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【ライオンズクラブ・ボーイスカウトと合同】
砂丘海岸清掃

大 田 斉 之環境保全委員長

　令和４年９月25日（日）に「鳥取いなばライ
オンズクラブ」と「日本ボーイスカウト鳥取連
盟」合同での鳥取砂丘海岸清掃［山陰海岸ジオ
パーク区域内（福部町）］を行いました。当ク
ラブとしては、ボーイスカウトと合同での海岸
清掃は初めてでしたが、当日は、ライオンズ会
員・家族等約40名とボーイスカウト関係者140
名の180名が参加し、ボーイスカウトの子ども
たちやライオンズ会員の家族等も参加され、に
ぎやかな清掃となりました。

　10時に開会式（オアシス広場）が行われ、影
山鳥取いなばライオンズ会長と森脇日本ボーイ
スカウト鳥取連盟会長の挨拶でスタートしまし
た。影山会長からは、ライオンズの概要説明と
環境保全の意識を高めることが大切という今回
の事業の目的等を話されました。
　時間は１時間ほどでしたが、天気も良く、気
持ちよい海岸清掃となりました。清掃する海岸
のフィールドとしても、ちょうどよい広さで、
一帯がきれいになり達成感もありました。

　ゴミは、台風の後で多くあり、ペットボトル、
漁具、流木のほか、注射器等も回収しました。

　閉会式では、影山
会長が「大人は大き
なゴミを拾いゴミ袋
をいっぱいにする反
面、子どもたちは、
小さいプラスチック
ゴミを一つひとつ丁
寧に拾われていたこ
とに感激した。今、

海のプラスチックゴミの問題が大きくなってお
り、小さいごみを魚が食べ、それを人間が食べ
ることなどが問題になっている。日頃から環境
問題を意識しましょう。」と話され、参加され
た皆さんには、ジュース・お茶、パンを配り、
子どもたちに喜んでいただきました。



− 3 −

子ども達とのお米作りファーム

野 津 俊 宏児童・青少年奉仕委員長

　10月３日（月）、吉岡温泉町にて湖南学園の５
年生と先生21名、地元支援ボランティア９名、
ライオンズクラブより16名の総勢46名で稲刈り
を行いました。６月に子ども達とみんなで田植
えをした苗も大きく実っており、秋晴れの心地
よい天気の中、鎌で刈取り、刈取った稲を束ね、
干すという作業を子ども達は役割を
分けテキパキとまた元気な声が飛び
交う中行われました。

　短い時間の中でもみんな汗をかき
ながら終わった作業の後には子ども
達からも「貴重な経験が出来た」、
「毎日食べているご飯も大事に食べ
ます」などの感想が出て来ており、
子ども達の素直な声を聞いて今回の
事業に関われたことをとても嬉しく
思いました。
　子ども達は自然の触合いの中で学
べることが多くあり、今後もこのよ
うな機会を行っていければなと改め
て感じさせて頂きました。 10月４日（火）朝日新聞掲載記事
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ガバナー公式訪問懇談会に参加して

山 口 英 晃幹事

　９月８日（木）１２：００より、白兎会館飛翔の
間で開催されました、３３６－Ｂ地区７Ｒ－１Ｚ
ガバナー公式訪問懇談会に参加させていただき
ました。まず、聲高ゾーンチェアパーソンより
随行者の紹介があり、続いて西尾地区ガバナー、
藤井第一副地区ガバナー、上原第二副地区ガバ
ナーのごあいさつを拝聴しました。
　特に、西尾ガバナーはかなり長い時間を使っ
てご自身の想いを参加者に伝えようとされてい
ました。その中でも「会員増強」という言葉を
何度も耳にいたしました。
　次に当クラブから池田キャビ
ネット幹事がごあいさつされま
した。その後キャビネットの各
地区委員のみなさまからの活動
報告がありました。今年度はＧ
ＭＡという新たな組織が立ち上
がり、やはり会員増強に向けて
の話が中心であり、ライオンズ
全体で会員が減少していること
への危機感を肌で感じることが
できました。
　また、コロナ禍の中で、いく
つかのクラブや組織はオンライ
ンを有効に活用して、コミュニ
ケーションをとろうとしている
ことがわかりました。
　地元６クラブで言いますと、
「合同新年会」の発案があり、
このような集まりにくい状況の
中で一致団結してまとまってい
こうという新しい試みに共感し、
ぜひ実現すればいいなと思いま
した。
　会議後半になると、事前に配
布されたガバナー質問書に沿っ
て、６ＬＣの会長がそれぞれの
自クラブにおいて質問の回答と
現状報告をされました。その内
容を伺っていると、それぞれの
クラブの特長や会長の想いを感

じることができました。ほとんどのクラブが今
年度に周年を迎える、いなばと同じような節目
の年にあたります。そんな中で影山会長が会議
で報告された当クラブの具体的な目標、事業計
画の内容は、他のクラブに勝っていると確信い
たしました。
　これからいろいろな事業が始まります。今回
の報告内容を実現していくために、引き続きみ
なさんのご協力をよろしくお願いいたします。



− 5 −

新会員紹介

財務・会則委員会委員会アワー
（９月第一例会　2022.9.1）

会員委員会アワー
（10月第二例会　2022.10.20)

■有限会社 ふかた　代表取締役
　八頭町議会議員
■八頭郡八頭町石田百井 62-14
　☎ ０８５８－７３－０２３４　Fax ０８５８－７３－０３３４
　E メール　nadaguchi@air.ocn.ne.jp
■自宅　八頭郡八頭町石田百井 ６７
　☎ ０８５８－７３－００８７　携帯 ０９０－７５４６－８９０４
■血液型／ B
■趣味／ゴルフ
■推薦者／笹尾茂美
■所属委員会／地域社会奉仕委員

灘
なだ

 口
ぐち

  茂
しげ

 郎
お

Ｓ４８．７．１６生

　この度、歴史と伝統ある鳥取いなばライオン
ズクラブに入会させていただくことになりまし
た、有限会社ふかたの代表取締役で八頭町議会
議員の灘口茂郎と申します。
　弊社は令和２年に新型コロナの感染拡大が要
因で起こった空前のマスク不足の際に、経済産
業局よりマスク生産についての問い合わせがあ
ったことから状況が一変しました。まずは地域
で困っておられる方々のためにオリジナルマス
クを製造し販売しました。そこから「下請けか
らの脱却」を目標に掲げて、オリジナルブラン

ド「深田縫製」を立ち上げ、地元セレクトショ
ップとコラボするなど、マスクを軸とした事業
を展開しました。これを機に同年11月に事業継
承を行い私が代表取締役に就任しました。こう
いったことがきっかけで地元より推薦を受け、
令和３年４月より八頭町議会議員も務めさせて
いただいております。
　これからは鳥取いなばライオンズクラブの活
動を通じて地域社会の奉仕に精進して参る所存
でありますので、何卒ご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願い申し上げます。

講演　演題「ヤングケアラーについて」
講師　N.K.Cナーシングコアコーポレーション合同会社
 代表　神戸　貴子 様

講演　演題「鳥取城の歴史と復元その２」
講師　鳥取市教育委員会事務局文化財課
 文化財専門員　細田　隆博 様
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野津俊宏　　　　　
katte ni interview

所属委員会名： 氏名：児童・青少年奉仕委員会　

どんな会社（お仕事）をされていますか？
1 建物の中の清掃、設備管理などビルメンテ

ナンスの仕事をしています

入会の動機は？
6 とっとりの地域貢献の為、さんびる鳥取支店の

歴代の支店長が入会させて頂いております

いなばライオンズについてどのように思われますか？
8 会員の方も多くつながりが深いと思います。

スポンサーはどなたですか？
7 池谷勇治さん

社員さんは何名ですか？
2 １４０名　さんびる全体では2,000名

どんなサービスを誰に向けて扱うお仕事ですか？
3 個人宅から病院、オフィス等に清掃、管理・

メンテナンス等のサービスを行っております。
会社名の由来は

4 もともとは山陰を中心とした会社で山陰ビル
サービスという名前でしたが山陰以外にも
お仕事を広げていくこととなり、もともと
お客様の中からも呼んで頂いていた略称名の
山ビルを柔らかい印象を持って頂くため
ひらがなにし「さんびる」となったそうです。

創業の経緯は？
5 現会長竹田俊美が立ち上げられました

会社についてお聞かせください

どこかに遊びに行ったりしますか？
11

ライオンズクラブでやりたいことは？
9 地域貢献です。

入会してよかったことは？
鳥取のいろんな行事や人に触れ合うことができること10

今は子供と公園か、子供が始めたバスケット
クラブに行くことが多いです。

奥さんとの馴れ初めをお願いします♡
12 奥さんが会社に職業訓練の一環で

企業実習に来て出会いました

嫁姑問題はありますか？
13 ないです

座右の銘を教えてください。
14 継続は力なり

趣味は何ですか？
15 スポーツ全体ですが観戦、

特にバスケットは今もしています

個人についてお聞かせください

ライオンズクラブ活動についてお聞かせください
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新ハンディキャップ 壱岐　昇一　22

ゴルフ同好会９月例会成績表

　　　壱岐　昇一 選手
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　山下教幸 選手
2022年９月18日　鳥取CC吉岡温泉コース

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 壱岐　昇一 99 40 59

２ 山下　教幸 83 21 62

３ 砂田　典男 90 24 66

４ 房安　　光 96 30 66

５ 加納　義信 100 30 70

６ 山口　英晃 110 40 70

７ 下石　明義 102 31 71

８ 笹尾　茂美 116 45 71

9 山本　孝夫 105 32 73
10 谷口　博昭 89 15 74
11 田中　敏明 90 15 75
12 懸樋　真哉 106 31 75
13 渡邉　千代 108 33 75
14 安田　　勤 111 36 75
15 今川　　登 99 23 76
16 住谷きよみ 102 26 76
17 霜田喜三郎 99 22 77
18 佐藤　公昭 102 24 78
19 表　　淳史 100 20 80
20 田淵　吉男 98 15 83
21 宮脇　洋行 96 10 86
22 影山　嗣泰 NR

優勝の弁
　９月18日、気温も高く風もあまりないコンデ
ィションの中、アウト50イン49計99、何年ぶり
に100切り。ハンディも40でたくさんいただい
ていたので、優勝いたしました。
　商品の松茸もおいしくいただきました。
　同伴いただきました安田様、住谷様、渡辺様、
いつもありがとうございました。

ベストグロス 山下　教幸
ニヤピン№ ２ ・８ 田中　敏明・砂田　典男
　 〃 　№13・17 安田　　勤・　 なし 　
ドラコン№ ５ ・1５ 房安　　光・住谷きよみ
ドラタン№ ５ ・1５ 山本　孝夫・下石　明義
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新ハンディキャップ 房安　光　19

11月例会は11月２0日（日）
鳥取ＧＣ砂丘コース９時3２分スタートで開
催します。

ゴルフ同好会10月例会成績表

　　　房安　光 選手
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　田淵吉男 選手
2022年10月23日　鳥取CC吉岡温泉コース

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 房安　　光 96 30 66

２ 池谷　勇治 89 22 67

３ 砂田　典男 91 24 67

４ 佐藤　公昭 96 24 72

５ 田淵　吉男 88 15 73

６ 住谷きよみ 100 26 74

７ 谷口　道明 96 21 75

８ 松村　　明 91 15 76

9 高島敬四郎 94 18 76
10 影山　嗣泰 99 23 76
11 山本　孝夫 113 32 81
12 壱岐　昇一 104 22 82
13 井上　法雄 123 40 83
14 田中　敏明 100 15 85
15 渡邉　千代 120 33 87

優勝の弁
　10月23日（日）鳥取ＣＣ吉岡温泉コースで行
われましたクラブゴルフで優勝することが出来
ました。当日は大変な好天で、汗ばむほどの日
差しのなか、同伴メンバー（壱岐さん、住谷さ
ん、渡邉さん）に恵まれ和気あいあいに、本当
に楽しくプレーさせて頂きました。
　昨年来、勤務先の解散・整理、２度の白内障
手術、全治２ヶ月の座骨神経痛等々精神、健康
両面で不安定な日々が続いてまともなゴルフが
出来ませんでした。この優勝を機会にして心身
の具合を立て直し、練習もして、また楽しめる

ベストグロス 田淵　吉男
ニヤピン№ ２ ・ ８ 房安　　光・ 渡邉　千代
　 〃 　№13・17 松村　　明・ 田淵　吉男
ドラコン№ 6 ・14 住谷きよみ・高島敬四郎
ドラタン№ 6 ・14 佐藤　公昭・山本　孝夫

ゴルフをしっかりと目指していきたいと思って
おります。同好会の皆様、今後とも宜しくお願
いします。
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９月１日　９月第一例会
・�影山嗣泰…本日は、１ヶ月ぶりの例会となりました

が、たくさんの方にご参加いただき、ありがとうご
ざいました。そして、委員会アワーで米子市より神
戸貴子様に来ていただき、ご講演くださいました。
誠にありがとうございました。
・�福嶋德男…本日の講演、ありがとうございました。

ご多忙の中、ご来場いただき感謝いたします。今後
の益々のご活躍を期待しております。
・�井上法雄…本日は、神戸様、お忙しい中おいでいた

だき、貴重なお話ありがとうございます。
・�井上法雄…コロナ禍ではありますが、松本正嗣・菊

池ひみこご夫妻はデトロイトに行かれております。
鳥取Jazz、たくさんの方のお越しをお待ちしており
ます。９月24日私が受付におりますので、お声がけ
ください。
・�房安　光…誕生日祝いをいただき、ありがとうござ

います。ピンクティーで打てるまであと４年ありま
すが、精進を重ね頑張ります。よろしくお願いしま
す。
・�松村　明…誕生日のお祝い、ありがとうございます。

これからも元気に頑張ってまいります。
・�池谷勇治…誕生祝ありがとうございます。68歳にな

りました。まだまだ元気でゴルフをするためにも、
健康管理に注意します。
・�下石明義…本日は誕生祝をいただき、ありがとうご

ざいました。この前28日に満65歳に到達し、とうと
う高齢者の仲間入りとなりました。その関係で介護
保険の案内書が届いたりとか…。急に浦島太郎にな
ったような気分です。今はまだ現実を受け入れるこ
とができない私ですが、これからも若者気分で頑張
りますのでよろしくお願い致します。P.S 慣れたら
どうしよう？！ギャオ！
・�山下教幸…誕生祝いいただきました。ありがとうご

ざいます。８月21日、孫の幸眞と一緒に誕生祝いを
してくれました。私はついでのようなものですが、
夜は山下家一同10名ですが食事に生きましたが、何
故か支払いはわたしでーす。今日は何の日私の誕生
日、、、63歳になりましたが、一緒に遊んでやってくだ
さい。
・�山下教幸…７月クラブゴルフにて前会長杯取り切り

戦で優勝させていただきました。本年度もガンバり
たいと思います。
・�網師速人…今年55歳になります。早いものでライオ

ンズ入会して8年が経とうとしています。これからも
よろしくお願いします。
・�太田達男…誕生祝いいただきました。ありがとうご

ざいました。
・�中原敏行…お祝いありがとうございました。49歳に

なります。これからも元気に頑張ります！ありがと
うございました。
・�辰巳泰彦…誕生日のお祝いありがとうございます。
・�佐藤公昭…誕生祝い品をいただき、ありがとうござ

います。8月4日で47歳になりました。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。
・�渡辺千代…この度は、誕生日のお祝いをありがとう

ございました。うれしかったです。
・�霜田喜三郎…誕生日の祝いをいただき、ありがとう

ございました。
・�高島敬四郎…先日８月28日に開催された同好会コン

ペで、たくさんのハンデと幸運に恵まれて、優勝す
ることができました。一緒に回っていただいた田淵
さん、霜田さん、山口幹事、ありがとうございまし
た。商品のぶどうもおいしくいただきました。住谷

前会長ありがとうございました。
・�上田隆司…７月31日のクラブゴルフ出席優良杯で優

勝させていただきました。ありがとうございました。
・�山下教幸・小坂宏治・上田隆司…８月６日に河原町

であゆ祭りが開催されました。今年はコロナの影響
もあり、打ち上げ花火だけの祭りとなりました。ク
ラブの皆様には、たくさんの寄付金をいただき、盛
大に開催することができました。ありがとうござい
ました。

・�住谷きよみ…長かった孫たちの夏休みもやっと終わ
り、疲れがどっと出てきた毎日をおくっていますが、
みなさんはどうですか？ボートで宮城まで行った孫
も準決勝まではトップのタイムでしたが、決勝で力
尽き、3位になってしまいました。なにはともかく元
気に遊んだ1ヶ月が無事過ごせたことに感謝して、ド
ネーションします。

・�山本孝夫…新型コロナに感染し、クラブと会員の皆
様に、大変迷惑をかけました。10日間の隔離期間を
終えて、元気になりましたので、ドネーションをし
ます。

・�田淵吉男…８月１日に友達が感染し、私も不安です
ぐにＰＣＲ検査を受けました。結果は８月２日、10
時過ぎに陽性となり、９日まで自宅療養、また、家
庭内感染で妻も陽性となり、盆の間は何もできない
状況でしたし、自室でテレビを見ながらの生活は大
変しんどかったです。どこで感染するか分からない
のがコロナ禍であり、注意して行動してください。

９月15日　９月第二例会
・�影山嗣泰…25日の海ゴミ清掃が無事できますように。
・�松本正嗣…８月26日～９月７日まで国の文化庁の補

助を受けて、ニューヨーク、デトロイトジャズフェ
スに行ってきました。また、８月24日の鳥取ジャズ
及び10月２日のデトロイトかろのミュージシャン達
とのコンサートを開催します。そのお知らせを含め
ドネーションします。

10月６日　10月第一例会
・�影山嗣泰…はじめに、灘口さん、入会いただきあり

がとうございます。豊富なご経験をクラブにも是非
お貸しください。９月25日、ボーイスカウト東部連
盟の子どもたちと砂丘海岸の清掃を実施できました。
10月３日、私の地元湖南学園５年生の子どもたちと
稲刈りを実施できました。皆様、感謝申し上げます。

・�地域社会奉仕委員会…灘口さん、入会おめでとうご
ざいます。また、地域社会奉仕委員会配属おめでと
うございます。当委員会は、委員会事業も多いです
が、委員会外活動も活発です。いろいろ楽しみなが
ら共に活動しましょう。

・�表　淳史…灘口さん、いなばライオンズクラブご入
会おめでとうございます。楽しいライオンズ活動と
なりますように期待しています。またゴルフも楽し
みましょう。ドネーション致します。

・�大田斉之…９月25日のジオパーク区域内の海岸清掃
ありがとうございました。天気も良く、成功裏に終
えることができました。

・�池谷勇治…９月25日、砂丘オアシス広場周辺の海岸
清掃。10月３日、子どもたちとのお米づくりで稲刈
りに参加しました。稲刈りでは20年ぐらい前の体験
を振り返ることができ、一条刈りバインダーを運転
させてもらいました。素晴らしい体験にドネーショ
ンします。

・�安田　勤…９月25日砂丘清掃に参加しました。朝ソ
フトボール試合に出て集合時間10時に間に合うよう
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９月
議題
①委員会アワー（会員）開催について 承認
②子供達とのお米作りファーム稲刈りについて
　 10月上旬の平日の１～２時間程度の予定で、委員長

と学園担当者で調整中である。
③7R-1Z6LC新年合同例会開催について
コロナの状況で左右されるが現時点では賛成
④7R-1Z6LC合同会報誌発刊について 承認
⑤例会・理事会・委員会の開催基準について
　 委員会における会食は、原則、禁止とするが、委員

会終了後の個人的な会食等の懇親については、個人
の判断に委ねることとする。
⑥スペシャルオリンピックス協賛について
　 数年前と、同じ程度の金額での寄付金を事業予定費

より拠出とする。
⑦万国旗購入について
　 万国旗が、30年余りの使用により、破損しており、

結成55周年を迎えるのを機に、新しく購入すること
とする。

10月
議題
①１月第二例会を６LC合同例会に振替、日程を変更する。
 承認
②鳥取こども学園もちつき中止について 承認
　※ もちつきの代わりに昨年同様、もちとみかんを贈

呈するが、それについては委員会で検討中
③ミニバスケットボール大会中止について 承認
　※会場が取れず今年も中止とする。
④１２月第一例会委員会アワーについて 承認
⑤１０月第二例会以降の昼食について
　 最近のコロナ感染者数も徐々に減少しており、鳥取

県が出すアラート情報の９月24日付で、注意情報の
解除になったことを受け、通常どおりの会食に戻す
ことが、提案され、承認とする。

⑥会員増強チーム結成について
　 年度当初に承認された会員増強チームについて、会

長一任で指名、10月第二例会前に臨時理事会を開催
して承認を得ることで承認。

⑦第６９回地区年次大会担当部会について
　 第２回キャヒネット会議の議案録に掲載。理事メン

バーに周知、クラブとして協力する。

～理事会だより～事務局だより

◎11月誕生日…１日池田　３日住谷　12日長尾、谷口道
　　　　　　　15日長谷　28日渡邉健
◎12月誕生日…４日河﨑　７日加納　10日中井
　　　　　　　13日山口
◎11月結婚ライオン…１日西尾　４日菖蒲
　　　　　　　　　９日松本正　11日福山　14日山根
　　　　　　　　　16日井上　23日加納　26日角田

◎12月結婚記念日…５日壱岐　12日福嶋、山本敏
　　　　　　　　　23日影山
◎同好会だより
・11月のクラブゴルフは、11月20日（日）
　砂丘　９：32スタート
・12月のクラブゴルフは、12月25日（日）
　砂丘　９：19スタート

に駐車場に着き、着替えているときでしょう。免許
証入りの財布を置き忘れました。自宅に着き気が付
きました。交番に届けている最中に自宅に電話があ
り、私の自宅を訪ねてくれた若者が大阪に帰る途中
に届けてくれました。届けてくれた若者に感心しま
した。
・�山根秋雄…誕生祝いありがとうございます。10月２

日で後期高齢者の仲間入りをしました。認知症検査、
実地運転も見事パスして免許証を更新しました。も
うしばらくスピード狂を楽しめそうです。誕生日を
前後してうれしいことがありました。当クラブの海
岸清掃ボランティアで孫の春果（醇風小１年）が楽
しそうにゴミを拾っている姿が翌日の日本海新聞に
写っていました。また、本日の新聞には大伴家持大
賞に児童生徒の部で莉歩（醇風小６年）が佳作で短
歌が掲載されていました。我が家の孫には、いつも
「マゴマゴ」されるジイさんです。うれしくてドネ
ーションします。
・�田中敏明…誕生祝いありがとうございました。本年

は、36年に一度の五黄の寅年。６回目の寅年を迎え
ました。ついに72歳です。「一葉落ちて天下の秋を
知る」人生も秋深くなってしまいました。
・�清水康一…43歳になりました。誕生祝いありがとう

ございます。今後も精進してまいりますので、ご指
導の程、よろしくお願いいたします。
・�壹岐昇一…９月18日日曜日、吉岡温泉コースで暑い

日の中、優勝させていただきました。同伴の住谷さ
ん、渡辺さん、安田さん、ありがとうございました。

・�松本正嗣…８月26日～９月７日までのニューヨー
ク・デトロイトジャズのライヴコンサートのツアー
が終わり、ほっとする間もなく鳥取ジャズの開催等
あわただしく夏を過ごしました。10月２日のデトロ
イトジャズのメンバーを迎えてのコンサートの折に
は、影山会長、林さん、山根さんにはご来場いただ
き、ありがとうございました。前日には子どもたち、
鳥大生たちにジャズのワークショップを開催し、大
勢のひとに楽しんでいただきました。今後も鳥取の
文化のため、微力ながらがんばっていきたいと思い
ます。ありがとうございました。

10月20日　10月第二例会
・�影山嗣泰…本日は、委員会アワーにて細田様には大

変お世話になり、ありがとうございました。また、
児童青少年委員会の子どもたちとのお米づくり、稲
刈りの模様が、朝日新聞に大きく取り上げられ、日
本海新聞には、探すのに苦労するほど小さい記事で
したが載せてくださり、いなばぴょんぴょんネット
では、２日間にわたり朝から晩まで繰り返し放映し
てもらえました。皆さんに感謝です。

・�住谷きよみ…10月14日、次男に３人目の子どもが生
まれました。孫の数もとうとう15人になり、名前を
覚えるのもたいへんになってきました。ちなみに生
まれたのは女の子です。

・�阿部一郎…本日の委員会アワーの講師の細田様にほ
めていただいたのでドネーションします。



印刷　株式会社鳥取平版社

　仕事柄、県内の様々な企画に携わらせて頂い
ています。新型コロナの影響で「オンライン開
催・無観客」が主だった昨年にくらべ、今年は
「リアル開催・有観客」が多くなりました。鳥
取しゃんしゃん祭や商店街の賑わい創出。手話
や障がい者アートの普及啓発などジャンルは多
岐にわたります。状況が状況なだけに様々な意
見が交わされ、外部からもいろんな声が届きま
す。いろんな立ち位置でいろんな考え方があり
ます。どれかが「正解」ではなく、議論をし
て、その時々で最適な「解」を出し共有して実
行する。このことがとても大切だと思っていま
す。世の中いろんな問題が山積みですが、もっ
と議論や意見を出せる場が増えると良い社会に
向かうのではないかと感じています。

指導力・会報委員会　中原敏行

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　影山嗣泰

幹　事　山口英晃

編　集　会報委員長　
　　　　懸樋真哉

表紙写真説明
３３６－Ｂ地区７Ｒ－１Ｚ ガバナー公式訪問懇談会
2022年９月８日　白兎会館にて

1 1 月 行 事 予 定 1 2 月 行 事 予 定
○クラブチャーターナイト記念日（17日）
○理事会・ガバナー諮問委員会

○
○

１ 火  （鳥取中央LC）
２ 水 第1286回例会 （鳥取砂丘LC例会）
３ 木 文化の日
４ 金
５ 土
６ 日
７ 月
８ 火  （鳥取LC例会）
９ 水
10 木 理事会 （鳥取久松LC例会）
11 金  （鳥取千代LC例会）
12 土
13 日
14 月 ６LC親善チャリティボウリング大会
15 火  （鳥取中央LC例会）
16 水  （鳥取砂丘LC例会）
17 木 第1287回チャーターナイト記念例会
18 金
19 土
20 日 クラブゴルフ
21 月
22 火  （鳥取LC例会）
23 水 勤労感謝の日
24 木  （鳥取久松LC例会）
25 金  （鳥取千代LC例会）
26 土
27 日
28 月 7R-1Z第２回ガバナー諮問委員会
29 火
30 水 第一回指導力育成セミナー

○クリスマスの行事
○

○
○

１ 木 第1288回例会
２ 金
３ 土
４ 日
５ 月
６ 火  （鳥取中央LC例会）
７ 水  （鳥取砂丘LC例会）
８ 木 拡大理事会 （鳥取久松LC例会）
９ 金  （鳥取千代LC例会）
10 土
11 日
12 月
13 火  （鳥取LC例会）
14 水
15 木 第1289回例会
16 金
17 土  （鳥取久松LC例会）
18 日
19 月
20 火  （鳥取中央LC例会）
21 水  （鳥取砂丘LC例会）
22 木
23 金  （鳥取千代LC例会）
24 土
25 日 クラブゴルフ
26 月
27 火
28 水
29 木
30 金
31 土


