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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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ふるさと再発見お散歩ウオーク in 高城に参加して
11月3日㈭　倉吉市高城地区

　11月３日（木）天気にも恵まれ合計67名の
参加でふるさと再発見お散歩ウオークin高城が
開催されました。今年もコロナ禍のため例年
の半数の定員となりました。
　４班に分かれ９時20分には高城ふれあいセ
ンターを出発し、午前のコースは5.1km、昼
食はＬ深田のおいしい手作り弁当を食べた後、
午後5.0kmを歩き15時頃には無事にゴールしま
した。坂、階段も多くかなりタフなコースで
ありました。
　今年も倉吉市教育委員会文化財課の共催で
丁寧な説明をしていただき12か所をめぐりま
したが、郷土の風土や歴史、伝統文化、全て
が新発見でした。
　例年巡る神社、古墳、力士を称える石碑に
も地域の特色があり、高城飛行場跡、大日寺
の大イチョウといった高城ならではの景色も

美しく、毎年参加される根強いファンが多い
のも頷けます。
　素晴らしい文化財が眠っているのは勿体な
いので観光資源としても活用し交流人口の増
大につながればと改めて感じました。

Ｌ 北 中 彰 拡
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相互理解で深める絆、そして、We Serve
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倉吉ＬＣ会長杯ゴルフコンペ
11月8日㈫　旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部

　11月８日（火）に、倉吉ＬＣ会長杯ゴルフコン
ペが、旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部湖山コースに
て開催されました。
　当日は、天候に恵まれ絶好のゴルフ日和で、参
加者は新会員のお二人を含め12名でした。
　例年通り、皆さん笑顔で、笑い声の絶えないコ
ンペになりました。肝心のプレイのほうも皆さん
安定されてました。
　僕も、例年通りたくさん打つことになりまし
た。一番楽しみな表彰式は、日本料理飛烏で行わ
れました。
　東田会長も参加され、この日大変お世話になっ
たＬ山下・Ｌ北中の進行で賑やかな場になりまし
た。僕も、例年通り何も考えることなく、只々楽
しく参加させてもらっていました。それが成績発

表の時間になり、なかなか名前が呼ばれず、おか
しいなぁと考える事になり最後には、優勝者とし
て呼ばれることに．．．。例年通りではないことが
起きてしまいました。
　同伴していただいたＬ山下・Ｌ山田・Ｌ武村に
は、大変ご迷惑をお掛けして、このようなことに
なり申し訳ない気持ちでいっぱいです。ありがと
うございました。
　来年の会長杯は、何もかも例年通りに進みます
ように。

Ｌ 浦 木 純 二
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『エアコンのお話し　その２』
　前回もお話しをさせて頂きましたが、暖房時も
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。
　つまり温度設定は、室内がリモコンで設定さ
れた温度になるまで、暖かい空気を吐き出し続
けます。
　設定温度を上げればより暖かい空気を吐き出
すわけではないので、高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）
　暖かい空気は、上昇してしまいますので、足
元はなかなか温まりません。
　簡単な方法は、エアコンの風向を真下にして、
風量を最大にすれば足元へ届きますが、暖かい

空気は当然上昇しようとしますので、大きな部屋
とか、風をさえぎるものがあると、全体に届かず
足元は寒くなります。上昇をした暖かい空気をど
の様にして足元へ送るかを考える必要がありま
す。（上部に溜まった暖かい空気は、扇風機等を
利用して足元へ送ってやれば効果があると思い
ます。）
　そして、暖房時は、冷房時よりもフィルターの
汚れが影響しやすいので、こまめな掃除をお勧
めします。
　後、室外機の周りには、物を置かないで風通
しを良くしておきましょう。
　電気代は今後値上がりしそうなので、お財布
や環境のためにも節電の工夫を考えた方が良い
と思います。

PRESIDENT CORNER

今月の会長コーナー� L 東 田 幸 一

11月第１例会
11月9日㈬　ホテルセントパレス倉吉

　今年度は会長の取り組みとして防災についての
意識を高めるようなことをしていこうという事で、
ご講演を通して、いつ何時災害は起こるかわから
ないので、日ごろから意識してないと危険なケー
スもある為、改めて自分の身の回りのことについ
て考える良いきっかけになったと思います。
　まずは自分の命を守ること、そして家族や社員
を守る。迅速な行動ができないと命が助からない
こともあるので、今後もし災害が起きてもいいよ
うに各それぞれ対策をとるべきであろうと感じ
ました。
　また、次回例会でもお世話になります。

災害の基礎知識に
ついて

Ｌ 本 田 亮 陛
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日　時 会　場 内　容

１月13日（金）
18：00～

倉吉シティ
ホテル

１月第１例会
（４クラブ新年祝
賀合同例会）

１月16日（月）
12：00～

元町珈琲
鳥取倉吉の離れ

第７回会報委員会

１月16日（月）
12：00～

元町珈琲
鳥取倉吉の離れ

第７回計画委員会

１月18日（水）
12：00～

倉吉交流
プラザ

ニューメンバー
スクール

１月20日（金）
12：00～

倉吉交流
プラザ

会計監査

１月25日（水）
11：15～

ホテルセント
パレス倉吉

１月定例理事会

１月25日（水）
12：15～

ホテルセント
パレス倉吉

１月第２例会

ドラッグストア
だらけ～

　元気いっぱいな子
どもたちにつかまれ
て、つのがボロボロ
になったごくべえ。
痛がるごくべえを憐れんで「どこか薬が買えるとこ
ろはねえか」とじろべえが辺りを見回すと…。「あ、
あった！」とドラッグストアの看板を発見。すると、
その近くにも、すぐ先にも、道路をはさんだ反対側
にも、いろいろな種類のドラッグストアが小さな町
にひしめき合っている。「人は全然歩いていないの
に、ドラックストアだけやたらにあるぞ」とじろべえ。

「でも、お陰ですぐに薬と包帯が買えた！　それに、
薬だけじゃなくてお菓子やペットフード、お酒ま
で、品ぞろえが豊富で、なんて便利なんだ～」とご
くべえはほくほく笑顔。薬から食品、日用品までそ
ろう店がたくさんあったら住民たちの暮らしは快適
～。お餅や正月飾りだって置いてあるから、年越し
準備もすぐできる、ドラッグストアだらけのまちへ、 
ようこそ、ようこそ。

LIONS CALENDAR

COVER PHOTO

ライオンズカレンダー

表紙「くらよし地獄巡り」

BIRTHDAY MEMORIAL

12月誕生記念� 18歳のわたし

　ちょうど18歳になった頃の写真
だと思います。純粋で夢も希望も
髪もありました。

L 明 里 　 寛 � 昭和37年12月20日生

　広島の大学に進学し、初めて親元を離れ一人暮らしをしま
した。その時に親の有難さを実感しました。アルバイトを始め
て、お金を稼ぐことの大変さも分かりました。お酒も飲みまし
た（二十歳になってから）。色々な事が初めての経験で新鮮で
した。いつまでもその気持ちを忘れないでいたいものです。

L 山 本 賢 一 郎 � 昭和48年12月13日生

　地震がおきると、被害を受けた建築物について、そ
の後の余震等による倒壊や落下・転倒危険物等の危険
度を判定し、赤・黄・緑の判定ステッカーを表示する
制度です。
　県から要請があると建築士の資格を持っている人が
ボランティアで行います。
　私も鳥取西部地震の時に参加しました。朝８時に現
地集合ですから、まだ暗いうちから出かけて日が暮れ
るまで全ての被害建物について実施しました。鳥取中
部地震では、被災当事者ですから実施できず、東・西
部から来ていただきました。
　判定結果は、ステッカーの色で表示しますが、建物
自体の安全性を表示している訳ではありません。住民
や歩行者等に危険情報を提供し「人命に関わる二次災
害を防止する」ことを目的としていますから、例えば、
建物が損傷なしでも外壁看板が落ちそうなら「赤」、石
川地震の鳥居みたいに完全に倒れており、危険性がな
ければ「緑」です。

「赤」だから使用
禁止と言うわけで
はありません。

M.I.

DISASTER PREVENTION

防災コーナー� 応急危険度判定


