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※コロナ禍で出席を自粛された会員の記名はありません

新年の挨拶
会長
新年明けましておめでとうございます。
昨年は、会員の皆様の多大なご協力により、コ
ロナ禍という未曾有の危機下でもどうにか運営
をしてこられました。
鳥取県版新型コロナ警報の発令で急遽例会を
中止せざるをえない事態が発生したり、例年の

池

田

康

利

行事も行えなかったりしたことは誠に残念でした。
しかし同時に「当たり前が存在することのあり
がたさ」に改めて気づくことができました。
先の見えない状況が続いておりますが、会員
の皆様におかれましては、引き続きクラブ活動の
やりがいや楽しさを感じ続けていただき、築かれ
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てきた伝統を守りながら新しいことにも果敢にチ
ャレンジしていただきたいと思っております。
今年も引き続きご協力をお願い申し上げます。
「We Serve」のスピリッツでクラブを盛り上

げてまいりましょう。
皆様のご健康とご多幸を祈念し、新年の挨拶
とさせていただきます。

第２回ガバナー諮問委員会について
幹事
11月25日（水）に第２回ガバナー諮問委員会が
白兎会館において開催されました。当会より、池
田会長、住谷第一副会長、井口さん私の４名参
加しました。西尾第二副地区ガバナーは、コロナ
禍でライオンズクラブの活動ができないが、いず
れ活動ができるのを見据えてwithコロナで「何
ができるか」をじっくり考える期間であると挨拶
の中で言われました。島田RCは「会員増強は、
将来の展望を考えると新しい芽をだすため支部
づくりが大事で、次年度よりゾーン全体で取り組
むよう」お願いをされました。議事では会員増強
の各クラブの取り組みと、今年度入会した会員
がどのような形で入会したかを各LC会長より発
表がありました。地区役員では宮部アラート・

小

坂

宏

治

LCIF委員より、７月九州豪雨災害の寄付金のお
礼と、アラートチームメンバー募集で当初７Rで
は登録者はなかったが、再募集後は７R１Zで７
名（砂丘LC６名、久松LC１名）の登録があり随
時募集中との報告がありました。その他で合同ア
クティビティについては、EM活性液活用事業は
各クラブで予定通り行われており、街頭献血事
業は各クラブ実施予定だが今後のコロナの状況
により未定で、鳥取砂丘LCだけが実施済み(粗品
提供)でした。ゾーンの親睦行事は、６LCの親睦
チャリティボウリング大会は中止で、ゴルフ大会
は2021年６月６日（日）に開催予定です。最後に
ホストクラブの鳥取LC福家成夫会長の挨拶と片
山武夫ZCの閉会の挨拶で終了しました。
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地域社会奉仕委員会アワー
地域社会奉仕委員長
11月５日の第一例会で、新型コロナウイルス感
染症の予防対策について鳥取環境大学教授の荒
川満枝先生にご講演いただきました。現在世界
中を脅かしている感染症ですが、まずはウイルス
の特徴をよく理解した上で、感染しないために
様々な予防法があることを学びました。感染者が
全国的に増加していることもあり、当日は参加者

上

田

隆

司

の皆様も講演の内容に真剣に聞き入っていたよ
うに感じました。近い将来コロナウイルスが沈静
化し、通常の日常が一日も早く訪れることを願っ
ております。
お忙しい中、ご講演いただきました荒川先生に
感謝し、お礼を申し上げたいと思います。

委員会アワー
会員委員長
12月3日の第一例会において、「鳥取城跡石垣
修理60周年」という演題のもと、委員会アワーを
開催しました。講師に鳥取市教育委員会文化財
課専門員の細田隆博氏を迎えました。同氏は鳥
取城の再建を熱望されており、ご自身の小学生
時分からのあこがれが鳥取城だったというエピ
ソードから講演は始まりました。
鳥取城跡は現在大手門の復元工事が行われて
います。標高263メートルの久松山頂の山上の丸
を中心とした山城部、山麓の天球丸、二ノ丸、三
ノ丸、右膳ノ丸などからなる平山城部からなる梯
郭式の城郭で、さらに西坂・中坂・東坂などの尾
根筋には戦国期の遺構が数多く残されており、

藤

井

三

郎

戦国時代から近世、さらに幕末までの築城技術
が一つの城地に残る城跡です。熊本城の大地震
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による石垣の崩落は記憶にも新しいと思います
が、鳥取城跡においても、昭和18年の鳥取地震に
よる石垣の崩落で、石垣を修理するのに一個一
個復元したことなどをご説明いただきました。
江戸時代に池田光政が因幡・伯耆32万5,000石
の転封で入府したことで、鳥取城は大いに拡張
されました。同時に光政によって城下町の整備も
行われたといいます。現在の因幡地域のまちづく
りにつながるものであり、長きにわたって築かれ
てきた先人の英知と努力の結晶、そして歴史のロ
マンが感じられます。
別名久松山城とも言われるこの城跡ですが、
雪化粧の美しい久松山を愛でながら、これからも
鳥取市のシンボルとして大切にしていかなけれ

11月15日

ばならないと感じた有意義な講演となりました。
講師の方をはじめ、開催にあたりご尽力いただ
きました皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上
げます。

梅鯉庵清掃
環境保全委員

10月に入会させていただきました新入会員の
懸樋と申します。10月、11月と清掃活動に参加さ
せてただいきました。
梅鯉庵付近はやまびこ館や樗谿公園があり、
子どもを連れてよく遊びにも行くところなのです
が清掃に行くのは初めての事でした。普段ここに
来ても何の気なしに『のどかでいいなぁ』とかく
らいしか思わないのでしょうが、清掃で行くと落
ち葉が気になって仕方がなかったです。遊びに
行く時に見ている目線と、清掃に行くときに見て
いる目線は全く異なっていることに気が付きまし
た。当たり前のようにきれいにされている事が尊
いことだと思いましたし、清掃に参加することで
意図的に作るきれいな状態を知って美化をみん
なで意識することが環境の保全や地域の方の暮
らしやすさに繋がるのかなとも思いました。梅鯉
庵清掃は、いなばライオンズの伝統事業でもある
とのことを教えて頂きました。これからも参加さ
せていただく中で気づきを得られればと思います
ので皆様ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申
し上げます。
参加者 壱岐 池田 池谷 今川 上田
太田垣 表 懸樋 影山 笹尾 砂田 谷口博

懸

樋

真

哉

角田 林 藤井 松村 三ツ國 宮脇
山口 山下 山根 米田
以上23名
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村山

鳥取こども学園・鳥取城北高校・
鳥取西中相撲部へ餅贈呈
児童・青少年奉仕委員長
毎年、恒例の師走に行われていた鳥取こども
学園餅つき大会がコロナ禍の為、例年どおりの大
勢の人が集まっての餅つき大会が中止になり、お
餅の贈呈式という形で令和２年12月８日（火）に
行われました。
今年は、コロナ禍で、いろいろな行事が中止と
なってしまうようになったので園長が正月にもち
がないのではないかと心配されていました。
そしてなによりこの事業を一番、楽しみにして
いた多くの児童生徒の皆さんのことを思うと、残
念でした。無事に贈呈式を行うことができました。

霜 田 喜 三 郎

この式の後で毎年餅つきのお手伝いをしても
らっている鳥取城北高校の相撲部へ行って、お
餅の贈呈式を行いました。
これで、来年へと繋ぐことができたのではない
かと思います。
この歴史のある事業を来年は例年どおり出来
ることを願います。
ご協力いただいた皆様、参加者の皆様、寒い
中、お疲れさまでした。
参加者 池田 表 小坂 佐藤 米田 霜田
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新会員紹介
かわ かみ

■有限会社 わかさ清掃 代表取締役
■八頭郡若桜町高野 762
☎ 0858 － 82 － 0824 Fax 0858 － 82 － 0824
■自宅 八頭郡若桜町高野 762
☎ 0858 － 82 － 0824 携帯 090 － 3748 － 4913
■血液型／Ａ型
■夫人／拡美
■結婚記念日／Ｈ 19．５．13
■趣味／読書
■推薦者／谷口道明
■所属委員会／地域社会奉仕委員会

かず ひこ

川上 和彦
Ｓ５１．８．２７生

この度入会の機会をいただきました、有限会
社わかさ清掃の川上和彦と申します。弊社は若
桜町内の一般廃棄物収集運搬業を祖父の代より
行っており、黄緑色の収集車が特徴となってお
ります。主に午前中に収集作業、午後に運搬を
行っております。安全運転・安全作業を軸に町
民の方が分かりやすいように応対することを心
がけております
私自身は12歳の頃より持病を有しており、32
年目と長い付き合いとなっておりますが、大き

な病なることもなく今日に至ることができてい
るのも、多くの方の支えがあればこそと、思っ
ております。ライオンズ入会のきっかけについ
ても、40歳まで続けておりました団体活動を通
じてできた友人よりご縁をいただきました。恥
ずかしながらライオンズのことについては無知
でございますが、今後の活動を通じて多くのこ
とを学び、伝統あるライオンズの一員として、
社会奉仕に精進をしていきたいと考えておりま
す。今後ともよろしくお願いします。

私の履歴書
野
私は昭和58年５月30日に島根県松江市に生ま
れ小学校で最初は何気なく始めたバスケットに
のめり込み高校まで部活で大学では島根を出て
名古屋に行った時もクラブチームでバスケットを
続け、もっと勉強しとけば、大学生活を楽しんで
おけばと多少の後悔をしつつ毎日汗を流す日々
を過ごしておりました。
大学時代では知らない土地で知らない人しか
いない中でしたがバスケットという一つのスポー
ツをしていたお陰で今でも続く人とのつながりが
出来たことがとても大きな財産になっています。
そんなバスケ人生を過ごしていた私でしたが
今の会社さんびるに入社することが決まり松江

津

俊

宏

に帰ってまいりました。
「さんびる」という名前を見た時何の会社か
なと思われるのが初めてお会いする方のだいた
いの反応です。私も就職活動をしている時に最
初そう思ってしまいました。もともと「山陰ビル
サービス」という社名であったのが平成17年に
今後山陽に事務所をかまえる予定もあった為社
名を省略するような形で「さんびる」に変わっ
たということです。平成18年に私は入社しまし
たのでちょうど社名が変わったタイミングでの
入社で変化していく会社に携わっているのが新
入社員ながらワクワクしたのを覚えています。
もともとビル清掃を中心としたビルメンテンス
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業をしていたのを地域に求められる会社、地域
に根差した会社をモットーに指定管理業、健康
福祉、学童塾などの多方面に業務を広げ始めた
のもこの時期でした。
入社して最初は米子営業所に、平成19年に鳥
取支店に異動となりその時に約5年間鳥取で過ご
しておりました。鳥取でその時過ごした人とのつ
ながりや経験は仕事やプライベートを含め関わっ
ていることがとても多く勉強させて頂きました。
そのあと倉敷に異動を経て平成31年4月、令和に
なる年に鳥取に帰ってまいりました。鳥取から離

れる際、また鳥取に帰ってきたいと思っていまし
たが、それが思っているよりも早く帰ってこれた
ことを個人的にとても嬉しく思っています。
各地域で学んだこと今までの経験を活かし、
鳥取の地域に貢献していくことで恩返しが出来
ればと考えています。去年より鳥取いなばライオ
ンズクラブ入会させて頂き、歴代のさんびる鳥取
支店長も鳥取いなばライオンズクラブの会員であ
りましてその方々に負けないようこれから諸先輩
方と共に活動させて頂き、地域の為に精一杯努
力してまいります。

私の履歴書
森
私は昭和45年２月、旧気高郡青谷町にて２人
兄弟の長男として誕生しました。早いもので今年、
人生100年時代と言われる昨今の丁度折り返しと
なる50歳となりました。
生まれてから高校卒業まで地元で過ごし、就
職とともに岡山へ、転勤によりまた地元へ戻って
来ました。長年青谷という山や川、海と自然が豊
かで静かな地で過ごしたこともあり、現在も生活
の拠点は同じような環境の鹿野町にて過ごして
おります。
高校卒業後、医薬品卸会社に就職し、数年後
入社した妻と出会い社内結婚。森田家は2人姉妹
だったこともあり長男ではありましたが森田家に
入りました。結婚後すぐ会社合併とそれに伴い
転勤辞令…。当時の仕事にやりがいもあり不満
もなく非常に悩みましたが、父からの誘いもあり、
現在の森田印房へ入社しました。右も左もわか
らずまた営業職からものづくりと仕事内容もが
らりと変わり、入社当初は大変苦労しましたが
職人気質の父の厳しい指導のもと今日に至って
おります。
現在、印鑑（ハンコ）業界はこのコロナ禍の中、
デジタル化の加速と脱ハンコの流れにより大きく
変革を迫られています。ゆくゆくはこのようにな
ることは以前から予想はしていましたが、予想以
上の急速な変化に戸惑いもあります。しかし印章

田

浩

二

制度が残る限りは、誇りを持ち仕事を続けていき
たいと思います。また当社は、先代より印鑑以外
にも印刷をはじめ様々なものを取り扱い製造販売
してきており、近年は設備投資にも力を入れてき
ました。今後は更に、ハンコ文化を大切にしつつ
も時代の変化に対応できるよういろいろなことへ
挑戦していきたいと考えています
私が大切にしている言葉に“我逢人”（我、人
と逢うなり）という禅語があります。人と会うこ
とからすべてが始まる…という意味です。これま
で仕事で、また青年経済団体に所属し多くの方
との出会いがありました。昨年はライオンズクラ
ブに入会し、皆様との出会いを大切にし活動を
通じ様々なことを学んでいきたいと思います。こ
れからもよろしくお願いいたします。
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私の履歴書
谷
私は、昭和49年11月に岩美郡福部村で３人兄
弟の長男として生を受け、高校までは鳥取で過
ごし、高校卒業後は大学に進学し広島市で４年
間過ごしました。大学時代は、バイト・遊び・勉
強にと誰にも束縛される事もなく、自由で楽し
い時間を過ごさせて頂きました。
卒業後は、広島市で金融関係の仕事に就職し
ましたが長男でもあったため半年程で仕事を辞
め、鳥取に帰省する事を決断しました。
鳥取に帰ってからは、父親が専務をしていた
富士警備保障で営業職として働く事になりまし
た。当時は、警備会社が全くない倉吉市に本社
を構え、従業員20名程度で交通誘導警備を中心
に業務を行っていました。山陰道がない中での
朝早くからの通勤あるいは暑さ寒さの中で警備
員として働くのは過酷ではありましたが、顧客
からの信頼を厚くする事で現在の礎が形成され
たと言っても過言ではありません。
会社も決して順風満帆ではございませんでし
たが、業績も着実に伸び、会社設立から５年後
の2000年３月には自社ビルを新築し、本社を倉
吉市から鳥取市に移転し業務を拡張してまいり
ました。また、翌年には人から機械へとシフト
を移行し安定基盤の確立そして警備会社として
のステイタスでもあった機械警備の新規分野に
も参入し、会社の名称も富士綜合警備保障へと
変更致しました。
私は、課長・常務・専務・副社長を歴任し、
６年前の40歳の時に代表取締役となり、「方向
性」「決断」と権限を与えられ、企業には必要
不可欠な経営理念そして３つの経営方針を掲げ
させて頂きました。
現在では、本社を含め８つの拠点そして従業
員も約350名まで増えました。
業務においても警備以外にビルメンテナンス
業務、監視業務、管理業務、保守点検業務など
人々が安心し、快適に暮らせることに密着した
業務を24時間365日の体制で行っております。
私生活におきましても妻そして３人の子供た
ちと一緒に自由で楽しい生活を送っております。
また、弟・妹各々が別会社の代表者でもありラ

口

道

明

イバルとして負けないよう日々切磋琢磨してお
ります。
今後も先代の方々が苦労し、現在のレールを
敷いてくれた事への「感謝」を忘れず、私が次
の時代へのレールを敷いていくと共にこの住み
暮らす地域へ微力ながら「恩返し」をしていき
たいと思います。
結びになりますが、経営者としてはまだまだ
未熟な私ではございますが、多くの尊敬できる
諸先輩方がいらっしゃる中で志を高く持ち、多
くの「学び」や「出会い」を大切にし、社会貢
献あるいは自己研鑽の場として成長に繋げてい
きたいと考えておりますので今後とも宜しくお
願い致します。
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ゴルフ同好会11月例会成績表

山本 孝夫選手
ツールの新調が功を奏し
優勝おめでとうございます
ＢＧ

田渕

吉男選手
2020 年 11 月 22 日
順位

優勝の弁
11月のライオンズコンペにて、何とか1打差
で、優勝することができました。ゴルフは道具
が大事だと、Tさんが言うので、ウッド、アイ
アン、バッグをすべてゼクシオイレブンに取り
替えました。
この日ロッカーキーを観たらなんと１番の
ロッカーキーだったので、優勝する予感があり
ました。同伴の仁保さん、田渕さん色々アドバ
イスをいただき、ありがとうございます。これ
からも、健康の為にゴルフを続けていきたいと
思いますので、会員の皆さんよろしくお願いし
ます。

名前

鳥取 GC 砂丘コース
GROSSE

HDCP

NET

１

山本

孝夫

94

30

64

２

下石

明義

99

36

65

３

表

淳史

91

24

67

４

安田

105

36

69

５

住谷きよみ

99

30

69

６

小坂

宏治

104

34

70

７

仁保

統博

79

8

71

８

谷口

博昭

93

21

72

9

房安

光

101

27

74

10

池谷

勇治

99

25

74

11

砂田

典男

93

18

75

12

壱岐

昇一

110

34

76

13

田渕

吉男

87

11

76

14

加納

義信

97

20

77

15

田中

敏明

90

11

79

16

谷口

道明

101

18

83

17

井上

法雄

125

40

85

18

山口

英晃

150

50

100

勤

ベストグロス

田渕

吉男

ニヤピン№ 2

房安

光

〃

№7

安田

勤

〃

№ 11

田中

敏明

〃

№ 16

田渕

吉男

砂田

典男

谷口

博昭

壱岐

昇一

下石

明義

ドラコン№ 1
〃

№ 10

ドラタン№ 1
〃

№ 10

新ハンディキャップ
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山本

孝夫選手

18

11月第一例会（11月５日）
・社 会 奉 仕 委 員 会 一 同 … 荒 川 先 生 、 本 日 は
「新型コロナウイルス感染症予防対策につ
いて」のご講演ありがとうございました。
今後、本日学ばせて頂いた知識を自分だけ
でなく家族あるいは会社に持ち帰り、さら
なる感染予防に対する意識・行動の強化に
つなげっていって頂きたいと思います。
・池 田康利…本日は講演ありがとうございま
した。大変勉強になりました。
・池 田康利…11月１日で50歳になりました。
ライオンズでは10回目となりました。あり
がとうございます。
・住谷きよみ…11月3日で66歳になりました。
一日一日を大切に、楽しく過ごしていこう
と思っています。
・長 谷孝浩…11月15日で46歳になります。
久々の誕生日プレゼントをゲットしました。
感無量です。
・谷 口道明…11月12日で46回目の誕生日を迎
えます。まだ45歳なんで46歳までの1週間を
楽しんで過ごしたいと思います。ありがと
うございました。
・田 淵吉男…秋晴れの中、クラブコンペを鳥
取カントリークラブ吉岡温泉コースにて開
催され優勝する事が出来ました。同伴の方、
有難うございました。

愛する方と八上姫公園に足を運んでもらい
たいと思います。
・三 ツ國全代…コロナ禍でコソ勉をしており
ましたが、宅地建物取引士試験に合格しまし
た。
・加 納義信…12月７日の誕生日で81歳になり
ました。これからも仕事とゴルフで頑張っ
ていきます。よろしくお願いします。
・山 口英晃…誕生日のお祝いを有難うござい
ました。40代最後の１年、楽しもうと思い
ます。ゴルフで120を切れるように頑張ります。
・小 西 賢…お誕生日お祝い有難うございま
す。毎年ライオンズ様だけお祝いして頂け
ます。鳥取に来て15年。いつになったら異
動させていただけるかと思う今日この頃です。
・菖 蒲直樹…長女誕生祝を頂戴し誠にありが
とうございました。コロナ禍の大変な時期
に11月20日待望の第一子が産まれました。
「49歳で子供を作るなんて、さすが菖蒲君、
勇気や元気がもらえるわ。」と言われる反
面、「鳥取の加藤茶だとか石田純一だと
か。」褒められているのか、けなされてい
るのか全く分かりません。娘が二十歳にな
るころには、私も生きていれば70歳になっ
ています。調度介護してもらうには女の子
で本当に良かったと、宝のように思ってい
ます。娘にメロメロの私ですが、これから
健康管理に気を付けて、夜遊びが似合うイ
12月第一例会（12月3日）
クメンを目指そうと思います。本日はあり
・池 田康利…本日の細田様の講演に感謝いた
がとうございました。
します。
・池 田康利…菖蒲さんのパパを祝いましてド
・藤 井三郎・下石明義・村山嘉次（会員委員
ネーション致します。
会一同）…会員委員会アワーご静聴ありが
・山 本孝夫…11月のコンペにて、ハンディの
とうございました。郷土の文化財探訪、鳥
おかげで優勝する事が出来ました。同伴の
取城のお話も三回目をお話して頂きました。
仁保さん、田淵さんお世話になりました。
文化財専門員の細田様、本日は多忙のとこ
ろありがとうございました。
12月第二例会（12月17日）
・山 下教幸・小坂宏治・上田隆司…皆さん河
・池 田康利…今年最後の例会でした。まだ半
原町の八上姫伝説は、ご存知でしょうか。
分ですが多大な御協力有難うございました。
日本の歴史の中で最も古いラブストーリー
・長 谷孝浩…12月第一例会、テーマー休ませ
トーリー、恋の物語です。私たち３名は河
てもらいました。副テーマーの菖蒲様あり
原町観光協会に所属しており八上姫を全国
がとうございました。お陰で12月6日の土木
的にＰＲしようと活動しています。先日は
一般実施試験はバッチリ手ごたえがありま
八上姫公園の整備を行い日本海新聞の記事
した。
に取り上げてもらいました。皆さんも一度
・林 憲二…ローソンのケーキをご利用有難
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うございました。
・小 西 賢…本日12月の第二例会が例年通り
クリスマス家族例会でなく通常例会になり
ましたが皆様にクリスマスケーキと当ホテ
ルのお食事券をお渡しする事ができ、コロ
ナ禍ではございますが少しでもクリスマス
気分になって頂く事が出来た事にドネーシ
ョン致します。残念ながら今年は私のトナ
カイ姿をお見せできませんでしたが、来年

は無事クリスマス例会を開催できる事を祈
願します。
・三 ツ國全代…クラブの皆様には今年も大変
お世話になりました。雑感をお喋りさせて
頂きます。来年は穏やかな一年になります
ように。
・井 上法雄…三ツ國様ツイスタータイムお話
しありがとうございます。

チャーターメンバー 記念品贈呈
西尾
西尾吉兵衛チャーターメンバーより、12月第一
例会にてドネーションを頂戴しました。御礼申し
上げ、ここに掲載させていただきます。
52回目のチャターナイト例会おめでとうござい
ます。チャーターメンバーの責分を果たせており
ません私に過分なお祝いを頂き有難うございま

吉兵衛

す。メンバーの皆様とお祝いをしたかったのです
が新型コロナウイルス等の対応でナイト例会中
止に残念な思いです。鳥取いなばライオンズクラ
ブ結成来初めての出来事です。今後も何が起こ
るか想像もつきませんが頑張ってください。次回
お目にかかれる日を楽しみにしております。
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◎１月誕生祝…２日中谷 ５日村山 ８日生田
９日岡島 13日壱岐
15日今川 木下修
20日赤坂 25日菖蒲
◎２月誕生祝…１日小坂 ４日北村
６日森田浩 ８日谷口博
９日表、山本章 10日井上
12日松本正 13日福嶋
22日山本敏 24日伊吹
◎１月結婚記念日…５日太田達 ７日田中宏

８日小倉 13日谷尾
14日中谷
15日木下修 砂場
23日松本美 26日仁保
◎２月結婚記念日…22日池田 24日阿部
◎同好会だより
・１月のゴルフは、お休みです。
・２月のゴルフは２月28日（日）
於.岡山方面

事務局だより
11月
議題
①アラートチームメンバー募集について
担当委員会理事より、委員会にて検討して依頼
することが提案され、承認とする。
②CN記念例会（11月第二例会）について
新型コロナウイルス第三波とみられる感染拡大
により、鳥取県より東部に「新型コロナ警報」
が発令されたため検討した結果、会場である鳥
取ワシントンホテルからも中止してほしいとい
う意見が出され中止とする。尚、コロナ禍にお
ける例会開催の基準について審議した結果、警
報が発令された場合は昼夜とも中止、注意報の
場合は夜の例会の場合は昼に変更とする。
③12月拡大理事会について
理事＋委員長参加、懇親会付きで夜の開催と
なっていたが、12月第二木曜日の昼に鳥取ワシ
ントンホテルにて開催に変更。
④12月第二例会について
クリスマス家族会を中止して、12月第二木曜に
会員のみの夜間例会となったが、その後の計画
委員会で、12月第三木曜日の昼に普通例会に変
更して開催、ケーキを参加者・欠席者でも取り
に来る方に配布すること、また正会員・優待会
員全員に鳥取ワシントンホテルの商品券5,000円
分を配布することが提案され承認とする。
⑤鳥取こども学園もちつきについて
学園の方から行事は中止とすることと、お餅に
ついての依頼があり、委員会提案どおり承認。
⑥鳥取いのちの電話」支援金贈呈について
日時 2021年１月21日
（木）
（１月第二例会）
場所 鳥取ワシントンホテルプラザ２Ｆ
出席者「鳥取いのちの電話」理事長
瀧田親友朗 様

～理事会だより～
※クリスマス家族会が中止となったので、募金
は中止とする。
⑦第８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日程について
2021年５月９日（日）開催 ※前日が準備日
⑧街頭献血活動日程について
日時 2021年３月７日（日）
場所 イオン鳥取北店
12月
議題
承認
①第67回地区年次大会代議員 
②新会員について
承認
③新年祝賀例会について
懇親会付きで夜の開催となっていたが、鳥取市
内の新型コロナ感染者の増加を受けて、昼の例
会にした方が良いのではないかという意見が出
され、昼の開催に変更とする。
④２月第一例会薬物乱用防止講演
承認
⑤鳥取こども学園もち贈呈決算報告
承認
⑥指導力・会報委員会アワーについて
承認
⑦環境保全委員会アワーについて
承認
⑧12月第二例会について
この１週間に鳥取市で３名の新型コロナ感染者
が出ており11月の時点では１週間以内に３名の
感染者が出た場合は警報が出されるようであっ
たが、病院のベッドの使用率との関連もあり、
現在は発令されていないことから、今までの２
週間以内に県外に出た人に加え、県外の人と会
食等の接触があった人もご遠慮いただくことと
して、11月の基準どおり、警報が発令にならな
い限り、開催とする。
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表紙写真説明
鳥取城北高校相撲部へ餅の贈呈

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
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日

○世界平和デー（24日）
○

元旦


第1256回新年祝賀例会

（鳥取中央LC鳥取千代LC新年祝賀例会）
成人の日

理事会



第1257回例会


（鳥取LC新年祝賀会）
（鳥取久松新年祝賀例会）

（鳥取中央LC例会）
(鳥取砂丘LC例会）
（鳥取千代LC例会）



（鳥取LC例会）



（鳥取久松LC例会）

2 月 行 事 予 定
○元地区ガバナーの月
○ガバナー諮問委員会
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日

○
○



第1258回例会

(鳥取中央ＬＣ例会)
(鳥取砂丘ＬＣ例会)


理事会
建国記念の日


(鳥取LC例会）
（鳥取久松LC例会）
(鳥取千代ＬＣ例会)


(鳥取中央ＬＣ例会)

(鳥取砂丘ＬＣ例会)
第1259回例会
7R-1Z第三回ガバナー諮問委員会

天皇誕生日




（鳥取LC例会）
（鳥取久松LC例会）
（鳥取千代LC例会）

クラブゴルフ

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/

オンズ活動は自粛という形になり、また、コロナと

例会日

毎月第１・第３木曜日

共存する様式は、不便さも多々ありますがお互いに

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

新年あけましておめでとうございます。
日ごろから会報委員会にご協力ご理解をいただき
ありがとうございます。
昨年度は、新型肺炎コロナウィルスの猛威でライ

気を付け2021年度では多くの会員皆様方と一堂に会

会

長

池田康利

し交流また意見交換等、会員皆様にとって良い年に

幹

事

小坂宏治

なりますよう祈念申し上げます。

編

集

会報委員長
北村雅彦

会報委員会

下田 哲也

印刷

12時20分

株式会社鳥取平版社

