
●地区アクティビティ・スローガン
『改革は成長のエネルギー』
●地区ガバナー・キーワード

『アラート』『メンバーズファースト』『家族』
●クラブ会長スローガン

『世代間の融和を図りWe Serve』
●クラブ会長キーワード

『信頼』

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

2020　Vol.601

6



− 2 −

退任挨拶

お世話になりました

砂 田 典 男

影 山 嗣 泰

鳥取いなばライオンズクラブ 第52代会長

幹事

　2019.７～2020.６の一年間、第52代会長を務め
させていただきました。
　任期中は、会員の皆さま方にはライオンズクラブ
の“Ｗe Serve”われわれは奉仕する をモットーに
各種事業にご協力いただきありがとうございました。
　また、会長スローガン「世代間の融和を図り　
We Serve」と会長キーワード「信頼」を志とし
この一年間、クラブ運営に努めてきました。
　前半の７月～12月までのクラブ事業は比較的
に順調に行うことが出来たと思っています。
　７月の第二例会、会長として最初の特別納涼
例会の中で初めての入会者森田浩二さんを無事
に迎える事が出来たことに少しばかり気持ちが
落ち着いたことを今でも覚えています。（今年度
入会者５名目標）
　その後、８月には岡島和子さん。９月には北村雅
彦さん11月には谷口道明さんを我が鳥取いなばラ
イオンズクラブの会員として迎える事が出来ました。
　また、ガバナー公式訪問懇談会に参加した事、
EM活性液を若葉台小学校に贈呈、336-Ｂ地区ア
ラートセミナーや鳥取こども学園もちつき大会、
第13回鳥取いなばライオンズカップFMLクリス
マスフェスタ19thの開催、こども学園に自転車の
寄贈を行いました。
　11月27日には、小野ガバナーを迎えて「７Ｒ新
会員研修会」のホストクラブとして開催し、1925
年の国際大会で行われたヘレン・ケラーのスピー

　早いもので任期も終了となりました。入会して、
丸10年。多くの委員会で委員長や理事、ライオンテ
ーマー、副幹事など経験させていただき、50周年の
式典では、式典祝宴部長など、責任ある役割を任
されました。でも、多くの先輩や委員会の仲間の方

チ動画を拝見し大変感動し今後のライオンズ活
動に活かしていこうと思いました。
　12月のクリスマス家族例会も年々参加者が増
えてきて181名もの参加を頂き盛会のうちに行う
ことが出来ました。
　年も変わり令和２年新年祝賀例会が盛大に開
催され、いなばライオンズクラブの繁栄と会員の
皆さまのご多幸を祈念させていただきました。
　私にとりまして一番の思い出となる１月第二例
会は、鳥取市役所新本庁舎での移動例会です。
今回初めて単独で336-Ｂ地区ガバナー小野宗次
様を迎えて開催することが出来ました。
　２月には、公認ガイディングライオンの講習会
に参加し認識を新たにしました。
　この時期より新型コロナウイルス感染症が徐々に
拡大していき３月より５月の間、例会や理事会、各
種事業も軒並み中止となりライオンズ活動が中断し
ている状況です。そのような中で、４月30日に宮脇
洋行さん、小倉賢さんの入会式を行い本年度６名の
新入会員を迎える事が出来ました。大変うれしく思
っています、皆さまの活躍を期待しています。
　本年度の会長として皆様には大変ご協力を頂
き感謝に堪えません、ありがとうございました。
　新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息
し、当たり前の日常が早く取り戻せることを願い
つつ、次年度のライオンズ活動が順調に行えるよ
うに祈念いたします。

の支えで出来たのも事実です。とにかく分からない
こと・判断が難しいことが多く（今もですが…笑）、
ヤマほど聞いて教えてもらってきました。そのこと
で多くの方と親しくなれ、クラブが楽しくなってき
ました。今年は幹事ということで、多くの事業など
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ゾーン・チェアパ−ソン退任の挨拶

山 本 孝 夫７R-1Z ZC

　ゾーン・チェアパ－ソンを引き受けてから、１年
が過ぎようとしています。４月20日と６月８日にゾ
ーン・チェアパ－ソン研修会があり、７月からのス
タ－トに備えました。
　７月20日に第一回キャビネット会議が開かれまし
たが、驚いたのは、小野ガバナーの反対票が約70票、
金礪第一副地区ガバナーの反対票が約60票あった
ことです。この二人はとにかく、改革、改革と叫ん
でいました。もう少し根回しして説明すれば、こん
な反対はなかったと思われます。今年の特徴として
は、ゾ－ン単位でなく、リジョン単位で行われた事
です。それ故ガバナーの公式訪問も、９月９日倉吉
シテイホテルでガバナー公式訪問懇談会として行わ
れ、又11月27日の新会員研修会も１ゾ－ン、２ゾ－
ン合同でワシントンホテルにて行われました。
　さて、第二回、第三回のキャビネット会議で話題
になったのは、会員減少による、会費収入の減少問
題です。今後、地区会費、複合地区会費、国際会費

等の値上げがつづくと思われます。
　最後に岡山に行ったのは、３月28日に倉敷アイビ
－スクエアで行われたアワ－ド表彰式です。我がク
ラブの会員である仁保さんの25回にわたるメルビン
ジョ－ンズフェローが対象となり、仁保さんの代わ
りに受賞してきました。
　最後にクラブ及び会員の皆さんの協力により恙な
くゾーン・チェアパ－ソンの大役を努める事ができ
ました。ありがとうございました。

クラブの運営がうまく出来るのか、皆さんにご迷惑
をかけることなくできるのか、といろいろ心配しま
した。特に終盤では、新型コロナウイルス感染拡大
の影響で会長と度重なる協議の結果、三ヶ月もの
休会を判断せざるを得なかったことは残念なこと

でもありますが、正しかったと思っています。会員
の皆さんのご理解ご協力があって、何とかこの役
割を終えることが出来ます。これからも「一生懸
命」に向き合い、取り組んでいこうと思っています。
本当にありがとうございました。

「マスク贈呈式」
　５月21日木曜日、鳥取県庁にて、一般社団法人
日本ライオンズより寄付された鳥取県分１万枚の
マスクを平井 伸治鳥取県知事に寄贈させていた
だきました。
【寄贈メンバー】
次期第二副地区ガバナー 西尾愼一氏・山本ZC・
砂田会長
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新会員紹介

■株式会社 ベルセーヌ　代表取締役社長
■鳥取市千代水４丁目１番地 
　☎ 31 － 3262　Fax 31 － 3020　
■自宅　鳥取市湯所町１丁目 119 番
　☎ 50 － 1770　　
■血液型／ＡＢ型
■趣味／旅行、ゴルフ
■推薦者／木下修司　　
■所属委員会／環境保全委員会
■次期所属委員会／児童・青少年奉仕委員会

宮
みや

 脇
わき

  洋
ひろ

 行
ゆき

Ｓ４９．３．４生

　鳥取いなばライオンズクラブの皆様、はじめ
まして。３月より新会員として入会させて頂き
ます「株式会社ベルセーヌ」の代表取締役社長　
宮脇洋行です。また、現会長の宮脇保行が平成
５年より10年余り在籍しており、大変お世話に
なりましたことを心より感謝しております。弊

社は、昭和49年に創業いたしました。昨年３月
にグループ会社代表取締役となり、現在は、ブ
ライダル・寝具事業部、インテリア事業部、住
宅リフォーム事業部、不動産賃貸事業部を柱に
微力ながら専心社業の発展に尽力いたしており
ます。この度、歴史と伝統ある鳥取いなばライ

入　会　式

4月30日　鳥取市役所新庁舎にて　会員委員会
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■MS中国株式会社 鳥取支店　
　取締役山陰統括鳥取支店長
■鳥取市扇町３ 東栄ビル２Ｆ 
　☎ 29 － 5855　Fax 29 － 5866　
■自宅　鳥取市興南町 48 モア・ルーセント 202
　携帯 090 － 4651 － 1109　　
■血液型／Ａ型
■趣味／株式投資、読書、散歩
■推薦者／砂田 典男　　
■所属委員会／会報委員会
■次期所属委員会／会報委員会

小
お

 倉
ぐら

  　 賢
さとし

Ｓ４４．５．２２生

　鳥取いなばライオンズクラブの皆様、はじめ
まして。４月より新会員として入会させて頂き
ましたMS中国株式会社鳥取支店の小倉と申し
ます。弊社は2019年10月、中国地方５県をテリ
トリーとする５社のMS＆ADインシュアラン
スグループ100％出資の保険代理店を統合し
「MS中国株式会社」として発足しました。昨
今では個人や企業を取り巻くリスクが多様化、
複雑化、巨大化しており、保険のプロフェッシ

ョナル代理店としてリスクコンサルティングを
通じた総合保険提案や事故や災害を未然に防止
する情報提供にも力を入れて活動しております。
　この度は伝統ある鳥取いなばライオンズクラ
ブの一員になれたこと、大変嬉しく光栄に思っ
ております。積極的に参加させていただき、地
域へ貢献を果たし自身の成長にも繋げていくよ
う精一杯活動してまいります。今後ともご指導
の程、宜しくお願い致しま

◎６月誕生祝…26日阿部　28日笹尾
◎ ６月結婚記念日ライオン…１日野津
　３日中井　４日下田　７日森田　
　25日奥田卓志

・６月のクラブゴルフは、６月７日（日）
　於．吉岡９：04 スタート

～理事会だより～事務局だより

2019年度臨時理事会　令和2年2月27日（木）
議題
①3月例会3月理事会の中止について 承認
※文書決済

2019年度臨時理事会　令和2年4月
議題
①�退会者について（2名） 承認
③�入会者について（1名） 承認
※文書決済

オンズクラブの一員に加わらせて頂くことを大
変嬉しく、光栄に思っております。まずはライ
オンズの誓いを守り、志高く積極的に活動に参
加し、多くのことを学び自己研鑽に励みたいと
考えております。

　最後になりますが、奉仕の心を忘れる事なく、
社会に貢献できるよう精一杯努力し、邁進して
まいりますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。
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ゴルフ同好会４月例会成績表

　　　田渕吉男選手　
　　　同好会会長の重責にありながらの
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　山下教幸選手
2020 年４月 26 日　鳥取 CC 吉岡温泉コース

ベストグロス 山下教幸

ニヤピン№ 2 谷口　博昭・仁保　統博

　　〃　　№ 8 山下　教幸・田渕　吉男

　　〃　　№ 13 砂田　典男・住谷きよみ

　　〃　　№ 17 安田　　勤・岡島　和子

ドラコン№ 9 房安　　光・霜田喜三郎

　　〃　　№ 18 今川　　登・菖蒲　直樹

ドラタン№ 9 谷口　道明・上田　隆司

　　〃　　№ 18 壱岐　昇一・小坂　宏治

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 田渕　吉男 88 22 66

２ 山下　教幸 84 16 68

３ 上田　隆司 102 34 68

４ 仁保　統博 79 8 71

５ 谷口　道明 90 17 73

６ 小坂　宏治 103 30 73

７ 谷口　博昭 90 17 73

８ 住谷きよみ 93 19 74

9 房安　　光 96 22 74

10 菖蒲　直樹 104 30 74

11 安田　　勤 103 28 75

12 今川　　登 112 36 76

13 砂田　典男 99 20 70

14 霜田喜三郎 102 20 82

15 壱岐　昇一 110 26 84

16 岡島　和子 155 55 105
優勝の弁
　４月26日（日）、鳥取カントリークラブ吉岡
温泉コースにてゴルフ同好会４月例会が16名の
参加で開催されました。
　当日は、天候の心配もなくラウンドできると
思いきや、午前中の途中から小雨が降り出した
り、午後から7番コースで雨の勢いが強く小休
止しましたがその後は良くなりほっとしました。
　スコアーとハンディがうまくかみ合って優勝
することができましたのも同伴していただいた
仁保さん・菖蒲さんありがとうございました。
　新型コロナウィルスの中、2～3の方よりゴル
フを中止・ライオンズの名前を使わないように
とかの相談もありましたが、ゴルフ開催しプレ
ー終了後の表彰式にて、参加者の皆様のご意見
を聞いたところぜひ開催してくださいとの要望
もあり5・6月も開催することになりました。但
し、状況を見ながらでゴルフプレーをした後の
表彰式をどうするかは当日に決めたいと思いま
すので宜しくお願い致します。

新ハンディキャップ 田渕　吉男選手　13
５月例会は５月17日（日）９時04分スタート
吉岡温泉コースで開催します。出場選手は８時
30分にスタートテラスに集合して下さい。
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ゴルフ同好会５月例会成績表

　　　今川　登選手
　　　同好会最高齢優勝おめでとうございます

ＢＧ　住谷きよみ選手
2020 年５月 17 日　鳥取Ｃ C 吉岡温泉コース

ベストグロス 住谷きよみ

ニヤピン№ 2 菖蒲　直樹・房安　　光

　　〃　　№ 8 砂田　典男・木下　修司

　　〃　　№ 13 住谷きよみ・谷口　博昭

　　〃　　№ 17 山下　教幸・小西　　賢

ドラコン№ 9 網師　速人・宮脇　洋行

　　〃　　№ 16 田中　敏明・岡島　和子

ドラタン№ 9 今川　　登・仁保　統博

　　〃　　№ 16 小坂　宏治・山本　孝夫

順位 名前 GROSSE HDCP NET
１ 今川　　登 102 36 66
２ 砂田　典男 87 20 67
３ 上田　隆司 101 34 67
４ 菖蒲　直樹 98 30 68
５ 住谷きよみ 89 19 70
６ 山本　孝夫 90 20 71
７ 山下　教幸 87 16 71
８ 谷口　博昭 88 17 71
9 仁保　統博 80 8 72
10 小坂　宏治 102 30 72
11 宮脇　洋行 82 9.6 72.4
12 房安　　光 95 22 73
13 岡島　和子 129 55 74
14 網師　速人 93 18 75
15 下石　明義 105 30 75
16 太田垣政宣 96 20 76
17 木下　修司 83 6 77
18 小西　　賢 90 10 80
19 壱岐　昇一 109 26 83
20 田中　敏明 90 4 86

優勝の弁
　去る５月 17 日（日）鳥取カントリー倶楽部
吉岡温泉コースに於きまして、ゴルフ同好会の
例会が行われました。当日はゴルフ日和に恵ま
れ、５月中旬ながらウグイスのさえずりを聞き
ながら、21 名の競技者の皆様が楽しくプレー
出来ましたことを喜んでいます。当日同伴した、
田中さん、砂田さん、房安さんと和気あいあい
とした雰囲気でプレー出来た事もあり、お陰様
で優勝が出来ました事を感謝いたします。
　私も 84 歳を過ぎて、なお元気でゴルフが出
来ることを喜んでいると共に、これからも健康
に気を付けながら、皆様と一緒にゴルフやその
他の活動をしていきたいと思っていますので宜
しくお願いいたします。

新ハンディキャップ 今川　　登選手　14
 宮脇　洋行選手　13
６月例会は６月７日（日）９時04分スタート吉岡温泉コ
ースで開催します。出場選手は８時30分にスタートテラ
スに集合して下さい。6月７日の競技に登録済みの選手

は次の方々です（敬称略）　網師速人、壱岐昇一、池谷
勇治、今川　登、太田垣政宣、下石明義、影山嗣泰、加
納義信、佐藤公昭、霜田喜三郎、砂田典男、住谷きよみ、
田栗智幸、田中敏明、谷口博昭、田渕吉男、仁保統博、
房安　光、松村　明、安田　勤、山下教幸、山本孝夫
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在りし日を偲んで（伴にWe Serve）

仁 保 統 博財務・会則委員会

　限られた紙面上でご縁の深かった４人様を偲ばせていただきましたが言い尽くせ
ぬこと多くて故人様に大変失礼があると思いますがお許し下さい。

矢野信也さん　２０２０年１月２０日ご逝去

川田善忠さん　２０１９年１０月１４日ご逝去

　ご入会は1995年８月でございました。鳥取県庁ご卒業を待ちかねてご入会
を勧誘しご推薦に関わらせていただきました。常に文芸に関心を持ち特に絵
画や演劇にご造詣が深い方で多くを学ばせていただきました。永く公僕とし
てのお仕事が認められ瑞寶小受章授けられ何時も分け隔てなくお付き合いを
される温厚な先輩でございました。35周年実行委員長、36代会長とご活躍を
頂きました。

　出会いはゴルフの縁でお知り合いになりました。伴に鳥取県ゴルフ連盟の
役員を務めアマゴルフ振興に励んでおりました関係で2003年に当クラブに入
会をしていただきました。後に川田様が砂丘コースの代表者に就任、川田様
に頼まれ私が取締役、鳥取ＧＣ砂丘コースの運営に関わる事になりました。
突然金融関係役員が全員退任される危険状態にある砂丘コースを現経営者様
に引き継ぐまで大変なご苦労があり一時期体調を崩されるほど責任感が強い
川田様でした奉仕活動に励んだ頃が懐かしく思い出されます。
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ご冥福をお祈りいたします

OB会員森田勝憲さん　２０２０年５月１７日ご逝去

渡邉哲次さん　２０２０年５月１８日ご逝去

　1983年10月に私の推薦でご入会していただきました鳥取青年会議所会員当
時からのお付き合いでございました。明言や語録・格言が大好きでよく聞か
され的を射るものが大いにあり随分参考にさせていただきました。今はいい
思い出であります。鳥取いなばＬＣ33代会長として奉仕活動に励み立派な足
跡を残し本業では真面目さと日々精勤で現会社を築き上げ後継者に繋いだ努
力の人でございました。

　鳥取いなばライオンズクラブに1971年10月入会。私は当クラブを1980年10
月入会させていただい時先輩として温かく迎えていただきました爾来ご指導
をいただきました。当時、渡邉様はお菓子の鳥取県流通業界にあって冠たる
ものを築いておられ流通業界は大きければ大きい程が良いと常にＭ＆Ａを視
野に攻めの経営で山陰両県一の地位を築かれました。ご厚誼の40年間商売の
機微を教えて頂きました。当クラブ28代会長としてもご指導頂きました。



印刷　株式会社鳥取平版社

　今年度も残りわずかになりました。2020年に入
り、世界規模でのコロナウィルスの蔓延により、
日本でも多大な影響が出ました。昨日、全国的に
緊急事態宣言が解除されましたが、まだまだ安心
できる様子はなく、流行以前の生活に戻ることは
出来るのだろうかと思ってしまいます。我がいな
ばライオンズクラブにおいてはアクティビティや
例会等が開催出来ないなど、影響が出ています
が、６月からは活動が再開できそうという事で、
一安心です。
　会報委員会の皆様には、なれない委員長でご迷
惑をかけたかと思いますが、一年間ありがとうご
ざいました。また、会員の皆さん、原稿等のご協
力ありがとうございました。次年度の会報がより
充実したものになるよう願っております。

指導力・会報委員長　田栗　智幸

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　砂田典男

幹　事　影山嗣泰

編　集　会報委員長　
　　　　田栗智幸

表紙写真説明
ライオンズクラブ国際協会　336－B地区　アワード受賞者表彰式
2020年３月28日　　　於 倉敷アイビースクエア

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 月 16 火  （鳥取中央LC例会）

２ 火  （鳥取中央LC例会） 17 水

３ 水 18 木 第1246回2019年度最終例会

４ 木 第1245回例会 19 金 第2回次期準備理事・委員長会 （鳥取千代LC例会）

５ 金  （鳥取千代LC例会） 20 土

６ 土 21 日

７ 日 クラブゴルフ 22 月

８ 月 23 火  （鳥取LC例会）

９ 火  （鳥取LC例会） 24 水  （鳥取砂丘LC例会）

10 水  （鳥取砂丘LC例会） 25 木  （鳥取久松LC例会）

11 木 現次期引継理事会 （鳥取久松LC例会） 26 金  

12 金 27 土

13 土 28 日

14 日 29 月

15 月 7R－1Z現次期会長予備会議 30 火


