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チャーターナイト記念祝賀会

第１回街頭献血活動報告

谷 口 博 昭

中 原 敏 行

地域社会奉仕委員長

計画委員長

　2016年11月３日(祝）13時からイオン鳥取北店
の１階で街頭献血事業を実施いたしました。当
日は11月初めにもかかわらず暖かくよい天気で
した。祝日ということもあり、沢山の買物客が
おられる中、献血の呼びかけをし、沢山の皆様
にご協力していただきました。結果、受付人数
52名でしたが、できない方もおられ、献血して
いただいた方は44名でした。
　命を結ぶ救いの手である献血、この度参加さ
れた方、されなかった方も今後ともご協力宜し

　11月第２例会は、48回目のチャーターナイト
記念祝賀会。我がクラブのチャーターメンバー
である西尾先生には、今年はマフラーをプレゼ
ントさせて頂きました。体調を崩されて欠席で
したが、代わりの仁保さんに受け取っていただ
き、また西尾先生からのメッセージを代読して
頂きました。
　祝賀会は下田第１副会長の挨拶に始まり、７
ＲＧＬＴメンバーである池田さんの乾杯で祝賀
会はスタート。恒例のボジョレー解禁日という
ことで皆さんにワインを楽しんで頂きました。 テーブルのあちこちでは楽しそうな声がたくさ

ん聞かれました。
　最後は藤井前会長のライオンズローア、福嶋
第２副会長の「確率と縁」のお言葉で幕を綴じ
ました。
　貴重なチャーターメンバーがおられることは
クラブにとって本当に素晴らしいことだと思い
ます。歴史を引き継ぎ、思いを引き継ぎ、いな
ばライオンズクラブがより良いクラブになるよ
う今後も計画委員会一同頑張ります！
　クリスマス例会も皆さんよろしくお願いしま
す。
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おおちだに朝の清掃奉仕

田 中 敏 明環境保全委員長

くお願いいたします。次回、第２回は３月５日
(日）です。

参加者　�太田　下石　影山　城戸　木下修　�
小坂　佐藤　下田　砂田　住谷　辰己　�
谷口　徳永　長尾　西尾政　藤井　�
富士原　松村　村山　安田　山根秋　�
山根康� 以上22名

採血者　�木下修　小坂　谷口　長尾　徳永　�
藤井　富士原�
� 以上７名(採血希望者10名）

　ご協力いただきました会員の皆様、ありがと
うございました。

　11月６日(日）、梅鯉庵で朝の清掃奉仕を行い
ました。
　11月になり少し寒くなった天候のもと、参加
者全員ほうきで落葉をかき集め沢山処理しまし
た。チリ取りが１個しか無く、集めたゴミを取
るのに時間がかかります。

　来年度は、チリ取りを増やして欲しいとの要
望も出ていたようです。
　９月、10月、11月と３回実施して、今年度の
朝の清掃奉仕は今回で終了しました。
　毎回、多数の御参加をいただき本当にありが
とうございました。

参加者　�井上　下石　影山　小坂　田中敏明　�
田中宏明　田渕　西尾政行　仁保　�
野村　林憲二　藤井　三ツ國　村山　�
安田　山本隆　� Ｌ16名�
ＬＢ三ツ國� １名
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第２回ガバナー諮問委員会

山 本 　 隆幹事

　今回のガバナー諮問委員会は時間通り定刻に
始まりました。
　諮問事項協議では、各クラブからの回答の発
表がありどのクラブも会員増強、会員維持に得
策もなく悪戦苦闘されているようでした。
　他クラブには会員増強特別委員会を設置して
いるクラブもありました。
　来る平成29年１月22日に開催予定の336-Ｂ地
区一斉アクティビティの協議では、各クラブと
も降雪時期を考慮した意見が多く、鳥取駅前周
辺の清掃奉仕となりました。
　今後詳しい内容が決定しましたら報告致しま
すので、一人でも多くの方の参加を望みます。

【議　　事】
地区役員・委員より報告事項［抜粋］
☆�池田GLTメンバー⇒ 10月15日に講師に昨年
に引き続き東京世田谷ＬＣの進藤さんをお迎
えして次世代セミナーを実施、今後ライオン
ズクラブを活性化するためには如何すればよ
いかという内容でレクチャーを頂きました。
大変好評で、次年度も同じ講師で開催予定な
ので多数の参加をお願いしたい。

☆�山本環境保全委員⇒環境保全委員からの報
告として、各クラブに臓器提供に関するパン
フと眼球提供申し込み葉書が届いていると思
うが、今年の地区アクティビティの四献運動
の一環として内容を理解し記入をお願いした
い。特に葉書の右上の意思表示は各個人の記
入が必要。ぜひこの運動に賛同いただき、カ
ード記入の上、各クラブ事務局経由で財団法
人事務局に送付、結果の人数だけがクラブ事

務局にフィードバックされる。

開催日時　2016年11月７日（月）12:00～14:00
場 所　鳥取ワシントンホテルプラザ
ホ ス ト　鳥取いなばライオンズクラブ
出 席 者　21名

☆本日欠席の委員会の連絡事項(ＺＣ代行）
　①ＦＷＴからの連絡⇒国際協力活動として
　　　・未投函の書き損じたはがき・年賀状等
　　　・�未使用の切手、プリペイドカード

(QUOカード等）
　　　�　2017年４月９日第63回地区年次大会で

ブースを設けて回収し寄贈
　　　�　趣旨は、葉書23枚でネパールHIV感染

患者１名に１回の診察と必要な検査やフ
ォローアップができるので協力をお願い
したい。

　②�環境保全写真コンテスト募集についてのお
願い

　　　�　参加が少なく、ぜひ応募いただきたい。
締め切りは12月28日。

　③広報委員会
　　　�　原稿依頼のメールが各クラブに配信さ

れていると思うが、積極的に寄稿をお願
いする。

その他
＊�７Ｒ１Ｚ・２Ｚ対抗ゴルフコンペについて
　�　11月20日に予定していたゴルフコンペは、
倉吉の震災の影響が大きい事から来春に延期。
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郡山開成ライオンズクラブ
結成45周年に参加して

山 根 秋 雄会計

＊�ＬＣ100周年記念チャリティゴルフ大会＆新
年会について
　�　2017年１月27日(金）に開催されるＬＣ100
周年記念チャリティゴルフ大会＆新年会につ
いて詳細説明、各クラブの参加をお願いした。
チャリティ内容は岡山・鳥取両県の盲学校に
災害時用の点字ブロックを、更に余裕があれ
ば障がい者である事を表示したベストを第63
回年次大会において贈呈予定。

＊�ＺＣより倉吉震災により被害を受けられた７
Ｒ２Ｚのライオンズクラブに対しゾーンとし
てお見舞いをしたらどうかとの提案がなされ、
協議の結果正会員一人当たり1,000円を拠出
することを決定、拠出金が揃い次第２Ｚの美
甘ＺＣに手渡す事とした。

　10月22日(土）～24日(月）の日程で、下石会長
以下15名、郡山開成ライオンズクラブ結成45周
年式典に参加してきました。22日出発組10名誰
一人遅れる事も無く６時15分全員集合！　幸先
の良いスタートと思った時、ハプニング発生！　
前日の鳥取県中部地震の影響で100分遅れの出
発となった。空港の出発ロビーで、誰の発案か、
旅の成功を祈ってビールで乾杯という事となり、
すっかり旅気分に！　東京での昼食では会員の
仁保さんの御子息の店でイタリアン料理を満
喫！　仁保さんの心尽くしの高級ワインを皆さ
ん品良くいただきました。先輩おいしかったで
す!!　東京見物の印として、六本木ヒルズで東
京の大パノラマを楽しみ豪華な旅が始まりまし
た。新幹線で約２時間、アッという間に仙台到
着。ホテルで藤井前会長と合流し、旅の目的で
もある懇親の宴を郷土料理の店で地酒を酌み交
わし、例会には無い話も飛び出し仙台ナイトを
楽しみました。もちろん二次会も……。
　二日目は、観光バスで日本三景の松島を楽し

み観光客の多さに震災復興を感じた。近くの国
宝瑞巌寺は伊達政宗公が、力を注いだ寺で、い
ざという時には砦の役目があった場所であり、
『伊達男』で有名な様に、京都の一流の絵師・
彫刻師を招き東北に桃山文化をもたらしたもの
である。ここも津波の塩害で300本の杉並木を
伐採されたと聞きました。仙台に戻り青葉城址
を見学。
　あらためて伊達政宗が、戦略的に仙台の町を
造り、文化を育てた歴史を感じました。昼食は
牛タン本舗。皆さん「ウマイ」の連発、夕方よ
り始まる式典での挨拶を気にする下石会長に楽
になるからと一杯すすめる始末、いよいよ本番
気分が高まった。
　仙台から郡山迄は「やまびこ144号」で一時
間足らずで到着。開成Ｌの方々の熱い出迎えを
受けた。
　久方振りの懐かしい面々との出会いに時間が
飛びました。両クラブの培った交流の歴史の賜
物です。式典会場のホテルハマツでゴルフ組４

＊�336-Ｂ地区一斉アクテビティ（クリーンアッ
プ作戦）について
　�　アンケート結果を纏めた配布資料に基づき、
１Ｚのアクティビティの実施内容について論
議の結果、鳥取駅前周辺の清掃、荒天・降雪
の場合は県庁に向ってのアーケード街の清掃
と決定した。
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名と合流し15名で45周年式典に参加しました。
　会場に入り来賓・参加者の多さに驚きました。
約200名で、ガバナーの在籍しているクラブの
存在感を感じた。Ｌ遠藤会長の開会宣言とゴン
グで開始されました。品川萬里郡山市長（開成
Ｌ）、332-Ｄ地区ガバナー　二瓶克雄（開成
Ｌ）等の祝辞があり、２名のチャータメンバー
の表彰と続き、45周年の記念行事の発表があり
ました。内容は本年日本遺産に認定された、ス
トーリー「未来を拓いた『一本の水路』―大久
保利通“最後の夢”と開拓者の軌跡　郡山・猪
苗代―」を記念し開成山講演に記念石碑を寄贈
されました。明治維新後、武士の救済と新産業
による近代化を進めるため安積地方開拓を計画
し、猪苗代湖より水を引く為安積疏水をつくり、
原野を開拓してきたその歴史ストーリーに鳥取
士族の努力が含まれ、東北第二の郡山市の発展
の礎となっているのをうれしく思いました。我
クラブとの深い友好関係に迄つながってきまし
た。ブラザークラブである我いなばＬＣの下石
会長も少し緊張感を漂わせながらも堂々と会員
の気持ちを代表して祝辞を述べられました。祝
宴ではアトラクションで地元出身のプロの女性
歌手・プロバンドの演奏を楽しみ、開成ＬＣの
メンバーと楽しい交歓ができました。

　そのあとの二次会でも多いに歌い・飲み楽し
かったですね。下田さん!!　50周年頑張りまし
ょう。
　翌日には日光東照宮見物が用意され、久留米
ＬＣ、いなばＬＣ、開成ＬＣの３クラブの合同
で観光バスで観光ツアー。出発したとたんに、
ビール、酒、おつまみの配給で人渡しリレー。
「ワインもあるぞ」、「柿も食べて」と大変な
接待！　福島県人の温かさあふれる素朴な感情
表現と手厚い配慮には言葉がありません。それ
を後押しするのがバスガイドのたくみな福島弁
ですっかり福島応援団になってしまいました。
東照宮では３クラブが全員で身体健全・家内安
全の祈祷を受け最高の気分で旅を締め括り、宇
都宮・東京（羽田）～鳥取と無事に帰ってきま
した。この旅行では、開成ライオンズクラブの
皆様の「おもてなしの心」に感激しました。我
クラブの今後の取り組みの参考したいと思いま
す。最後に常に15名の先頭に立ち、ガイドして
いただいた田渕さんに感謝申し上げます。皆さ
んも同じ気持ちだと思います。心に残る楽しい
旅行ありがとうございました。またの機会を楽
しみにしております。

参加者　�下石　藤井　下田　山本隆　池田　�
山下教　田中敏　田渕　加納　山本孝　�
今川　山本章　富士原　山根秋　�
井口（事務局）� 15名
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　我が鳥取いなばライオンズクラブも、いよい
よ結成50周年を迎えることになりました。1968
年鳥取中央ライオンズクラブ様のスポンサーク
ラブとし誕生し、早いもので50年が経過しよう
としております。今や当クラブは336-Ｂ地区で
は会員数で最大のクラブとなりましたが、これ
もひとえに会員皆様の熱意によるものだと思っ
ております。
　私が1996年に会長をさせていただきました当
時の会員数は101名でした。そして現在は90名
近くの優秀な会員が集っている、いなばライオ
ンズクラブであります。しかし残念ながらこの
50年間に、我がクラブからガバナー誕生が尾坂
雅人ガバナー一人だけということです。10月23

結成50周年を迎えるにあたって

今 川 　 登

日に郡山開成ライオンズクラブ様の45周年の式
典行事に出席してまいりましたが、会長さんの
お話によりますと、これまで45年間で３名のガ
バナーを輩出されたとお聞きしました。非常に
立派な開成ライオンズクラブでございました。
当クラブも次年度50周年を迎えるにあたり、機
会が巡ってきたときは必ず２人目のガバナー誕
生を実現するように皆様と一緒になって考えて
いきたいと思います。
　いなばライオンズクラブのモットーでありま
す「和」の精神を礎として会員相互のご理解を
いただき、下田次期会長率いる当クラブの記念
事業が他クラブの模範とする大会となりますこ
とを祈念いたします。
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2016年11月ゴルフ同好会便り

　　　網師速人選手
　　　　　　優勝おめでとうございます。

ＢＧ　山下教幸選手

優勝の弁
　11月20日、旭国際カントリー湖山コースで、
ＮＥＴ51で優勝しました。当日は最終２ホール
で雨が少し降った程度で、寒くもなく暑くもな
く、一緒に回った安田さん、表さんのメンバー
にも恵まれて、気持ちの良い気持ちでれたのが、
結果に繋がったのだと思います。スコアも初め
て86で回れて、凄く嬉しいです。これからも宜
しくお願い致します。

2016 年 11 月 20 日　旭国際ＧＣ　湖山コース

順位 名前 GROSS HDCP NET
１ 網師　速人 86 35 51
２ 表　　淳史 89 26 63
３ 小坂　宏治 111 45 66
４ 山下　教幸 85 16 69
５ 松村　　明 87 18 69
６ 安田　　勤 103 34 69
７ 加納　義信 84 14 70
８ 仁保　統博 80 8 72
９ 井上　法雄 115 40 75
10 田渕　吉男 102 24 78
11 藤森　寛義 110 30 80
12 住谷きよみ 99 18 81
13 山本　孝夫 117 32 85
14 池谷　勇治 98 12 86
15 山下　俊介 122 30.8 91.2

ベストグロス 山下　教幸
ニヤピン№３ 網師　速人・山下　俊介
　　〃　　№５ 表　　淳史・加納　義信
　　〃　　№ 12 小坂　宏治・仁保　統博
　　〃　　№ 14 山下　教幸・井上　法雄
ドラコン№７ 松村　　明・田渕　吉男
　　〃　　№ 18 池谷　勇治・住谷きよみ
ドラタン№７ 山本　孝夫・藤森　寛義
　　〃　　№ 18 安田　　勤

新ハンディキャップ　網師速人選手　12　　山下俊介選手　50
2016年12月度月例杯開催は12月18日　９時24分スタート
鳥取ＧＣ　砂丘コースです

11月第１例会（２日）
・�下石明義…11月に入ったところですが、これ
から年末にかけて行事等が重なって忙しくな
って来ます。どうか皆様の御協力よろしく異
お願い致します。

・�下石明義…郡山より無事帰って来ました。心
境は先ほど挨拶の中でお話ししましたので
……。
・�住谷…明日11月３日で62才になります。まだ
まだ若いと思っていたのに、いい年になって
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しまいました。東京オリンピックを目標にが
んばりますので、みなさん一緒に観に行きま
しょう。明日はバースディ献血をしてみたい
と思っています。元気な方々、献血をしてみ
ませんか？
・�池田康利…昨日で46才の誕生日を迎えました。
ライオンズでは五回目の誕生日です。一年が
早く感じますが、これからも宜しくお願いし
ます。
・�池谷…10月30日、ゴルフ同好会参加にて、砂
丘ゴルフクラブで開催された競技会で、砂田
議員様、川田支配人様と同伴させていただき、
優しい指導を頂いたおかげで栄えある優勝を
させて頂きました。同伴者、同好会の皆様の
おかげです。ありがとうございました。
・�佐藤公昭…この度は、鳥取いなばライオンズ
クラブの会員として迎えていただき、ありが
とうございました。未熟者ですがよろしくお
願いいたします。
・�仁保統博…10月22日にご多忙な日程の中、下
石会長はじめ10名の方々が私の愚息三男の店
にお立ち寄りいただき誠に有難うございまし
た。味覚に精通された皆様に満足していただ
くかは心配ですが感謝を込めてドネーション
致します。
・�渡邉哲次…今月からネクタイを付けるとの事
でしたが、ネクタイを付けて来ませんでした。

11月第２例会（17日）
・�西尾吉兵衛…本クラブチャーターナイト48回
記念例会に出席出来ないで不徳の致す処であ
ります。17日の記念式の時間には、ワシント
ンホテルの天空を鳥になってせん回したい気
持ちです。来週には退院出来るかも？との主
治医のお言葉がありました。喜んでドネーシ
ョンをさせて頂きます。ウィサーブ。
・�下石明義…本日初めてメルビン・ジョーンズ
フェロー賞をいただきました。名に恥じない
よう精進します。ありがとうございました。
・�松本正嗣…この度妻であるピアニストの菊池
ひみこと鳥取県総合芸術・とりアートのメイ
ン事業の制作をしています。メイン事業は倉
吉・米子と持ち回りで３年ごとに開催される
催しです。今回の事業はピアノを習っている
子供達や鳥取県吹奏楽連盟の中学生達にプロ
のミュージシャンがジャズを指導し、音楽の

視野を広げて頂くという趣旨で、育成に力を
入れた事業となっています。その子供達が、
梨花ホールの舞台で成果を発表いたします。
つきましては、皆様にもホールにお出掛け頂
き、子供達に声援を送ってやっていただけた
らと思います。今日は此処にチラシをお持ち
しました。コンサートは11/23(水・祝）13時
からとりぎん文化会館梨花ホールです。どう
ぞ宜しく御願いします。
・�前会長　藤井三郎…感謝状いただきありがと
うございました。早い一年間でした。会員の
皆様と一丸となって、協力と緊張をもって過
ごさせていただきました。心より感謝しこれ
からもよろしくお願い申し上げます。
・�池田康利…本日、感謝状と記念品を頂きまし
た。良い経験をさせて頂き記念品まで頂きま
してありがとうございました。いたらない幹
事で申し訳なかったですが、皆様のおかげで
最後まで出来ました。皆様に感謝致します。
・�谷口博昭…11月３日日曜日13時～16時まで献
血活動を行いました。今年１回目の献血活動
となります。会長を始め、たくさんの方にご
協力していただきましてありがとうございま
す。おかげで午前中10人、昼からライオンズ
協同で40名ぐらいで、合計50人ぐらいの方に
献血していただきました。たくさんの方に声
かけ、ティッシュを配っていただいて協力し
てもらえた事がほんとにありがたいと思いま
す。ぜひとも第２回の献血もみなさんにご協
力お願いしたいと思います。当クラブの献血
していただいた木下さん、小坂さん、長尾さ
ん、徳永さん、藤井さん、富士原さんありが
とうございました。
・�幹事　山本隆…先日の街頭献血活動に急きょ
参加出来ませんでした。次回は必ず参加した
くドネーションします。
・�会長　下石明義・幹事　山本隆…チャーター
ナイト記念例会が向かえられうれしく、ドネ
ーションします。
・�児童・青少年奉仕・国際関係委員会　長谷孝
浩…11月15日に42才の誕生日を向かえました。
紆余曲折あったように思いますが感謝して誕
生日をむかえることが出来ました。ありがと
うございます。
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★11月２日　第1165回例会　12：20～
　ワシントン(純出席率63.1%　Ｍ後率75.6%）
※次期役員指名会・選挙会
＜幹事報告＞
・６ＬＣ親善チャリティーボウリング大会開催
　日時　2016年11月25日(金）18：30～
　場所　スターボウル
　参加者　�池田　下石　加納　住谷　安田　�

山根秋　山根康　山本隆
・�７Ｒ－１Ｚ・２Ｚ対抗親善チャリティゴルフ
大会は、倉吉震災のため、来春まで延期
・�眼球・臓器提供意思表示及び眼球提供申込用
ハガキ記入について
・地区誌配布について
・�第56回ライオンズ東洋東南アジアフォーラム
開催場所は台湾、11～12月開催
＜委員会報告＞
・会員…11月誕生祝品贈呈
・指導力・会報…会報アンケートについて
・計画…11月第２例会ＣＮ記念例会
　日時　2016年11月17日(木）
　　　　例　会　18：00～18：30
　　　　祝賀会　18：30～20：00
・クリスマス家族例会について
　日時　12月15日(木）
　　　　例　会　18：00～18：20
　　　　家族会　18：30～20：30
　会場　ヴェルージュ
　登録料　1000円（全員）
・�青少年指導…第10回鳥取いなばライオンズカ
ップミニバスケットボール大会開催について
　日時　2016年12月３日(土）・４日(日）
　小学生男女40チーム参加
　場所　�鳥取産業体育館、船岡トレセン、世紀小
・参加チームとの交流懇親会開催について
　日時　12月３日(土）19：00～
　場所　ワシントン
　会費　4,000円
・鳥取こども学園もちつきについて
　日時　2016年12月11日(日）８：30～
　場所　鳥取こども学園
・環境保全…11月朝の清掃奉仕について
　日時　11月６日(日）７：00～８：00

　場所　梅鯉庵
・地域社会奉仕…第一回街頭献血事業について
　日時　11月３日(祝）
　場所　イオン鳥取北店
★11月10日　理事会　11：30～丸茂
　理事17名出席
★11月17日　第1166回ＣＮ記念例会
　18：00～鳥取ワシントン(純出席率66.7％）
※チャーターメンバーへ記念品贈呈
※メルビン・ジョーンズ・フェロー伝達
　仁保(22回）　渡邉(７回）　田中敏(６回）
　松本繁(４回）　下石(１回）
※�2015年度クラブ会員平均一人当たり50＄献金
達成バナーバッチ贈呈
※前会長、前幹事へ感謝状授与
※�協議事項　鳥取県中部地震義援金会員一人当
たり1000円拠出について
※次期所属委員会アンケートについて
＜幹事報告＞
・郡山開成ＬＣよりお礼状
・７Ｒ－１Ｚ第２回ガバナー諮問委員会報告
＊�ＬＣ創立100周年記念336-Ｂ地区一斉アクテ
ィビティについて
　日時　2017年１月22日(日）10：00スタート
　内容　鳥取駅周辺の清掃
＊�ＬＣ100周年記念336-Ｂ地区チャリティーゴ
ルフコンペ開催について
　日時　2017年１月27日(金）
　場所　岡山金陵カントリークラブ
　登録料　5000円　※プレイ料10000円
【�チャリティ内容】　岡山県立盲学校・鳥取県
立盲学校に避難所用点字ブロックの贈呈
　金贈呈は、第63回地区年次大会予定
＊ライオンズ国際協会336-Ｂ地区新年会開催
　日時　2017年１月27日(金）18：30～
　場所　アークホテル岡山
　登録料　6000円
締切日　12月10日
＜委員会報告＞
・会員…会員委員会アワーについて
　日時　12月１日(木）（12月第一例会）
　講師　�鳥取県福祉保健部健康医療局医療指導課�

危険ドラッグ対策専門員　田中俊幸　様
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　内容　�危険ドラッグの体への影響と現在の大
麻等の麻薬の状況について

・�指導力会報…指導力育成セミナー開催について
　日時　2016年11月29日(火）18：30～
　場所　アフターアワーズ(日の丸温泉2F）　
　参加者　�ライオン歴７年未満の会員・会長、�

幹事、担当副会長、GLTメンバー
池田、次期会長、次期幹事、次期担
当副会長�
指導力・会報委員会メンバー

　登録料　２,０００円
・�環境保全…11月朝の清掃奉仕について(梅鯉庵）
　参加者　Ｌ16名　ＬＢ三ツ國　１名
・�ＡＥＤ使用法の一般市民への説明を「鳥取市

民健康ひろば」にて開催について
　日時　11月26日(土）11：00～
　場所　さざんか会館２Ｆ
・�地域社会奉仕…第１回街頭献血活動について
　日時　11月３日(祝）13：00～16；00
　場所　イオン鳥取北店
　参加者　�太田　下石　影山　城戸　木下修　�

小坂　佐藤　下田　住谷　辰己　�
谷口　徳永　長尾　西尾政　藤井　�
富士原　松村　村山　安田　山根秋　�
山根康　以上21名

　採血者　�木下修　小坂　谷口　長尾　徳永　�
藤井　富士原　以上７名（採血希望
者10名）

理事会だより−（11月）事務局だより
議題
①会員委員会アワーについて� 承認
②指導力育成セミナーについて� 承認
③チャーターナイト記念例会について� 承認
④クリスマス家族会について
　�会場変更に伴い、駐車場を心配する意見が出
されたが、ほぼ例年どおり確保出来るという
ことで、案内に地図を入れて対応する。
⑤鳥取こども学園もちつきについて� 承認
⑥�ＡＥＤ使用法の一般市民への説明を「鳥取市
民健康ひろば」で開催する件について� 承認
　※�受講者への記念品として数年前の事業の参
加記念品(タオル）の余りを使用する。

⑦クリスマス家族会における募金活動について
　�今年は、受付のところに募金箱を置いて、入
れてもらうことが提案され、審議の結果、承
認とするが、会員は1,000円以上と表示し、
委員会メンバーの管理とする。
⑧�鳥取県中部地震義援金会員一人当たり1,000
円拠出について
　�第２回ガバナー諮問委員会にて、上記につい
て決議され１Ｚから２ＺのＺＣへ渡されるこ
とが報告される。義援金は１月銀行引落にて
集金。
⑨12月拡大理事会について� 承認

◎�12月誕生祝…４日河﨑　７日加納　10日中井　
13日山口　14日渡邉哲、矢野　25日西尾吉
◎�12月結婚記念日ライオン…５日壱岐　12日福
嶋、山本敏　23日影山　24日萬

◎同好会だより
　・�12月のクラブゴルフは、12月18日(日）砂丘
９：24スタート

マンスリーレポート集計表（10 月） 【7R】

所属 クラブ名
アクティビティ 労力奉仕 会員異動 家族会員

例会出席率
件数 金額 件数 時間 期首 前月末 入会 退会 当月末 女性 世帯数 子会員数

7R−1Z

鳥　　　取 5 230,000 4 28 40 41 1 0 42 2 0 0 83

鳥 取 中 央 6 350,950 2 6 48 47 0 0 47 13 9 10 85

鳥取いなば 6 778,720 3 75 101 100 1 0 101 21 15 15 82

鳥 取 久 松 3 18,000 2 8 32 32 0 0 32 5 5 5 92

鳥 取 千 代 3 98,800 1 2 16 16 0 0 16 2 0 0 90

鳥 取 砂 丘 1 0 1 4 40 42 0 0 42 3 0 0 73



表紙写真説明
メルビン・ジョーンズ・フェロー授賞者

1２ 月 行 事 予 定
○クリスマスの行事
○

○
○

１ 木 第1167回例会 17 土 � （鳥取久松LCクリスマス例会）
２ 金 18 日 クラブゴルフ� (鳥取中央LCクリスマス例会）
３ 土 ミニバスケットボール大会 19 月
４ 日 ミニバスケットボール大会 20 火
５ 月 21 水 � (鳥取LCクリスマス例会）
６ 火 � （鳥取中央LC例会） 22 木 � （鳥取千代LCクリスマス例会）
７ 水 � （鳥取砂丘LC例会） 23 金 天皇誕生日
８ 木 理事会� （鳥取久松LC例会） 24 土
９ 金 � （鳥取千代LC例会） 25 日
10 土 26 月
11 日 鳥取こども学園もちつき 27 火
12 月 28 水
13 火 � （鳥取LC例会） 29 木
14 水 � （鳥取砂丘LCクリスマス例会） 30 金
15 木 第1168回クリスマス例会 31 土
16 金

　早いもので、もう師走、会報も12月号となり、私が
会報委員長として６回目の発刊となりました。急な原
稿依頼などで、忙しい中書いていただきご協力ありが
とうございます。会報委員会のメンバーも、毎月２回
編集・校正委員会と忙しい仕事のなか集まって、第１
例会に間にあうよう努力しています。12月は、ミニバ
スケットボール・鳥取こども学園もちつき・クリスマ
ス家族例会と多くの事業がありますが、寒い時期こそ
会長のキーワード「熱くなろう！」で、会員一致して
頑張って事業を盛り上げていきたいものです。
　あわただしい年の暮れ、忘年会などで楽しくお酒が
飲めるように、風邪などひかないように健康には十分
に気をつけて年末を乗り切りましょう。

指導力・会報委員会委員長　　小坂　宏治

印刷　株式会社鳥取平版社

発行日　毎月第１木曜日
　　　　鳥取いなばライオンズクラブ

事務局　鳥取市川端２丁目125　〒680－0036
　　　　鳥取県不動産会館３Ｆ　☎22－6860
　　　　メールアドレス　inaba-lc@hal.ne.jp
　　　　ホームページアドレス
　　　　http://pcf.hal.ne.jp/inaba-lc/

例会日　毎月第１・第３木曜日　12時20分

例会場　鳥取市東品治102
　　　　☎27－8111　鳥取ワシントンホテルプラザ

会　長　下石明義

幹　事　山本　隆

編　集　指導力・会報委員長
　　　　小坂宏治


