
●地区アクティビティ・スローガン
『“誇り”と“絆”そして“思いやり”』
●地区ガバナー・キーワード

『家族』『次世代』『ＬＣＩＦ』
●クラブ会長スローガン

『継続しよう 奉仕の心』
●クラブ会長キーワード

『原点』

LIONS INTERNATIONAL   TOTTORI LIONS   CLUBINABA

336-B 7Ｒ-1Ｚ  鳥取いなばライオンズクラブ会報

ＨＰアドレス　http://www.hal.ne.jp/inaba-lc
メールアドレス　inaba-lc@hal.ne.jp

月
号

2019　Vol.595

6



− 2 −

退任のご挨拶

山 下 教 幸会長

　平成30年７月に51代会長に就任させて頂き何
とか一年の任期を終えようとしております。７月
第一例会就任当日より降り続いた大雨により西日
本豪雨災害が発生して大変な被害がでました。
ご存知のとおり我々のメンバー336－B地区にも
大変な被害がでました。
　そんな中７R－１Zのみんなで被災地へ復旧作
業の手伝いに出かけた事が忘れられません。参
加いただいた皆さん大変ご苦労様でした。
　その後も毎週のように発生する大型台風に北
海道地震と本当に自然災害の恐ろしさ見せ付け
られました。そして義援金をこんなに集めさせて
頂いた事は無かったでしょう。ご協力有難うござ
いました。
　各委員会活動におかれましては、各委員長は
じめ皆さんにご協力頂き当初の計画通り行って
いただき有り難うございました。特に環境保全委

員会さんには、リサイクル自転車事業、社会奉仕
委員会さんには、盲導犬支援事業と新しいアク
ティビティにもかかわらず対応いただき、又ダウ
ン症協会への支援活動も新たに行う事ができま
した。
　私はキーワードに「原点」スローガンに「継続
しよう奉仕の心」とあげさせて頂きましたが、
我々は奉仕団体である事を忘れずに「我々は奉
仕する」を頭において何事も継続する事の大切
さを考えて行きたいと思いました。特に出合いの
森のウオーキング大会でリピーターの方が増えて
きているのを感じ継続して取り組んできたおかげ
かなと思います。
　最後に一年間会長を務めさせて頂いた事を誇
りに思い今後の励みにして行きたいと思います。
幹事をはじめ役員の皆さん事務局の井口さんお
世話になり有難うございました。

第51代　クラブ幹事を終えて

池 谷 勇 治幹事

　第51代　山下クラブ会長の元、幹事役もどう
にか任期を終えようとしております。
　振り返れば、平成29年１月入会から２年と２ヶ
月の私に、現山下会長から電話があり内心不安
だらけで電話を受ければ、な、なんと幹事役の要
請でした。いなばライオンズクラブに入会し、２
年２ヶ月の超初心者にも関わらず･･･。頭は真っ
白？？？スポンサーの房安さんや日頃会話出来て
いる諸先輩方々に相談するとなんと、「推薦され
るということは名誉なことである、素直に受けな
さい」と後押しをいただき決断した日が昨日こと
のようです。
　それから無我夢中で、山下会長の足手まとい

にならないこと、先輩会員の皆さんにご迷惑をか
けないように心掛けました。
　役員、会員の皆様に至らぬところを温かくご指
導いただいてきたお陰様で,ようやくこの任期を
迎えることができました。振り返れば、前向きに
思考し大役を引き受けることで、個人的にも大き
く成長している？？と思います。また、ライオン
ズの組織、活動内容も理解することができました。
　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。今後も会員
として、活動に精進していきますので、ご指導ご
鞭撻を宜しくお願いします。
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第65回地区年次大会

影 山 嗣 泰次期幹事

　四月十四日（日）、岡山県玉野市にて第65回
地区年次大会が開催されました。大会へは、当
クラブより29名の会員の方が参加されました。
　今大会では、昨年七月に発生した未曾有の西
日本豪雨や九月の北海道胆振東部地震などによ
る災害発生によって、336B地区にはなかった
アラート委員会の設立とその運営の難しさなど、
新たなステージを確認しあった大会でもありま
した。地区スローガンである「誇り・絆・思い
やり」という言葉には、「我々は奉仕する」の
ほかに「我々は支える」という意味もあること
を井上ガバナーは述べられています。災害に限
らず、近年、世の中は何を求め、人は何を求め
ているのかということを探求し、真に喜ばれる
事業が求められていると思います。時代が変化

していくようにライオンズクラブとしても、ど
のように関わっていくのか皆さんと考えていき
たいと思いますし、同じ時を共有していく中で、
お互いのつながりをより大切に次年度に向けて
進んでいきたいと思います。

世界ダウン症デー鳥取・21番目の素敵な
出会いhappy&smile loveに参加して

小 坂 宏 治指導力・会報委員長

　３月24日（日）にイオンモール鳥取北にて、
「世界ダウン症デー鳥取・21番目の素敵な出会い
happy&smile love」が開催されました。ダウン
症のある人たち多くは21番目の染色体が３本あ
ることから、2012年に３月21日が「世界ダウン症
の日」として国連で正式に国際デーとして認定さ
れました。イオンモールでのファッションショー
は、今回で２回目で昨年は自前の勝負服だったそ
うですが、今年は衣装も素敵なドレスからかっこ
いい正装まで揃え、ヘアーセットも美容師さん、
理美容学校の学生さんの協力で出演する子供た
ちはとてもかっこよかったです。10時よりファッ
ションショーが開始し12名のダウン症のある方が
舞台で、ウォーキングし笑顔いっぱいポーズをと
って、会場の多くの人たちから大きな拍手をもら
っていました。

　今回の目的は、イベントを通じてダウン症につ
いてより広く世間に知ってもらい、ひとりでも多
くの子供とその親たち、市民の皆様との交流のか
けはしになれればと期待しての開催です、とても
感動し幸せな気持ちになり、逆にいろんな事を教
えてもらった気がします。
参加者　山下・池谷・小坂・佐藤・房安・福山・
田栗・綿口・富士原
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指導力育成セミナー

久 本 幸 広　

　４月22日（月）鳥取ワシントンホテルプラザに
おいて、「平成３１年度指導力育成セミナー」を
開催しました。会員のリーダーシップと社会奉仕
の取り組みへの意欲向上につなげる目的で、講
師にアトリエシャルム代表の鳥谷一弘氏、日本ダ
ウン症協会鳥取県支部代表　高垣美恵様、同会
員の前田弥生様をお迎えし当会役員・会員を含
め、26名の参加で講演に耳を傾けました。
　鳥谷氏は、鳥取市用瀬町で地域おこしに取り
組むNPO法人「グリーンツーリズムもちがせ」の
理事長として、古民家「長谷川邸」を改装し、イ
ベントスペースとして写真展やコンサートを企画
し、地域活性化に寄与する他、平成27年からハ
ロウィーンで街を元気にと、「とっとりまちなか
ハロウィーン」の実行委員長として商店街の賑や
かさを生み出すだけでなく、売上にも貢献するイ
ベントを立ち上げておられます。
　その地域にある資源を活かした様々な活動を
積極的に立案・実行され、リーダーシップの輪を
広げ地域の活性化につなげていく、とても勉強に
なるお話を伺うことができました。私達もいなば
ライオンズクラブという名のもと、活動を通して
鳥取の活性化に貢献できるよう努めていきたいと
思いました。
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第７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開催

奥 田 卓 志地域社会奉仕委員長

　５月12日（日）とっとり出合いの森にて第７回
森林浴ウォーキング大会を開催しました。当日は
晴天の中、300人近い参加者が集まり山下会長の
あいさつでウォーキング大会が始まりました。ノ
ルディック協会の方の指導のもと準備体操をし
て健脚コース、初心者コースの順番でウォーキン
グが始まり、ゴールした人から屋台村にてお食事
を楽しんでいただきました。私も矢印回収を兼ね
て健脚コースを歩いたのですが尾根の厳しさを
甘く見ていました…（汗）。辛かったですが、参
加された方々と仲良くなり日常会話をしながら楽

しめました。今回コースを一緒させてもらって参
加者の方たちが自然やコースを楽しんでいる姿
を近くで拝見でき、このイベントを開催してよか
ったなと思いました。
　みなさんのご協力もあって大きな事故もトラブ
ルもなく感謝しています。
　最後に前日から準備に協力して頂いたみなさ
ん、そして当日準備・片付けと運営に協力して頂
いたみなさん、屋台村に出店頂いたみなさんゴー
ルデンウイーク明けの忙しい中ありがとうござい
ました。
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指導力・会報委員会アワー

福 山 博 之指導力・会報委員会

　この度の会報委員会による委員会アワーは田
栗さん率いる株式会社バードワークスの優秀な
社員ペッパー君にお越しいただきダンスや普段
の仕事について披露いただきました。
　事前のリハーサルでは緊張してきたのか、はた
また無料出演が気に入らなかったのかご機嫌を
損ね動かなくなってしまうハプニングがありまし
たが本番では調子よくダンスからスタート。活動
状況などを流暢に語っていただきました。

　途中またもやツムジを曲げる場面がありました
が、これは拍手の量が足りなかったようです。
　気難しい大物俳優のようです。
　小学校に出向き先生もやっているとのことで子
供たちは既にAI、ロボットを身近に感じているこ
とだろうと感心しました。
　現在急速にAIが発展していて近い将来多くの
職業が機械に取って代わられるなどという記事
を見ます。真っ先に仕事を奪われそうです。私。

いなばの森草刈り作業

三 ツ 國 全 代環境保全委員長

　世間では10連休とも呼ばれるゴールデンウィー
クの初日、いなばの森にて、草刈り作業を行いま
した。寒い朝で、途中で雨も降りましたが、慣れ
ている人も、慣れていない人もそれぞれが熱心に
行いました。一本ずつ木の枝に付けていたネーム
プレートは外しましたが、私たちが関わった森が

少しでも自分たちの手で美しくなっていくのを見
るのは気持ちの良いものです。夢中になって作業
をしているメンバーの姿も、美しかったです。
　５月12日に行われるウォーキング大会のコース
を、参加者の皆さんに気持ちよく歩いていただく
ことができると思います。
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結成記念例会

前 田 　 正計画委員会

　令和元年５月16日18：00より５月第２例会、結
成51周年第1226回例会及び祝賀会が、鳥取ワシ
ントンホテルプラザにて開催されました。
　昨年の50周年記念式典で、100年に向けての新
たなスタートを誓い、今年は、結成51年をお祝い
しました。
　結成メンバーでもある、西尾吉兵衛さんのご
紹介があり、51年に至る重み、ご苦労のお話があ
りました。
　合わせて、いなばライオンズクラブを長年支え
ていただいた、オールドモナークシェブロン賞伝
達が行われ、35年森田勝則さん、25年藤井三郎
さん林憲二さん、20年松本繁蔵さん森田紘一郎
さん、15年富士原貴恵子さん、10年木下修司さん

中谷健人さん住谷きよみさんの紹介がありました。
　祝宴となり、計画委員会田中敏明委員長司会
進行のもと、第一副会長、砂田典男さんの挨拶、
7RYCE国際関係委員、林憲二さんの乾杯で祝宴
がスタートしました。
　先日行われたウォーキング大会の慰労と、気候
の良さもあり、62人80パーセントを超える参加者
で大変盛り上がりました。11ヶ月間一緒に取り組
んだ、同じ委員会の仲間と和気あいあいの時間を
過ごし、あっという間に時間が過ぎていきました。
終盤に、いなばﾗイオンズクラブ癒しキャラの菖
蒲さんの大暴れに続いて、また会う日までの大合
唱、ライオンズローアを下田哲也さんが行い、最
後に第二副会長、住谷きよみさんの挨拶でお開
きとなりました。
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講演会「鳥取城・擬宝珠橋について」

山 根 秋 雄会員委員長

　去る３月20日（水）第２例会で会員委員会アワ
ーとして、鳥取市教育委員会文化財課の佐々木
孝文氏を講師に招き、「鳥取城・擬宝珠橋につい
て」のテーマで講演いただきました。
　橋の完成式は昨年の10月８日に行われました。
長さ36ｍ、幅約６ｍの木造橋は、国指定史跡とな
っている城郭の復元橋としては、国内最長と文化
庁が認めています。この橋は大手登城路の入口
に架かり鳥取城の正面玄関となり、登城に利用さ
れた。また参勤交代、藩領の測量の起点となり月
見の宴が催されたり、儀礼の場としても活用され
た。江戸時代には、国内12番目の規模を誇った32
万石の居城であり、国史跡指定を契機として石

垣の修理を中心に城跡の保存と活用に取り組ん
でいる。橋はアーチ状で岩手県南部産タリ材、欄
干は静岡県天竜産ヒノキ材が使用されている。
江戸時代に作られた水中に残る橋脚遺構を傷つ
けないようにステンレス製の水中梁を設けて、そ
の上に復元橋の柱を設置した構造となっている。
　今後中ノ御門（大手門）太鼓御門の建物復元
を含めた大手登城路跡の整備が４年後を目標に
進められている。全国の城ブームの中でも注目を
浴びる計画となっている。非常に興味深い講演
でしたが、時間が短いのが残念でした。鳥取市
民に希望を与える内容であり、伝えたいと思いま
す。佐々木様貴重な講演ありがとうございました。
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新ハンディキャップ 霜田喜三郎選手　20

ゴルフ同好会３月例会成績表

　　　霜田喜三郎選手　
　　　V おめでとうございます

ＢＧ　砂田典男選手
2019 年３月 24 日　鳥取 GC 砂丘コース

ベストグロス 砂田　典男

ニヤピン№ 2 霜田喜三郎

　　〃　　№ 7 井上　法雄

　　〃　　№ 11 藤森　寛義

　　〃　　№ 16 田渕　吉男

ドラコン№ 6 砂田　典男

　　〃　　№ 15 長谷　孝浩

ドラタン№ 6 田中　敏明

　　〃　　№ 15 今川　　登

順位 名前 GROSSE HDCP NET
１ 霜田喜三郎 97 36 61
２ 壱岐　昇一 103 40 63
３ 今川　　登 104 36 68
４ 山本　孝夫 99 30 69
５ 川田　善忠 93 24 64
６ 太田垣政宣 106 36 70
７ 仁保　統博 80 8 72
８ 住谷きよみ 104 32 72
9 井上　法雄 112 40 72
10 田中　敏明 84 10 74
11 砂田　典男 91 14 77
12 長谷　孝浩 112 34 78
13 前田　　正 93 14 79
14 田渕　吉男 100 20 80
15 加納　義信 99 15 84
16 安田　　勤 110 22 88
17 藤森　寛義 109 18 91

優勝の弁
　３月24日鳥取GC砂丘コースで出だしから、
パー、バーディー、バーディーと続き、もし
かしたら優勝すると思ったせいか、次のホー
ルではOBになりこのまま崩れると心配しまし
たが持ち直し、優勝となりました。クラブに
入ってはじめての優勝でとてもうれしく思い
ます。ありがとうございました。
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新ハンディキャップ 山本　孝夫選手　15
５月ゴルフ同好会月例会は
５月19日（日）湖山コースで開催しますが
１Z・２Z対抗親善チャリティーゴルフ大会と
ダブル競技になります。スタート時間は追って
通知します。

ゴルフ同好会４月例会成績表

　　　山本孝夫選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　久本幸広選手
2019 年４月 28 日　鳥取 CC 吉岡温泉コース

ベストグロス 久本　幸広

ニヤピン№ 2 表　　淳史・田渕　吉男

　　〃　　№ 8 壱岐　昇一・小坂　宏治

　　〃　　№ 13 井上　法雄・砂田　典男

　　〃　　№ 17 安田　　勤・長谷　孝浩

ドラコン№ 6 住谷きよみ・田中　敏明

　　〃　　№ 15 加納　義信・富士原貴恵子

ドラタン№ 6 下石　明義・菖蒲　直樹

　　〃　　№ 15 前田　　正・松村　　明

順位 名前 GROSSE HDCP NET
１ 山本　孝夫 91 30 61
２ 井上　法雄 105 40 65
３ 久本　幸広 81 16 65
４ 松村　　明 89 22 67
５ 住谷きよみ 101 32 69
６ 壱岐　昇一 109 40 69
７ 砂田　典男 84 14 70
８ 仁保　統博 79 8 71
9 小坂　宏治 107 36 71
10 山下　教幸 88 16 72
11 田渕　吉男 92 20 72
12 菖蒲　直樹 121 46 75
13 富士原貴恵子 135 60 75
14 田中　敏明 91 10 81
15 安田　　勤 104 22 82
16 下石　明義 112 30 82
17 加納　義信 98 15 83
18 表　　淳史 101 15 86
19 前田　　正 105 14 91
20 長谷　孝浩 138 34 104

久しぶりの優勝
　10連休の二日目、４月28日にライオンズク
ラブのコンペが、吉岡カントリークラブで行
われました。同伴者は、仁保さんと井上さん
です。この二人と和気あいあいにプレーする
ことができ、普段は100を打つ私が、前半45で
まわり、久しぶりに90を切れるのかと思って
いました。ところがそこまでの実力がなく46
になり、90は切れませんでした。吉岡カント
リークラブは、私が一番プレイするゴルフ場
なので、グリーンの状態がわかり、またハン
ディに恵まれたおかげで優勝することができ
ました。これからも健康維持のため、ゴルフ
を続けていきたいと思いますので、皆さんよ
ろしくお願いします。
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新ハンディキャップ 菖蒲　直樹　25
６月ゴルフ同好会月例会は
６月９日（日）白兎コースで開催しますが１Z
親善チャリティーゴルフ大会とダブル競技にな
ります。スタート時間は追って通知します。

ゴルフ同好会５月例会成績表

　　　菖蒲直樹選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　佐藤公昭選手
2019 年５月 19 日　旭国際 CG 湖山コース

順位 名前 GROSSE HDCP NET
１ 菖蒲　直樹 103 46 57
２ 佐藤　公昭 89 30 59
３ 太田垣政宣 96 36 60
４ 田栗　智幸 108 45 63
５ 住谷きよみ 98 32 66
６ 霜田喜三郎 102 36 66
７ 小坂　宏治 109 30 69
８ 長谷　孝治 106 34 72
9 田渕　吉男 94 20 74
10 加納　義信 90 15 75
11 砂田　典男 89 14 75
12 下石　明義 105 30 75
13 山本　孝夫 91 15 76
14 山下　教幸 94 16 78
15 小西　　賢 88 6 82
16 田中　敏明 93 10 83
17 山本　敏和 101 18 83
18 表　　淳史 103 15 88

優勝の弁
　五月のクラブゴルフが、「７R－１Z・２Ｚ
対抗親善チャリティーゴルフ大会」と同時に、
旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部にて開催されま
した。ゴルフ同好会に入会し１年４か月、ハ
ンディ46を貰っても何故優勝できないのか、
苦悩の日々を送って参りましたが、遂に、念
願の優勝を果たすことができました。
　前日の夜、布団の中で「スイングだけで100
が切れる」と云う動画を何回も繰返し視聴した
お陰と、下石プロ、山本敏和プロ、田栗プロの
好メンバーと天候にも恵まれ、結果４パー、１
バーディも取れ、100の壁は打破出来ませんで
したが、ゴルフ人生初のベストスコア103、好
ハンディもあり、ネット57と、私の中では本当
に好成績で楽しいゴルフとなりました。
　ただ、「親善チャリティーゴルフ大会」では
51人中50位となり、「片や優勝、片やBB賞」
と、こんな経験を出来るのも私らしいなあと苦
笑していました。優勝、BB賞、飛賞（50位）、
ニアピン賞と、お土産も沢山頂きましたが、
BB賞、飛賞の熨斗紙は車の中で破り捨て、優
勝者として堂々と帰宅しました。同好会の皆々
様、これからもご指導のほどよろしくお願い致
します。ありがとうございました。
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３月第一例会（３月７日）
・ 山下教幸･･･本日は、環境大学の足利先生に

お越しいただいての３月第一例会となりま
した。足利先生には２・３年前にお越しい
ただいて二度目の講演になろうかと思いま
すが、先回私は欠席でしたので今回勉強さ
せていただきますのでよろしくおねがいし
ます。

　 今年もたくさんの方にメルビン・ジョーン
ズ・フェローにご協力いただきありがとう
ございました。

・ 環境保全委員会一同･･･足利裕人先生、本日
は環境保全委員会の委員会アワーにお越し
いただきありがとうございます。

・ 三ツ國全代･･･３月10日（日）鳥取マラソン
頑張ってきます。ゼッケン番号5215です。

・ 長谷孝浩･･･２月のゴルフクラブにて念願の
優勝を果たしました。一緒にまわらせてい
ただいた方々のあまーいおかげもあり、よ
いスコアでまわることができました。あり
がとうございます。これからも当クラブゴ
ルフに精通していきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

・ 木下修司･･･２月24日のクラブゴルフでベス
グロをいただきました。ありがとうござい
ました。

・ 上田隆司･･･昨日３月６日で46歳になりまし
た。お祝いいただきありがとうございまし
た。これからもよろしくお願いします。

・ 谷口博昭･･･３月１日に鳥取工業高校で卒業
式がありました。PTA会長としてお祝いの
祝辞をかまずに言えました。とても緊張し
ましたが、やれやれでした。入学式も祝辞
をしゃべりますが、頑張ります。

・ 米田裕子･･･昨年４月から始まりました、日
本海新聞の「潮流」への執筆も今年でなん
とか終わりました。この機会に、毎月文章
を書く試練でした。毎月、鳥取への提案を
心がけており、明日３月８日が最終です。
よければお読みくだされば幸いです。

・ 田中敏明･･･本日は雨の中でしたが。５軸加
工機を導入しました。足利教授もお元気で、
同級生として私も頑張らなければと思って
います。

３月第二例会（３月20日）
・ 山下教幸･･･本日は鳥取市教育委員会文化財

課より佐々木孝文様をお迎えしての例会と
なります。今後のライオンズ活動に少しで
も参考になり地域に役立つ活動を見つける
きっかけになればありがたいです。

・ 松本美恵子･･･我が家に家族が増えました。
モコちゃんといいます。12月23日生まれも
女の子です。はじめて飼うワンちゃんで夫
婦でおろおろ右往左往しています。お転婆
で跳ね回って大変です。ようやくおしっこ
とウンチの場所を覚えました。どうぞモコ
ちゃんをよろしくお願いします。

・ 三ツ國全代･･･次男が小学校を卒業しました。
先日の鳥取マラソン、無事完走しました。
まだまだ体も心も若く保てるように頑張り
ます。

・ 房安光･･･孫が鳥取東高校に合格しました。

４月第一例会（４月４日）
・ 山下教幸･･･３月24日に世界ダウン症の日の

イベントが開催され、鳥取いなばライオン
ズクラブといたしましてはじめて参加させ
ていただきました。メンバーの皆さんもた
くさんの方に参加いただきありがとうござ
います。ダウン症の方、また子どもたちと
接する機会が今までなくいい経験をさせて
いただきました。今度倉吉でダウン症の天
災書道家、金澤翔子の作品展が開かれます。
よろしければ観にいきませんか。

・ 砂場隆浩･･･22日の指導力育成セミナーで講
演する鳥谷さんと二人三脚で進めてきた古
民家のリノベーションが一部完成し、３月
28日に旅館業の営業許可を得ました。廃屋
のような荒れた家でしたが、国の指定文化
財になる価値があることがわかり、８年が
かりでここまできました。５月５日に開業
セレモニーを催して、営業を始めますが、
お酒は林ライオン、じねんじょは山根ライ
オンにお世話になります。ご報告をし、ド
ネーションします。

・ 大田斉之･･･４月１日から環境大学から鳥取
市にもどりました。引き続きよろしくお願
いします。環境大学のしだれ桜も満開だと
思います。
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・ 前田正･･･４月より、千代水にあるヨネザワ
（株）さんびるグループに入ります。私も
さんびる支店長からさんびるグループ、営
業顧問とヨネザワ営業顧問を兼務し、両方
を支援していきます。清掃だけでなく、塗
料、防犯フィルム等の案件がありましたら
ご用命ください。

・ 下石明義･･･双子の孫が、来週9日に小学校
に入学しますのでお祝いを込めてドネーシ
ョンします。

・ 松本繁蔵･･･我が家の前の上手の桜が満開で
す。夕方の桜は見ごろです。ぜひ見ておく
べきです。ドネーションします。早いもの
です。83歳ですのでよろしく。

・永美一雄･･･満71歳になります。
・ 田淵吉男･･･誕生日のお祝いをいただきあり

がとうございます。28日で71歳、健康第一
で頑張っていきますのでよろしくお願いい
たします。

・ 林憲二･･･誕生祝をいただきありがとうござ
いました。健康に気をつけて頑張りたいと
思います。

・ 米田裕子･･･４月10日で誕生日を迎えれそう
です。また、４月５日には、私の長男（私
によく似ているようです）も誕生日を迎え
ます。今年は、なんとか桜を楽しめると喜
んでおります。何時まで誕生日を祝え、う
れしいと思えるのか？楽しみです。

・ 滝本晋･･･お祝いをいただきありがとうござ
いました。48歳になります。引き続きよろ
しくお願いいたします。

４月第二例会（４月18日）
・ 山下教幸･･･先日の第65回336－B地区年次

大会にたくさんの方の参加をいただきあり
がとうございました。瀬戸内の桜が山陰よ
り遅いのにちょっとびっくりでした。そし
て平成さようなら。令和よ、いらっしゃい、
いいことがありますように。

・ 久本幸広･･･第65回地区年次大会記念ゴルフ
大会にて、メンバーと天候とハンディに恵
まれて６位入賞いたしました。

・ 池谷勇次･･･第65回地区年次大会・記念ゴル
フ大会に参加し、ゴルフではスコアはよく
なかったですがメンバーとハンディに恵ま
れ、70位の飛び賞をいただきましたのでド
ネーションします。

・ 山本敏和･･･第65回地区年次大会記念ゴルフ
大会で見事50位飛び賞当たりました。

・ 下石明義･･･先日の第65回地区年次大会記念
ゴルフ大会で85位という飛び賞をいただき
ました。同伴の砂田さん今川さん田中敏明
さんのおかげだと思っています。ありがと
うございました。追伸：加納さん〇〇〇
（ニギリ）ありがとうございました。

・ 霜田喜三郎･･･この度、優勝させていただき
ありがとうございました。３月24日鳥取GC
砂丘コースで出だしから、パー、バーディ
ー、バーディーと続き、もしかしたら優勝
すると思ったせいか、次のホールではOBに
なり、このまま崩れると心配しましたが持
ち直し、優勝となりました。クラブにはい
って初めての優勝でとてもうれしく思いま
す。ありがとうございました。

・ 太田垣政宣･･･長男が無事、高校に入学しま
した。本人が希望して中部の高校で寮に入
っての学校生活となります。親元を離れて
の生活は大変だと思いますが、良い経験な
ので３年間頑張ってほしいものです。

・ 池谷勇治･･･４月16日の読売新聞で、弊社の
「自動作図システム」を記載していただき
ました。日本経済・日本海と続き３回目で
す。事業が繁栄・継続できますように、ド
ネーションします。

・ 野村俊美･･･孫、７人のうち、２人がピカピ
カの１年生になりました。それぞれ別の小
学校ですが、楽しく通っているようです。

５月第一例会（５月９日）
・ 西尾吉兵衛･･･令和元年５月６日、毎日新聞

に改元３度目、百寿の決意として一世紀に
渡る私の医師活動を記さいされましたので、
ドネーションします。

・ 房安光･･･５メンバーキー賞をいただきまし
た。山下会長から「今後とも頑張ってくだ
さい」との言葉がありました。次を目指し
て頑張ります。

・ 山下教幸･･･連休前に孫が誕生日を迎え11歳
になりました。だんだんと口答えをするよ
うになり大きくなっているんだなと思って
います。これからも健康でいますように。

・ 仁保統博・山本孝夫･･･誕生日祝い、ありが
とうございます。

・ 山本孝夫･･･久しぶりにゴルフで優勝しまし
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たので。
・ 安田勤･･･元年に最初の誕生日をむかえて人

生もこれからスタートです。
・ 下田哲也・久本幸広･･･誕生日プレゼントあ

りがとうございます。
・ 野村俊美･･･令和元年５月１日午前中に表札

の文字書きをさせていただきました。

５月第二例会（５月16日）
・ 山下教幸･･･５月12日に第7回出会いの森、

いなばの森ウォーキング大会が晴天の下開
催されました。前日の準備と連日になりま
したがご協力ありがとうございました。特
に社会奉仕委員会の方ご苦労様でした。

　 おかげさまで300名からの参加をいただき、
盛大に執り行うことができました。また
多くのリピーターの方にお越しいただい
ていることがわかりました。昨年は健脚
コースでえらかったから今回は楽々コー
スにしたらこれは楽だわ散歩だがとか、
また反対の方もおられ健脚コースはえら
いわとか、多くのリピーターの方に支え
らえているんだと思いました。今後もも
っとリピーターの方が増えるような大会
になれば有難いですね。

・ 山下教幸･･･51回目の結成記念日を祝してド
ネーションさせていただきます。

・ 松本繁蔵･･･20年になり、早いものです。こ
れからもよろしくお願いします。

・ 藤井三郎　林憲二･･･オールドモナークシェ
ブロン賞25年いただきました。四半世紀在
籍したことになります。令和元年の記念す
べき年となりました。これからもよろしく
お願いいたします。

・ 富士原貴恵子･･･入会させていただいて早
くも15年。本日オールドモナークシェブロ
ン賞をいただきまして、ありがとうござい
ます。

・ 住谷きよみ･･･オールドモナークシェブロン
賞をいただきありがとうございます。早い
もので10年が経ったんですね。天国から舞
い戻ってきたのでもう少し頑張ってみよう
と思います。５年後にまたここに立ってい
たいと思います。

・ 地域社会奉仕委員会一同･･･５月12日無事に
ウォーキング大会が開催できました。皆さ
まに感謝いたします。来年もよろしくお願

いいたします。
・ 砂場隆浩･･･娘の結婚祝いありがとうござい

ました。併せて披露宴のため出合いの森ウ
ォーキング大会を欠席した失礼をお詫び申
し上げます。子どもは３人いますが、娘は
ひとり。不覚にも、バージンロードを娘と
歩けば目をうるませ、娘の手紙では涙を落
してしまいました。皆さまに感謝してドネ
ーションさせていただきます。

・ 安田勤･･･ウォーキング大会ご苦労様でした。
事業は皆で協力しながら大成功で終えるこ
とができました。おかげさまで豚汁は完売
しました。ありがとうございました。

・ 仁保統博･･･阪神タイガース　15日・16日と
巨人戦２連勝。今夜も勝利を念じてドネー
ションします。巨人ファンの方々すみま
せん。
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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 、 ７ R - １ Z ６

L C 親 善 チャリティーゴルフに振替６月９
日（日）於．旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部白
兎コース９：00スタート

～理事会だより～事務局だより

2018年度第９回理事会平成31年３月14日（木）
議題
①３月第二例会会員委員会アワーについて 承認
②�４月拡大理事会について 承認
③�ウォーキング大会前に「いなばの森」の草刈
をするという意見がだされ、環境保全委員会
にて検討することとする。
④ ２月第二例会、３月第一例会開催した環境保全
委員会アワーのＥＭ活性液事業に対する賛否両
論について、委員会にて総括することとする。
2018年度臨時理事会平成31年４月４日（木）
議題
① いなばの森草刈りについて 承認
②�2022～2023年度ガバナー候補者について
　７R－１Z　鳥取LC　西尾　愼一 承認
2018年度第10回理事会平成31年４月11日（木）
議題
①ガバナー候補者支援金のお願いについて
　 2022～2023年度ガバナー候補者として７R-１

Zの鳥取LCから立候補される西尾愼一さんに
対して、336－B地区７Ｒ全会員一人当たり年
間3,000円、2019～2022年度の３年間にわたり
支援金の拠出をお願いしたいという依頼があ
り審議の結果、承認とする。拠出については
毎年３回に分けて1,000円ずつ集金とする。
②�今年度、地域社会奉仕委員会の事業計画の中
に盲導犬支援として50,000円が計上されてお
り、鳥取での盲導犬の活動に取り組んでいる
団体「鳥取ハーネスの会」の会長さんにお話
を聞いたところ、金銭的な支援が有りがたい
ということで、金額について検討したが、１
回限りとするか、視覚障害者奉仕事業として
長年継続しているカラオケ交流会が先方の都

合で最近２回開催から１回になったこともあ
り、代わりにこれからも継続できる金額とし
て２万～３万円の範囲でなどの意見が出され、
再度、委員会にて審議決定して、５月理事会
に提案とする。
③�第65回地区年次大会提出議案
　提出議案については代議員が熟慮の上認否。
2018年度第11回理事会平成30年５月９日（木）
議題
①退会者について　
①藤森寛義（自己都合）、②前田正（転勤）
③森田勝憲（自己都合） 承認
②新会員について
　野津俊宏 承認
③指導力育成セミナー決算報告 承認
④盲導犬支援について
　 ６月第一例会で支援金２万円の贈呈式を行う

事が提案され承認とする。
　 当日、鳥取ハーネスの会　会長　竹内 由紀子

様、盲導犬所有者１名＋盲導犬が参加
⑤結成記念例会について
　出席者全員に記念品を贈呈 承認
⑥６月第一例会について
　�野外例会の予定であったが、ワシントンホテ
ルにて開催とする。 承認
⑦2018年度最終例会について
　野外例会の予算をこちらに回し余興に充てる
⑧6月引き継ぎ理事会について 承認
⑨こども学園自転車贈呈について
　 ５月16日（木）13時より自転車６台贈呈する

ことが提案され、審議の結果、承認とする。



印刷　株式会社鳥取平版社

　新年号となり初版の編集後記を書かせていただき光栄です。
皆さますでにご承知のことと存じますが、万葉集第32首「梅
花（うめのはな）の歌」―この歌は730年、大伴旅人の同僚や
友人を招いた宴で「梅に関する和歌」を32種詠まれました。
梅の開花とともに、春の訪れを喜んだ内容です。
　初春の令月にして、気

き

淑
よ

く風和らぎ、梅は鏡前の粉
こ

を披
ひら

き、蘭は珮
はい

後
ご

の香を薫
かを

らす・「令」と「和」という文字が使
われている。
春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように一人ひとり
が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせるこ
とができる、そうした日本でありたいとの願いを込め、決定
した。（日経新聞2019年４月２日号より引用）
　日本の四季折々の文化を、次の世代に引き継ぐという思い
が込められた「令和」。わたくし達も四季折々の活動を通し
希望を持ちつなげてまいりましょう。

綿口　陽乃

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
第 65 回地区年次大会

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 土 16 日

２ 日 17 月 7R－1Z現次期三役予備会議

３ 月 18 火  （鳥取中央LC例会）

４ 火  （鳥取中央LC例会） 19 水  （鳥取砂丘LC例会）

５ 水  （鳥取砂丘LC例会） 20 木 第1228回2018年度最終例会

６ 木 第1227回例会 21 金 第２回次期準備理事・委員長会

７ 金  （鳥取千代LC例会） 22 土

８ 土 23 日

９ 日 県視障協東部支部カラオケ交流会
7R-1Z6LC親善チャリティゴルフ大会 24 月

10 月 25 火  （鳥取LC例会）

11 火  （鳥取LC例会） 26 水  

12 水 27 木  （鳥取久松LC例会）

13 木 現次期引継理事会 （鳥取久松LC例会） 28 金  （鳥取千代LC例会）

14 金 29 土

15 土 30 日


