
●地区アクティビティ・スローガン
『サムシングニュー Something New』
●地区ガバナー・キーワード

『誇りと自信 そして前へ』
●クラブ会長スローガン

『今できること、今だからできること』
●クラブ会長キーワード

『新しい時代へのリスタート』
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12月第二クリスマス例会

新年祝賀例会

計 画 委 員 会

計 画 委 員 会

　　　

　　　

　コロナ感染拡大予防のため、本年も昨年同
様、ご家族の参加がない、会員のみのクリスマス
例会となりました。それでも、壱岐地区委員長の
乾杯に始まり、即興で３年以内に入会された方の

　１月６日、令和４年の新年祝賀例会が開催され
ました。例会にて池田前会長、小坂前幹事に感
謝状と記念品、そして、結婚50周年の金婚、25周
年の銀婚を迎えられる会員、更に喜寿、古希、還
暦を迎えられる会員にお祝いがそれぞれ贈呈さ
れました。祝宴前には、８名の今年の年男の皆さ
んにお札が贈られ、住谷会長と年男最年長者の
田中敏明さんの鏡割り、谷口地区アラート委員の

スピーチもあり、盛り上がりました。歳末募金も
いただき、有意義な会となりました。来年こそ
は、ご家族にご参加いただけるようにと願いなが
ら終了いたしました。

発声による乾杯で祝宴が始まりました。コロナ感
染予防に配慮しながらの祝宴となりましたが、会
長が注がれる樽酒をいただきながら、楽しそうに
懇親を深める会員の皆さんの姿が見られました。
最後に、今年こそ、良い年になりますようにとラ
イオンズローアを叫んで、拍手の下、終宴となり
ました。
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薬物乱用防止教育認定講師養成講座
プログラムに参加して

砂 田 典 男　

　令和３年12月18日（土）13：00～16：30
　岡山国際交流センターで開催されました、ライ
オンズクラブ国際協会336-B地区と（公財）麻
薬・覚せい剤乱用防止センター主催のプログラム
に鳥取いなばライオンズクラブより、住谷会長と
私の二人で参加してきました。
　当日は、積雪の予報が出され山間部では大雪
との情報の中、鳥取市では不要不急の外出は控
えるようにとのメールが届いていましたが是非と
も受講したいプログラムでしたので降雪の中、愛
車で出掛けました。
　会場には336-B地区各クラブより56名の会員の
皆さまが参加されていました。
　開講式では、ライオンズクラブ国際協会336-B
地区ガバナー　L平山　智雄氏よりご挨拶の後、
１，啓発動画視聴講座「それってホント？事例で
みる薬物乱用」のDVDに続き、
２，基礎講座　医学知識「薬物乱用と心身への
影響」について
３，専門講座　「行政事情　①薬物犯罪等の現
状」について岡山県警察組織犯罪第一課　薬物
銃器対策指導係　課長補佐　警部　石戸　康文　

様より、岡山・鳥取の薬物犯罪等の現状について
事例を挙げてお聞きしました。
４，専門講座　「行政事情　②薬物乱用防止対
策」について岡山県保健福祉部医薬安全課　臓
器移植・薬物対策班　技師　川並　慎治　様よ
り、薬剤師の経験から日頃見慣れた薬や薬物に
関してお話がありました。
５，実践講座「ライオンズクラブ国際協会におけ
る薬物乱用防止活動について」
ライオンズクラブ国際協会　330-A地区
　薬物乱用防止教育認定講師　L舘　親光　様
より
舘　親光　講師はこれまでに380校の学校に赴き
薬物乱用防止について子ども達に分かりやすく
説明をされ今後の５年間で合計500校での活動を
目標にされています。
　薬物乱用防止教室を実施するために自身で作
成された資料、「薬物乱用から自身を守る知恵」
をホームページよりダウンロードし皆さまの活動
に使ってくださいとの事でした。
　最後に、認定証授与式、閉講の挨拶があり散
会となりました。
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鳥取いのちの電話への協力金贈呈

谷 口 道 明地域社会奉仕委員長

　３月15日、鳥取市医療看護専門学校におきまし
て住谷会長・小坂副会長・佐藤幹事・谷口委員
長・森田副委員長の５名で参加し、鳥取いのちの
電話 理事長 下田光太郎様へ協力金の贈呈を行
いました。
　鳥取いのちの電話は、平成７年10月に「電話」
を通して、悩み苦しんでいる人のこころが和らぎ
希望と勇気を持って再び生きていかれることを願
い開局されました。
　現在は、１年半の研修を受講した50名の相談
員が所属しており、年間6000件の多岐にわたる
相談に昼夜を問わずボランティアで対応してい
ると伺いました。

　また、相談員にとって大切な事は、相談者に意
見を押し付けるのではなく、聞いてあげる事であ
ると学ばせて頂き、このような皆様のご尽力が
「電話」を通して多くの命を救っている事に感銘
を受けました。
　今回で27回目の協力金の贈呈ですが、昨今で
は相談員の不足・寄付金により運営されているた
め、会員の固定化が難しく、事業運営等の支障
が懸念されております。鳥取いなばライオンズと
してもこのような活動に少しでも貢献できるよう
今後とも支援する事の必要性に気づかされる機
会となりました。

献血協力について

地域社会奉仕委員会

日　　時　　2022年３月６日（日）10：30～16：00
場　　所　　イオン鳥取北店１Ｆ
コロナ感染拡大予防のため、街頭献血活動はで

きませんでしたが、献血者への記念品提供にて
協力致しました。
当日受付数44名　　献血者41名　（16,400ml）
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世界ダウン症デーイベントに参加して

笹 尾 茂 美児童・青少年奉仕委員長

　毎年3月21日は世界ダウン症デーということで
鳥取支部が主催するイベントに参加しました。
　当日は春の日差しがあるとはいえ肌寒い一日で
した。イベントは一時間程度で大学生によるバ
ルーンアートで始まり賑やかのものになりまし
た。鳥取支部の会長さん宅が私の自宅のご近所
で子供も同学年ということから以前からの顔見知
りでした。子供がダウン症ということも知ってい
たので家族の方々のご苦労も身近に感じていま

した。最近はあまり会うこともなかったのですが
久しぶりに見る子供さんが演奏やダンスをされる
姿を拝見し元気そうでよかったなと感じました。
イベントの中で女の子がエレクトーンをご両親と
三人で「糸」を演奏されましたが聞き入ってしま
い家族の絆を見ることが出来大変感動しました。
ダウン症であることが弊害となり苦労されること
も多いと思いますが、元気に明るく過ごしてもら
えればと願います。
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新会員紹介

■山陰東陽化成有限会社　代表取締役社長
■鳥取市浜坂４丁目 666–2
　☎ 26–5421　Fax 22–7292
　E メール　k-shimizu@rice.ocn.ne.jp
■自宅　鳥取市湖山町西１丁目 352–20
　携帯 090–7778–6754　自宅 Fax 30–2622
■血液型／Ｂ
■趣味／ゴルフ
■推薦者／住谷きよみ
■所属委員会／地域社会奉仕委員会

■鳥取ワシントンホテルプラザ　総支配人
■鳥取市東品冶町 102
　☎ 27–8111　Fax 27–8125
　E メール　gmr-tottori@washingtonhotel.co.jp
■自宅　鳥取市富安１丁目 143–1–402
　携帯 090–7985–3880
■血液型／Ｏ
■趣味／ゴルフ
■推薦者／住谷きよみ
■所属委員会／計画委員会
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　この度、鳥取いなばライオンズクラブ様に入
会させて頂く事になりました、鳥取ワシントン
ホテルプラザの高島敬四郎と申します。この度
の弊社の人事異動により、本年１月より総支配
人の任に就いております。前任地は、お隣の島
根県にある「浜田ワシントンホテルプラザ」で
す。私の出身は九州の福岡県で、鳥取には単身
赴任で参っております。入社以来、長らく九州
内のワシントンホテルプラザを転々とし、博多・
久留米・熊本・鹿児島と全ての拠点で勤務経験
がございます。３年半前に、初めて九州を離れ
て山陰の地・浜田に赴任致しました。今回も同
じく山陰の鳥取ということで、前回の赴任時に
比べて不安は少ないように感じております。し
かしながら、同じ山陰でも気候の違いに多少驚
いておりまして、特に雪の多さにはびっくりし
ている次第です。「住めば都」と申しますので、

　この度ご推薦を頂き入会させていただきまし
た山陰東陽化成有限会社の清水康一と申します。
　弊社は塗料を中心とした建築資材の卸業とし
て昭和58年に創業いたしました。その後、防
水・塗装工事を主に建築事業を展開しておりま
したが、インフラ改修工事が増加している背景
を受け土木事業である橋梁・トンネル等のコン
クリート構造物の改修工事も現在事業展開して
おります。

今後徐々に慣れるだろうとは思っております。
私の趣味は、一応ゴルフと言っておりますが、

「下手の横好き」で一向に上達しません。単身
赴任が長い関係で休日もやる事が無く、何か趣
味を持たねばという事で、熊本勤務時代に始め
たのがきっかけです。
　ライオンズクラブ様との縁と申しますと、前
任地の浜田ワシントンホテルプラザが例会場と
してご利用頂いておりました関係もあり、浜田
LC の会員として活動させて頂いておりました。
今回も、鳥取いなば LC 様に入会させ頂く事に
なり大変光栄に存じます。
　コロナ禍で大変な状況が続いておりますが、
今後は鳥取いなば LC 様の一員として微力ながら
活動に精進したいと思っております。住谷会長様
をはじめ、会員の皆様におかれましては、何卒ご
指導・ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

　鳥取いなばライオンズクラブに入会するにあ
たり多くの方のご縁をいただきました。このご
縁に感謝するとともに、様々な社会貢献活動や
奉仕活動を通じて
微力ながら頑張り
たいと思いますの
で、 ご 指 導、 ご 鞭
撻の程よろしくお
願い申し上げます。
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ゴルフ同好会11月例会成績表

　　　井上　法雄選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　田中　敏明選手
2021 年 11 月 21 日　鳥取 GC 砂丘コース

優勝の弁
　2021年11月のライオンズゴルフで優勝させて
いただきました
　今回もいつものメンバーで回らせていただきました。
　同じ委員会のメンバーですが、仁保さん、田淵
さん、山本さん、経験豊富な大変お上手なメンバ
ーの中で楽しみながらいつもまわらせていただい
ております。以前はこのメンバーに西尾先生にも
ご一緒させていただいておりました。今回は、予想
に反して調子が良かったのか飛びすぎてしまい、
二回前の組に打ち込んでしまい、大変ご迷惑をお
かけしました。この場をお借りしてお詫び申し上げ
ます。毎回思いますが、私にとってライオンズクラブ
のゴルフは、一つの交流の場でもあり、また、勝ち
負けに関係なく本来のゴルフを楽しめる場でもあり
ます。できれば年に一回程度は、優勝しながらの
んびりと腕を上げられればなと思っております。歳
を重ねるごとに飛ばなくはなりますが、そのぶん技
が磨かれるのかんなーんて思っております。これ
からもご指導よろしくお願いいたします。 新ハンディキャップ 井上　法雄選手　22

ベストグロス 田中　敏明

ニヤピン№ 2 谷口　博昭

　　〃　　№ 7 田中　敏明

　　〃　　№ 11 井上　法雄

　　〃　　№ 16 山本　孝夫

ドラコン№ 3 池谷　勇治

　　〃　　№ 17 下石　明義

ドラタン№ 3 壱岐　昇一

　　〃　　№ 17 上田　隆司

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 井上　法雄 103 45 58

２ 房安　　光 100 32 68

３ 田中　敏明 83 15 68

４ 上田　隆司 96 28 68

５ 仁保　統博 77 8 69

６ 加納　義信 88 18 70

７ 壱岐　昇一 108 37 71

８ 谷口　博昭 88 17 71

9 松村　　明 87 15 72

10 山下　教幸 91 19 72

11 池谷　勇治 88 15 70

12 下石　明義 103 29 74

13 谷口　道明 97 23 74

14 表　　淳史 95 18 77

15 山本　孝夫 105 22 83

16 笹尾　茂美 123 40 83

17 田淵　吉男 99 15 84

18 小坂　宏治 111 23 88

19 霜田喜三郎 99 8 91

20 住谷きよみ 105 10 95
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ゴルフ同好会12月例会成績表

　　　砂田　典男選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　谷口　博昭選手

優勝の弁
　2021年12月19日　鳥取ゴルフ場にて開催予定
のクラブゴルフ大会は昨日からの降雪のために
中止となりました。
　参加者全員が雪景色のゴルフ場に集合し、恒
例のじゃんけん大会でドラコン、ニヤピン、ベ
スグロ等各賞や優勝者を決めました。
　今回は、負けた人だけが脱落するルールのた
めに白熱した「じゃんけん大会」になりました。
　最後まで勝ち残った私が優勝者に決まりまし
た。
　普段の大会では、ハンディキャップの関係で
中々優勝に恵まれないのですが今年最後の幸運
を自分の手で掴み取りました。
　今回の優勝で、年度末の取りきり戦の権利を
得ました。
　また、楽しみが一つ増えました。
　ありがとうございました。

新ハンディキャップ 砂田　典男選手　14

ベストグロス 谷口　博昭

ニヤピン№ 2 谷口　博昭

　　〃　　№ 7 田中　敏明

　　〃　　№ 11 福嶋　徳男

　　〃　　№ 16 仁保　統博

ドラコン№ 3 房安　　光

　　〃　　№ 17 砂田　典男

ドラタン№ 3 壱岐　昇一

　　〃　　№ 17 下石　明義

当日寒波襲来砂丘コース積雪のため競技中止、
ジャンケンによって優勝者を決定しました。
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ゴルフ同好会２月例会成績表

　　　壹岐　昇一選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　山本　孝夫選手

優勝の弁
　２月27日曇り空の日、鳥取ゴルフクラブ砂
丘コースに集合しましたが、残雪多くプレー
できる状況ではなかった。そのようななか、
優勝者の選抜のとき、自らが挙手、他に意思
なしと判断し、皆様の賛同のもと、何十年ぶ
りの優勝者になりました。
　形はどうあれ、優勝はとても嬉しいです。
　皆様、ありがとうございました。
　次回はグリーンの上での優勝を狙いたいで
す。

新ハンディキャップ 壹岐　昇一選手　30

ベストグロス 山本　孝夫

ニヤピン№ 2 表　　淳史

　　〃　　№ 7 谷口　博昭

　　〃　　№ 11 霜田喜三郎

　　〃　　№ 16 佐藤　公昭

ドラコン№ 3 網師　速人

　　〃　　№ 17 山口　英晃

ドラタン№ 3 山本　孝夫

　　〃　　№ 17 井上　法雄

当日積雪のため競技中止にてジャンケンによっ
て優勝者を決めました。

2022 年２月 27 日　鳥取 CC 砂丘コース
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ゴルフ同好会３月例会成績表

　　　池谷　勇治選手　
　　　桜花戦優勝おめでとうございます

ＢＧ　住谷きよみ選手
2022 年３月 27 日　鳥取 CC 吉岡温泉コース

ベストグロス 住谷きよみ

ニヤピン№ 2 住谷きよみ

　　〃　　№ 8 田中　敏明

　　〃　　№ 13 砂田　典男

　　〃　　№ 17 表　　淳史

ドラコン№ 6 田淵　吉男

　　〃　　№ 18 池谷　勇治

ドラタン№ 6 井上　法雄

　　〃　　№ 18 山下　教幸

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 池谷　勇治 95 26 69

２ 田中　敏明 87 15 72

３ 山下　教幸 91 19 72

４ 山本　章貴 94 22 72

５ 下石　明義 102 29 73

６ 今川　　登 104 30 74

７ 壱岐　昇一 111 37 74

８ 佐藤　公昭 98 23 75

9 仁保　統博 84 8 76

10 表　　淳史 97 18 79

11 山本　孝夫 101 22 79

12 住谷きよみ 90 10 80

13 田淵　吉男 96 15 81

14 加納　義信 99 14 85

15 網師　速人 104 22 82

16 砂田　典男 99 14 85

17 井上　法雄 115 22 93

18 安田　　勤 116 17 99

新ハンディキャップ 池谷　勇治選手　18
４月例会は４月16日（土）作州武蔵CCで開催します。

優勝の弁
　令和４年３月27日（日）鳥取カントリー倶楽部 
吉岡温泉コースにて、ゴルフ同好会令和４年３月
例会が、前日の春の嵐？の強風や雨が嘘のような
穏やかな陽射しの中で行われました。幸いに同伴
者である元会長の砂田さん、山下さん、下石さん達
に交じりプレーをさせていただきました。優しい
励ましの声を戴いたおかげとハンディキャップに
救われ、優勝できたことは幸いです。
　思えば、昨年の３月例会でも優勝させて頂い
ていましたが、当日が昨日のような春の嵐とな
りプレーは中止でしたので嬉しさ倍増です。
　午前中のプレーは、信じられないようなパ
ター結果もあり、同伴者の方々にも良き評価を
戴いていましたが、食事のあとのプレーは、春
の嵐のごとくバンカー地獄に突入し、落ち込ん
でしまいましたが、元会長さんたちの温かい励
ましをもらい気持ちの切り替えができ、どうに
か平常の結果を達成することができました。
　今後は更に、精神面・プレースタイルを強化・
改善できるよう日々精進し、会員皆様の実績等
に恥じないようにしていきます。
　ゴルフ同好会の皆様、これからもよろしくお
願い致します。
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11月第一例会
・ 住谷きよみ…本日はゲストに澤晶子さんを

迎えて、楽しく体を動かせました。ありが
とうございました。

・ 地域社会奉仕委員会一同…本日の委員会ア
ワーにおきまして、講師をしていただいた
澤様ありがとうございました。ライオンズ
の活動においても心身ともに健康であるこ
とが大切です。今後もなにかとご相談に伺
いたいと思いますがよろしくお願いいたし
ます。

・ 住谷きよみ…昨日３日に誕生日を迎えまし
た。私に対するプレゼントは今月いっぱい
受け付けておりますので、よろしく！

・ 池田康利…誕生日祝いをいただきありがと
うございました。

・ 谷口道明…誕生日のお祝いありがとうござ
いました。47歳になり気力も体力も衰える
かもしれませんが健康に留意して一日一日
をしっかりと頑張っていきたいと思います。

・ 長谷孝浩…47歳の誕生日祝いをいただきあ
りがとうございます。

・ 霜田喜三郎…10月24日鳥取CC吉岡温泉コー
スで行われたゴルフ同好会で41・41・82の
スコアとベスグロで優勝させていただきま
した。久しぶりの優勝と自分もベストスコ
アが出せたのでうれしかったです。一緒に
回った谷口博昭さん、谷口道明さん、上田
隆司さん、ありがとうございました。

・ 砂田典男…10月１日、鳥取市社会福祉協議
会とライオンズクラブ336-Ｂ地区、災害時
におけるボランティア支援に関する協定書
締結式が行われました。災害がないのがい
ちばん良いのですが、何かあった場合の対
応の為にも今後は、各クラブ内で早急に支
援組織の構築を図っていただきたいと思い
ます。

・ 池谷勇治…去る10月15日、鳥取県土整備部
長より、令和２年度に完了した蒲生川外河
川定期縦横断測量業務・長寿命化計画策定
業務委託（治山施設・その１）と、２業務
も優良業務として表彰していただきました。
10月17日には三女亜耶(あや)が34歳で結婚し、
名実共に夫婦二人暮らしとなりましたが、
近くの孫達がTV観たさによってくれ、淋し

さを感じません。ありがたいことです。10
月25日は山口県に於いて『我社の自動図化
システム』の特許をいただき、令和3年度中
国地方発明表彰・実施功績賞のW受賞をい
ただき、表彰式に参加しました。我社の優
秀な社員の頑張りにそれぞれドネーション
します。

・ 松本美惠子…事務所を11月１日をもって移
転しました。事務所を開設して15年経ち、
仕事を辞めるまで事務所を変わるなんて考
えてもいなかったのですが、きっかけは８
月の長雨でした。急遽移転先を探すことに
なりました。事務所の道路向かい側に大き
くテナント募集と書いてある所有者が交替
したビルがありました。誰も入居する様子
のなかったビルで、恐る恐る電話をかけて
みました。そのビルの新オーナーは、当ラ
イオンズ会員の大月徹氏だとわかりました。
私は10年以上ライオンズに所属しています
が、一度もお会いしたことがない方で、引
っ越しにあたり初めてご挨拶をしました。
優しいお人柄で安心しましたが、様々な役
職をされていて忙しい方のようでした。最
後に今回の移転でお金もかかりましたし、
もうひと頑張りしなければならなくなりま
した。皆様、よろしくお願いいたします。

・ 山下教幸・小坂宏治・上田隆司・長谷孝浩
…11月７日、今週の日曜日に鳥取市南商工
会フェスティバルが盛大に開催されます。
会場は河原道の駅向かいの河川敷で行いま
すが、コロナ感染対策は十分に行いながら、
安心安全に運営していきます。当日は24店
舗の屋台出店者と子ども向けのSL機関車ト
ランポリンが無料で楽しめます。皆様ご家
族連れで、河原へお越し下さい。よろしく
お願いします。

・ 壹岐昇一…不動産の研修と会議があります
ので早退いたします。新人のテールツイス
ター三ツ國全代ガンバレ！応援しています。

・ 三ツ國全代…澤先生本日はありがとうござ
いました。私は先日、公認心理師試験に合
格しました。それは嬉しいのですが、勉強
でますます身体が硬くなりました。本日の
学びを今後に活かしたいと思います。
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11月第二例会
・ 三ツ國全代…チャーターナイト記念祝賀会、

楽しみましょう。

12月第一例会
・地区ガバナー　平山智雄
・ MD336 spc ＦＷＴコーディネーター　
　有本みどり
・ 第1副地区ガバナー　西尾愼一…例会訪問

させていただきありがとうございます。皆
様と共に新しい時代のライオンズクラブを
目指して頑張りましょう。宜しくお願い致
します。

・キャビネット幹事　山田隆嗣
・キャビネットカウンセラー　榎本明
・ 役員一同…本日は、336B地区および336複

合から役員の方々にお越しいただきありが
とうございました。感謝を込めまして役員
一同でドネーションさせていただきます。
お越しいただき、誠にありがとうございま
した。

・ 壹岐昇一…本日、鳥取いなばライオンズク
ラブの12月第一例会に特別出席いただきま
した平山ガバナー、有本コーディネーター、
西尾第１副地区ガバナー、山田キャビネッ
ト幹事、榎本キャビネットカウンセラー、
感謝申し上げます。ありがとうございます。

・ 西尾吉兵衛…前略　御免下さい。先日は、
私の仮住いに御出下さいまして、誠に有難
く恐縮しております。現在皆様には迷惑を
おかけ致しましております上に目をお掛け
申し訳なく思っております。突然の事で記
念品を拝辞すればよかったと後になって思
うばかりで御座います。記念品受領の発表
がおくれますと会報の記録もできなくなり
ますので月報には記入していただいて5,000
円のドネーション受取の記録を記入してい
ただきたいと存じます。私の病状は不具者
と同様の取扱で介護度３度と鳥取市長が決
めております。一生不具者の様な取扱です。
施設では私が最も老人ですが外見は元気そ
うに見えるらしいです。パーツはゴルフを
初め全部捨てました。現在はカラオケ会が
週２回ありますから、火・土の2日歌ってお
ります。生活上の運動を急ぐとそれのスト
レスで心拍数が上がってまいります。ゆっ
くりと急がないのが大切な心掛けです。も

うしばらく例会も休ませて下さい。以上が
毎日の注意事項です。本日で手紙を約二年
振りに書きました。字を続けて書くと真っ
直ぐに書けません。乱筆御免なさい。これ
からはケイタイ電話ですがドコモの製品は
老人には不便です。こんな具合で失礼おゆ
るし下さい。乱筆で失礼致します。

・ 住谷きよみ…清水さん、入会おめでとうご
ざいます。まずはこのライオンズクラブの
周りの環境に慣れていただき、クラブ活動
を行っていただきたいという思いを込めて
ドネーションいたします。

・ 地域社会奉仕委員会一同…清水康一さん、
ご入会おめでとうございます。これからと
もに活動で、がんばりましょう。

・ 住谷きよみ…11月26日に開催されました６
ＬＣ親善ボウリング大会におきまして、我
がいなばライオンズがみごとに優勝いたし
ました。選抜メンバーのみなさまたいへん
ご苦労様でした。また来年もがんばりまし
ょう。

・ 住谷きよみ…11月29日、鳥取こども学園さ
んと鳥取城北高校相撲部への餅の贈呈に行
ってきました。こども学園の園長さんから
は、子どもたちは相撲部との餅つきを楽し
みにしていますと聞かされました。来年こ
そまた一緒にしましょうと答えておきまし
た。城北高校さんの方には今年初めてちゃ
んこ用の野菜と、カレー用の野菜も贈り、
みなさんたいへんよろこんでいただきまし
た。

・ 井上法雄…皆様方のあたたかいご指導のお
かげで優勝させていただきました。思いも
よらず飛びすぎたので申し訳ありませんで
した。これからもよろしくお願いいたしま
す。

・ 上田隆司…先日行われましたボウリング大
会では、たいした成績ではありませんでし
たが当日賞をいただきましたのでドネーシ
ョンいたします。ありがとうございました。

・ 加納義信…最近何かと年齢を聞かれること
が多くなりました。12月7日で満82歳になり
ます。これからも元気で頑張りますのでよ
ろしく。誕生祝いにドネーションします。

・ 山口英晃…誕生日のお祝いをありがとうご
ざいました。13日で50歳になります。50歳
の目標の一つはゴルフで100を切ることです。
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みなさんよろしくお願いします。
・ 表　淳史…内孫のお祝いをいただき、あり

がとうございました。11月29日に二人目が
誕生しました。女の子です。元気にスクス
クと育ってくれることを願って、ドネーシ
ョンいたします。

・ 池谷勇治…令和3年10月4日鳥取労働局長よ
り、女性活躍の優良企業制度の評価基準す
べてをクリアし「えるぼし」認定書を請け
ました。今後、建設・土木の仕事のイメー
ジアップになることを期待し、ドネーショ
ンします。

・ 松本正嗣…松本正嗣です。またお騒がせし
ます。12月15日水曜日、とりぎん文化会館
にて、菊池ひみこ・松本正嗣音楽生活50周
年記念コンサートが文化庁のアート・フォ
ー・フューチャー（Ａ・Ｆ・Ｆ）という制
度で開催できることになりました。We 
Love山陰も使えますので半額になります。
舞台関係の人達のための補助制度です。お
時間が有ればお越しをお待ちしております。
テーブルのパンフレットをご覧下さい。よ
ろしくお願いします。

・ 仁保統博…11月の第二例会でドネーション
をされる方はゼロとテールツイスターさん
より発表がありました。私在籍40年以上に
なりますが初めての経験をしました。テー
ルツイスターご苦労と今後の会員皆様のご
協力に期待してドネーションします。

12月第二例会
・ 住谷きよみ…２年ぶりにクリスマス例会が

開けたことにドネーションします。
・ 砂田典男…令和３年度鳥取市社会福祉大会

が開催され、役員功労者感謝状を頂きまし
た。ありがとうございます。今後とも、地
域の社会福祉活動推進のために取り組んで
まいります。

・ 松本正嗣…松本正嗣です。昨夜は私と妻菊
池ひみこ「音楽生活50周年コンサート」に、
いなばライオンズからも大勢来ていただい
て、ありがとうございました。東京・姫路
から６人のプロも参加してくれまして、と
ても良いコンサートが開催できてホッとし
ています。市内の高校・中学校の吹奏楽部
の部員（保護者同伴）達は是非聞いてほし
かったので、招待することができました。

若い人達にもJAZZを聞いてもらい、楽しん
でいただきました。皆さんありがとうござ
いました。

・ 影山嗣泰…昨日、松本正嗣さんご夫婦音楽
活動50周年のジャズコンサートおめでとう
ございます。初めて生の演奏を聞きました。
感動しました。

・ 山下教幸…本日はクリスマス会です。皆さ
んでたのしみましょう。

・ 仁保統博…三ツ國さんにお願いされたので
ドネーションします。

・ 下石明義…メリークリスマス。三ツ國さん
頑張って！

・ 林　憲二…今日皆さんに持って帰っていた
だくケーキを注文いただきました。（ロー
ソンのケーキです。）ありがとうございま
した。

・ 三ツ國全代…みなさまにも本物のサンタク
ロースが来ますように。

１月第一例会
・ 住谷きよみ…新年明けましておめでとうご

ざいます。早いもので会長に就任してから
半年が経ちました。今年も大変な年になり
そうですが、みなさんの力をお借りして頑
張っていきたいと思います。よろしくお願
いします。

・ 小坂宏治…感謝状いただきありがとうござ
います。コロナ禍で思うような活動ができ
なかったことが、悔やまれます。これから
もよろしくお願いします。

・ 村山嘉次…金婚と誕生祝いありがとうござ
います。喜寿の祝いを１年前にいただいて
いますが、昨日で77歳です。長い人生には
山あり谷ありですが、よき伴侶と皆様方に
巡り合い楽しい人生を過ごしています。ま
た年賀はがきに利用させていただいた財団
の理事長さんには70年振りくらいに会いま
した。奇縁でしょうか。この素晴らしい人
生（昨夜のＴＶで聞いた言葉）をもう少し
楽しみたいです。

・ 池田康利…明けましておめでとうございま
す。おかげ様で銀婚式を迎えることができ
ました。お祝いありがとうございました。

・ 谷口博昭…30歳で結婚して、はや、25年が
経とうとしています。おかげさまで、なん
とか二人でやってこれたことがうれしいで
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す。結婚した時から、けっこう苦労をかけ
てきたけど、一緒にがんばってこれたこと
に感謝でいっぱいです。コロナが落ち着い
たら二人で旅行でも行って仲良くして笑え
たらいいと思います。以上です。

・ 森田浩二…銀婚式のお祝いをいただきまし
てありがとうございます。これからも感謝
の気持ちを忘れずがんばっていきたいと思
います。

・ 房安　光…喜寿のお祝いをいただきありが
とうございます。後期高齢者となり身体能
力の著しい低下に困っておりますが、あま
り無理せず、ぼちぼちと皆様についていこ
うと思っております。今後ともよろしくお
願いします。

・ 林　憲二…古希の御祝をいただき、ありが
とうございました。

・ 太田達男…還暦のお祝いをいただきまして、
ありがとうございました。あと、せめて、
20年くらいは健康寿命で生きていきたいと
思います。皆様も、体にはご自愛ください。

・ 井上法雄…壬寅の井上法雄です。還暦のお
祝いありがとうございます。ライオンズに
入会させていただいて20年これからもよろ
しくお願いいたします。

・ 田中敏明…年男の御礼をいただきました。
本年も宜しくお願いします。

・ 砂田典男…年男のお祝いをいただきありが
とうございます。

・ 砂田典男…12月クラブゴルフ、当日は降雪
のため競技は中止となり、恒例のじゃんけ
ん大会で優勝を勝ち取りました。ありがと
うございました。

・ 長谷孝浩…あけましておめでとうございま
す。寅年うまれ、いのしし月生まれでござ
います。今年は新しい事業の林道開設を頑
張りたいと思います。

・ 谷口道明…新年明けましておめでとうござ
います。今年は、年男ということで、トラ
のようにスピードのある行動力を活かして
虎視眈々と仕事を増産させていきたいと思
います。

・ 霜田喜三郎…４回目の年男となりました。
トラのように強くたくましく生きていきま
す。

・ 宮脇洋行…今年５回目の年男を迎えます。
トラのように威風堂々と去年までの失敗に

とらわれず、何事にもトライしていきます。
よろしくお願いします。

・ 壹岐昇一…１月13日誕生日です。お祝いし
ていただきましてありがとうございます。

・ 壹岐昇一…１月１日、日本海新聞で私の宣
伝していただきましたのでドネーションい
たします。

・ 木下修司…誕生祝いありがとうございまし
た。

・ 菖蒲直樹…このたびは、素敵な誕生日の贈
りものを、ありがとうございました。今月
の25日で51歳になります。去年、皆様から
お祝いしていただいた長女も、無事1歳にな
り、公私ともに幸せな毎日を送っています。
これからも健康には気を付けて、仕事では
ほどほどにもうけて人生を楽しんでいこう
と思います。本日はありがとうございまし
た。

・ 今川　登…新年祝賀例会で誕生祝いをして
いただき、ありがとうございます。私も86
歳になりました。これからも健康には充分
気を付けて皆さんとの「絆」を益々深めて、
We Serveの精神で頑張っていきますのでよ
ろしくお願い致します。

・ 仁保統博…皆様に年賀状いただきありがと
うございます。本日お会いできるので賀状
を失礼しております。すみません。来年も
失礼致しますので。

・ 福嶋徳男…明けましておめでとうございま
す。2022年が皆様にとりまして良い年であ
りますように。年男の皆様には特に節目の
年です。おめでとうございます。

・ 三ツ國全代…本年もよろしくお願いいたし
ます。今日は皆様の晴れやかなお顔を拝見
し嬉しいです。おいしいお酒を飲みましょ
う。
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◎４月誕生祝…１日大田　3日三ツ國
　　　　　　　10日米田
　　　　　　　26日林憲　28日田淵
◎４月結婚ライオン…２日山本孝　5日霜田
　　　　　　　　　　７日安田　10日房安
　　　　　　　　　　13日田淵　22日松村
　　　　　　　　　　28日上田
◎５月誕生祝…４日下田　８日砂場
　　　　　　　10日山本孝
　　　　　　　27日川上　28日下石
　　　　　　　11日影山　久本　15日福山
　　　　　　　25日仁保　26日角田
　　　　　　　28日安田　30日野津

◎５月結婚ライオン…４日林憲　５日岡島
　　　　　　　　　　７日村山　12日渡邊健
　　　　　　　　　　13日太田垣　川上
　　　　　　　　　　16日佐藤　19日山下教
　　　　　　　　　　30日谷口道
◎同好会だより
・ ４月年次大会ゴルフ（鳥取いなばゴルフ同好

会４月クラブゴルフとＷ）は４月16日（土）
作州武蔵カントリー倶楽部

・ ５月のクラブゴルフは、５月22日（日）　吉岡　　
９：04スタート

～理事会だより～（１月）
議題
①2021年度上半期会計監査報告　 承認
②複合地区第68回年次大会代議員について 承認
③不在会員申請について 承認
④１月第二例会財務委員会アワーについて 承認
⑤クリスマス例会決算報告 承認
⑥�鳥取こども学園・鳥取城北高校相撲部へもち
贈呈決算報告について 承認
⑦�ウォーキング大会チラシ・ポスターについて
　 承認とするが、コロナ対策についての部分の

字をもっと大きくする。
⑧１月第二例会開催について
　 今後の例会開催の基準について審議した結

果、鳥取県より①警報、特別警報発令の時は
中止、②警戒情報の時は弁当持ち帰りで開
催、③注意報の場合は会食にて通常どおり開
催とする。よって、１月第二例会（含入会
式、委員会アワー）も中止とする。開催・中
止の案内は、１週間前には送付、開催の案内
後、警報・特別警報が発令された場合は中止
とする。その場合、キャンセル料が発生する
こともある。中止の案内後、警報・特別警報
が解除された場合は、中止のままとする。例
会の案内には、今までどおり、体調の悪い
人、熱のある人は、休んで頂くこと、消毒、
検温を励行する事を記載し、感染拡大地域へ
１週間以内に往来された方についても、例会
出席を自粛いただくよう記載する

～理事会だより～（２月）
議題
①次期地区役員・委員長の指名と推薦について
　次期キャビネット幹事　　池田康利 承認
②不在会員について 承認
③街頭献血粗品協力について 
　昨年同様、粗品の提供で協力とする。 承認
④第９回森林浴ウォーキング大会開催について
　 昨年同様、コロナ対策を充分にした上で今年

は定員を300名、県内外すべてを対象として
募集するが、コロナの状況で、中止または昨
年並みの募集に変更する可能性もあるという
前提で、委員長より予算等の提案があり、審
議の結果、承認とする。
⑤今後の例会開催について
　 会長より、次年度の役員は決定しているが、

例会中止が続き、前に進めないのでどうすれ
ば良いかということが提案され、前回の理事
会でも出されていたリモートでの理事会・委
員会等の会議を具体的に進めることが提案さ
れ、幹事を中心に、実験的にやってみること
とする。例会の開催については、１月の理事
会にて決定した基準にて決定することとし、
２月第二例会を中止とする。
⑥今後の事業計画・委員会アワー開催について
　 例会が中止となった場合は、原則、中止とす

る。支援金贈呈は、例会以外で実施とする。

～理事会だより～（３月）
～３月理事会はコロナ感染拡大防止のため中止～

～理事会だより～事務局だより
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　ロシアがウクライナへ侵攻開始して１ヶ

月が経ち、戦争による人命損失に心を痛

める日々です。感染症、災害、地震と目ま

ぐるしく起きる日常でこの先どうなってい

くのか不安しかありません。業界も日常生

活も影響が出ています。世界の平和を強く

願っています。

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　住谷きよみ

幹　事　佐藤公昭

編　集　会報委員長　
　　　　木下修司

表紙写真説明
３月15日　　鳥取市医療看護専門学校に於いて鳥取いのちの電話への協力金贈呈

4 月 行 事 予 定 5 月 行 事 予 定
○クラブ標識整備月間
○地区大会

○
○

１ 金
２ 土
３ 日
４ 月
５ 火  （鳥取中央LC例会）
６ 水  （鳥取砂丘ＬＣ例会）
７ 木 第1274回例会
８ 金  （鳥取千代LC例会）
９ 土
10 日
11 月
12 火  （鳥取LC例会）
13 水
14 木 拡大理事会 （鳥取久松LC例会）
15 金
16 土 年次大会記念同好会クラブゴルフ（作州武蔵）
17 日 第68回地区年次大会（津山市）
18 月
19 火  （鳥取中央LC例会）
20 水  （鳥取砂丘ＬＣ例会）
21 木 第1275回例会
22 金  （鳥取千代LC例会）
23 土 郡山開成LC結成50周年式典（郡山ビューホテル）
24 日 クラブゴルフ（吉岡）は中止
25 月
26 火  （鳥取LC例会）
27 水
28 木  （鳥取久松LC例会）
29 金 昭和の日
30 土

○複合地区大会
○クラブ結成記念日（19日）

○
○

１ 日
２ 月
３ 火 憲法記念日
４ 水 みどりの日
５ 木 こどもの日
６ 金 第1276回例会
７ 土 ウォーキング大会準備
８ 日 第９回出合いの森ウォーキング大会
９ 月
10 火  （鳥取LC・鳥取中央LC例会）
11 水  （鳥取砂丘LC例会）
12 木 理事会 （鳥取久松LC例会）
13 金  （鳥取千代LC例会）
14 土
15 日
16 月
17 火  （鳥取中央LC例会）
18 水
19 木 結成54周年記念例会
20 金
21 土
22 日 336複合地区第68回年次大会（広島市）
23 月
24 火  （鳥取LC例会）
25 水  （鳥取砂丘LC例会）
26 木  （鳥取久松LC例会）
27 金  （鳥取千代LC例会）
28 土
29 日
30 月
31 火


