-０８１６ 鳥取県倉吉市駄経寺町２１２-５ 
　鳥取県立倉吉未来中心（団体事務局サロン内）
　ＴＥＬ. ０８５８-２４-６８８１　
　ＦＡＸ. ０８５８-２４-６８８２　
　E-mail. office@kurayoshi-|ions.jp

http://kurayoshi-lions.jp
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日　時 会　場 内　容

７月29日（金）
12：00～

元町珈琲
鳥取倉吉の
離れ

第２回
計画委員会

８月10日（水）
17：30～

ホテルセント
パレス倉吉 ８月定例理事会

８月10日（水）
18：30～

ホテルセント
パレス倉吉

８月第１例会
（納涼例会）

８月18日（木）
12：00～

元町珈琲
鳥取倉吉の
離れ

第２回
会報委員会

８月24日（水）
12：15～

ホテルセント
パレス倉吉 ８月第２例会

ごろごろスイカ地獄
　地獄の鬼のじろべ
えとごくべえ。「倉吉
のある鳥取県中部に
は、すごい地獄がた
くさんあるらしい」。
そう聞きつけて地獄からわざわざ見学にやってき
た。「閻魔様の地獄より、悲惨でつらい地獄がある
ものか」。息巻いてやってきた倉吉でさっそく目にし
たのは、緑と黒のシマシマの、ピカピカ光る大きな玉。
それが何個も積み重なって、たっかい山となり２人
の前に立ちはだかる。じろべえ、少しおびえながら
も「なんのこれしき」と一歩踏み出すと…ゴロ、ゴ
ロ、ゴロゴロゴロゴロ。玉が２人目掛けて転がりだ
した。慌てて逃げる２人を尻目に、棒きれ持った男
の子。パカーンと玉を真っ二つ。真っ赤な汁が勢い
よく、じろべえ向かって飛び出した。「ドヒャ～」と
おののくじろべえに、ごくべえが「それ、すい～か？」

「いや、甘い」。鳥取県中部はスイカの名産地。甘く
てみずみずしい大玉スイカのごろごろ地獄へ、よう
こそ、ようこそ。

LIONS CALENDAR BIRTHDAY MEMORIAL

COVER PHOTO

ライオンズカレンダー ７月誕生記念� 18歳のわたし

表紙「くらよし地獄巡り」

　誰にでも若い時はあるもの
ですね！

L 戸 﨑 隆 之 � 昭和43年７月11日生

　夏の大会終了後、鴨水会館
前にて。

L 北 中 彰 拡 � 昭和46年７月17日生

　私が18歳の時は、2007年の
高校生活最後の学園祭でバン
ドを組んでいたのでステージ
でバンド演奏等々させてもら
い楽しかった思い出ばかりで
した。

　当時の仲間も今でも鳥取にいて集まっているくら
い仲が良いです。人生で１番楽しかったのではない
かと私自身思いますし、これから高校生になる子供
たちや私の息子娘にも高校生活は楽しまないと損す
るよ！と伝承していきたいと思う次第です。部活・
恋愛・勉学を最大限に学んだ年齢だったと私は思い
ます。あの頃に戻りたい！

L 本 田 亮 陛 � 平成元年７月24日生

L 名 越 　 勉 � 昭和７年７月30日生

L 藤 田 義 彦 � 昭和26年７月24日生


