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退任のご挨拶

幹事を終えて

下 田 哲 也

山 本 章 貴

会長

幹事

　ようやくこの日を迎えることができました。や
はり、ほっとします。
　2017−2018に鳥取いなばライオンズクラブ第50
代会長を務めさせていただきました。
　そして、50周年という節目の大役の年を一年鮮
やかな印象をもって思い起こします。各委員会の
報告を聞かせていただきながら、その素晴らしい
発想・活動ぶりに感激し、皆さんの力でこの１年
を送ることが出来たのだとしみじみ感じ、感謝の
気持ちでいっぱいです。
　まことに心許ない会長で世の中のことにまった
く疎い私に、皆さんからいろいろと教えていただ
き、助けていただき、また貴重な時間を頂戴し、
いろいろな知恵、アイディアを出していただき、
力をいただきました。まさに勉強させていただい
た１年でした。感謝申し上げます。
　沢山の感謝の気持ちを込めて１年を振り返りま
すと、真っ先に浮かぶのがやはり、クラブ結成50
周年記念の式典、祝賀会及び麒麟獅子舞石像の
設置です。山下実行委員長、を始め各部会の部
長をはじめ多くの皆さんに準備をしていただき、
本年度全会員の皆さまで立派に実施できました

　50周年という大変大きな節目に幹事をとの打
診をうけ、無責任ですが幹事の職責がどのような
役目をしていくのかも分からないままお受けしま
した。
　といいますのも経験豊かな先輩会員の皆様に
温かく教えて頂きながら、立派にできないながら
にも、そんな皆様と協力しながら会長をサポート
し、この一年を進めていけるのではとの、安心感

こと、まさに節目の年になりました。ありがとう
ございました。
　周年の記念事業としまして、ミニバスケットボ
ール大会、鳥取こども学園もちつき大会、鳥取城
北高校OBが主催されています少年相撲城北大会
に共催、鳥取いのちの電話へ協力金、鳥取こども
学園、鳥取城北高校相撲部、鳥取県視覚障害者
福祉協会東部支部へ寄付及び支援。森林浴ウォ
ーキング大会、また、MJF1000＄献金に９名のご
協力を頂きました。
　第64回地区年次大会でのゴルフコンペでは団
体総合優勝という素晴らしい結果も正に周年に
ふさわしい賞も頂きました。
　やはりこうして振り返ってみれば、すべて会員
の皆さんの力で達成されたものばかりです。おか
げさまで、人の情け、思いやりをたくさん感じま
した。言い尽くせませんが、皆さんへの心からの
敬意と感謝の気持ちを申し上げ、退任の挨拶と
させていただきます。
　１年間、本当にお世話になりました。ありがと
うございました。

があったからなのだと思います。
　この一年を通して様々なアクティビティ・周年
事業に参加し、また50周年記念式典も無事に務
め貴重な経験をたくさんさせて頂きました。
　終わるころになり振り返ってみますと、もっと
積極的に取り組めば良かったと思うことばかりで
す。頼りない幹事ではありましたが、一年間大変
お世話になりありがとうございました。



− 3 −

結成50周年記念事業で麒麟獅子舞の石像完成！
4月26日に除幕式を開催

林　 由 紀 子実行委員会記念事業部会

　結成50周年を記念するメイン事業として、麒
麟獅子舞の石像を鳥取駅北口風紋広場横に４月
に建立し、鳥取市に寄贈しました。
　麒麟獅子舞は、因幡・但馬地方に伝承されて
いる重要な民俗文化財であり、鳥取市では、霊
獣麒麟が息づくこの地域を「麒麟のまち」圏域
と呼称され、魅力ある圏域づくりに取り組んで
おられます。
　４月26日（木）に記念石像前で完成除幕式を
開催しました。当日は天候に恵まれ、深澤鳥取
市長様をはじめ記念石像の設置にご協力くださ
いました方々がご臨席くださいました。
　ご来賓と下田会長、山下実行委員長、池田副
実行委員長により、除幕の祝い綱を曳いていた
だき、麒麟獅子舞の石像の姿が現れると、参加
者全員が拍手で祝いました。
　深澤市長様のご祝辞や、因幡麒麟獅子舞の会
による獅子舞の披露も行われ、厳かな中にも和
やかな除幕式が無事終了しました。
　この記念石像が、まちのシンボルとして広く
親しまれ、麒麟獅子舞に関心を持っていただく
とともに、観光やまちづくりの一助になること
を期待しています。
　除幕式に参加された皆様、色々お世話くださ
った皆様、本当にありがとうございました。
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鳥取いなばライオンズクラブ結成
50周年記念式典

山 下 教 幸結成50周年記念大会実行委員長

　平成30年５月19日（土）鳥取いなばライオン
ズクラブ結成50周年記念式典ならびに記念祝賀
会が盛大に執り行われました、まず式典が17時
より鳥取市長をはじめ50周年記念事業にかかわ
って頂いた関係者の皆さん、ライオンズ関係で
は元国際理事の名越氏、地区ガバナー太田氏又
随行者役員に１Ｚ、２Ｚのブラザークラブの皆
さん遠く郡山市から姉妹クラブ郡山開成ライオ
ンズクラブの皆さんにご参加頂いて総勢160名
の式典となりました、下田会長の開会ゴングか
ら始まり記念事業の報告など粛々と進められま
したが、今回はもう一つお目出度い事がありチ
ャーターメンバーの西尾吉兵衛氏の百寿のお祝
いも行われ、無事に式典は終わりました。
　その後祝賀会へと移り、今回のメイン事業で
もありました因幡の麒麟獅子舞を披露して頂き
スタートいたしました、歓談の最中はメンバー
の松本さんグループのジャズ演奏を聴きながら
ゆっくりと時間が過ぎるのを感じました、そし
て最後のアトラクション世界一の空手家宇佐美
里香さんの演舞により一気に会場が締まったよ
うに感じました、そんな中閉演時間になり２Z
のZＣ松井さんによるライオンズローアで閉演
となりました。
　今回の50周年の準備に１年以上の時間を要し
ましたが実行委員会の皆さん大変お疲れ様でし
た、またご協力いただいた皆さん大変ありがと
うございましたお蔭様で無事終えることが出来
ました。

西尾吉兵衛氏百歳記念品贈呈の前に

記念式典
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郡山開成LC歓迎会

祝　宴

記念式典

郡山開成LCとの三朝観光
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第６回森林公園とっとり出合いの森
「いなばの森」森林浴ウォーキング大会参加して

菖　蒲　直　樹地域社会奉仕委員

　結成50年記念事業の一つである、森林浴ウォ
ーキング大会が３月25日（日）に「とっとり出合
いの森」にて開催されました。
　例年に比べ、肌寒い日々でしたが、前日の準備
においても、沢山のクラブ会員皆様の御協力もあ
り、天に願いが通じたのか、当日は好天となり絶
好のウォーキング日和となりました。
　336名の多くの参加者の方々が、初心者コース
とトレッキングコースに分かれ、楽しく汗をかき
ながら自然を楽しんでいました。

　私もトレッキングコースを歩きましたが、出発
前のストレッチ運動で既に疲れてしまい、日頃の
運動不足のせいあり、何とか無事生還できた感
じでのゴールとなりました。
　屋台村も大盛況となり、全て終わってみれば、
清々しい汗、参加者、主催者皆さんの笑顔と、ウ
ォーキングを通じ本当に楽しい一日となりました。
　来年も必ず参加（初心者コース）しようと思っ
ています。ご参加の皆様、大変お疲れ様でした。

「第二回街頭献血活動」イオンモール鳥取北店にて
ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。
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第64回地区年次大会参加

藤　井　三　郎

　４月22日（日）太田健一地区ガバナーの地元で
ある岡山県総社市の総社市民会館で、ライオンズ
クラブ国際336Ｂ地区年次大会が開催されました。
　岡山・鳥取両県にまたがり100近いライオンズ
クラブの参加で市民会館は満席でした。鳥取い
なばライオンズクラブは、下田会長、山本幹事を
はじめ30名近くで参加しました。バス、ゴルフ組
との会場での合流をしたのですが、席の確保が
うまくいかず人が溢れて外で待機するというハプ
ニングもありました。
　ライオンズクラブは100周年という偉大な歴史
を刻みました。これからもメンバー一人ひとりの
力の結集で、社会奉仕に貢献していってほしい
という思いが伝えられました。
　「未来に繋ぐ美しき心と地域」やさしい気持
ちの感じられる地区アクティビティスローガン

でした。
　岡山県知事、地元市長の挨拶があり、鳥取県
の出席者は大いに歓迎していただきました。次期
井上浩一ガバナーエレクトへガバナーキーが伝
達され、65回次期大会は岡山県玉野市で開催さ
れることが映像に映し出され閉会しました。
　恒例のエクスカーションは備中国分寺五重塔
を散策しました。吉備路の田園風景には、古代の
ロマンがあふれていました。
　中国道をドライブしながら予定通り鳥取に到
着しました。
　参加された方々、お疲れ様でした。
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新会員紹介
■㈱バードワークス　代表取締役
■鳥取市湖山町北二丁目 522 番地２ 
　セコム山陰ＩＴラボラトリー
　☎ 30 − 4791　
■自宅　鳥取市賀露町西三丁目 26 − 19 
　携帯 090 − 7893 − 6123
　■ E-mail taguri@birdworks.co.jp
■血液型／Ａ型
■趣味／スキー
■推薦者／井上法雄
■所属委員会／指導力・会報委員会

田
た

 栗
ぐり

  智
とも

 幸
ゆき

Ｓ４５．７．２４生

　鳥取いなばライオンズのみなさま、３月より
新会員として入会させて頂きます、田栗智幸
（たぐりともゆき）と申します。
　普段は株式会社バードワークスにて代表取締
役として仕事をさせて頂いています。
　私の会社はコンピューターのソフトウェア開
発をしているIT企業になります、そのIT関係
の会社が参加している情報産業協会での活動を
通じてウィルの井上社長のご紹介を頂いて、ラ
イオンズクラブへ入会させていただくこととな
りました、よろしくお願いいたします。

　会社の代表となってから４年程度と未だ間も
ないですが、自分の生活範囲だけで世の中を捉
えていたサラリーマン時代と比べ、今は地域社
会があって会社も私自身も、また社員たちも成
り立っているのだと言うことに気付く場面が
多々あり、その中で社会への貢献がとても大切
だということを日々感じています。
　鳥取いなばライオンズでは大変、積極的に活
動をされていると伺い、みなさんと一緒に活動
させて頂けたらと思いますので、これからよろ
しくお願いいたします。

６LC合同　青少年の健全育成と
薬物乱用防止の啓発パレード

　４月15日日曜日、青少年の健全育成と薬物乱用防止を呼びかけようと、啓発パレードを行い、鳥取市
の商店街を練り歩きました。

2018年4月16日（月）日本海新聞
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■㈲吉田自動車　代表取締役
■鳥取市国府町広西 275 − 2 
　☎ 29 − 0581　Fax 29 − 0593
■自宅／鳥取市国府町玉鉾 87 − 22 
　☎ 29 − 6500
■血液型／ AB 型
■趣味／ゴルフ・スノーボード
■推薦者／山本章貴
■所属委員会／児童・青少年奉仕委員会

■ＭＳ山陰株式会社　代表取締役
■鳥取市扇町３番地　東栄ビル２Ｆ 
　☎ 29 − 5855　Fax 29 − 5866
■自宅／鳥取市永楽温泉町 555 − 4 − 1005 号 
　☎ 51 − 0980
■血液型／ O 型
■趣味／映画鑑賞等
■推薦者／三ツ國全代　
■所属委員会／児童・青少年奉仕委員会

霜
しも

田
だ

 喜
き

三
さぶ

郎
ろう

滝
たき

 本
もと

  　 晋
すすむ

Ｓ４９．９．３生

Ｓ４６．４．１４生

　鳥取いなばライオンズクラブの皆様、３月よ
り新会員として入会させていただきました、霜
田喜三郎と申します。鳥取市国府町に中国陸運
局認証工場有限会社吉田自動車を経営しており
ます。
　車両販売、車両点検整備、鈑金塗装、ディー
ラー協力工場、損害保険会社の自己修理指定工
場として営業しております。
　この度、鳥取いなばライオンズクラブに声を
かけていただき、入会することとなり、とても

　鳥取いなばライオンズクラブの皆さま、はじ
めまして。４月より新会員として入会させて頂
きますＭＳ山陰株式会社　代表取締役　滝本晋　
と申します。誇り高き鳥取いなばライオンズク
ラブに入会が叶ったこと、大変嬉しく光栄に存
じ上げます。私共ＭＳ山陰は2017年２月１日に
開業し当年でまる一年が経ったばかりの新設企
業でございます。業種は保険業、私は弊社の代
表を務める前は保険会社三井住友海上の社員と
して23年間勤務しており、出向という形でＭＳ
山陰代表としてこの鳥取の地に配属になってお
ります。経営者になるのは初めての経験であり、

光栄に思っております。
　これまで社会貢献に携わる機会があまりあり
ませんでしたが、これからいろいろなことを学
びたいと思います。初めての経験でわからない
こともたくさんありますが、皆様と一緒に活動
し成長していきたいと思います。どうぞよろし
くお願い致します。

鳥取いなばライオンズクラブに所属し、経営者
の先輩方にご指導を頂きながら成長したいとの
思いで入会を決意いたしました。また、弊社の
行動指針は『弛まない社員教育と自己研鑽によ
り、個人の成長を企業の成長に繋げる』として
おり、リーダーである私自ら学ぶ姿勢を管下社
員にしっかりと見せ、企業を成長させていく先
頭に立ちたいとの強い思いもあります。皆さま
とより深くお付き合いをさせて頂き、自身の成
長に努めたいと考えております。ご指導の程、
よろしくお願いいたします。
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2018年3月ゴルフ同好会便り

　　　藤森寛義選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　田中敏明選手

優勝の弁
　３月18日、鳥取ＧＣゴルフコースで、当クラ
ブゴルフコンペが、参加者17名で開催されまし
た。優勝の栄を戴きました。感無量です。
　小生、ゴルフ用具を手にするのは今年初めて
です。事前の予習も練習もせずのぶっつけ本番。
終わってみれば我ながら唖然、驚愕、優勝の女
神も味な悪戯をするものですね。下手でも続け
ていればいつかは報われるものです。
　毎回コンペに参加するたびに、今日こそ優勝
を強く目指して奮闘。されど空しいものでした。
　当クラブ同好会の厚情を頂いての成果です。
ありがとうございました。精進いたします。

新ハンディキャップ 霜田喜三郎選手　32
2018年4月度月例杯開催は
4月30日(月・祝)　鳥取GC砂丘コース
西尾吉兵衛先生100歳を記念して祝賀コンペを
同時開催。

2018 年 3 月 18 日　鳥取 G Ｃ　砂丘コース

ベストグロス 田中　敏明

ニヤピン№ 2 藤森　寛義

　　〃　　№ 7 仁保　統博

　　〃　　№ 11 霜田喜三郎

　　〃　　№ 16 今川　　登

ドラコン№ 6 長谷　孝治

　　〃　　№ 15 山下　教幸

　　〃　　№ 6 田中　宏明

　　〃　　№ 15 川田　善忠

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 藤森　寛義 105 38 67

２ 田中　宏明 104 36 68

３ 今川　　登 102 33 69

４ 仁保　統博 79 8 71

５ 網師　速人 95 24 71

６ 安田　　勤 112 40 72

７ 小西　　賢 94 22 72

８ 長谷　孝治 127 55 72

９ 川田　善忠 96 22 74

10 前田　　正 108 34 74

11 井上　法雄 122 48 74

12 霜田喜三郎 104 30 74

13 田渕　吉男 102 24 78

14 加納　義信 94 15 79
15 田中　敏明 92 10 82
16 山本　孝夫 102 17 85

17 山下　教幸 94 8 86
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2018年4月ゴルフ同好会便り  西尾吉兵衛先生100歳記念ゴルフ競技会

　　　井上法雄選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　山本章貴選手

優勝の弁
ありがとうございます（＾＾）Ｖ
ゴルフ優勝させていただきました

新ハンディキャップ 井上法雄選手　31
2018年5月度月例杯開催は5月13日（日）白兎コース
6LCチャリティーゴルフ競技会と合同開催。

2018 年 4 月 30 日　鳥取 G Ｃ　砂丘コース

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 井上　法雄 111 48 63

２ 仁保　統博 74 8 66

３ 壱岐　昇一 108 40 68

４ 安田　　勤 109 40 79

５ 前田　　正 103 34 69

６ 長谷　孝治 124 55 69

７ 下石　明義 100 30 70

８ 木下　修司 76 6 70

９ 山本　章貴 90 20 70

10 田渕　吉男 95 24 71

11 住谷きよみ 97 26 71

12 富士原貴恵子 131 60 71

13 松村　　明 91 19 72

14 藤森　寛義 100 26 74
15 加納　義信 89 15 74
16 下田　哲也 110 36 74
17 山本　孝夫 96 17 79
18 池谷　勇治 100 19 81
19 小坂　宏治 107 26 81
20 山下　教幸 89 8 81
21 田中　敏明 93 10 85
22 佐藤　公昭 111 26 85

ベストグロス 山本　章貴
ニヤピン№ 2 加納　義信
　　〃　　№ 7 佐藤　公昭
　　〃　　№ 11 霜田喜三郎
　　〃　　№ 16 木下　修司　
ドラコン№ 8 富士原貴恵子
　　〃　　№ 17 藤森　寛義
　　〃　　№ 8 山本　孝夫
　　〃　　№ 15 井上　法雄
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2018年5月ゴルフ同好会便り

　　　安田　勤選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　砂田典男選手

優勝の弁
70歳到達までに優勝（15日残し）
　５月 13 日旭国際白兎コースにおいて、7R-1Z.
６LC 親善チャリティーゴルフ大会とあわせて、
いなばライオンズクラブの月例会も 18 名の参
加者で開催されました。当日はあいにく朝から
の雨で開催も危ぶまれていましたが、前半ハー
フの競技になりました。
　山本幹事、菖蒲さんと３人でまわりました。
お二人は私の子どもと同世代。まるで親子での
競技でした。おりしも５月28日で60歳代最後の
月にハンディに恵まれて優勝させていただきま
した。これからも、ゴルフ・ソフトボールと体
が動く限り頑張ります。よろしく遊んでやって
ください。

嵐雨天の為9ホールズで競技終了、スコア―は
各自のHDCP50％でNET集計

2018 年 5 月 13 日　旭国際 G Ｃ　白兎コース

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 安田　　勤 54 20 34

２ 下田　哲也 54 18 36

３ 田渕　吉男 51 12 39

４ 田中　宏明 58 18 40

５ 砂田　典男 46 4 42

６ 山下　教幸 46 4 42

７ 池谷　勇治 52 10 42

８ 佐藤　公昭 55 13 42

９ 表　　淳史 55 12 43

10 網師　速人 57 12 45

11 山本　章貴 57 10 45

12 菖蒲　直樹 63 25 46

13 加納　義信 56 8 48

14 山本　敏和 52 13 49

15 藤森　寛義 63 13 50

16 山本　孝夫 59 9 50

17 長谷　孝治 78 28 50

18 小坂　宏治 68 13 55
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　平成30年５月13日開催の7R-1Z 6LC親善チャ
リティーゴルフ大会にて優勝しました♪
　当日は朝から大雨の為に競技がハーフラウン
ドとなりました。
　スタートホールから雨の為に打ち急ぎダブル
ボギーの連続でしたが12、13のロングとミドル
ホールをパーで上がり16ショートホールも何と
かパーで上がる事が出来ました。
　内心この３ホールがハンデホールから抜けて
いれば良いなと思いながら表彰式に向かいまし
た。表彰式では、なかなか名前が呼ばれません。
　ひょっとしたらと思いながら待って居たら最
後の最後に名前を呼ばれました♪
　優勝です。優勝者のためオリンピックも握り
もお返ししました！
　同伴競技者の加納さん、池谷さんありがとう
ございました♪

2018 年 5 月 13 日　旭国際 G Ｃ　白兎コース

順位 名前 GROSSE HDCP NET
優勝 砂田　典男 46 12.0 34.0
準優勝 佐藤　浩尉 54 18.0 36.0
３ 藤井喜代子 48 12.0 36.0
４ 上山　隆寿 54 18.0 36.0
５ 江原　　忍 41 4.8 36.2
６ 光浪　房夫 43 6.0 37.0
７ 谷浦　浩次 48 10.8 37.2
８ 山本　好久 47 9.6 37.4
９ 池谷　勇治 52 14.4 37.6
10 荒川　彰夫 45 7.2 37.8
11 加納　義信 56 18.0 38.0
12 小林　秀良 50 12.0 38.0
13 吉谷　典雄 48 9.6 38.4
14 西尾　慎一 41 2.4 38.6
15 山下　教幸 46 7.2 38.8
16 山田　俊一 57 18.0 39.0
17 松島　浩之 49 9.6 39.4
18 蓮佛　　進 49 9.6 39.4
19 佐藤　公昭 55 15.6 39.4
20 安田　　勤 54 14.4 39.6
21 下田　哲也 54 14.4 39.6
22 田中　宏明 58 18.0 40.0
23 山本　敏和 52 12.0 40.0
24 網師　速人 57 16.8 40.2
25 聲高　昌可 55 14.4 40.6
26 山本　孝夫 59 18.0 41.0
27 田渕　吉男 51 9.6 41.4
28 表　　淳史 55 13.2 41.8
29 広岩　勝彦 54 12.0 42.0
30 山本　章貴 57 14.4 42.6
31 中井　　誠 56 13.2 42.8
32 福田　正美 61 18.0 43.0
33 藤森　寛義 63 18.0 45.0
34 今田　慶太 63 18.0 45.0
35 中山　康正 64 18.0 46.0
36 村山　洋一 65 18.0 47.0
37 小池　良香 66 18.0 48.0
38 山田　大介 66 18.0 48.0
39 小坂　宏治 68 18.0 50.0
40 野藤　晃寿 68 18.0 50.0
41 菖浦　直樹 71 18.0 53.0
42 長谷　孝治 78 18.0 60.0

７R-1Z ６LC親善
チャリティーゴルフ大会に優勝

砂 田 典 男
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３月第１例会（３月１日）
・ 笹尾茂美　菖蒲直樹　赤坂龍彦　奥田卓志　

…地域社会奉仕委員会のみなさま２月から
当委員会に所属させていただきありがとう
ございます。みなさまよろしくお願い致し
ます。

・ 児童・青少年委員会　代表　池谷勇治…新
しい仲間が増えました。ますます活性化し
ます。

・ 谷口博昭…先ほど鳥取工業高校の卒業式に
出席して、ＰＴＡ会長としての祝辞を800人
の前でしゃべってきました。なんとか間違
いもなく終わり安心しています。とても緊
張しました。４月の入学式に備えてまた頑
張ります。

・ 池谷勇治…鳥取城北高校相撲部祝勝会に参
加しました。にぎやかな楽しい会に参加し、
相撲部の強さを知りました。ありがとうご
ざいます。

・ 小西賢…本日息子が無事高校を卒業するこ
とができました。この春からは大阪に戻り
大学に進学します。やっと主夫から解放さ
れます。

・ 地域社会奉仕委員会一同…笹尾さん、奥田
さん、赤坂さん、菖蒲さん、４名の仲間が
増えて大変嬉しく思います。

・ 山本章貴…霜田さんの入会を祝いドネーシ
ョンします。皆様よろしくお願い致します。

・ 井上法雄・山根秋雄…霜田様入会おめでと
うございます。100名まであと11名。よろし
くお願い致します。

・ 山本敏和…ライオンズ・コンペみごと優勝
しました。

・ 砂田典男…誕生日祝ありがとうございます。
・ 住谷きよみ…三男のところに１月24日長男

が生まれました。また孫が１人増えました。
・ 三ツ國全代…３月11日（日）４回目の鳥取

マラソンに出場します。ゼッケン5275、見
かけられましたら応援よろしくお願い致し
ます。

・ 下田哲也…新会員の霜田さんのご入会心よ
り歓迎いたします。
本日付株式譲渡により倉吉で２店舗運営を
しております有限会社武本薬局の代表取締
役に就任いたしました。６月が決算ですの

で、７月よりこやま薬局に移管してアイ･プ
ラス薬局宮川店、アイ・プラス薬局あげい
店で運営していきます。　

・ 山本孝夫…２月18日（日）にとりぎん文化
会館で税理士会の無料相談が行われました。
今年当番で出席し、無料相談しているとこ
ろがテレビで取り上げられましたので、ド
ネーションします。

３月第２例会（３月15日）
・ 会員委員会　井上法雄　山根秋雄　砂田　
典男…新会員田栗さんのご入会をお祝いし
ます。早くクラブにとけこんでください。

・ ＺＣ島田政徳…４月15日パレード講演会よ
ろしくお願いします。

・ 下田哲也…田栗さんのご入会心より歓迎い
たします。ご活躍を期待しております。

・ 渡邊哲次…孫が国立大学に合格しましたの
で。

・�三ツ國全代…３月11日、鳥取マラソンを４
時間48分19秒で完走しました。応援してく
ださった皆様、ありがとうございました。
思っていたよりがんばれたので、あと10年
はいける！と思っています。

・ 安田勤…委員会メンバーの三ツ國さんの鳥
取マラソンの走る姿に感動し、私も勇気を
もらいましたことに。次回は、東京青梅マ
ラソンに出場のようです。がんばってくだ
さい。

・ 富士原貴恵子…第２回街頭献血活動に25名
の会員野方が参加いただき、ありがとうご
ざいました。

・ 仁保統博…会員皆様のご健勝を祈願してド
ネーションします。

４月第１例会（４月５日）
・ 藤森寛義…３月18日、鳥取砂丘ＧＣコース

で同好会ゴルフコンペが参加者17名で行わ
れました。優勝の栄誉を戴きました。今年、
用具を手にするのも、ゴルフも初めて。練
習もせず、ぶっつけ本番。結果優勝に我な
がら唖然、驚愕、優勝の女神も味な悪戯を
するものです。下手でもいつかは続けてい
れば報われるものです。クラブ同好会の厚
情を頂いてのものです。ありがとうござい
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ました。精進いたします。
・�阿部一郎…出合いの森ウォーキング大会で

皆様のおかげで牛寿し120個完売。ありがと
うございました。

・�河崎妙子…本日、日本海新聞にミュゼの特
別弁当を御紹介していただきました。県立
博物館で開催中の「歌川広重の世界展」に
あわせた旅をイメージしたお弁当「因伯肉
むすび弁当」です。ぜひ、皆様にもご利用
いただけたら嬉しいです。どうぞ、お天気
の良い日はミュゼのお弁当を持ってお出か
けしてくださいね。

・ 砂場隆浩…やっと上ふたりが卒業したこと
にホッとしていたら一番下の息子が県外の
大学に進学。また仕送りを稼ぐため、行政
書士の登録をしました。仕事が来ることを
祈ってドネーションします。

・ 佐藤公昭…４月１日に賀露町に新しく認知
症高齢者を対象とした精神科診療所を開設
しました。開設までの間には、下田会長を
はじめ、多くのライオンズ会員の方々にご
尽力をいただきました。今後は質の高い医
療・介護サービスを提供することで地域に
貢献したいと考えています。今後ともよろ
しくお願いします。

・ 富士原貴恵子　木下修司…ザ･ライオンタイ
ムズに写真が掲載されました。

・ 大田斉之…公立鳥取環境大学に寄贈してい
ただいた「しだれ桜」が満開となりました。
ありがとうございます。

・ 地域・社会奉仕委員会…ウォーキング大会
が大成功でした。皆様ありがとうございま
した。

・ 林由紀子…４月のお誕生日をお祝いしてい
ただきましたのでドネーションします。あ
りがとうございました。

・�松本繁蔵…４月18日で82歳になりました。
誕生を祝っていただきありがとうございま
す。ドネーションします。

・�米田裕子…本日は、息子の33歳の誕生日で
す。早く結婚してくれればよいのですが、
息子とのデートが楽しみな母です。

・ 田渕吉男…誕生日祝をいただきありがとう
ございます。

・ 林憲二…誕生祝をいただき、ありがとうご
ざいます。健康に気をつけて頑張ります。

・ 三ツ國全代…誕生日をお祝いしていただき

ありがとうございます。クラブでは若者と
して扱っていただき嬉しく思います。御礼
にいつでもランニングにおつきあいいたし
ます。

・ 村山嘉次…一気に咲いた桜も一気に散りま
した。花の命は短いものです。お元気にな
られた住谷さんも参加されて、花見の会は
大盛況でした。来年もお待ちしています。

・ 藤井三郎…平成30年５月より１年間、鳥取
市の広報誌「とっとり市報」を我が社が印
刷いたします。平成ラストイヤーの広報誌
印刷に社内一丸となり、燃えております。
鳥取市の全戸に配布されます。どうぞお手
にお取り下さい。

・�下田哲也…本日は日本衛生検査所協会中国
支部総会が15時に福山で開催されるため例
会を途中退席させていただきます。

４月第２例会（４月19日）
・ 下田哲也…滝本さんご入会おめでとうござ

います。心より歓迎いたします。ともに頑
張りましょう。

・ 滝本晋…本日付で鳥取いなばライオンズク
ラブの会員になることができました。大変
うれしく、ここに披露いたします。よろし
くお願い致します。

・�会員委員会　山根秋雄…滝本様、ご入会お
めでとうございます。クラブの大きな力と
なって、ご活躍期待しています。

・�三ツ國全代…スポンサーとして滝本晋様を
御紹介させていただきました。会を盛り上
げてくださる頼もしい方だと思います。よ
ろしくお願いいたします。

・�児童・青少年奉仕委員会　一同…滝本さん
の委員会入会、おめでとうございます。早
く仲間と解け合い、楽しく活動していきま
しょう。

・ 松本繁蔵…メルビン･ジョーンズ･フェロー5
回奉仕し、できたこと、皆様の協力あって
のことです。ドネーションします。

・ 池田康利…今日の1200回目の例会で入会し
てからちょうど200回目の例会を迎えました。
これからもご指導宜しくお願いいたします。

・ 米田裕子…誕生日のプレゼントをいただき
ました。先回も祝っていただき、２回祝っ
ていただきました。ありがとうございます。
（２才、歳は増やしてませんが　笑）
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手になるようです。ありがとうございまし
た。

・ 安田勤…記念コンペに参加させていただき、
飛び賞をいただきました。また28日は私の母
親の百寿をお祝いしました。あやかりたいと
思います。

・ 砂場隆浩…誕生日のお祝いありがとうござ
います。あと、ゴールデンウィークの前半、
娘が彼氏を連れてきて２人で結婚を許して
下さいと頭を下げました。家内はめでたい
とはしゃいでおりましたがなんだかとって
もさびしく、ライオンズのみなさんに飲み
につきあって下さいとお願いしてドネーシ
ョンします。

５月第１例会（５月２日）
・�下田哲也　山本孝夫　安田勤　仁保統博…

誕生日ありがとうございます。
・�住谷きよみ…４月30日に久しぶりにクラブ

ゴルフに参加しました。１日まわれるだろ
うかという心配はありましたが、なんとか
元気でまわれました。山本孝夫さん、富士
原さん、ありがとうございました。下石さ
ん、壱岐さん、またよろしく。

・ 下田哲也…先日４月26日に50周年記念事業
であります麒麟獅子舞石像の除幕式が風紋
広場隣地で行われました。実行委員会皆様
をはじめ、会員皆様にお礼申し上げます。

・�砂田典男　山本敏和　山本孝夫　下石明義　
田中敏明　網師速人　菖蒲直樹　山下教幸　
安田勤　田渕吉男…第64回　ライオンズク
ラブ地区年次大会記念ゴルフ大会において
鳥取いなばライオンズクラブが団体優勝し
ました。優勝賞品をゴルフ参加者の皆さん
で分け合いました。ありがとうございまし
た。

・ 久本幸広…第64回地区年次大会記念ゴルフ
大会にて、第３位になりました。そのあと
打ち上げにて盛り上がり、人生初の痛風に
なりました。下田会長の仲間入りいたしま
した。

・ 加納義信…第64回地区年次大会ゴルフコン
ペにおいて当日４月21日で第１位となりま
した。賞品をいただきましたのでドネーシ
ョンします。

・ 藤森寛義…４月30日、鳥取カントリー砂丘
コースでライオン西尾先生の「100歳記念」
を慶賀して、コンペが開催されました。長
寿に肖り、多幸を享受して、心身共によき
人生を願い勇躍、歓喜し参加しました。ク
ラブ同好会で22名、全体で61名の参加者、
五月の候、快適な気温、快適な日でした。
主催者の粋な計らいで「特別賞」を受賞し
ました。100歳に因んで、３桁の最小の数字
の100、グロスで100の参加者４名が栄賞を
頂戴しました。我がクラブ同好会から、池
谷勇治、下石明義、藤森寛義、３名が戴き
ました。当ライオンズクラブ同好会の弥栄
を祈念します。

・ 井上法雄…西尾先生100歳記念ゴルフ大会に
ていなばライオンズクラブ優勝させていた
だきました。やはり上手な方とまわると上
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◎６月誕生祝…21日川田　26日阿部　28日笹尾
◎６月結婚ライオン…３日中井、４日下田　

25日奥田卓志　

◎同好会だより
・６月のクラブゴルフは、６月10日（日）

於．砂丘　　９：24 スタート

理事会だより事務局だより

マンスリーレポート集計表（4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 支部 世帯数 子会員数

7R−1Z

鳥　　　取 2 0 2 42 42 42 1 1 42 2 0 0 0 87

鳥 取 中 央 2 5,650 1 14 35 40 0 1 39 4 0 0 0 86

鳥取いなば 3 5,000 2 448 84 89 1 2 88 10 0 0 0 84

鳥 取 久 松 0 0 0 0 29 29 0 0 29 5 5 5 5 94

鳥 取 千 代 0 0 2 14 16 16 0 0 16 2 0 0 0 96

鳥 取 砂 丘 1 1,977 1 26 41 43 0 0 43 2 0 0 0 82

2017年度第９回理事会平成30年3月8日（木）
議題
①鳥取県薬物乱用防止指導員の推薦について

引き続き井上法雄さんにお願いする。
②４月第一例会財務・会則委員会アワーについて

50周年記念事業である「麒麟獅子舞」の像設置
についての思いと経過報告を山下実行委員長よ
りお願いする。 承認

③４月第二1200回例会記念例会について
クリスマス予算の残金の予算内で出席者に記念
品を配布することとする。

④スペシャルオリンピックス日本（ＳＯＮ）「第７
回夏期ナショナルゲーム：愛知」開催への支援
について一口5,000円の拠出とする。

2017年度第10回理事会平成30年4月12日（木）
議題　　　　　　　　
①新会員について

滝本　晋(たきもと すすむ)さんを承認とする。
②４月第２例会指導力会報委員会アワーについて

委員会メンバー松本美恵子さんに「長島愛生園

を見学して」という演題でお話しいただく。
③６月第一野外例会について 承認
④神戸小学校プール清掃について 承認
⑤第６回森林浴ウォーキング大会決算書 承認
⑥第64回地区年次大会提出議案とエクスカーション

提出議案については代議員が熟慮の上認否。バ
スの参加者は帰路、備中国分寺を散策。

2017年度第11回理事会平成30年5月10日（木）
議題　　　　　　　　
①優待会員申請について　

正会員の渡邉哲次さんと森田勝憲さんより次年
度より優待会員への移行を依頼する申請書が提
出され、承認とする。

② 次年度クラブＬＣＩＦコーディネーター選任に
ついて
今年度と同様、児童・青少年奉仕委員会理事の
安田　勤さんに依頼することとする。

③指導力育成セミナー開催について　
④６月引き継ぎ理事会について 承認



印刷　株式会社鳥取平版社

　先月、50周年記念式典が無事に終了し、今年度も残
りわずかになりました。今年度の会報は２か月に１回
の発行にさせていただきましたが、50周年記念誌の発
行に向けての作業もありましたのでけっこう忙しかっ
たように思います。私の段取りが悪かったのもあるの
ですが･･･。いろいろと勉強させていただきました。
　今月８日に我が委員会が指導力育成セミナーを行い
ます。充実した会議になることを願っています。
　会報の校正がきっちりとできてなくて、ご迷惑をか
け申し訳ございませんでした。（特に西尾先生）お詫
びいたします。
　最後に会員の皆さん、原稿等のご協力ありがとうご
ざいました。

指導力・会報委員長　林　憲二

発行日　隔月第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　下田哲也

幹　事　山本章貴

編　集　指導力・会報委員長
　　　　林　憲二

表紙写真説明
鳥取いなばLC50周年記念式典

６ 月 行 事 予 定
○クラブ年次会合
○ヘレン・ケラー・デー（1日）

○ガバナー諮問委員会
○現・次期合同理事会

１ 金 神戸小学校プール清掃　 16 土

２ 土 17 日

３ 日 18 月 7R−1Z現次期三役予備会議

４ 月 19 火  (鳥取中央LC例会）

５ 火  (鳥取中央LC例会） 20 水  (鳥取砂丘LC例会）

６ 水  (鳥取砂丘LC例会） 21 木 第1204回H29年度最終例会

７ 木 第1203回移動例会（レーク大樹）　 22 金 第2回次期準備理事・委員長会 (鳥取千代LC例会）

８ 金 指導力育成セミナー (鳥取千代LC例会） 23 土

９ 土 鳥取砂丘LC認証30周年記念ゴルフ 24 日

10 日 県視障協東部支部カラオケ交流会
クラブゴルフ 鳥取砂丘LC認証30周年記念式典 25 月

11 月 26 火  (鳥取LC例会）

12 火  (鳥取LC例会） 27 水

13 水 28 木  (鳥取久松LC例会）

14 木 現次期引継理事会 (鳥取久松LC例会） 29 金

15 金 30 土


