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梅鯉庵清掃活動

EM活性液贈呈式

三 ッ 國 全 代

三 ッ 國 全 代

環境保全委員長

環境保全委員長

　９月23日（日）、本年度第1回目の梅鯉庵清掃
活動を行いました。
　「できるだけ自転車か徒歩かランニングでお越
しください」と呼び掛けておりましたが、山下会
長が本当にご自宅から自転車を一生懸命こいで
来られたことには脱帽いたしました。

　９月27日（木）、鳥取市立若葉台小学校及び神
戸小学校においてEM活性液贈呈式を行いました。
水がきれいになり、プール掃除が楽になるのであ

　早朝７時からほぼ時間厳守でスタート。落ち葉
などを掃き、それぞれが気持ちよく一日のスター
トを切られたようです。
美しい公園の清掃とそれぞれの健康活動を兼ね
て、今後も続けていけたらと思います。ご協力あ
りがとうございました。

りがたいと、当クラブに対して感謝の言葉をたく
さんいただきました。学校では環境問題の総合
学習の時間にEMを学び、培養も先生と生徒が一

緒になって頑張っているとのこと。子供たちが環
境問題を考えるきっかけになるのであれば、私た
ちの活動も意味があると思います。そして、私た
ちクラブ会員も、よりEMについて学べたらと思

います。どちらにしても、子供たちの笑顔が見え
る活動を今後も続けていきたいと感じました。ご
協力くださった皆さんありがとうございました。
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第一回街頭献血活動

奥 田 卓 志地域社会奉仕委員長

　10月21日（日）に鳥取環境大学の第18回環謝
祭にて鳥取県赤十字血液センター様と献血活動
を実施致しました。当日は秋晴れで天気も良く
多くの学生さん、一般のお客様で学園祭もにぎ
わっていて多くの人に呼びかけ出来ました。昨
年に続き環境大学での開催は２回目とあって多
くの学生さんにも協力して頂きありがとうござ
いました。そして、血液センターさんの目標の
12800ml.をほぼ達成する献血を頂きました。ク
ラブの会員の皆さんも、季節の変わり目で風邪
薬を飲まれていたり、体調を崩しておられたり
で、献血を予定しておられたのにできなかった
人が今回は多く、学生さんの中にも多くおられ
たようで52人も受付があったのに、実際に献血
できた人は32名でした。次回は３月３日（日）
にイオン北店内にて街頭献血活動の実施を予定
しておりますので宜しくお願い致します。
実施状況　受付52名　献血できた人32名
12,600ml.
参加者　池谷　太田達　大田斉　奥田卓　下石　
影山　小坂　小西　笹尾　佐藤　菖蒲　砂田　

滝本　辰己　野村　林　福嶋　藤井　富士原　
前田　山下　山根　米田　綿口
Ｌ24名　佐藤　滝本　LL２名　佐藤LB１名
献血者　池谷　影山　小坂　小西　藤井　以上
５名

「サイバーセキュリティ対策について」

井 上 法 雄財務・会則委員長

　今回鳥取県警の福井様にお願いして、最近ま
すます問題になっているサイバーセキュリティに

ついてお話をいただきました。福井警部補様は、
私が情報産業協会副会長（現在は経済同友会副
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薬物乱用防止講習会を受講して

滝 本 　 晋児童・青少年奉仕委員会

　薬物についての講義を受けたのは今回が初め
てでした。講義を受ける前の薬物のイメージはド
ラマや書物等、フィクションの延長線上であり、
使用する人たちは一部の『特殊な人たち』、入手
するのも『大変困難』、また依存の度合いも『酒
やタバコと同類』であるといったものでしたが、
自身のイメージが大きく違っている事を認識し、
正しい知識を持つことの大切さを改めて実感す
るとともに、より多くの方たちにこの正しい知識
を伝えていきたいという使命感を持つことができ
ました。
　何よりもショックであったのは薬物に手を出す
時期がもっとも多いのが『高校生』であるという

事実。自分自身も10代の頃は酒やタバコが『大人
びた』行為で、カッコいいと勘違いをしていた頃
でしたので、理解できなくもないですが、その常
習性や体に対する悪影響はその比ではなく、手
を出す前のシャットアウトが最も重要であると認
識しました。我々大人がやらなければならない事
として、青少年に対し『Noと言える強い意志』を
もたせる教育・育成や、過度なストレスを抱えた
時に真の相談者になれるよう、愛情溢れる弛まな
いコミュニケーションを続ける事、何よりも、立
派なお手本となれるよう自身の行動を『規律正し
く』ふるまう事であると考えます。簡単にできる
事ではありませんが、努力をしていこうと強く思

代表幹事として参加）の時にサイバーセキュリテ
ィ対策ネットワークを県警主導で関連業界、経済
団体へ声掛けしてサイバー犯罪の抑止のための
情報提供、また、対策について等を目的にはじま
りました。私自身いろんな経済団体にまたがって
所属しておりいくつかの団体で重複して代表と
して参加しておりました。日本人はよく危機管理
意識が薄いといわれております。基本的に性善
的に相手を信用するため詐欺にあいやすく何か
自分に被害が及ばないと対策を取らないところ
があります。サイバー犯罪も多種多様、また件数
も急激に増えております。企業を狙ったものから
若年層をねらったもの、高齢者を狙ったオレオレ
詐欺のIT版など。私たちも普段から情報を得て
その手の犯罪に対して知識を持つことが犯罪に

巻き込まれないために重要かと思われます。私自
身の会社もお客様からいろいろなお問い合わせ
があります。県警と連携しながらお客様に対して
情報提供し不審な点があれば県警と連携して調
査いたします。なにかおかしいなと思ったときは
すぐに私にご相談いただければ。サイバーお助
けマンとして福井さんとともに参上いたします
(^^)v　県警の方たちとの飲み会もありましたが
大変面白い組織で（上下関係がはっきりしていま
す）県警におられるのは警部補以上の優秀な方
がたばかりで警察署長よりも階級が上の方がた
もおられます。また現在の鳥取県警のトップは日
本でも四名しかいない東大卒の40代バリバリキ
ャリア組女性本部長です。本部長が通るときは
皆さんが敬礼されます(` ･ω･́ )ゞ 。
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います。また、本講義をより多くの方に受けても
らう事で、私と同様、使命感をもつ大人たちは増
えると考えます。社内の研修等でも当該講義内
容を採り入れ、撲滅に向けて使命感をもつ大人
たちを増やす事を実践していきたいと強く感じま
した。最後になりますが、このような機会を与え
てくれた鳥取いなばライオンズクラブに感謝いた
します。

菖 蒲 直 樹
　昭和46年１月、鳥取市卯垣にて産声をあげてか
ら約48年が経ちました。
　幼少期から体が小さく、学校では背の順に並ぶ
と、前からベスト５に入っておりました。小学校の
時、女子はピンクレディーブーム、男子はプロレス
ブームが起こり、私は、アントニオ猪木の様な強
いレスラーに憧れ、とにかく大きくなりたい、身長
が伸びるであろうと、バスケットボール部に入りま
した。しかし、大好きな駄菓子の食べすぎで、身
長は伸びず、結果ドラえもんのようになってしま
いました。
　中学一年生の時、無駄な努力もあきらめ、帰宅
部だった私が1年間でなんと19cmも身長が伸び
（人生最初で最後の痩せすぎで肋骨が見えていた
時期）、「このままいけば180cm越えも夢ではな
い！」の予定でしたが、それから先は無情にも数
cmずつしか身長は伸びず、現在の私が形成されて
おります。
　平成５年４月、そんな私も22歳で社会人となり、
表向きは「寄らば大樹の陰」本心は「お金が大好
き」と言う単純な理由で、銀行マンとなりました。
その頃は、銀行マンらしくキッチリとした人生設
計を立てました。「25歳で最愛の人と結婚、27歳
で第一子（男の子）を授かり、28歳で鳥取市若葉
台（当時の高級住宅街）に夢のマイホームを持ち、
第二子（可愛い女の子）の誕生。出世街道まっし
ぐらで優雅な銀行マン人生を送り、60歳で無事定
年をむかえ、沢山の涙と花束で送られながら勇退。

退職金をたっぷりと貰い、住宅ローン完済。年金
と多額の貯蓄で豊かな老後を最愛の妻と幸せに過
ごす。」ああなんて素敵な人生設計…。
　夢破れて山河あり（本当は国破れて）現在47歳、
独身（結婚経験あり）、母と二人実家暮らし、21年
働いた銀行を、自分の涙と綺麗な花束で送られな
がら中途退社し不動産会社の経営者…。22歳の時
に描いた人生設計とは少々相違点もございますが、
これもまた人生。充実した毎日を楽しんでおりま
す。おそらく激動の平成を、柔軟に対応している
のかも知れません。このように軌跡を振返ってみ
ると、人生って何が起こるか分からない分、本当
に神秘的で面白いですね。
　平成29年５月、鳥取市川端（ライオンズクラブ
事務局より徒歩1分）に、総合コンサルタント業及
び不動産会社を独立開業いたしました。その後、
素敵な社長様方々より、熱烈な入会斡旋を受け、
鳥取いなばライオンズクラブへ入会させていただ
きました。入会後、約一年が来ようとしております
が、皆々様との出会いを本当に心より感謝してお
ります。
　昼間の仕事も、下手なゴルフも、そして夜のお
付合いも、記憶を無くす位一生懸命頑張っており
ます。背は低いけど、心は広く、人としての器は大
きいです（たぶん）。こんな私ですが今後も宜しく
お願い致します。私の履歴書、最後までご清覧い
ただき誠にありがとうございました。

私の履歴書
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ゴルフ同好会８月例会成績表

　　　前田　正選手　
　　　猛暑の中優勝おめでとうございます

ＢＧ　小西　賢選手

優勝の弁
　８月26日鳥取カントリークラブ吉岡温泉コ
ースにて、ゴルフコンペが開催されました。
猛暑日の中、大勢の参加のなか、思わぬ優勝
に驚いています。同伴者の、表さんの技と、
小西さんのパワフルなゴルフに引っ張られて、
ピンに4回当たり2回チップインの神がかりと、
ネットに2回救われる幸運とを味方に優勝する
ことができました。竿神様と、ネット大明神
に感謝の一日でした。

新ハンディキャップ 前田　正選手　14

2018年９月度月例杯開催は
９月23日（日）　砂丘コース

2018 年８月 26 日　鳥取 G Ｃ　吉岡温泉コース

ベストグロス 小西　　賢

ニヤピン№ 2 菖蒲直樹・田中敏明

　　〃　　№ 8 小西　賢・仁保統博

　　〃　　№ 13 加納義信・山本敏和

　　〃　　№ 17 表　淳史・山下教幸

ドラコン№ 4 田渕吉男・長谷孝治

　　〃　　№ 10 網師速人・住谷きよみ

ドラタン№ 4 壱岐昇一・山本孝夫

　　〃　　№ 10 今川　登・佐藤公昭

順位 名前 GROSSE HDCP NET
１ 前田　　正 92 38 54
２ 住谷きよみ 90 30 60
３ 小西　　賢 83 22 61
４ 山本　孝夫 92 30 62
５ 今川　　登 98 36 62
６ 霜田喜三郎 98 36 62
７ 菖蒲　直樹 110 46 64
８ 長谷　孝治 119 55 64
９ 田栗　智幸 110 45 65
10 仁保　統博 74 8 66
11 田渕　吉男 89 20 69
12 谷口　博昭 91 22 70
13 山本　章貴 90 20 70
14 下石　明義 101 30 71
15 佐藤　公昭 101 30 71
16 砂田　典男 86 14 72
17 山下　教幸 88 16 72
18 山本　敏和 91 18 73
19 壱岐　昇一 113 40 73
20 田中　敏明 84 10 74
21 加納　義信 91 15 76
22 表　　淳史 96 15 81
23 安田　　勤 115 30 85
24 網師　速人 112 24 88
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ゴルフ同好会９月例会成績表

　　　小西　賢選手　
　　　ブッチギリ優勝おめでとうございます

ＢＧ　田中敏明選手

新ハンディキャップ　　  小西　　賢選手　6
� 山口　英晃選手　55
2018年10月度月例杯開催は
10月21日（日）　湖山コース

2018 年９月 23 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 山口　英晃

　　〃　　№ 7 田栗　智幸

　　〃　　№ 11 表　　淳史

　　〃　　№ 16 田中　敏明

ドラコン№ 3 霜村喜三郎

　　〃　　№ 12 山本　孝夫

ドラタン№ 3 下石　明義

　　〃　　№ 12 藤森　寛義

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 小西　　賢 79 22 57

２ 今川　　登 103 36 67

３ 山本　孝夫 97 30 67

４ 壱岐　昇一 108 40 68

５ 仁保　統博 77 8 69

６ 霜田喜三郎 106 36 70

７ 藤森　寛義 107 36 71

８ 安田　　勤 104 30 74

９ 池谷　勇治 95 20 75

10 田中　敏明 88 10 78

11 谷口　博昭 100 22 78

12 田栗　智幸 123 45 78

13 下石　明義 109 30 79

14 小坂　宏治 111 30 81
15 井上　法雄 127 40 87
16 表　　淳史 106 15 91

17 前田　　正 108 14 94

18 山口　英晃 162 36 126

19 砂田　典男 49

優勝の弁
　この度９月23日に開催されました９月のク
ラブゴルフにおいて優勝することができまし
た。ありがとうございました。実は今回の大
会は当初仕事の都合で不参加の予定でした。
しかし仕事の日程が変更になり参加できます
との旨を連絡しましたが「いっぱい」という
事で諦めていました。すると数日後不参加の
方がでたとの連絡があり「補欠扱い？」の私
に話がやってきたといういきさつがあった
「参加」でした。当日は「計画委員長の田中
さん」「幹事の池谷さん」「前回8月のコンペ
優勝の前田さん」と凄い方々と同組でのプレ
ーで緊張の連続でしたが皆様方からの「ほめ
殺し」に私自身「豚も煽てりゃ木に登る」と
いうより「宇宙」まで昇ってしまいました。
そのおかげで今回優勝することができました。
誠にありがとうございました。
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新ハンディキャップ 藤森　寛義選手　18

2018年11月度月例杯開催は
11月18日（日）　砂丘コース

ゴルフ同好会10月例会成績表

　　　藤森寛義選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　田渕吉男選手
2018 年 10 月 21 日　旭国際　湖山コース

ベストグロス 田渕　吉男

ニヤピン№ 3 仁保　統博

　　〃　　№ 5 長谷　孝浩

　　〃　　№ 11 田渕　吉男

　　〃　　№ 12 田栗　智幸

　　〃　　№ 14 山本　孝夫

　　〃　　№ 17 田中　敏明

ドラコン№ 6 久本　幸広

　　〃　　№ 13 藤森　寛義

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 藤森　寛義 95 36 59

２ 長谷　孝治 117 55 62

３ 山本　孝夫 92 30 62

４ 仁保　統博 70 8 62

５ 田渕　吉男 87 20 67

６ 田栗　智幸 117 40 72

７ 久本　幸広 90 16 74

８ 田中　敏明 92 10 82

優勝の弁
　秋山の視界よく、錦秋の先駆けの観られる
10月21日、いなばライオンズゴルフ同好会コ
ンペが旭国際湖山コースで催されました。参
加者８名、新進気鋭と熟達の猛暑の中に、伸
びしろのない小生、追いついていくのに精一
杯でした。
　ティーショットは、特設（ピンクマーク）
の思願、ゴルフ同好会の温情でいただいたハ
ンディーで、優勝できました。
ありがとうござました。
　精進いたします。同好会の一層の発展を祈
念いたします。
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９月第一例会（９月６日）
・�山下教幸･･･９月に入ってやっと過ごしやす
くなりましたが、台風に地震と天災が続い
ていますので皆さんも十分に注意してくだ
さい。一日でも早く平穏な日々が戻ること
を願ってドネーションいたします。

・�谷口博昭・野村俊美･･･今日の北海道の地震
もすごいことになっています。最近、大雨、
台風と天災が続きます。一日も早く復興で
きますようにお祈りします。

・�田中敏明･･･会社を鳥取市南栄町へ移転しま
した。この暑さで引っ越しが大変でしたが、
無事完了しました。今後も頑張ります。

・�前田正･･･８月26日鳥取カントリークラブ吉
岡温泉コースにて、鳥取いなばライオンズ
クラブゴルフコンペがありました。猛暑の
中、たくさんご参加いただきご苦労様でし
た。当日は同伴の表さん、小西さんに引っ
張られ、また強運にも助けられ、良いスコ
アで優勝することができました。幸運を皆
様にお分けしたくドネーションいたします。

・�田中宏明･･･誕生日祝をいただき、ありがと
うございました。９月１日（土）で80歳に
なりました。これからもよろしくお願いし
ます。

・�前田正･･･誕生日お祝いありがとうございま
した。一年一年が早く感じます。エイジシ
ュートまでテンアンダー（－10打）となり
ました。楽しく精進したいと思います。

・�太田達男･･･今月、誕生日を迎えます。56歳
になります。今後ともよろしくお願いしま
す。

・�霜田喜三郎･･･９月３日で誕生日を迎えるこ
とができました。44歳になりました。家族
で祝ってもらいとてもよかったです。仕事
にプライベートにこれからも充実した日を
送りたいと思います。

９月第二例会（９月20日）
・�山下教幸･･･鳥取県警サイバー犯罪対策課警
部補、福井貴

たかし

さんを迎えての例会となり、
福井さんたのしい例会、わかりやすい説明、
ありがとうございました。

・�山下教幸･･･今月の第一例会での会長挨拶の
失敗を反省してドネーションします。実は

もう一点ありまして、用意していたドネー
ションも忘れてきてしまい今日になりまし
たが、８月のクラブゴルフにて先輩の仁保
さんがエイジシュートされていたのに表彰
式で気が付かず、家に帰ってから気づき、
すいません。もう幾度もされているでしょ
うがおめでとうございます。仁保さんの自
慢することなく謙虚な姿勢に敬意を表して
ドネーションさせていただきます。

・�井上法雄･･･福井警部補今日はありがとうご
ざいました。

・�米田裕子･･･今春４月から、日本海新聞「潮
流」への投稿を引き受け、毎月１回掲載し
ていただいており、半年６回を無事に完了
しました。残り６回も提案型で作成して読
者の皆様に楽しんでいただくよう頑張りま
す。

10月第一例会（10月3日）
・�山下教幸･･･鳥取県薬物乱用防止指導員東部
地区協議会代表理事の山名立

りゅうよう

洋さん鳥取ラ
イオンズクラブ所属をお迎えしての10月第
一例会となりました。一緒に勉強させてく
ださい。

・�山下教幸･･･９月の朝の清掃奉仕は自転車で
参加させていただきました。実は今年の春
からサイクリングを始め、今回が一番長距
離を走ったかな。皆さん健康のため何か始
めましょう。

・�池谷勇治･･･若葉台小学校にEM活性液の贈
呈式に参加しました。護

もり

田
た

校長に挨拶と会
談の後、授業の中での贈呈式でした。小学
４年生が、昨年の実施状況写真等で学習し、
プールの清掃時に水がきれいなので掃除が
楽なことなど、EM活性化液の効果を実証
してくれ、たいへんよろこんでいました。
以上、報告と贈呈できたことにドネーショ
ンします。

・�山口英晃･･･先日のクラブゴルフで初めてコ
ースデビューしました。一緒にまわってく
ださった、表さん、井上さん、田栗さんの
おかげで楽しい一日を過ごすことができま
した。お誘いくださった仁保さんにも感謝
し、ドネーションします。同好会の皆様、
これからもよろしくお願いします。
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・�山根秋雄･･･昨日（10月２日）誕生日を迎え
た、ぴかぴかの71歳です。クラブの皆様に
祝っていただきありがとうございます。孫
からもうれしいプレゼントがありました。
小学２年生の莉

り

歩
ほ

が、大伴家持大賞（児童
生徒の部）で入選し日本海新聞に短歌が掲
載されました。子どもの感性は無限で素晴
らしいと思いました。

・�藤井三郎･･･誕生日祝ありがとうございます。
いよいよ70歳です。70代は、いつも迷惑ば
かりかけている妻と次女に感謝の気持ちを
忘れず示していきたいと思っております。
健康体で一日一日を大切に過ごしてまいり
たいと思います。今後ともよろしくお願い
いたします。

・�田中敏明･･･うれしくもありませんが誕生日
プレゼントをいただきましたので、ドネー
ションします。

・�仁保統博･･･先日テニスの大坂なおみさんが
麻布の三男の店に食べに来てくれました。

・�富士原貴恵子･･･誰か例会を間違える人がい
るかもと前回の例会で思っていたら、まさ
かの自分が間違えて遅刻してしまいました。
申し訳ありません。

10月第二例会（10月18日）
・�山下教幸･･･スペシャルオリンピックスがも
っと世の中に浸透して皆で応援できるよう
になりますことを願ってドネーションしま
す。

・�西尾吉兵衛･･･去る９月の敬老の日に内閣総
理大臣から100年長寿の祝賀の銀盃が市役所
より市長の名代の方２人の方が持参してく
ださいました。遅くなりましたが報告の上
ドネーションいたします。

・�仁保統博･･･10月第一例会において、野村テ
ールツイスターがゴルフスコアのエイジシ
ュートを話題にされました。エイジシュー
トに公認されるのはゴルフコース全長6000
ヤード以上のコースとされます。若年層の
方は事実上達成不可能で70歳以上のシニア
の方が比較的達成しやすいとされています。
しかし近年は全長6000ヤードにこだわりは
なく、飲み会に回数を増やすための手段と
して個人個人の解釈でおめでたいことには
寛大になりました。

　�そこでエイジシュートとはなにか―それは

自分の年齢よりもスコアをオーバーしない
ことです。70歳ならばスコア70以内におさ
めて71にならないようにすることです。ノ
ーベル医学生理学賞に選ばれた本庶(ほんじ
ょ)�佑(たすく)京大教授もゴルフ大好きでノ
ーベル賞よりもエイジシュートをしたいと
話されていました。

　�私のエイジシュートも皆様の寛大なおかげ
で実績はあまり覚えていないのですが5回以
上はあると思います。私のプレースタイル
は気の合った仲間と一緒にプレーできるこ
とに無上のよろこびを感じており、エイジ
シュートにはこだわっておりません。エイ
ジシュートを始めて達成できたことも田渕
吉男さん山本孝夫さんの御両人から知らさ
れたくらいですから。

　�真夏の暑い日、真冬の寒い日、雨風のなか
でもお付き合いをしてくださる田渕吉男さ
ん山本孝夫さんには感謝、感謝です。貴兄
の友情これからもよろしくお願いいたしま
す。

・�砂田典男･･･10月13日、私が同窓会会長を務
めます鳥取城北高等学校同窓会主催の地域
を元気にするイベント。「ありがとう鳥取　
感謝祭」が鳥取駅前バードハットにて、市
民2,600人を集め盛大に行われました。新聞
に掲載されました。同窓生や地域住民の親
睦が深まればとの思いから今後も続けてい
きたいと思います。

10月生まれ誕生祝贈呈
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◎11月誕生祝…�１日池田　３日住谷　12日長尾
15日長谷　28日渡邉健

◎12月誕生祝…�４日河﨑　７日加納　９日小西
10日中井　13日山口　14日渡邉
哲、矢野　25日西尾吉

◎11月結婚記念日ライオン…�６日前田　
９日松本正
11日福山　
14日山根秋　小西
16日井上　
23日加納

◎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
・11月のクラブゴルフは、11月18日（日）
　砂丘　９：24スタート
・12月のクラブゴルフは、12月23日（日）
　砂丘９：24スタート

～理事会だより～事務局だより

９月
議題
①�会員増強パンフレット作成について　写真、
文言等この理事会の意見を集約して会長、幹
事、担当副、会員委員会で検討の上決定する。

②薬物乱用防止DVD講演会開催について� 承認
③�7R-1Z合同EM活性液活用事業について　反
対の意見もあり、専門の方の意見を聞いて判
断するようになっていたが、合同事業であり、
先方の２つの小学校からは、「今年もお願い
したい」旨の返事があり、今年度は実施する
こととして、委員長が２校と日程調整をして
いる。また、委員会アワーを２回実施し、賛
成、反対双方の専門家の先生のお話を聞く案
が、担当理事より提案され、審議の結果、承
認とする。

④�スペシャルオリンピックス活動支援依頼での
理事長例会訪問について� 承認
⑤�理事定数について　理事会に委員長を招集す
る月を「どういう基準で決めているのか」と
いう意見が出され、会長より「より多くの意
見を聞く方が良いと判断した時に招集するこ
とにしている」という返事があり、次年度に
ついては、指名委員会から、逆算して11月理
事会には理事定数についての結論を出し、例
会承認を受けることとする。　

10月
議題

①�Ｈ30.９.６発生北海道地震義捐金について　
日本ライオンズ議長会より、一人当たり500
円の義捐金のとりまとめについての通達があ
り、審議の結果、一人当たり500円で拠出と
する10月末〆のため10月送金、１月銀行引落
にて集金とする。

②退会者について� 承認
③�こども相撲大会開催について　昨年同様に開
催予定。昨年、駐車場が会員の車でいっぱい
になり、選手や関係の車輛が、なかなか、入
れなくなるということがあったので、会員は
なるべく乗り合わせて来ることとする。

④�第12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協賛広告について� 承認

⑤�10月朝の清掃奉仕清掃場所について　９月
の朝の清掃奉仕の際、鳥取東照宮（樗谿神
社）の宮司より、入口の梅鯉庵より、奥の方
の清掃をお願いしたいという声があったこと
が報告され、審議の結果、当日、委員会が判
断することとする。

⑥�いなばの森の草刈りについて　ウォーキング
大会の前に会員全員でやることとする。

⑦�地域社会奉仕委員長より、「第７回森林公園
とっとり出合いの森森林浴ウォーキング大
会」のチラシ・ポスター作成のため、10月第
二例会にて模擬店の募集アンケートを11月の
半ば頃を締切りとして実施するという報告が
あり、承認とする
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　日増しに秋の深まりを感じる季節となり、早いもの
で、今年も残りわずかとなりました。
　収穫の秋を迎えて美味しいものをついつい食べ過ぎ
てしまうこの頃です。
　さて、12月10日は「世界人権デー」です。そして平
成30年は、世界人権宣言70周年の節目の年だそうで
す。近年、私が身を置く建設業界では、人権に関する
様々な研修が行われ、企業においても「人権」が身近
なテーマとなっています。
　日本では、12月４日から10日までの一週間が人権週
間とされ、全国的に啓発活動が展開されます。私自身
もこの機会に、人権について改めて考えたいと思いま
す。皆様もご家庭や職場で「人権」についてぜひ話題
にして下さい。

指導力・会報委員会　久本幸広

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　山下教幸

幹　事　池谷勇治

編　集　会報委員長　
　　　　小坂宏治

表紙写真説明
梅鯉庵清掃活動（９月23日））

1 1 月 行 事 予 定 1 2 月 行 事 予 定
○クラブチャーターナイト記念日（17日）
○理事会・ガバナー諮問委員会

○
○

１ 木 第1213回例会
２ 金
３ 土 文化の日
４ 日 �
５ 月 �
６ 火 � 　(鳥取中央ＬＣ例会)
７ 水 � (鳥取砂丘LC例会)
８ 木 理事会� (鳥取久松LC例会)
９ 金 � （鳥取千代LC例会)
10 土 �
11 日 �
12 月
13 火 � (鳥取LC例会)
14 水 �
15 木 第1214回チャーターナイト記念例会
16 金
17 土 �
18 日 クラブゴルフ�
19 月 ７R-1Z第２回ガバナー諮問委員会�
20 火 � (鳥取中央ＬＣ例会)
21 水 � (鳥取砂丘ＬＣ例会)
22 木 � (鳥取久松LC例会)（鳥取千代LC例会)
23 金 勤労感謝の日　こども相撲大会
24 土 �
25 日 �
26 月 ６LC親善チャリティボウリング大会�
27 火 � (鳥取LC例会)
28 水 �
29 木
30 金
�� ��

○クリスマスの行事
○

○
○

１ 土 �
２ 日 �
３ 月
４ 火 � (鳥取中央ＬＣ例会)
５ 水 � (鳥取砂丘ＬＣ例会)
６ 木 第2015回例会�
７ 金 � (鳥取千代LC例会)
８ 土 �
９ 日 鳥取こども学園もちつき
10 月 �
11 火 � (鳥取LC例会)
12 水 �
13 木 拡大理事会� (鳥取久松LC例会)
14 金 �
15 土 ミニバスケットボール大会� (鳥取中央ＬＣクリスマス例会）
16 日 ミニバスケットボール大会
17 月 �
18 火 � (鳥取ＬＣクリスマス例会）
19 水 第2016回クリスマス例会� (鳥取砂丘ＬＣクリスマス例会）
20 木
21 金 � (鳥取千代ＬＣクリスマス例会）
22 土 � (鳥取久松ＬＣクリスマス例会）
23 日 天皇誕生日　クラブゴルフ
24 月 振替休日
25 火 �
26 水 �
27 木
28 金
29 土
30 日
31 月


