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退任のご挨拶

佐 藤 公 昭幹　事

　2021年７月～2022年６月の期間で、住谷会長
の元鳥取いなばライオンズクラブの幹事を勤め
させていただきました。この度、任期を終え幹
事を退任する事となりましたので退任のご挨拶
をさせていただきます。
　１年前の幹事就任のご挨拶では《今期は会長
スローガンである『今できること　今だからで

きること』を念頭に、一年間を通して今できる
事を懸命に、今だからできる事を精一杯に行う
ことができればと考えています。》と書かせて
いただいていました。
　幹事になって１年間を振り返ってみると、や
はりコロナ禍の影響は大きく例会も何度か中止
にもなりましたし、アクティビティーについて

退任の挨拶

住 谷 き よ み会　長

　2021年７月、鳥取いなばライオンズクラブ54
代会長に就任してから、早いもので１年が過ぎ
ようとしています。この１年を振り返ってみる
と、就任まえの2021年６月３役引き継ぎ会の時
に岡山みらいライオンズクラブさんから「いな
ばライオンズの会員数を目指して頑張っていま
す。」と会の中で名指しされ、他のクラブから
いなばライオンズは目標にされているんだすご
いんだと感じました。その時の私の返事は「越
せるものなら頑張ってください。」でした。い
なばライオンズの会長に就任するという事に身
が引き締まった時でした。
　私がスローガンに掲げた「今出来ること、今
だから出来ること」口では簡単に言えることで
すがじゃあ具体的に一体何が出来るのか？今の
私に出来ること」取り敢えず何でもやってみよ
うと思いライオンズでの講習会、他のクラブと
の交流会、薬物乱用防止教育講師の認定などと
ても得難い経験をさせて頂きました。コロナ鍋
ではありましたが12月の初めごろまでは順調に
活動出来ていましたが、コロナウイルス感染が
徐々に拡大していき多人数での会食などができ

なくなり楽しみにしていた３年ぶりのクリスマ
ス例会も中止して通常例会になったのは残念で
した。今年に入り非常事態宣言が出るなどして
２月、３月と例会、理事会を中止しなければな
らない事もありました。４月に入り委員会も少
しずつ持てるようになり５月、いなばライオン
ズ最大の行事であるウオーキング大会が、最高
の青空の下で300人以上の参加者を迎え１人の
脱落者もなく無事の終われた事はひとえに谷口
委員長を中心に地域社会奉仕委員会の綿密な打
ち合わせ、前日、当日と準備、運営などに携わ
って頂いたいなばライオンズ全員のお陰だと思
っています。
　この１年、私のような頼りない会長を全霊で
支えてくれた幹事の佐藤君、役員の皆様、事務
局の井口さん、いなばライオンズ会員の皆様に
は感謝の言葉しかありません。
　次年度は、55周年事業もあり大変だとは思い
ますが、新型コロナウイルスウイルスが、１日
も早く終息して当たり前の日々が早く戻り、ラ
イオン活動が順調に行える事を祈念して退任の
挨拶とします。
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も中止になったものも多くありました。コロナ
禍も現れてから３年が経過し、このままではラ
イオンズクラブ自体が一体何なのか？という状
況になりかねないとの危機感を持ち、住谷会長
と二人で『何とか今まで通り活動できる方法は
無いだろうか？通常通りと言わないまでも可能
な限り活動を行う事は出来ないだろうか？』と
いう事を模索しながら経過した1年だったよう
に思います。
　そのような状況下ではありましたが、その中
でも特に印象深いのは鳥取いなばライオンズク
ラブの年度最後にして最大のアクティビティー
である『いなばの森ウォーキング大会』を盛大
に開催できたことでした。この中では特に担当
理事を務められた谷口博昭さん、委員長である
谷口道明さん、そして委員の皆さんの連携や役
割分担は素晴らしく、事業としての大きさやそ
れに携わる委員会や関係会員の方々の活動には

とても関心しました。
　この一年間は私の人生にとって、とても貴重
で様々な経験をさせていただいた1年間となり
ました。今までよくわからなかったライオンズ
クラブ自体の事や他クラブの状況等色々なこと
が幹事という立場にさせていただいたことで少
しずつ理解できるようになってきましたし、
色々な学習の機会も与えていただきガイディン
グライオンの研修も修了させていただきました。
本当にありがたいことだと会員の皆様には感謝
しています。
　クラブ会員の皆様におかれましては私の力不
足により何かとご不便やご迷惑をお掛けしたの
ではないかと危惧しているところではあります
が、いつ終わるのかわからないコロナ禍の終息
と、鳥取いなばライオンズクラブの益々の発展
を祈念いたしまして退任のご挨拶とさせていた
だきます。ありがとうございました。

退任の挨拶

壹 岐 昇 一YCE ／青少年健全育成青少年担当委員長

　地区青少年健全育成担当委員長に推薦いただ
きましたが、５月に新型コロナウイルスに感染
してしまい、前任者との引継ぎをすることがで
きなくなりました。７月に入ってようやく動け
るようになり、前任者と連絡をとりましたが、
コロナで事業は平和ポスターの事業のみといわ
れ、それもキャビネット事務局にお世話してい
ただいたそうでした。事務局と打ち合わせをし
ようとしましたが、前の事務員さんが辞めて分
からない、私も辞めようと思っている、と言わ
れました。山田キャビネット幹事と打ち合わせ
をして、とりあえず平和ポスターを再度募集。
結果217クラブ942点応募がありました。
　11月27日選考会があり、山田幹事YCE青少
年健全育成委員のメンバーで選考。最優秀1点、
優秀10点、佳作11点が決定し、地区年次大会で
表彰しました。

　YCEの事業は中止となりましたが、336複合
地区会議で広島・四国地区からはガバナーも出
席し、活発にライオンズ活動を推し進めている
ことが私にとって一番の収穫でありました。
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退任の挨拶

池 田 康 利キャビネット副幹事

　今季キャビネット副幹事をさせて頂きました
池田です。会員の皆様には、多大な協力、ご理
解をして頂き、何とか１年間勤めることが出来

ました。地区では、まだまだ色々な問題があり
ますが、無事に、終われる事、皆様に感謝しま
す。

ゾーンチェアパーソン退任挨拶

広 岩 勝 彦7R-1Z・ZC

　ゾーンチェアパーソンを就任して一年の任期
を無事終えることができました。
　コロナ禍の中各クラブ、例会運営・アクティビ
ティとご苦労されたことと思います。就任当初各
クラブを訪問させていただいたときは温かく迎え
ていただき、ありがとうございました。各クラブ
とも独特の雰囲気があり和やかさにもそれぞれ

の特色を感じさせていただきました。
　今期、このような状況の中合同アクティビティ
をどうすればと考えたとき、各クラブの会報誌を
１度「合同会報誌」にしてはと考え、引き継ぎ会
の時にお伝えし、各クラブより賛同いただき、年
初め「１月号」として各クラブの会長、幹事、年
始挨拶、アクティビティの紹介をしていただきま

退任挨拶

谷 口 博 昭336-B 地区 GST ／アラート担当委員

　アラート委員の任期もあとわずかとなりまし
た。池田副キャビネット幹事の後任を引き継い
ではや １年が経とうとしています。何もわか
らないまま始まりましたが、池田さんにご指導
を頂きながら、なんとかアラート委員としての
仕事ができたことがとてもうれしいです。キャ
ビネット会議、諮問委員会、年次大会、鳥取市

と交わした《災害時におけるボランティア支援
に関する協定》、といろいろ参加させて頂き、 
僕自身とても記憶に残るアラート委員としての 
１年間でした。これも会長をはじめ会員の皆さ
ん、そして何よりも事務局の井口さんのお力添
えのおかげです。
　１年間大変ありがとうございました。
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第９回森林浴ウォーキング大会開催

谷 口 道 明地域社会奉仕委員長

　５月８日（日）とっとり出合いの森におき
まして第９回森林浴ウォーキング大会を開催
致 し ま し た 。 当 日 は 、 晴 天 に も 恵 ま れ 、
ウォーキング参加者303名、会員スタッフ44
名に参加して頂き、盛大に開催されました。
昨年同様、コロナ禍での開催という事もあり
活動を制限せざるを得ない部分はありました
が、昨年以上に感染症対策を万全にし、参加
者の皆さんが３蜜にならないよう配慮させて
頂きました。
　開会式では、住谷会長の挨拶で始まり、来
賓と鳥取中央ライオンズクラブ広岩勝彦ＺＣ
様、ＮＰＯ未来理事長岸田寛昭様にご挨拶を

頂き、ノルディック協会指導員のもとスト
レッチ運動をし、司会を務めた岡島さんの掛
け声で10時にウォーキングをスタートしまし

した。私自身他クラブのアクティビティを知る機
会を得て楽しく読ませていただきました。MC委
員の皆様にはご苦労かけたことと思います。また
出来れば「合同会報誌」が継続事業として行っ
ていただければと思います。
　キャビネットに関しては各会議でおなじところ
でつまずき昨年の決算報告の杜撰さには驚くば
かりでした。今期の地区年次大会にまで引きずる
結果になったのは残念に思います。新年度は西
尾ガバナーの強いリーダーシップ・新役員の方々
に期待しています。
　最後に５月８日に行われた、いなばライオンズ
クラブ主催のアクティビティ「第9回森林浴ウォ
ーキング大会」に初めて参加させていただきまし
た。コロナ禍の中でも330名の一般の方の参加ト

レッキングコース・初心者コースと２コースを設
定しそれぞれの人に合わせてのウォーキング、途
中周年合同事業の藤棚も見ごろを過ぎましたが
青々と元気そう な姿を見ることができました。
準備から実行・片付けと会員の皆様の熱い奉仕
を感じました。また６月18日には砂丘ライオンズ
クラブ主催の｛SDGs〈ごみを拾って浜辺を活
用〉砂で あそぼう｝が開催されます、沢山の方
に参加していただきライオンズ活動を周知してい
ただく、素晴らしいアクティビティ奉仕活動だと
思います、感謝いたします。
　「WE SERVE」「われわれは奉仕する。」この
一年、皆様に支えていただきありがとうございま
した。
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た。
　今回は、新日本海新聞社、ＢＳＳとマスコ
ミ関係の方々にも来て頂き、大会の様子を記
事やテレビ放送で取り上げてもらう事で事業
のＰＲも出来きたと思います。

　当日は、晴天ではありましたが気温の方も
昨年ほど上昇する事もなく、そよ風そして新
緑がみなぎる心地よい環境でのウォーキング
であったため参加者の皆さんは満喫出来たの
ではないかと思います。また、鳥取県は日本

一歩かない県民性だと聞いております。年に
１度はこのようなウォーキング大会に参加
し、心地よい汗をかいて屋台村で美味しい食
事をする事で健康増進に繋がる素晴らしい事
業だと感じました。
　屋台村に関しては、感染予防対策として昨
年同様、全てテイクアウトとさせて頂きまし
た。また今回は、「鉄板焼きひろちゃん」
「菓子工房はまなす」と昨年から２店舗増設
すると共にメニューもバージョンアップした
ため参加者には大盛況で、出店者の皆様も完
売が相次ぎ大変喜ばれておりました。
　結びになりますが、今回の事業を開催する
にあたり、１年前から着々と計画を進めてま

いりました委員会メンバーの皆様、そして前
日準備、当日の設営・運営・片付けにご理解
とご協力を頂きました会員の皆様、屋台村に
出店して頂きました皆様には心より感謝申し
上げます。本当にありがとうございました。
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「いなばの森」記念植樹

岡 島 和 子環境保全委員長

　４月30日（土）「いなばの森」草刈と住谷きよ
み会長をはじめ入会３年目を迎える会員（森田浩
二さん、北村雅彦さん、谷口道明さん、宮脇洋行
さん、岡島和子）の記念植樹を行いました。

　当日は雲一つない快晴に恵まれ、無事に終了
しました。
　参加して下さった17名の皆様、ありがとうござ
いました。
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第68回地区年次大会

井 上 法 雄財務・会則委員長

　４月17日、日曜日、晴天、桜は散っておりま
したがお城の近くの津山文化センターにてライ
オンズクラブ国際協会336-B地区第68回地区年
次大会が開催されました。
　コロナ感染拡大防止のため、今回は、前日の
ゴルフ大会が開催されなかったので、鳥取いな
ばライオンズクラブの同好会ゴルフが開催され
ました。ほとんどの皆様は、ゴルフ込の年次大
会参加でしたので、例年は大型バスにて年次大
会に行きますが、今回は年次大会のみの参加
は、四人だけでしたので、私どもは自家用車で
往復での参加となりました。村山さんの電気自
動車をお借りしての参加でしたので、ガソリン
代の節約になりました。私どもは10時くらいに
到着し、ゴルフ組と合流いたしました。津山文
化センターは、建物自体結構古いようですが、
リフォームをかけて一部新しくなっておりまし
た。ただ、エントランスが狭く皆様が入り切ら
ないような状況でした。代議員会が長引き、遅
れての、式典開催となりました。来賓の伊原木
岡山県知事のご挨拶の中で、岡山県にはこのよ
うな大きな大会には、県庁に晴れにする課があ
り、「立派に晴れにいたしました」、と晴れの
国岡山ならではのお話をされました。また、多
くの方をお迎えするために、前日まで雨でキレ
イにしましたと、誠にユニークなお若い知事で
ありました。前後しますが、平山地区ガバナー
のご挨拶では、ウクライナ支援について、ま
た、ライオンズクラブの支援は、赤十字のよう

に手数料を取らないで、ウクライナへ送金する
と、今後ロシアに利用される恐れもあるので、
直接ポーランドのウクライナ難民支援に送金さ
れているというお話をいただきました。そし
て、次年度西尾ガバナーの「明るく・楽しく・
元気よく」の次年度へのご挨拶の言葉をいただ
きました。式典に関して付け加えるなら、私の
入会時は、アトラクションやいろいろと趣向を
凝らしてそれなりに盛り上げることもありまし
たが、今は淡々と必要なことだけを式典の内容
として、行われております。その昔は宴会も
あったそうです。次年度は鳥取から久々のガバ
ナー選出、コロナ感染拡大、国際情勢の変化、
日本の経済の縮小等、今までとは大きく違う環
境の中で、どのように開催していくかも、これ
からの課題かと思います。津山から帰りは、関
金をまわり、わさびを買って帰りました。皆様
お疲れ様でした。
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郡山開成LC結成50周年記念式典に参加して

山 口 英 晃会計

　４月23日(土)に開催されました、郡山開成ラ
イオンズクラブの50周年記念式典に参加させて
いただきました。一緒に参加された、いなば会
員のみなさんお世話になりました。ありがとう
ございました。
　まず感じたのは、やはり一度行ってみない
と、その良さがわからないということです。
　いなばと開成、お互いの先輩方が築かれてき
た郡山開成さんとの長い歴史と深い信頼関係。
遠く離れていても、仲間と楽しみながら同じ奉
仕活動に取り組まれる他クラブの様子。私から
の拙い報告では伝わらないと思いますので、ま
だ行かれていない方は次の機会にはぜひ参加し
ていただければと思います。
　郡山到着後、式典前日の歓迎会から、開成の
会員さんと一緒に三次会と締めのラーメンまで
楽しい時間を過ごさせていただきました。歓迎
会で偶然となりの席だった開成LC会計の高橋
さんは、私の知人の福島市の塾にご子息を通わ
されており、ご縁を感じずにはいられませんで
した。
　記念式典は、来年の当クラブの式典のことを
想像しながら参考にさせていただきました。参
加者は地元のライオンズクラブだけではなく、
開成さんにとって、いなばと同じ姉妹クラブで
ある久留米ライオンズクラブさんからも大勢い
らっしゃいました。

　祝宴中は、ずっと素晴らしい生演奏が流れて
いて豪華な雰囲気をつくりだしていました。ま
た、祝宴では、二瓶元ガバナーに久留米さんを
ご紹介いただき、将来、開成さん、久留米さ
ん、いなばと３クラブ合同で集まってもいいね
というようなお話しもさせていただきました。
　開成さんは会員数30名で、いなばに比べれば
かなり少人数のクラブです。平均年齢はいなば
より高いのではないでしょうか。それにもかか
わらず来年のいなば55周年記念式典には大勢の
方がご参加くださるという話もいただいていま
す。
　次回５年後は、ぜひ、たくさんのいなば会員
の方と郡山にお邪魔して一緒に楽しみたいです
し、来年のいなば55周年の際には、たくさんの
いなば会員の方に、開成さんと親睦を深めてい
ただければうれしいです。
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新会員紹介

■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番地東栄ビル２Ｆ 
　☎ 29 － 5855　Fax 29 － 5866
■Eメール　masayuki.takeshima@ms-ins-ag.com　
■自宅　鳥取市栄町３Ｂ－ 12 カサリコ栄町 902　

携帯 090 － 4756 － 6886
■血液型／ O 型
■趣味／ゴルフ　自転車（ロードバイク）
■推薦者／住谷きよみ
■所属委員会／計画委員会
■次期所属委員会／環境保全委員会

■西尾農園
■鳥取市用瀬町別府 509 番地 
　☎ 0858 － 76 － 2357　Fax 0858 － 76 － 2357
■Eメール　top-hunter-akicyan@outlook.jp　
■自宅　鳥取市用瀬町別府 509 番地
　携帯 080 － 5755 － 2792
■血液型／Ａ型
■趣味／狩猟　鮎取り　犬を飼うこと
■推薦者／小坂　宏治
■所属委員会／環境保全委員会
■次期所属委員会／環境保全委員会

武
たけ

 島
しま

 雅
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 幸
ゆき

西
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 尾
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 彰
あき

 仁
ひと

Ｓ４６．８．１１生

Ｓ３６．６．１０生

　この度、伝統と歴史ある鳥取いなばライオ
ンズクラブにご推薦をいただき入会させてい
ただきました西尾彰仁と申します。この３月
に鳥取市役所を定年退職し、現在若干の農林
業と狩猟（有害鳥獣捕獲）等に従事しており
ます。役所時代にはさじアストロパーク整備、
中山間地域振興の他河原町及び佐治町総合支
所で様々な業務に従事させていただきました。
趣味は、狩猟のほか、投げ網による鮎漁、ま
た１歳９ヵ月になります秋田犬「雪丸」と過
ごすことです。先般行われました入会式では
出席者の皆様のあたたかい歓迎のお言葉、ラ
イオンズの誓いの誓唱を行いました。今まで
培ってきた公務員業務が少しでも鳥取いなば
LC様のお力になれば幸いです。多種多様な職
種の方々と身近な社会奉仕を一緒に行えるこ

とは私自身の更なる成長につながると確信し
ております。今後皆様のご指導、ご助言の基
一刻も早くライオンズクラブの活動と理念を
習得し、微力ながらも誠心誠意活動に取り組
んでまいりたいと思います。よろしくお願い
します。
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ゴルフ同好会４月例会成績表　

　　　山下　教幸選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　影山　嗣泰選手
2022 年４月 16 日　作州武蔵 CC

優勝の弁
　４月クラブコンペが年次大会の関係で、岡
山県の作州武蔵カントリークラブで開催され
ました。５，６年ぶりに優勝させてもらいま
した同伴者の池谷さん、下石さん、表さんあ
りがとうございました。それから小坂さんジ
ャンパーをお借りしてありがとうございまし
た、当日、天候は良かったのですが気温が低
くおまけに風が強く大変でした、そんな日に
ジャンパーなど上に羽織るものを忘れて寒い
思いをしている時に小坂さんからジャンパー
をお借りして暖かくプレーをすることができ
ました、その後表彰式、懇親会など楽しい１
日でした。 新ハンディキャップ 山下　教幸選手　17

ベストグロス 影山　嗣泰

ニヤピン№ 3 田淵　吉男

　　〃　　№ 8 壱岐　昇一

　　〃　　№ 4 小坂　宏治

　　〃　　№ 8 田中　敏明

ドラコン№ 7 住谷きよみ

　　〃　　№ 9 影山　嗣泰

ドラタン№ 7 今川　　登

　　〃　　№ 9 佐藤　公昭

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 山下　教幸 94 19 75

２ 田中　敏明 92 15 77

３ 佐藤　公昭 100 23 77

４ 谷口　博昭 95 17 78

５ 影山　嗣泰 94 15 79

６ 壱岐　昇一 100 30 80

７ 表　　淳史 98 18 80

８ 山本　章貴 103 22 81

9 住谷きよみ 95 10 85

10 今川　　登 115 30 85

11 池谷　勇治 104 18 86

12 下石　明義 115 29 86

13 田淵　吉男 102 15 87

14 砂田　典男 107 18 89

15 菖蒲　直樹 129 40 89

16 小坂　宏治 113 23 90

17 霜田喜三郎 101 8 93

18 加納　義信 113 18 95

19 山本　孝夫 117 22 95
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ゴルフ同好会５月例会成績表　　

　　　表　　淳史選手　
　　　選手二冠制覇おめでとうございます

ＢＧ　表　　淳史選手
2022 年５月 22 日鳥取 CC 吉岡温泉コース

優勝の弁
　５月22日（日）に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コンペが行わ
れました。 素睛らしい晴天の中久しぶりに優
勝することが出来ました。参加メンバーが少
なかったのとハンディに恵まれたのが良かっ
たかなと思われます。一緒にラウンドしいた
だいた砂田さん、山下さん、下石さん、楽し
い一日をありがとうございました。

新ハンディキャップ 表　　淳史選手　12
６月例会は６月５日（日）６LC主催競技とダ
ブルコンペ旭国際GC浜村温泉コースで開催し
ます

ベストグロス 表　　淳史

ニヤピン№ 2 池谷　勇治

　　〃　　№ 8 山下　教幸

ドラコン№ 6 安田　　勤

ドラタン№ 6 下石　明義

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 表　　淳史 87 18 69

２ 下石　明義 98 29 69

３ 今川　　登 99 30 69

４ 池谷　勇治 90 18 72

５ 森田　浩二 109 35 74

６ 小坂　宏治 99 23 76

７ 松村　　明 94 15 79

８ 山下　教幸 95 15 80

9 砂田　典男 99 18 81

10 安田　　勤 99 17 82

11 田淵　吉男 99 15 84
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４月７日　４月第一例会
・ 池谷勇治…久々の例会、会員皆様の笑顔に

ドネーションします。
・ 大田斉之…このたび、38年務めた市役所を

卒業しました。もっと地域社会や社会産業
のためにいろいろ活動したいと思い、地域
コンサル会社の企業と行政書士登録を行う
よう取り組んでいます。またいろいろよろ
しくお願いいたします。誕生祝いありがと
うございました。

・ 砂場隆浩…二男が４月１日就職し、これで
３人の子どもすべてが社会人となり、授業
料と仕送りから解放されました。３人の子
どもの子育てが無事終わったことに感謝し
てドネーションします。

・ 松本正嗣…２月で75歳、後期高齢者になり
ました。体のほうもまだ少し動けるので、
もう少し周りの方々に迷惑をかけないよう
に頑張って生きていこうと思います。本日
はありがとうございます。

・ 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。

・ 小坂宏治…２月１日に今年も誕生日がきま
した。これからもよろしくお願いします。

・ 福嶋徳男…誕生祝い、ありがとうございま
す。まだまだ未熟でありますが、よろしく
お願いいたします。

・ 井上法雄…前回のドネーションで還暦のお
返しが（金額を確認しませんでした）少な
かったので、誕生祝いのお返しとともにあ
らためてドネーションさせていただきます。

・ 表　淳史…２月の誕生祝い品をいただき、
ありがとうございました。

・ 森田浩二…誕生日のお祝いありがとうござ
います。今後もよろしくお願いいたします。

・ 上田隆司…誕生日お祝いありがとうござい
ました。49歳になり、40代最後の１年頑張
りたいと思います。これからもよろしくお
願いします。

・ 壹岐昇一…２月21日日曜日、鳥取いなばラ
イオンズクラブゴルフコンペ出席の皆様の
温かい気持ちで何十年ぶりの優勝をさせて
いただきました。ありがとうございました。

・ 影山嗣泰…懺悔のドネーションです。入会
式に間に合わず、申し訳ありませんでした。

次回からは、必ずスペアを持ち歩きます。
・ 三ツ國全代…誕生日のお祝いをありがとう

ございます。親子３人で防災士の資格を取
得しました。子どもの義務教育が終了しま
した。

４月21日　４月第二例会
・ 住谷きよみ…先週第68回年次大会で津山に

行ってきました。３年ぶりの年次大会が盛
大に行われたことにドネーションします。
追伸：おべんとうをたくさんいただきまし
た。家族一同よろこんでいました。

・ 佐藤公昭…津山市で行われた地区年次大会
に参加してきました。来年は鳥取市で開催
しますという横断幕をステージ上で持たせ
ていただくという経験をさせていただき、
思い出に残る会となりました。感謝の気持
ちを込めてドネーションいたします。

・ 山下教幸…４月のクラブ同好会で久しぶり
に優勝させていただきました。ありがとう
ございます。同伴者の下石さん、池谷さん、
表さん、お世話になりましたが、実は小坂
さんに一番お世話になりました。当日天候
はよかったのですが、気温が低く風が強く
て大変な日でした。そんな日にジャンパー
を忘れてしまい大変でしたが、小坂さんが
余分にジャンパーを持っていて貸していた
だき、とても暖かくゴルフができ、優勝さ
せていただきました。ありがとうございま
す。

・ 仁保統博…営業努力に対し。

５月６日　５月第一例会
・ 郡山開成LC50周年記念大会参加者一同…

４月22日（金）より、姉妹クラブである郡
山開成ライオンズクラブの結成50周年記念
大会に参加してきました。とても手厚い歓
迎を受け、互いの有効を深め合う楽しい時
間を過ごさせていただきました。

・ 池谷勇治・山口英晃・佐藤公昭…来年は私
たち鳥取いなばライオンズクラブの結成55
周年となります。皆様ご協力をお願いしま
す。

・ 砂田典男…2022年４月23日（土）開催され
ました郡山開成ＬＣ結成50周年式典に参加
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しました。来賓祝辞の中で品川郡山市長よ
り思わぬ形で私を紹介していただきました。
遠路鳥取市より、姉妹クラブ鳥取いなばラ
イオンズクラブ会員、鳥取市議会議員砂田
典男氏が鳥取市長よりメッセージを預かっ
ているとのことで後ほど披露される予定で
す。「とっとりにはスタバはないけどスナバ
はある」と平井知事の言葉を引用され、スナ
バに相応しいスナダさんが市長メッセ ージ
を代読されます。と、紹介していただきまし
た。後日、品川郡山市長よりご丁寧なお礼状
を頂きました。感激しています。

・ 仁保統博…誕生日祝いありがとうございます。
・ 山本孝夫…誕生日祝いありがとうございます。
・ 下田哲也…誕生日祝いありがとうございます。
・ 安田　勤…誕生日祝いありがとうございま

す。昨年は３回も入院しました。今年74歳
にはなし（74）にしよう！

・ 影山嗣泰…誕生日お祝いありがとうござい
ました。記念すべき55周年の年に55歳とな
ります。頑張っていきたいと思います。

・ 久本幸広…誕生日祝いありがとうございま
す。45歳になります。

・ 砂場隆浩…誕生祝いありがとうございまし
た。ゴールデンウイークで帰省中の息子２
人とゴルフをしたのですが、プレー前日、
次男が「初給料もらったので誕生プレゼン
トだよ」と言って、キャディバッグを買っ
てきてくれました。ここ数年、誕生祝いを
くれるのはライオンズクラブだけでしたの
で、うれしくてドネーションします。

・ 福山博之…お祝いをいただきましてありが
とうございます。

・ 北村雅彦…４月30日のいなばの森草刈り活
動、二日酔いにて行けませんでした。ごめ
んなさい。

５月19日　５月第二例会（結成記念例会）
・ 住谷きよみ…本日西尾彰仁さんを迎えたこ

とにドネーションします。
・ 下石明義・山下教幸・小坂宏治…西尾彰仁

さん入会おめでとうございます。これまで
の経験をライオンズ活動に活かして頑張っ
ていただきたいと思います。

・ 環境保全委員会一同…西尾彰仁さんの加入
を歓迎します。早く慣れて積極的な活動を
期待しています。よろしく。

・ 住谷きよみ…５月８日、最高の天気のなか
森林ウォーキング大会が無事終了したこと
にドネーションします。

・ 地域社会奉仕委員会一同…５月７日前日準
備。５月８日当日の運営・設営とお忙しい
中、お時間をつくっていただき、事故や大
きなトラブルもなく事業を無事に開催する
ことができたのは、会員一人ひとりの皆様
のおかげだと思い地域社会奉仕委員会一同、
心より「感謝」しております。本当にあり
がとうございました。

・ 房安　光…オールドモナークシェブロン賞
30年をいただきました。気高ライオンズク
ラブから通算ですが、今日まで続けてこら
れましたことを会員皆様に感謝致します。

・ 下石明義…本日は、オールドモナークシェ
ブロン賞20年をいただきまことにありがと
うございました。山あり谷ありの20年でし
たが、皆様のおかげで何とか続いています
ので、これからもよろしくお願い致します。

・ 池谷勇治…５月17日、第1回結成55周年事業
の実行委員会を開催しました。いまだＬＣ
活動の内容を理解していないうちに大会実
行委員長をおおせたまわりました。各大会
実行副委員長をはじめ、部会の皆様、会員
の皆様のご協力をいただき、全うしたいと
考えますのでよろしくお願いします。

・ 山口英晃…ご報告させていただきましたが、
この度入籍し、子どもも授かりました。家
族ともどもよろしくお願いいたします。
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◎６月誕生祝…10日西尾彰　26日阿部
　　　　　　　28日笹尾　
◎６月結婚ライオン…１日野津　３日中井
　　　　　　　　　　４日下田　７日森田
　　　　　　　　　　16日清水　
　　　　　　　　　　25日奥田卓志

◎同好会だより
・ ６月のクラブゴルフは、７R-１Z６LC親善

チャリティーゴルフに振替６月５日（日）
於．旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部湖山コース
９：04スタート

2021年度第８回理事会令和４年４月７日（木）
議題
①退会者について　 承認
②新会員について 承認
③野外例会と夜間例会について 承認
　 計画委員会より４月第二例会に予定していた

野外例会を、６月第一例会に変更して、鳥取
市港町３－１の「浜焼きバーベキュー　仁乃
介」で海鮮バーベキュー（一人3,500円）を
アルコール類は止めて楽しむこと、そのため
の100,000円予算増額が提案され、また、５
月第二結成記念例会、６月第二最終例会は、
現在の時点では、夜間、懇親会付きでする予
定であることも提案され、承認とする。
④�ウクライナ侵攻による難民支援について（会
員一人当たり1,000円）　

　 審議の結果、承認として、事業予定費より拠
出とする。
⑤�郡山開成ＬＣ結成50周年記念式典参加のお
土産送付について

　 「らっきょう」が良いということなので、住
谷会長にお世話いただき会員全員（30名）と
事務局分を事務局へ送付する。
⑥第９回森林浴ウォーキング大会について
　 昨年、山の上で気分が悪くなった人があり、

一人で救護に行くのが大変だったので複数で
対応することと、地点をわかりやすくしてほ
しいという点、出発地点で、密にならないよ
うプラカードについて出発することが守られ
ていないという２点の指摘があり、委員会に
て検討とする。

2021年度第９回理事会令和４年５月12日（木）
議題
①新会員について　　 承認
②「鳥取ハーネスの会」支援について 承認
③６月現次期引継ぎ理事会について 承認
④�LL交流会開催について　
　 会員の奥様方の親睦のため、上記について下

記のとおり開催することが会長より提案さ
れ、審議の結果、承認とする。

　日　時　５月29日（日）14：00～16：00
　場　所　カフェソース　対象者会員の奥様
　予　算　2,000円×20名=40,000円
　　　　（小学生未満の同伴は無料、小学生は
　　　　1,500円）
⑤�次年度事業「子供達とお米作りファーム」田
植え実施について

　 次年度、湖南学園の児童に米作りを体験して
もらう事業を予定しており、今年度、そのた
めの田植えを児童・青少年奉仕委員会を中心
にお願いしたいということが、次期会長より
提案され、検討した結果、下記日程にて実施
することを承認とする。

　日　時　2022年６月１日（水）10:00　集合
　場　所　鳥取市高殿
　参加者　会員、湖南学園の児童・職員　
　　　　　地元の生産者
※ その後の管理は、地元の生産者の方に御願い

する。

～理事会だより～事務局だより



印刷　株式会社鳥取平版社

　2019年12月８日中国湖北省武漢市で原因不明
の肺炎患者が初めて報告された。新型コロナウ
イルスCOVID-19と名付けられたこのウイルス
は、変異しつつ以来２年半世界中に蔓延し猛威
を振るっています。政治、経済、暮らしに多大
な影響を与え、収束はまだまだのように感じま
す。零コロナが無理ならせめてwithコロナへと
転換しつつあるように思われますが、経済が無
ければ政治も暮らしも成り立たないとなればや
むを得ない選択でしょうか。兎も角、各々が自
主的に考えて行動するしかないようです。ライ
オンズクラブも暗中模索の２年半、今月が本年
度年度末です。会員皆様にはこの一年間原稿等
ご協力本当にありがとうございました。新年度
にはコロナ禍が収束し、活動の幅が広がります
よう祈念して筆を置かせて頂きます。

指導力・会報委員会　房安　光

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
５月８日開催　第９回森林浴ウォーキング大会

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 水  （鳥取砂丘LC例会） 16 木 第1279回2021年度最終例会

２ 木 第1278回野外例会　鳥取ハーネスの会支援金贈呈 17 金  （鳥取千代LC例会）

３ 金 18 土

４ 土  （鳥取千代LC例会） 19 日 鳥取県視覚障害者福祉協会東部支部交流会

５ 日 6LC親善チャリティゴルフ 20 月 第２回次期準備理事・委員長会

６ 月 21 火  （鳥取中央LC例会）

７ 火  （鳥取中央LC例会） 22 水

８ 水 23 木  （鳥取久松LC例会）

９ 木 現次期引継理事会 （鳥取久松LC例会） 24 金

10 金 7R－1Z現次期会長・幹事予備会議 25 土

11 土 26 日  

12 日 27 月

13 月 28 火  （鳥取LC例会）

14 火  （鳥取LC例会） 29 水

15 水  （鳥取砂丘LC例会） 30 木


