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　本年度第１回となるキャビネット会議が７
月17日に津山鶴山ホテルで開催されました。
　平山ガバナーキャビネットの最初の会議で
あり、ガバナーより役員ピン及び委員長タブ
が授与され、続いて地区ガバナーの方針
　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・スローガン
　　『誇りと自信　そして前へ』
が述べられ、新年度が本格的にスタートしま
した。
　会議の議題として主なものは、地区の規定・
規則・内規等の改正、会計に関する事項、地
区一般会計収支予算、地区役員の提案・報告
事項、年間行事予定、地区ガバナー公式訪問

実施計画、クラブ周年記念予定等多岐に亘り
ましたが、大きな問題もなくすべて承認され
ました。特に、地区規定・規則・内規等の改
正については、私たちの反対も虚しく前キャ
ビネットにより改正された部分を中心に、大
多数の賛成を以て現状に即した形で改正でき
た事は何よりの成果であったと感じていま
す。
　今後、全員が力を合わせ、あらぬ方向に向
いていたキャビネットを本来私たちが目指す方
向に導ける道筋が開けたのではないかと感じ
ました。
　尚、詳細についてはクラブ事務局そなえつ
けの第１回キャビネット会議議案録をご参照
ください。

　第１回キャビネット会議報告
第１副地区ガバナー　西　尾　愼　一　
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　お盆を過ぎてから、天候に恵まれず順延と
なっておりました、さつま芋農園の草取りが
８月25日（水）７：00から船越農園にて行わ
れました。
　船越様より、盆明けの台風で、湖山池の水
が増水し、農園付近が水につかった状況をお
教えいただきました。
　早朝の湖山池で、シジミ漁が盛んにおこな
われている中、ご参加いただい皆様のおかげ
で、農園内の雑草は、あっという間になくなっ
てしました。
　それにしても、一面を覆いつく元気なさつ

ま芋の蔓は、青々として、元気そのもので、
水害にも負けない、おいしくて強いさつま芋
が収穫できることを期待します。
　今年は、コロナウィルスの影響で若草学園
の子どもたちが芋堀りができないかもしれま
せんが、有効活用いただけると思います。も
う少しの期間、船越様には、お世話になりま
すが、よろしくお願いいたします。
　収穫の際には、また皆様のお力をお貸しい
ただければ嬉しく思います。
　早朝より、皆様ありがとうございました。

『さつま芋農園』草取り
　　松　本　啓　一　
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　倉吉ライオンズクラブ
　認証60周年記念式典に参加して

会　長　八　矢　一　城　

　Ｒ３．８．29（日）ホテルセントパレス倉
吉において倉吉ライオンズクラブ認証60周年
記念式典が開催されました。第一副地区ガバ
ナーの西尾さんと一緒に参加しましたが会員
の皆さまをはじめ来賓の方々およびブラザー
クラブである倉吉打吹ライオンズクラブから
も代表者が参加され厳かに執り行われまし
た。
　式典では開会宣言　ゴング　国歌静聴　物
故ライオンズへの黙祷　来賓紹介　会長挨拶
の次第で進みスポンサークラブへ感謝状及び
記念品贈呈が行われましたので皆さまを代表
して受取って参りました。あらためてライオ
ンズクラブの繋がりや歴史を感じることがで
きた瞬間でした。来賓祝辞では平井県知事の
ビデオメッセージの他に石田倉吉市長や当日
参加できなかった来賓のご祝辞が披露されま
した。また元国際理事・地区特別顧問の名越
さま、平山地区ガバナー、西尾第一副地区ガ

バナーのご挨拶がありましたがそれを聞いて
倉吉ラインズクラブの功績やアクティビティ
への取り組みがよく理解できました。創立50
周年記念事業では100本桜植樹を行い60周年
記念行事では打吹公園に４本桜を植樹される
等地域美化に努められ倉吉市からも感謝状を
いただいたとのことです。またバドミントン
教室、ウォーキング、チャリティーグラウン
ドゴルフ等のアクティビティにも力を注ぎ健
康増進に向けた取り組みをされているそうで
す。さらに詳しいお話を聞きたかったのです
がコロナ禍で懇親会が中止となりそれも叶い
ませんでした（記念誌を回覧します）。この
度の倉吉ライオンズクラブ認証60周年を契機
としてスポンサーである我が鳥取ライオンズ
クラブも更なる社会貢献や地域活性化につな
がる活動を展開しなければならないと感じま
した。今後の倉吉ライオンズクラブの益々の
繁栄を祈念します。
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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細田　泰造　私が所属の「久松山を考える
会」は先日、久松山山頂にＬ
ＥＤ電球4,400個を設置しま
した。（本日の日本海新聞に
も掲載されています。）

　　　　　　　お盆の13日～ 15位に、久松
山山頂に「大」の文字が点灯し
ましたので、ご覧頂ければ幸
いです。

Ｌ長石　　徹　本日、例会を早退させて頂き
ます。

Ｌ花原　秀明　長らくお世話になりました。
クラブの益々のご発展をお祈
りします。

Ｌ古田　昌己　Ｓ５５年　９月２５日
Ｌ林本　弥生　Ｓ４６年　９月２５日
Ｌ木村　　宏　Ｓ２９年１０月　６日
Ｌ細田　泰造　Ｓ２５年１０月３０日

▽６月22日（火）　６月第２例会
・臨時理事会報告 会長　福家成夫
・長期入院欠席者　会費について承認

〈幹事報告〉 幹事　中川貴禎
・７月16日（金）　7R-1Z次期会長・幹事会
　於）鳥取シティホテル
・７月17日（土）　第１回キャビネット会議
・第67回地区年次大会記念誌配布
・2022年国際大会開催地変更
　 インドニューデリーからカナダのモントリオールに
・ 2021－2022年度国際平和ポスターならびに

ライオンズ国際作文コンテストについて
▽７月６日（火）　計画委員会、理事会、ＭＣ委員会

▽７月10日（土）　キャビネット内局会議（ＷＥＢ）
▽７月13日（火）　第１例会
◦新年度役員・地区役員就任挨拶
 　代表　会長　八矢一城
◦会員委員会 委員長　細田泰造
　新会員　長石　徹
　退会者　田中良和　鶴巻孝永
◦入会式
　　長石　徹
　　㈱山陰合同銀行鳥取営業部
　　副部長
　　スポンサー　細田泰造
◦任命伝達式（2021－2022年度） 会長  八矢一城
・LCIFキャンペーン100地区コーディネーター
 　西尾愼一
・336複合地区ＧＭＴメンバー 西尾愼一
・336-B地区キャビネット副会計 杉浦為佐夫
・336-B地区7R・リジョンチェアパーソン 山名立洋
◦前年度決算報告及び承認（別紙）
 前年度会計　田中良和
◦監査報告及び承認（別紙）
 監査委員　杉浦為佐夫

〈幹事報告〉 幹事　田賀和明
〈委員会報告及び承認事項〉
◦財務委員会（2021－2022年度予算書（案））
 委員長　田中良和
◦計画委員会 委員長　濱田泰彦
◦奉仕委員会 委員長　吉谷典雄
◦第103回バーチャル国際大会報告
　 第一副地区ガバナー　西尾愼一
◦ツイスタータイム テール・ツイスター　石津光昭
▽７月16日（金）　第１回7R-1Z会長幹事会
　会長　八矢一城　幹事　田賀和明　出席
▽７月17日（土）　第１回地区名誉顧問会議
　第１回キャビネット会議　於）津山鶴山ホテル

お誕生日おめでとうございます

　この度、鳥取ライオンズクラブに入会いた
しました山陰合同銀行の長石です。前任は境
港支店であり、約４年半ぶりの鳥取での勤務
となります。生まれも育ちも鳥取市ですが、
もともとのルーツは智頭町です。ふるさとの
地で新たにライオンズクラブに入会させてい
ただくことに大きな喜びを感じております。
また、会員皆様と親交を深めていけること、

地域の発展のために貢献出来ることも楽しみ
にしております。
　さりとて、ライオンズクラブは初めての若
輩者です。少しでも早くライオンズクラブの
モットーであるWe Serve が実践出来るよう
頑張りたいと思いますので、皆さまのご指導、
ご鞭撻を宜しくお願い致します。

　ライオンズクラブ入会あいさつ
　　長　石　　徹　
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令和３年９月～令和３年10月行事予定

336-B地区　アクティビティ・スローガン 2021 ～ 2022           

『 誇 り と 自 信 　 そ し て 前 へ 』
地区ガバナー・スローガン

サムシング  ニュー　Something  New

月 日 曜 行　　事

10

9 土
第２回地区名誉顧問会議
第2回キャビネット会議
於）ホテルニューオータニ鳥取

10 日 秋の鳥取砂丘一斉清掃

12 火
第１例会
336複合地区第一・第二
副地区ガバナー研修会

13 水 鳥取市立若草学園
「さつま芋堀り」

23 土 秋のエクスカーション
（亀嵩温泉・奥出雲）

26 火 第２例会

28 木 第２回ガバナー協議会
連絡会議

月 日 曜 行　　事

9

7 火 計画委員会・理事会
MC・IT委員会

14 火 第１例会
（7R-1Z・ZC例会訪問）

21 火
2020－2021年度
決算報告会
於）津山鶴山ホテル

28 火 第２例会
認証64周年記念例会

10

5 火 計画委員会・理事会
MC・IT委員会

7 木

7R-1Zガバナー公式
訪問懇談会
於）鳥取シティホテル
7R-2Zガバナー公式
訪問懇談会
於）ホテルセントパレス倉吉

コロナウイルスのため、様々なイベントや行事が中止になり、また今年もそんなさみし
い年になってしまうのかな？と感じるところではあります。

伝統ある鳥取ライオンズクラブの活動を、もっと多くの皆様へ見て聞いていただきたいと願いながら
作成に携わらせていただいております。コロナウイルス感染症が早く鎮静化することを願います。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　八矢　一城　　　 表　紙 　福田典高
　前号の表紙でご紹介した「アトリエ小学校」の福田典弘氏の作品です。地元鳥取の風景が独
特の感性で切り取られた風景画も多く、親しみと共感を与えてくれます。この「鳥取砂丘」を
題材にした作品も、写真や動画でよく見かける有名なスポットではないけれど、地元民の心の
風景が魅力的に描かれ、観る人に穏やかな癒しを与えてくれます（油彩八号）。 松本匡司郎

パラリンピック２０２０
� �　松　本　啓　一　
　パラリンピックの原点は、第２次世界大戦

（１９３９～１９４５年）後にさかのぼるようです。
　戦争で負傷した兵士の治療と社会復帰を目的
としたイギリス・ロンドン郊外のストーク・マ
ンデビル病院の医師ルードヴィッヒ・グッドマ
ンにより、１９４８年ロンドンオリンピックに合
わせて、院内で１６名の車いす患者によるアー
チェリー大会を開催したことが、はじまりとさ
れています。
　１９６０年ローマオリンピックの同年に、ロー
マで行われた大会（第９回ストーク・マンデビ
ル大会）を後に第１回パラリンピックと位置づ
け、１９６４年東京大会が第２回パラリンピック
となったようです。
　そして、２０２１年東京で再び開催され、同一

都市で夏季大会２回目の開催は、世界初のケー
スとの事です。
　今回のオリンピック・パラリンピックは、コ
ロナ禍でもあり、選手の方々の勇姿がテレビで
しか拝見できなかったのが、個人的に非常にさ
みしくあり、観客の熱気と選手の方々の熱気・
そして会場の一体感を人生の中で、感じてみた
いと考えています。
　選手の皆様も、声援に後押しされ、素晴らし
い記録も出ずらかったのではないかと。
　オリンピックもパラリンピックも、開催準備
からたくさんのいろいろな事がありましたが、
こうして無事に開催できた事を考えると、ご準
備された方々に微力ながら感謝の気持ちをと思
います。


