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新年の挨拶

下 石 明 義会長

　新年　明けまして　おめでとうございます。
　皆様におかれましては健やかに初春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
　さて、私、昨年７月に会長に就任し、今日み
なさまに助けられながら前期を無事終え、こう
して新年を迎えることができました。しかし、
まだまだ課題もあり、みなさまと共に問題点を

解決しながら、後期の活動に取り組んでいきた
いと思います。
　次年は結成50周年を迎える節目の年です。今
一度、ライオンズクラブの社会奉仕の理念を胸
に、より一層強く団結し、歴史ある我いなばラ
イオンズクラブのますますの発展のため、みな
さまのご協力をよろしくお願いします。

2017
賀正



− 3 −

　最後になりましたが、本年がみなさまにとり
まして希望にあふれた多幸の年になりますよう
心からお祈り申し上げます。

［追記］
　今年の干支は酉ですが、小生も酉であります。
干支にあやかり飛翔の年にしたいと願っています。

『AED街なかマップ』の設置＆
AED説明会の開催

林　 由 紀 子環境保全委員会

　６月に引き続き、『ＡＥＤ街なかマップ』を
製作し設置しました。
　前回は若桜街道沿い３か所（本通りバス停前
待合所、パレット鳥取、本通りパーキング）に
設置したので、今回は鳥取駅周辺でマップの設
置場所を探しました。
　鳥取市の協力をいただいて、バードハットの
支柱２か所と、さざんか会館１階に設置する事
にしました。マップの表示範囲は、設置場所を
現在地とする半径300～400ｍと定め、ＡＥＤ設
置施設を調べ各施設を訪問して、マップへの施
設名表示の了解をいただきました。

用ＡＥＤを持ち込み、影山さんが講師となって、
ＡＥＤの使い方などの講習を行うものです。

　前回と同様にマップの下側に心肺蘇生の手順
を表示して、設置場所と合わせて心肺蘇生方法
の周知を図る事にしました。今回は『ライオン
ズ創立100周年』に関する表示も入れ、出来上
がりました。
　11月25日に、さざんか会館で、下石会長、田
中委員長をはじめ会員の皆様に参加いただき、
『ＡＥＤ街なかマップ』の設置式を行いました。
　更に、この取り組みを広く知っていただくた
め、11月26日にさざんか会館で、マップ設置の
周知を兼ねたＡＥＤ説明会を開催しました。
　これは、鳥取市が開催する『鳥取市民健康ひ
ろば』に参画し、会場の一角に人体模型や訓練

　影山さんは日赤の防災ボランティアリーダー
で、救急法インストラクターの資格もお持ちで、
普段から活動しておられます。
　当日は、30分程度の講習を２回行いましたが、
会員の上手な呼び込みもあり、年配の方々を中
心に各回１５名以上の参加がありました。皆さ
んが講師の話に熱心に耳を傾け、色々と質問さ
れましたが、影山講師が丁寧に説明され、とて
も良い会になりました。
　『ＡＥＤ街なかマップ』の取り組みを通して、
地域の方々が緊急時に迅速に救命活動の出来る、
安全安心のまちづくりに少しですが貢献できた
と考えています。
　この度の取り組みに際し多くの方々にお世話
になりました。心から感謝申し上げます。
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指導力育成セミナー

小 坂 宏 治指導力・会報委員長

　11月29日（水）の夜に、アフターアワーズにて
指導力育成セミナーを開催しました。
　前年に続き会の目的は、会員相互のコミュニ
ケーションを深め、横のつながりを強化する為
の意見交換会ということでした。当日はセミナ
ーの開催案内が遅かった為か、去年より参加人
数は少なく19名でした。下石会長の挨拶のあと、
初めに、野村さんが10月15日の岡山でのクラブ
リーダ指導力育成セミナーの資料を使って、Ｇ
ＬＴの本来の目的、ライオンズの原点とあれこ
れ、クラブの活性化につながるものとか20分ぐ
らい丁寧に説明してくれました。

プは、こんな仲間でありたい、こんな人集まれ、
こんな運営をしよう、え“そうなの？”と意見
を４つに分けてまとめていました。美女と野獣
グループは、グループ34個の意見をそれぞれク
ラブ運営、会員資質、女性活躍、委員会活動、
アクティビティと分類し、よいライオンズクラ
ブとは、「イノベーション」という言葉でした。
さすが房安さんは、上手にまとめるものだと感
心しました。

　次に、参加者を２班に分けての、それぞれの
班のリーダーには、幹事の山本隆さん（美女と
野獣チーム）、次期幹事の山本章貴さん（微男と
美女グループ）で、「優れたよいライオンズク
ラブとは」のテーマのもとワークショップを行
いました。各グループの発表を、山本章貴さん
と房安光さんが発表しました。微男美女グルー

　第２部は、福嶋第２副会長の乾杯で始まりま
した。しばらくお腹を満たした後、松本さんと
ウィスキーに詳しい宮本さん（松本さんの友人）
の二人の指導でウィスキーの勉強会をしました、
ブッシュミルズ、ラフロイグ10年、グレンフィ
デック12年、カナディアン・クラブ、メーカー
ズ・マークとそれぞれ味、特徴、どの様につく
られて、どんな食べ物にあうか、どんな飲み方
がよいかなど説明していただきました。最後に
飲んだラフロイグ10年は、爽快なピート香、フ
ェノールやヨードを思わせる潮の香りと説明が
ありましたが、私的には臭くて飲めませんでし
たが通の人には癖になって好きだという人もい
ました。
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　会の最後には、松本さん夫婦によるギターと
ピアノの演奏でした。３曲も演奏していただき、
ウィスキーの勉強会と本当に松本さんにはお世
話になりました。
　セミナーに参加していただいた会員の皆様、
本当にありがとうございました。

参加者　�網師　阿部　池谷　下石　河崎　小坂�
佐藤　下田　谷口　西尾政行　野村�
福嶋　房安　富士原　松本正嗣�
三ツ國　山本章貴　山本隆　事務局

第１０回鳥取いなばライオンズカップ開催

辰 己 泰 彦児童・青少年奉仕委員長

　第１０回鳥取いなばライオンズカップ・ＦＭＬ
クリスマスフェスタ１６thが１２月３日（土）と４日
（日）の二日間の日程で会場を鳥取産業体育館・
船岡町トレーニングセンター・鳥取市立世紀小
学校にて開催されました。県内外から４０チーム
（男子１６チーム・女子２４チーム）総勢７００名の参
加となり、初日は各会場にて予選を行い二日目
の決勝トーナメントに名乗りを上げるべく熱戦
を繰り広げました。決勝トーナメントに進んだ
鳥取チームは男子は津ノ井、女子は美保と世紀
です。そして優勝はなんと男子が津ノ井、女子
が世紀と鳥取チームが栄冠に輝きました。鳥取

県では１１月までに主要な大会は終わっており殆
どのチームがこのライオンズカップが最後の大
会となる為、６年生の子ども達にとっては最後
のお思いでの試合となります。今回は実行委員
会からの発案で全チーム登録選手対象の“お楽
しみ抽選会”が行われ急遽、砂田さんがサンタ
に、下石会長、今川さん、田渕さんもトナカイ
等に扮し、当選者に商品を贈ることとなり、子
ども達の笑顔と歓声が見られとても良い大会と
なりました。

参加者　�壱岐　池田　池谷　伊吹　今川　下石�
小坂　佐藤　下田　砂田　砂場　住谷�
辰己　田中敏　田中宏　田渕　徳永�
長谷　西尾政　仁保　野村　林憲�
藤井　富士原　松本繁蔵　村山　安田�
山下教　山根秋　山本隆　綿口

� 以上31名
交流会参加者　�下石　加納　佐藤　下田　砂場�

辰己　徳永　藤井　山根秋雄
� 以上９名
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こども学園では胃腸炎が流行しており子どもの
参加が例年より少ないとの事でしたが、参加し
てくれた子どもたちはとても元気がよくとても
賑やかでした。城北高校、西中学校両校の相撲
部の方々もとてもパワフルで、元気の良い掛け
声と共にテンポよくお餅をつき上げていきます。

３つの釜土に最大で各４段のセイロを乗せても
ち米をドンドン蒸して行くのですが、蒸すのが
間に合わない程でした。つきあがったお餅は参
加した子どもたちやこども学園の先生やＬＣメ
ンバーのみんなで丸めていきます。途中でつま
み食いした、できたてのお餅の味は最高でした。
今年は雨天という事もあり、お餅は皆さん体育
館の中で召し上がりました。餅つき大会後は相
撲部員との交流会が行われ、とても楽しい１日
となりました。餅つき大会に参加されたＬＣメ
ンバーの皆様、お疲れ様でした。

参加者　�太田　下石　影山　加納　小坂　砂田�
住谷　辰己　田中敏明　田渕�
西尾政行　仁保　藤井　富士原　�
松本繁蔵　村山　安田　山口�
山根秋雄　山根康延　山本隆　綿口　�
渡邉哲次　佐藤� 以上２４名

鳥取こども学園もちつき

佐 藤 公 昭児童・青少年奉仕委員会

　12月11日（日）、鳥取こども学園餅つき大会が
開催されました。今年で第44回目となる餅つき
大会で、私が産まれる以前から続いている行事
ということでとても驚きました。当日はとても
寒く小雨が降る中での開会式でしたが、下石会
長の挨拶の時には少し晴れ間がさしてきて、気
持ちの良いスタートとなりました。今年も鳥取
城北高校相撲部１７名、鳥取西中相撲部６名、コ
ーチ先生５名の皆様に参加していただきました。
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クリスマス家族例会

中 原 敏 行計画委員長

　2016年の締めくくり「クリスマス家族例会」
を12月15日に開催しました。今年は新しい試み
でヴェルージュで開催。当日準備には委員会メ
ンバーをはじめ、会長・幹事ほかたくさんの協
力を頂きました。皆さんの手際の良さとフット
ワークの軽さが印象的でした。ありがとうござ
いました。
　第１部の例会時は空席が目立ち少々心配しま
したが、例会が終わる頃にはメンバーや家族の
みなさんが笑顔でご来場。第２部クリスマス家
族大会が始まる頃には席が埋まりひと安心。い
よいよ本番です。
　メンバーのお子さんやお孫さんによる愛らし
いキャンドルサービスにはじまり、（おそらく
初の試みの）ディナーショーさながらに階段か
ら登場する合唱メンバー。下田第一副会長の挨
拶で会は始まり、新会員の紹介、池田さんの乾
杯、お楽しみのお食事へ。例年とはひと味違う
華やかな雰囲気でしたが、皆さんいかがでした
でしょうか？
　その後「松本正嗣とクリスマススペシャルバ
ンド」のアトラクション。バンドメンバーが豪
華。通常料金お一人様5,000円のステージを堪
能させて頂きました。松本さんは楽器を持つと
やはり顔が変わりますね。カッコいい！その後
は、山下愛守華（あすか）さん講師によるバルー
ンアートで子どもたちが大集合！ステキなリー
スの完成となりました。続きまして各テーブル
の代表が集まってプレゼント抽選会で豪華フル
ーツプレゼント。そしてそして下石会長、下田
第一副会長、福嶋第二副会長の３サンタによる
サンタプレゼントで子どもたちのテンションは
最高潮！卓上花のオークションの後に、家族全
員で仲良く「また会う日まで」藤井前会長の
「ライオンズローア」。最後の締めは腰痛を押
してサンタをされた福嶋第二副会長の挨拶と、
内容盛りだくさんの会となりました。皆さんと
家族の笑顔がたくさんあったのが印象的でした。
　参加して頂いた皆さん、そして計画委員会の
皆さん。臨機応変はさすがプロ！総合司会綿口

さん。陰の段取り役徳永さん。高所作業を買っ
て出てくれた山根康延さん。駐車場整理を率先
してくれた福山さん、小坂さん。受付を頑張っ
てくれた永美さん、中井さん。キャンドルのエ
スコートして頂いた松本美恵子さん。プレゼン
トやバルーンの準備をして頂いた住谷さん。コ
マゴマ準備してくれた井口さん。皆さんありが
とうございました。

Merry X'mas
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結成５０周年を迎えるにあたって

仁 保 統 博

　私が鳥取いなばＬＣに入会させていただいた
のは１９８０年１０月で在籍３６年になります。結成１５
周年記念大会に向け会員数を増やし人手のかか
る大会の準備を始める時期でもありました。私
を含めて４名が入会しました。先輩会員から君
は大会要員として入会出来たんだと酒席でよく
肴にされたものです。当時は入会手続きが厳し
く２名の推薦者と会員委員会の事前の審査があ
り理事会で諮るまでに会員委員会の審査で推薦
を取り消される事がよくありました。ギリギリ
の線上でパスし入会、１年少しで１５周年記念大
会、当時は施設が少なく体育館の床にビニール
シートを敷き机や椅子など大会に必要な備品を

県・市・会員から借用し自前で搬入、大会が終
われば返却と大変な重労働でした。その頃はク
ラブで一番歳も若く体もよく動き先輩会員から
は使われ易く雑用ばかりでしたが嬉しく達成感
がありました。どの周年記念大会にも思い出が
ありますが、周年記念大会を迎える度に記念事
業を計画、如何にして地域社会に貢献出来るか
悩み楽しみながら実施して参りました。結成５０
周年にあたり地域社会の期待も大きく今回も社
会に応えられるような記念事業を下田哲也次期
会長・山下教幸実行委員長・会員皆様と考え、
先人が築いてこられた５０年の歴史を振り返るの
もいい機会の節目だと思います。

第28回６ライオンズクラブ
チャリティーボウリング大会に参加して

安 田 　 勤

　平成28年11月25日（金）鳥取スターボウルに於
いて各クラブの代表選手（48名が参加）が集い、
西尾ZCの挨拶でチャリティー金はEM活性液の
交流資金に充てる趣旨があり各クラブ事業推進
してくださいとのことで、我が鳥取いなばライ
オンズクラブも次年度も計画してください。

　12レーンに分かれ西尾ZCの始球式で始まり
ました。各レーン他のクラブ員とともに和気
藹々に和やかなうちに２ゲーム終わりました。
　恒例の反省会では来年はもっと練習して上位
を目指そうと目標が立てられました。乞うご期
待です。
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2016年12月ゴルフ同好会便り

　　　田中宏明選手
　　　　　　優勝おめでとうございます。

ＢＧ　田中敏明選手

優勝の弁
　12月18日（日）クラブ同好会の今年最終戦にて
優勝することができました。
　当日は12月にはめずらしい快晴で、同伴メン
バー（藤森さん、仁保さん、井上さん）にも恵ま
れ、楽しくゴルフができました。ありがとうご
ざいました。
　同好会の皆様、これからも頑張りますのでよ
ろしくお願いします。

2016 年 12 月 18 日　鳥取ＧＣ　砂丘コース

順位 名前 GROSS HDCP NET
１ 田中　宏明 106 36 70
２ 山下　俊介 121 50 71
３ 藤森　寛義 104 30 74
４ 加納　義信 90 14 76
５ 安田　　勤 110 34 76
６ 表　　淳史 106 26 80
７ 山本　孝夫 113 32 81
８ 山根　康延 116 35 81
９ 井上　法雄 123 40 83
10 谷口　博昭 109 26 83
11 砂田　典男 103 16 87
12 下石　明義 111 24 87
13 田淵　吉男 113 24 89
14 川田　善忠 105 16 89

BB15 田中　敏明 99 10 89
NR 仁保　統博 40 8 32

ベストグロス 田中　敏明
ニヤピン№２ 田中　宏明
　　〃　　№７ 加納　義信
　　〃　　№ 11 表　　淳史
　　〃　　№ 16 ―
ドラコン№５ 砂田　典男
　　〃　　№ 14 山根　康延
ドラタン№５ 田中　敏明
　　〃　　№ 14 田淵　吉男

12月第１例会（１日）
・�下石明義…皆様今年も１ヶ月となりました。
悔いのないよう締め括りましょう。
　�　本日委員会アワーで講演いただきました田
中俊幸様、貴重なお話をしていただきありが
とうございました。

・�安田勤…今日は私の出番が沢山ありましたの
で
　�１.�　委員会アワーでお忙しい中ゲストを迎え
講演をしていただきました。皆さん参考に
なったでしょうか。ありがとうございまし
た。
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　�２.�　11月25日のチャリティーボウリング大会
で当月賞をいただきました。

　�３.�　本日の某新聞に全国大会に出場した写真
が掲載されました。

　�４.�　今月の誕生記念品の贈呈に…、これは一
人でも沢山の例会出席促進ですから皆さん
協力お願いします。

・�砂田典男…本日行われました、平成28年度鳥
取市社会福祉大会において地区社会福祉協議
会会長と愛の訪問協力員として永年の地域活
動が認められ表彰されました。
・�指導力・会報委員会　野村、小坂、富士原、
池谷、房安、松本正嗣、三ッ国…先日の指導
力育成セミナーに、19名参加していただき、
大変楽しく無事に終わりました。委員会メン
バー全員の協力のもとライオンズについて、
ウィスキーについて勉強させてもらいました。
セミナーが成功に終わったことに委員会全員
でドネーションします。
・�福嶋徳男…当社グループ会社が、この度本年
度の新日本創出事業の圧倒的に存在感がある
新規事業実施企業として、最優秀賞『経済産
業大臣賞』ピンク華麗からはじまるピンクの
商品の数々が地方創生に貢献した典型的な中
小・ベンチャー企業として『地方創生賞』と
W受賞となり全国約3,500社余りのエントリ
ー企業から選ばれました事に、この商品のビ
ジネスモデルのブラッシュアップと、これか
ら起業をされる若い方達の目標となるように
これからも、一段一段階段を登るように、頑
張ってまいります。
・�網師速人…11月20日、旭国際湖山コースで、
初めて優勝する事が出来ました。ありがとう
ございます。
・�池谷…11月28日、次女の第３子（長女）が誕生
しました。これで孫６人となり、にぎやかく
なります。優しいおじいちゃんでありたいで
す。
・�渡邉哲次…12月14日、満84歳の誕生日を迎え
ます。長い人生でしたが、良き時、厳しい困
難な時代と、いろいろな変化を通って来まし
た。特に商売を続けるための戦、競争で生か
死の生存競争でした。終わり良ければすべて
良しで、今が一番幸せな時を送っております。
これもみなさんのおかげで感謝しております。
ありがとうございます。

　　今月の会報にのせていただきました。
・�中井健一…12月10日で76才になります。前向
きに頑張っていきたいと思います。
・�加納義信…12月７日で満77才になりました。
男性の平均寿命に近づいてきておりますが、
今後も元気に頑張りたいと思います。（特に
ゴルフはもっと上手になりたいです）
・�河崎…なかなか日程が合わなく欠席が続いて
しまい申し訳ございません。久々に出席いた
しましたら誕生日プレゼントを戴くという嬉
しいハプニング!!歳のことは言いたくありま
せんが、いつまでも若い気持ちで頑張りたい
と思います。ありがとうございました。
・�山口…誕生日のお祝いをいただきありがとう
ございます。13日で45歳になりました。最近
老眼が進んで目つきが悪くなったと言われま
す。気をつけます。

12月第２例会（15日）
・�下石明義…会長に就任してから皆様の御協力
のもと、半年経ちました。来年も引き続きよ
ろしくお願い致します。ありがとうございま
した。
　�　今日のクリスマス家族会が思い出に残るす
ばらしい会になりますように。
・�西尾吉兵衛…本年も終わりになりました。11
月１日付で日本医師会長より白寿の祝に純銀
三段重ねの盃を下賜されました。全国で53人
の一人です。たまたま入院中でありましたが、
嬉しいです。まだ正常の運動は出来ませんの
で、奉仕活動は出来ませんのでドネーション
で少しでも近づきたい思いです。ウィサーブ。
・�辰己…12月３・４日のライオンズカップミニ
バスケットボール大会、11日の鳥取こども学
園もちつきと、何とか無事に終える事が出来
ました。ご協力して頂いた方々、本当にあり
がとうございました。
・�砂場…東京ビッグサイトで開催された国内最
大の環境展エコプロ2016で、間伐材や端材で
作る木製家具組立ブロック組手什（くでじゅ
う）を使った熊本地震被災者支援活動が、ウ
ッドデザイン大賞ソーシャルデザイン部門で、
審査委員長賞を受賞させていただきました。
そして、最終日にあったシンポジウムでも、
パネリストのモーニング娘。６代目リーダー
の高橋愛さんから。印象に残った受賞作ベス
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★1２月１日　第1167回例会
　12：20～　ワシントン
　（純出席率71.1％　Ｍ後率85.０%）
　※ＬＣＩＦ会員２０＄献金アワード伝達
＜幹事報告＞
・第63回地区年次大会代議員について
　池田　下石　藤井　下田　福嶋　西尾政
　山根秋　山本隆　以上８名
・�６ＬＣ親善チャリティーボウリング大会�
結果報告
　日時　11月25日（金）18：30～
　場所　スターボウル
　団体　優勝中央　２位久松　５位いなば
　個人　11位（当月賞）安田　13位下石
　　　　　20位（飛び賞）加納
＜委員会報告＞
・�財務・会則…岡山西ＬＣ認証45周年記念式典
祝宴開催の案内
　日時　2017年３月19日（日）11：00～15：00
　場所　岡山ロイヤルホテル
　登録料　12,000円
　要請人数　２名
　締切日　12月31日
・�指導力・会報…指導力育成セミナー開催
　日時　2016年11月29日（火）18：30～
　場所　アフターアワーズ
　参加者　19名
・計画…クリスマス家族会について
　日時　2016年12月15日（木）
　　　　例会　　18：00～18：20
　　　　家族大会18：30～20：30
　会場　ヴェルージュ

・新年祝賀例会（１月第一例会）について
　日時　2017年１月12日（木）
　　　　例会　　18：00～18：30
　　　　祝賀会　18：30～20：00
　会場　鳥取ワシントンホテル
　登録料　2,000円　
・�環境保全…ＡＥＤマップ設置並びに鳥取市民
健康ひろばにてＡＥＤ説明会開催
　◆AEDマップ設置
　　日時　11月25日（金）9：30
　　場所　�①さざんか会館１Ｆ②バードハット

大丸側と中谷カバン店前
　　参加者　７名　�伊吹　下石　影山　�

田中敏明　林由紀子　藤井�
山本隆

　◆鳥取市民健康ひろばＡＥＤ説明会開催
　　日時　11月26日（土）10：30～
　　場所　さざんか会館２Ｆロビー
　　参加者　６名　�下石　影山　田中敏明�

林由紀子　藤井　山根秋雄
・地域社会奉仕…第１回街頭献血活動結果報告
　日時　11月3日（祝）
　場所　イオン鳥取北店
　受付者数　52名
　献血者数　44名
・�鳥取県視覚障害者福祉協会東部支部新年祝賀
会参加について
　日時　2017年１月８日（日）12：00～14：00
　場所　対翠閣
★1２月８日　理事会
　18：30～丸茂
　理事１４名　委員長３名出席

ト４にも選んでいただきました。高橋愛さん
がとてもかわゆかったのでドネーションさせ
ていただきます。
・�田渕吉男…12月11日（日）こども学園餅つきで
日本海ケーブルテレビで餅を食べているとこ
ろがアップで放映されましたのでドネーショ
ンします。
・�下田哲也…先月の11月21日に長男に子どもが

産まれました。とっても、おじいちゃまに似
て色白で髪の毛もフサフサな女の子です。今
日はお祝いをありがとうございます。
・�山下教幸…第一例会でテールツイスターの象
徴のタスキを付けずにツイスタータイムを行
ってしまいました。反省をこめてドネーショ
ンさせて頂きます。
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★1２月15日　第1168回クリスマス例会
　18：00～　ヴェルージュ
　（純出席率72.7％）
＜幹事報告＞
・郡山開成ＬＣより曲がりネギ送付について
・�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
・�キャビネット及び�
事務局年末年始休みについて
　2016年12月29日（木）～2017年１月４日（水）
＜委員会報告＞
・財務・会則…第63回地区年次大会参加者
　★代議員　�池田　下石　藤井　下田　福嶋　

西尾政　山根秋　山本隆� ８名
　★一般　�井上　表　影山　加納　小坂　砂田　

住谷　田中敏　田中宏　野村　林憲　
富士原　松本繁　村山　安田　�
山下教　山本章� 17名

　★ゴルフ参加　�表　下石　加納　下田　砂田�
田中敏　福嶋　安田　山下教　
山本章　山本隆� 11名

・336複合地区第63回年次大会開催について
　日時　2017年５月14日（日）
　　　　代議員分科会 9：00～9:45
　　　　代議員総会　10：00～11：00
　　　　大会式典　　11：15～12：45
　場所　呉市総合体育館オークアリーナ

・336複合地区第63回年次大会開催について
　日時　2017年５月13日（土）8：30スタート
　場所　郷原カントリークラブ
　登録料　5,000円
・�児童・青少年奉仕…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
　日時　2016年12月３日（土）４日（日）
　場所　�鳥取産業体育館、船岡トレセン、�

世紀小
　参加者　小学生　男女合計40チーム　Ｌ31名
・参加チームとの交流懇親会開催について
　日時　2016年12月３日（土）18：30～
　場所　鳥取ワシントンホテル
　参加者　９名
　男子優勝　中部ミニバスケットボールクラブ
　女子優勝　東郷ミニバスケットスポーツ少年
・鳥取こども学園もちつき開催について
　日時　12月11日（日）
　　　　集合　8：30
　　　　開始　9：00～
　場所　鳥取こども学園
　参加者　鳥取城北高校相撲部16名
　　　　　鳥取市立西中学校相撲部７名
　　　　　コーチ先生５名
　　　　　Ｌ24名
・�地域社会奉仕…第５回森林公園とっとり出合
いの森ウォーキング大会屋台村募集について
（１月24日締切）
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議題
①複合地区第63回年次大会代議員� 承認
②新年祝賀例会について
　�　計画委員長より、席は、くじ引きで決める
こととするが、その他は、例年どおりで、年
男にはお札を渡し、アトラクションは、委員
会対抗カラオケ大会をする。� 承認
③委員会アワーについて� 承認
④第63回地区年次大会参加について
　�　今年の大会は、会場が岡山中心部で、駐車
場の便が悪く、バスの停車についても、明示
してなかったが、今年も同じ会場なので、例
年どおりバスで行くのか検討した結果、年次
大会委員長から停車場を明示するという連絡
もあり、例年どおりとする。

◎１月誕 生 祝…�２日中谷�
５日村山�
８日生田�
13日壱岐�
15日今川　木下修�
22日花房�
26日安岡

マンスリーレポート集計表（11 月）

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 4 131,480 1 3 40 42 0 0 42 2 0 0 88

鳥 取 中 央 3 45,000 1 6 48 47 0 0 47 13 9 10 83

鳥取いなば 6 223,780 3 68 101 101 0 4 97 18 11 11 81

鳥 取 久 松 2 74,000 1 8 32 32 0 2 30 4 4 4 98

鳥 取 千 代 0 0 0 0 16 16 1 1 16 2 0 0 69

鳥 取 砂 丘 4 144,000 2 326 40 42 0 0 42 3 0 0 80

◎１月結婚記念日…�５日太田達�
７日田中宏�
13日谷尾�
14日中谷�
15日木下修　砂場�
20日山本隆�
22日安岡�
23日松本美�
26日仁保

◎同好会だより
・１月のゴルフは、お休みです。

⑤家族会員制度について
　�　11月に４名退会があり、あと11名について
は、継続してもよいということから、制度の
改正について討議した結果、2016年12月をも
って、パイロットプログラムが終了にともな
い、同居でない親族、４親等が、家族会員の
範疇からはずれることになるので、現行の家
族制度内規のとおり、残り11名も退会とする。
尚、自動的に退会となるため、退会届は不要
とする。

【7R】

理事会だより−（12月）事務局だより



表紙写真説明
クリスマス家族例会。女性会員、役員による恒例の「きよしこの夜」斉唱。

1 月 行 事 予 定
○ライオンズ創立者報恩の月
○ライオンズ情報月間・ＬＣＩＦ週間

○世界平和デー（24日）
○

１ 日 元旦 17 火 上半期会計監査会�（鳥取中央LC例会）
２ 月 18 水
３ 火 19 木 理事会
４ 水 20 金
５ 木 　 21 土
６ 金 22 日 LC創立百周年記念336B地区一斉アクティビティ

７ 土 23 月
８ 日 24 火 � （鳥取LC例会）
９ 月 成人の日 25 水 � （鳥取砂丘LC例会）
10 火 � （鳥取LC鳥取中央LC新年祝賀会） 26 木 第1168回例会� （鳥取久松LC例会）
11 水 � （鳥取砂丘LC新年祝賀例会） 27 金 LC創立百周年記念336B地区チャリティゴルフコンペ

� （鳥取千代LC例会）

12 木 第1167回新年祝賀例会
� （鳥取久松LC新年祝賀例会） 28 土

13 金 � （鳥取千代LC新年祝賀例会） 29 日
14 土 30 月
15 日 31 火
16 月

　新年明けましておめでとうございます。本年も相変
わりませず宜しく御願いします。毎年かわす新年の挨
拶ですが、歳を重ねる度に心の中に色んな思いが交錯
するのは私だけですかね。平成28年２月に「いなばラ
イオンズ」に参加させて頂きようやく１年が経とうと
してます。昨年12月に行われた『クリスマス家族会
2016年』に初めて出席させて頂き、感じた事がありま
す。最近は核家族化で、中々他の家族の方たちとの交
流は出来難い…と思ってました。パーティー会場でお
子さん・お孫さん達がイベントに一喜一憂し、また皆
さんも一緒に楽しんでいらっしゃるのを拝見し何か
ホッとした思いでした。ライオンズの『和』の心の原
点はこれですね。
　今年は指導力・会報委員会の一員として微力ながら
頑張っていこうと思ってます。ご指導・ご鞭撻宜しく
御願いします。

指導力・会報委員会　　松本　正嗣

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


