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　６月25日から28日にカナダ・モントリオー
ルで３年ぶりにリアルで開催されたライオン
ズクラブ国際協会第104回国際大会、又、６
月23日～ 24日に現地で開催されるガバナー
エレクトセミナーに参加しました。一言でい
えば、久々の海外渡航、又、コロナ禍という
こともあり、とにかく色々な意味で印象に残
る大会でした。
　鳥取を６月21日に出発し羽田から成田に移
動、翌日16時50分成田発のエアーカナダ便で
渡航、バンクーバーでトランジットし、モン
トリオール到着は19：15の予定が２時間程遅
れ、それから現地ライオンの案内でチャー
ターバスに乗込み、ダブルツリーヒルトンホ
テル到着は、現地時間６月22日の深夜11時、
街中で営業しているレストランも無く、フロ
ントで配られたスコーンで腹をみたすという
最悪の到着初日となりました。
　まず、渡航に際してコロナ前とは大きく変
わった点は、通常であればエージェントがつ
いていて、色々な手続を行なってくれるので
すが、エージェント手配の海外渡航が解禁さ

　国際大会参加エピソード
336-B地区ガバナー　西　尾　愼　一　

れておらず、全て自分で行なわなければなら
なかった事、又、事前にビザに代るETCの取
得、ArriveCANをダウンロードして、パスポー
ト情報やワクチン接種証明、カナダへの渡航
便、カナダでの滞在先とうの銃砲を事前にイ
ンプットする事などが上げられます。このお
陰で身体検査以外の事はイミグレーションも
含め人と相対することなく入国できました。
　翌日から２日間にわたりパレ・デ・コング
レで研修が開催され、チーム・ビルド、課題
と機会について学び、課題と機会ではクラス
交換（他国の人とグループディスカッション）
も行なわれました。特筆すべきは、チーム・
ビルドの一環としてラリーチア（アメフトや
バスケットボールのハーフタイムに行なわれ
るその場にいる人々の気分を盛り上げ士気を
高めるためのパフォーマ
ンス）を世界のエレクト
31チーム（日本はエレク
ト29名全員で１チーム）
で競うコンテストがあり、
日本チームは見事３位に
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入賞し、国際会長主催の祝賀晩餐会で皆が壇
上に上がり、表彰され３位トロフィーを獲得
しました。
　晩餐会には指定の白タキシードで出席、料
理はサラダ、メインのビーフステーキ（大き
くて硬い）、珈琲、ワインのみであったので
すが３時間にわたり大いに盛り上がりました。
　この日まではビュッフェスタイルでの食事
がセットになっていたのですが翌日からは全
て自前で感覚的に少し高いという印象。例え
ば、朝食にフードコートで珈琲とチーズサン
ド、カップ野菜で＄15（日本円で1,800円位）、
昼食でピザとビール（缶）で＄20（2,400円位）、
夕食でフィッシュ＆チップスとビールで＄35

（4,200円位）でした。
　６月25日には国際パレードが開催され、目
抜き通りを1.2kmにわたって夫々の国が民族
衣装やユニフォームで行進、日本は赤のポロ
シャツ、白パンツ、赤帽で長澤千鶴子国際理
事候補のプラカードを掲げての行進となりま
した。行進の後は皆で昼食タイム、飲んだビー

ルは最高でした。
　６月26日からはベルセンター（カナダの国技
であるアイスホッケー場）で総会が開催、合
間にはショーやバンド演奏も有り、雰囲気は大
いに盛り上がりました。夕方６時からVargasu 
Ｓteakhouseにおいて336の夕べがかいさいさ
れ、福永議長、福代国際大会担当委員長をは
じめ関係者が集まって、どでかいステーキ（大
きすぎて半分しか食べれませんでした）をほ
おばりながら、楽しい一時を過しました。
　６月27日には帰国を前にエレクト全員で
PCR検査を受け翌日の検査結果を待つ事とな
りました。６月28日は総会最終日、最大のク
ライマックスである国際会長の宣誓式、ガバ
ナーエレクトがエレクトリボンを外しても
らってのガバナー宣誓式が行なわれたのです
が、その大会前に前日実施したPCR検査の結
果が届けられ、陽性判定の為イベントに出席
できないエレクトが６名ありました。長い道
のりをここまできて、記念すべき瞬間に立ち
会えない、本当に気の毒な事だと同情しまし
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た。私は、渡部国際理事にエレクトリボンを
取ってもらう手筈であったのですが、渡部国
際理事も陽性となりこれが叶わず、代わり
にMD336ガバナー協議会議長に取って貰い、
事なきをえました。

　６月29日はい
よいよ帰国、陽
性で帰国できな
い６名の為に皆
で お 金 を 出 し

合って近くのスーパーで食品を買込み皆の部
屋に届けました。又、帰国に際しても厚生労
働省のMySOSというアプリをダウンロード
してPCR陰性証明やワクチン接種証明、帰着
後の滞在先などをインプット、これにより検
疫もフリーパスでした。しかし、カナダでは
陰性も帰着直後に陽性となったガバナーが７
名もあったことにはビックリです。以上、思
い出に残る国際大会のエピソードの一端をご
披露いたします。

　令和４年７月16日にニューオータニ鳥取にて
第一回のキャビネット会議が開催されました。
　年次大会委員長として出席しました。初め
て出席する会議でしたが会場について驚いた
のは、参加者の多さと出席されている方々が
渡部元国際理事、池原複合地区ガバナー協議
会議長、平山前地区ガバナーなど元ガバナー
の方々など20名近い方の席が正面にあり、西
尾地区ガバナー第一・第二副地区ガバナーそ
して池田キャビネット幹事・杉浦キャビネッ
ト会計も参加されており地区年次大会と変わ
らないと思いました。
　そして参加者もＺＣ・各委員会の委員長及
び委員など、総勢90名近い参加者による会議

　　336-B地区第一回キャビネット会議に参加して
地区年次大会委員長　岡　田　幸一郎　

でした。
　西尾地区ガバナーが議長として開会宣言の
後、議事に入り各委員会からの報告や複合地
区運営費・地区一般会計収支予算案などが承
認され閉会間際に委員の一人から金礪元ガバ
ナーについて質問がありました。否決議題に
対する謝罪及び弁済の申し入れが一向に進ま
ない事への苛立ちからの質問であったと思い
ます。所属クラブの２Ｒ２Ｚの岡田ＺＣがク
ラブとしての処分と会員の皆様へのお詫びを
述べられ、３Ｒ-ＹＣＥの豊福委員より22－23
年の西尾地区ガバナーにこの問題で足を引っ
張る事の無いようにすべきとの発言を最後に
キャビネット会議は終了しました。３３６Ｂ

地区にとって大きな汚点とな
りましたが本年度、所属クラ
ブとして西尾地区ガバナーが
活躍できるようバックアップ
をすると共に、年次大会を成
功させなければと思いながら
会場を後にしました。
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　７月26日、西尾地区ガバナー、池田キャ
ビネット幹事と７R-1Zの聲高ゾーンチェア
パーソン（ZC）が鳥取ライオンズクラブの
例会に訪問されました。私が例会に出席した
時には既に席についていましたが、見事に溶
け込んでおり例会が始まる直前まで気が付き
ませんでした。
　鳥取ライオンズクラブは20名中15名のまず
まずの出席率の中、西尾地区ガバナーの挨拶
がありましたが、そもそも当クラブ出身とい
うこともあり、少しやりにくさを感じられつ
つ、ガバナーとしての威厳を示されていまし
た。挨拶の中で、ライオンズクラブのブライ
アン・シーハン国際会長が世界各国に先駆け
て７月９日に日本に来日されたことに触れ、
テーマである“皆でやればできる”、“皆で偉
業を成し遂げる”の基、ライオンズの輪を拡
げ、奉仕の目標を高く持ち、それらの活動を
支える財団への支援、そして地域が抱えてい
る問題に声を上げて取り組んでいこうと言う
メッセージは、何と西尾ガバナーが就任のあ

　地区ガバナー・７R-1Z・ZCの例会訪問
ＭＣ委員長　福　家　成　夫　

いさつに書かれていた内容とリンクしてお
り、活動が「出来ない」ではなく「どうした
ら出来るか」ポシティブな考え方に変えてい
こうという内容そのものでした。そのために
は「明るく・楽しく・元気よく」を心に留め
て、一人一人が出来る事を一つ一つ積み上げ
ていけるよう、皆さんと共に力を合わせて盛
り上げていきたいと思います。
　次に池田キャビネット幹事の挨拶があり、
ワンチームで楽しいライオンズに向けて行動
していく、そのために皆さんの力添えが必要
ですと訴えていましたが、池田LC自らが鳥
取ライオンズクラブのために、西尾ガバナー
を補佐していくキャビネット幹事を引き受け
てくれたことは、心から感謝いたします。ま
さに有言実行、我々も微力ながらサポートし
ていきます。
　最後に聲高ZCの挨拶では、７R-1Z全ての
６ライオンズが一致団結して全てのアクティ
ビティを遂行していく、そのためにガバナー
と共に行動し、全てのクラブを回ってお願

いしていくと高らか
に宣言されていまし
た。
　 今 年 の 地 区 ガ バ
ナーとその仲間、今
までとはちょっと違
うぞ！
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　この度鳥取ライオンズクラブに入会した山陰
合同銀行の石橋です。約10年前に鳥取勤務経
験があり今回は２回目の鳥取勤務となります。
出身は島根県松江市ではございますが、この鳥
取の地でライオンズクラブに入会させていただ
いたことに大きな喜びを感じております。また、
会員の皆様と親交を深めていけること、地域発
展に貢献できることを楽しみにしております。
　若輩者ではありますが、ライオンズクラブ
のモットーであるWe Serveが実践できるよ

う頑張ってまいります。ご指導ご鞭撻を宜し
くお願い申し上げます。

入会あいさつ
　　石　橋　　潤　

　順調に育っています。鳥取市立若草学園との
さつま芋掘り体験、焼き芋大会へ向けて、今年
もさつま芋が船越農園で大きくなっています。
　８月18日、９人の参加者が集合して午前７
時より草取り作業を行いました。この夏は猛
暑に続く全国的な大雨で、作業中止や延期も

芋畑の草取り作業
第二副会長　松　本　匡司郎　

心配しましたが、この日は、それほど暑くも
なく爽やかな晴れ。互いの‘日頃の行ない’
を褒めながら草取り開始。
　芋の生育は順調で、しかも畝の中には探す
ほどしか草もなく、周りの砂地も前日までの
雨でちょうどよい湿り気があり草は簡単に引
き抜けました。畑の良さとＬ船越の日頃の手
入れに感謝しつつ、あっと言う間に作業完了。
空の雲や回りの虫の声が秋の気配さえ感じさ
せる爽やかな朝の作業でした。
　今年も豊作、子どもたちの歓声と笑顔が楽
しみです。
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事務局だより
ドネイションありがとうございます

Ｌ福田　秀章　西尾ガバナー、池田キャビネット
幹事、聲高ZC、当クラブへの訪
問ありがとうございます。

Ｌ髙野辰二郎　地区ガバナー、ZC例会訪問を祝
して。西尾ガバナー他役員の方々
一年間ご苦労様です。

Ｌ濱田　泰彦　西尾ガバナー、聲高ZCのご訪問
を歓迎いたします。一年間よろし
くお願いいたします。

Ｌ西尾　愼一　今日で３クラブ目の公式訪問。何
か自クラブの訪問は奇異な感じが
します。いずれにせよこの１年間
宜敷くお願いします。

Ｌ聲高　昌可　一年間皆様のご指導、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

Ｌ池田　康利　本日は例会に出席させて頂き大変
お世話になりありがとうございま
した。今後ともよろしくお願い致
します。

Ｌ福家　成夫　このたびは父の葬儀に香典及び花
輪をいただきありがとうございま
した。皆さんのお気持ちに感謝致
します。

Ｌ古田　昌己　S ５５年　９月２５日
Ｌ林本　弥生　S ４６年　９月２５日
Ｌ木村　　宏　S ２９年１０月　６日
Ｌ細田　泰造　S ２５年１０月３０日

▽７月12日（火）　第１例会
◦新年度役員・地区役員就任挨拶
 　代表　会長　福田秀章
◦会員委員会　委員長　岡田幸一郎
　入会式
　新会員　石橋　潤様
　㈱山陰合同銀行鳥取営業部部長
　スポンサー　岡田幸一郎
◦任命状伝達式 336-B地区　会長　福田秀章

・キャビネット会計 杉浦為佐夫
・地区年次大会委員長 岡田幸一郎
・地区年次大会実行委員長（欠） 山名　立洋
・委嘱状　西尾　愼一
　336複合地区ガバナー協議会副議長
　　 緊急援助資金委員会委員・GMT担当ガバナー・

アラート委員会担当ガバナー・YCE・国際
関係・レオ委員会ガバナー

◦2021－2022年度会長
　LCIFキャンペーン100
　国際会長より礼状
 前会長  八矢一城
◦前年度決算報告及び承認 前年度会計　長石　徹
◦監査報告及び承認 監査委員　杉浦為佐夫

〈幹事報告〉 幹事　濱田泰彦
〈委員会報告〉
・財務委員会　2022-2023年度予算書（案）
 　委員長　長石　徹
・計画委員会 副委員長　中尾大蔵
・奉仕委員会 委員長　福家成夫
◦第104回モントリオール国際大会報告
 　地区ガバナー　西尾愼一
◦第１回7R-1Z会長・幹事会報告
 　第一副会長　民木一美
◦退会挨拶 前会計　長石　徹
◦ツイスター・タイム テール・ツイスター　民木一美
▽７月16日（土）　第１回キャビネット会議
　於）ホテルニューオータニ鳥取
 地区年次大会委員長　岡田幸一郎　出席
▽７月19日（火）　シーハン国際会長公式訪問
　於）名古屋市 地区ガバナー　西尾愼一　出席
▽７月20日（水）～ 21日（木）　LLCF研修　於）名古屋市
 地区がバナー　西尾愼一　出席
▽７月26日（火）　第２例会
　（地区ガバナー・ZC例会訪問）
◦地区ガバナー他経歴紹介 幹事　濱田泰彦
　地区ガバナー挨拶 西尾愼一（鳥取LC）
　地区キャビネット幹事挨拶
 池田康利（鳥取いなばLC）
　7R-1Z.ZC挨拶 聲高昌司（鳥取砂丘LC）

〈幹事報告〉 幹事　濱田泰彦
◦ 地区情報誌「LION TIMES VOL.01」新会員・

アクティビティ寄稿のお願い
〈委員会報告〉
◦計画委員会 委員長　小林紀子
◦納涼例会は８月委員会理事会にて決定
・エクスカーションアンケート報告
◦第１回キャビネット会議報告
 地区年次大会委員長　岡田幸一郎
▽８月２日（火）　計画委員会・MC委員会・理事会
▽８月９日（火）　第１例会
◦LCIFキャンペーン100アワード受賞
　L山名立洋　L中尾大蔵　L石津光昭　L濱田泰彦
　L小林紀子　L佐々木豊　L木村　宏　L松本啓一
　L長石　徹

〈幹事報告〉 幹事　濱田泰彦
◦８月20日（土）渡部元国際理事退任慰労会
　於）ホテルグランピア岡山
 地区ガバナー　西尾愼一　出席
◦ ８月25日（木）336複合地区第１回ガバナー協

議会　複合地区役員連絡会議
　於）ホテルグランピア岡山
 地区ガバナー　西尾愼一　出席
◦９月８日（木）　7R-1Zガバナー公式訪問懇談会
　於）白兎会館　会長・第１副会長・幹事・事務局　出席

〈委員会報告〉
◦計画委員会 副委員長　中尾大蔵
　９月第２例会　認証65周年記念例会開催について
・エクスカーションについて
◦奉仕委員会 委員長　福家成夫
・８月18日（木）さつま芋農園草取　於）船越農園
・国際麻薬乱用撲滅デー「国連支援募金」ダメ。ゼッタイ。
◦ツイスター・タイム テール・ツイスター　民木一美

お誕生日おめでとうございます

（7R-1Z.ZC）

（キャビネット幹事）
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令和４年９月～令和４年10月行事予定

336-B地区　アクティビティ・スローガン 2022 ～ 2023           

『調和と融合　明るく・楽しく・元気よく』
地区ガバナー・スローガン
地域に寄り添い　未来に繋げる新たな挑戦

月 日 曜 行　　事

10

4 火 計画委員会・理事会
MC委員会

11 火 第１例会

15 土 第２回キャビネット会議
於）杜の街グレース

18 火 メークアップ委員会

25 火 第２例会

27 木 第２回ガバナー協議会
於）セントラルホテル鴨嶋

月 日 曜 行　　事

9

6 火 計画委員会・理事会
MC委員会

8 木

7R-1Zガバナー公式訪
問懇談会
於）白兎会館
7R-2Zガバナー公式訪
問懇談会
於）倉吉シティホテル

13 火 第１例会

20 火 メークアップ委員会

26 月 7R-1Z６LC会長会
於）鳥取シティホテル

27 火 第２例会
（認証65周年記念例会）

先日、家の庭の草刈り作業を１時間ほど行っていたころ、嫁さんからちょっと休憩すれば
とペットボトルを渡されました。汗もあまりかいておらず、疲れている感覚がありません

でしたが、水分補給でもしようとペットボトルを持った瞬間、手が勝手にブルブルと震え、すぐに収ま
るどころかますます震えが大きくなってくるではありませんか。さすがにこれはおかしいと思い、ネッ
トで検索してみたところ、熱中症の初期症状との事。全く自覚症状がありませんでした。あのまま作業
を続けていたらと思うとぞっとします。自覚症状が出てからでは遅いそうですよ。
　外作業の格言　“30分に一回水分補給と休憩を”

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　福田　秀章　　　 表　紙 　彼岸花
　鳥取市桂木で見つけた彼岸花です。群生しているものはよく見ますが、ポツンというのはあまり見
ません。彼岸花は中国が原産地で、日本で自生するようになった帰化植物です。種で増やすことは出
来ず、球根を株分けして増やします。秋の彼岸に咲くことからこの名が付いています。花の色は赤以
外に白やピンクや黄色のものもあります。最初に花が咲きその後立派な葉が出てきます。球根には毒
があるため、モグラなどによる被害を防ぐため畑の畔に植えられることが多いです。 山名　立洋

ペットと夏の過ごし方と懐事情
� �　福　家　成　夫　
　我が家には犬１匹（名前：はじめ３歳）と
猫１匹（名前：ミント１７歳）がいます。猫は
１６年前長女が近所のなかよし公園という場所
に段ボール箱に入れられていた子猫を見つけ
て、密かに下校時に公園に行き世話をしてい
たのですが、ある日保健所の人に回収された
と泣きながら帰ってきて、殺処分されるから引
き取りに行ってと懇願され、我が家の一員とな
りました。それから１４年後、東京に暮らすよ
うになった長女が、今度はちゃんと世話をする
から犬を飼いたいと言い、飼い始めて数か月、
しばらくの間鳥取で預かってと連絡があり、そ
れから３年が過ぎています（笑）。
　ペットあるあるですね。皆さんのご家庭も
同じような経緯でペットを飼われているので
はないでしょうか。たしかにペットと生活を
するようになり癒されている感じがしますが、

我が家も日中は２人とも仕事に出かけてるの
で留守となりますが、ペットがいるため夏の
期間中（６月～９月）１日中エアコンはかけっ
ぱなしです。また夏対策のための予防注射や
アレルギーで動物病院にお世話になります。
福沢諭吉が湯水のように飛んでいく～
　また、夏の犬の散歩は大変です。朝は日が
昇らないうちに、夕方は日が暮れてから。暑
さも手伝って食欲も落ちなかなか食べてくれ
ません。猫の方はと言うと、日中寝ていますが、
皆が寝静まった真夜中の運動会、そして日の
出とともに家主を起こしにかかるのです。
　皆さん、お分かりですね。そうなのです寝
る時間が…でもペットのうつろな顔を見ると
全てを許してしまう自分がいます。やっぱり
ペットから受ける癒しは何物にも代えられな
いものですね。


