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　12月16日（金）鳥取シティホテルにて鳥取
ライオンズクラブ夜間例会が開催されまし
た。まだまだコロナがまん延している中での
開催でしたので出席者は13名と少なく少し寂
しい感じでしたが、久しぶりの夜の開催とい
うことで、大いに盛り上がりを見せました。
　石橋さんの新会員スピーチで
は、姫路時代での興味ある話を
披露され場を
盛り上げて頂
き、そのまま
宴会？状態に

　　久しぶりの夜間例会（12月第２例会）開催
ＭＣ委員長　福　家　成　夫　

突入、お酒も入り沢山の談笑の場面を見て、
改めて会員同士の交流の必要性を再認識させ
られました。皆さん、節度ある人達ですので
このような集まりでも安心して開催できるの
ではと感じた次第です。福田会長の英断にも
感謝します。皆さんお疲れ様でした。

ガバナーのつぶやき（11月）
　ガバナーに就任してはや４ヶ月が経過、そ
の間、２回のキャビネット会議とガバナー協
議会、公式訪問や周年事業も順調にこなした
ものの、たえず心の中で気になっているのは
本年度国際本部に提出した地区目標の進捗状
況です。私の掲げる地区目標は、過去６年間
減少傾向にある会員数の純増（30名）を達
成する事、MyLionによるクラブによる奉仕
報告率を上げる事（70％以上）、指導力育成
ではＺＣ及びクラブ役員対象の研修を実施し
100％の参加率を目指す事、ＬＣＩＦでは70ク
ラブ以上が100％の会員参加で財団を支援す
る事が主な内容となっています。その中でも
特に本年度全世界で取組みがスタートした

GMAに関連する会員動静の状況です。年度
初めに一つの支部が解散し来年の年度末には
一つのクラブの解散が決まっています。第
一四半期終了時点では、新会員の入会72名（目
標60名）、退会56名（目標40名）と何とか純
増会員数は16名のプラスとなっていますが、
年度末には一挙に退会者が増加する傾向もあ
り予断を許さない状況にあります。会員の減
少は、奉仕のインパクトの低下やクラブ運営、
奉仕のマンネリ化やリーダーシップの醸成が
困難になるなど多くの影響が懸念される所で
す。残りの期間、全てのクラブで会員増強に
向けての取り組みが行われるよう働きかけて
いかねばと思っています。

　西尾ガバナーのつぶやきシリーズ
336-B地区ガバナー　西　尾　愼　一　
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　１月17日（火）の第１例会が開催されまし
たが、いまだコロナが収まらず新年祝賀例会
が通常例会として開催されました。その中で
食事は通常例会で出される弁当とは一線を画
した豪華さで、まさに新年祝賀例会が垣間見
えた瞬間でした。
　また、卒寿２名（小林Ｌ、高野Ｌ）・喜寿
２名（船越Ｌ、西尾Ｌ）・古稀２名（木村Ｌ、
松田Ｌ）還暦１名（八矢Ｌ）及び長期会員15
年１名（福田Ｌ）、25年２名（佐々木Ｌ、木
村Ｌ）の方々が受けられ、代表で髙野Ｌや西
尾Ｌが挨拶をされました。あらためて鳥取ラ

　１月第１例会（新年祝賀例会）にて
ＭＣ委員長　福　家　成　夫　

イオンズクラブの歴史を感じたと同時に、会
員の皆さんの高齢化も進んでいると改めて認
識させれてました。
　私も入会して７年目を迎えますが、こうし
た大先輩方から多くのことを学んで地域のお
役に立てるよう努力する所存です。一日も早
くwithコロナが当たり前の世の中になり色々
な規制が撤廃され、以前のような鳥取ライオ
ンズクラブの活動が再開されることを願うば
かりです。もうしばらくの辛抱とは思います
がお互いに感染しないよう注意しながら日々
の生活を送りましょう。

ガバナーのつぶやき（2月）
　ガバナーに就任して半年が経過、新年を迎
えて１月のつぶやきを書かねばと思っていた
のですが、とうとう２月に入ってしまいまし
た。まさに“１月は行く”の諺どおりの早さ
でした。このまま進めば“２月は逃げる”、“３
月は去る”事になるのではと今から心配です。
　何故かといえば、今年度地区として掲げた
目標のなかで重点取組み目標である「会員増
強」そして「ＬＣＩＦへの献金」の達成率が全
国35の純地区のなかで最下位となっており、
複合地区、そして日本ライオンズの各エリア
リーダーから“何とかしろ！”と激をとばさ

れているわけで、残された期間が無くなるに
つれ、対応できる期間が短くなるからです。
　勿論、指をくわえ何もしないで見ている訳
ではなく、今までもその手法や必要性につい
て機会が有るごとに皆様にお願いをしてきた
訳ですが、実績として挙がって来ないのは私
のやり方が悪いのか、或いは他に何かしらの
原因があるのかもしれません。
　いずれにせよ残された期間、精一杯努力す
るしかないのです。
　皆さん、一人でも二人でも会員を増やす、
又、幾らでも良いのでＬＣＩＦへの献金をお
願いしたいと思います。
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　令和５年１月23日の正午より６LCの新年
合同例会が鳥取砂丘ライオンズクラブのホス
トによってホテルニューオータニ鳥取にて開
催されました。
　会場には６旗のクラブ旗が整然と掲げら
れ、およそ150名の会員、地区役員が顔を揃
えました。これだけの人数で行われる合同例
会は実に６年ぶりとのことで、私も含め新し
く入会された方々は改めてクラブ組織の大き
さを垣間見られたのではないでしょうか。
　例会は聲高ZCの開会ゴングで始まり、国
歌、ライオンズクラブの歌の斉唱の後、聲高
ZCの挨拶へと続き、多くの会員の参加への
感謝と地区大会成功に向けての協力を呼びか
けられました。また西尾地区ガバナーからは

　６LC新年合同例会に参加して
幹　事　濱　田　泰　彦　

クラブ運営の基本方針の再度確認並びに年度
後半に向けての会員増強の協力が要請されま
した。続いて岡田地区年次大会委員長の大会
成功に向けて地区会員全体の準備協力をお願
いしたいとの挨拶の後、各クラブ会長による
今年度活動の進捗状況等についての報告があ
りました。
　最後に各テールツイスターのドネーション
紹介の後、ホストクラブの田中会長の地区大
会成功を祈念するライオンズローアによって
合同例会は元気よく締め括られました。少人
数の例会に慣れた私には多くの仲間に出会え
た貴重な経験ができ、合同例会も大切な親睦
事業の一つだと思いました。
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　１月15日（日）に「鳥取ライオンズクラブ
杯　鳥取こども学園卓球大会｣が開催されま
した。
　３年ぶりの開催でしたが久しぶりに藤野理
事長をはじめ先生、生徒さんとふれあう機
会が出来て大変良かったと感じました。鳥
取ライオンズクラブからは福田
会長、杉浦さん、岡田さん、濱
田さん、國田さん、八矢の６名
が参加しました。試合は小学生
の部、中学生の部、一般のペア
マッチに分かれて開催され我々

　　鳥取こども学園との卓球大会に参加して
前会長　八　矢　一　城　

ライオンズクラブ参加者はペアマッチに出場
しました。わたくしも濱田さんとペアを組ん
で臨みましたがゴルフで止まっているボール
も上手く打てないのに高速で飛んでくるボー
ルに手も足も出ず残念ながら１回戦で敗退し
ました（濱田さん　足を引っ張り済みません
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　２月23日に倉吉市のホールで勤められた松
田善夫様の葬儀に参列して来ました。松田さ
んとは17年間くらい一緒に活動したことにな
ります。私より４才年下ですがライオンズ歴
は私より長く、私が入会した翌年に第一副会
長をしておられました。当時の会長が体調を
崩され会長職を全う出来なくなったため、大
半の任期を会長として務められました。上部
団体の役員を務められたり、私が会長の時幹
事を引き受けてもらったりと責任感の強い方
でした。いつもワンボックスのデリカに乗っ
ておられたのを思い出します。336B地区の
活動で一緒に岡山に行くことも多くあり、そ
の度に車に乗せてもらっていました。行きが
けに「鶏の丸焼き」の店に寄り予約しておい
て帰りにもらって帰るのが決まりでした。
　クラブの結成50周年記念祝賀会の広報担当
を２人で引き受け、いろいろ工夫しながら資
料をつくりました。普通は前もって席次表を
印刷するのですが、直前になっても変更があ
るため、それにどう対応するかで頭を悩ませ
ました。結局彼の発案でエクセルの出席表と
丸テーブルの席次表をリンクさせ、出欠表が
変わると席次表も自動的に変わるような席の
図面をつくりました。ギリギリまで印刷はせ

　松田善夫さんとのお別れ
　　山　名　立　洋　

ずに前日になってから最新版を印刷し、記念
品と共に手提げ袋に入れるという芸当をやっ
てのけました。おかげで席次表と実際座って
いる人が違うという事態を防ぐことが出来ま
した。ホテルに任せていたらとても出来な
かったと思います。
　彼は若くしてＩＴ関連企業を立ち上げてい
ます。片方で緻密な計算を行ない、失敗を苦
にしないおおらかな性格でした。私は彼が
怒っているところを見たことがありません。
葬儀に出てわかったのですが菩提寺の護持会
長もしていたようです。自宅では農業も手掛
け、ミルキークイーンという米を分けても
らっていました。顔が見えなくなるのは寂し
いですが、時々は顔を思い浮かべながら元気
をもらいたいと思います。合掌

でした）。一方で岡田さんは日ごろ鍛えた反
射神経の良さで切れ味のあるスマッシュと巧
みなレシーブで見事第３位に入賞されました

（おめでとうございます！）。いずれにしても
怪我もなく無事に終えることができ何よりで
した。あらためて学生の皆さんとわれわれの

体力差を感じたひと時で
したが将来を担う若い方
が活躍できるお手伝いを
することがライオンズク
ラブの精神｢We Serve｣
だと認識できた一日でし

た。来年はコロナも終息してもっと大勢のラ
イオンズクラブメンバーと多くの学生・職員
の皆さまと開催できることを願っています。
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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吉谷　典雄　今回叙勲のお祝いをいただき、あ
りがとうございました。今後もよ
ろしくお願いいたします。

Ｌ岡田幸一郎　一年間お世話になりました。良い
お年をお迎えください。

Ｌ細田　泰造　本日は皆様にお久し振りにお目に
かかり、楽しいひと時を過ごさせ
て頂きました。

Ｌ髙野辰二郎　90才になりました。余生をライオ
ンズクラブのためにと思っていま
す。皆様にホローしていただかな
ければと考えています。

Ｌ西尾　愼一　喜寿のお祝い有がとうございます。
七十七才（数え）となる訳ですが、
もう喜ぶ年齢ではないと思うので
すが ! ! 元気なうちは頑張ります。

Ｌ佐々木　豊　野球で言えば最近２軍暮らしです
のに、そんな私に日の目を見せて
頂き有難うございます。これから
も代打・代走で使ってください。

Ｌ八矢　一城　還暦のお祝いありがとうございま
す。実感がありませんが孫からジ
イジイと呼ばれると60才になった
なーと感じます。今はランドセル
も10万円かかる時代なのでまだま
だ現役で頑張れるよう健康に気を
つけて過ごします。

Ｌ福田　秀章　15年のお祝いありがとうございます。
20年めざして頑張っていきます。

Ｌ西尾　愼一　多くの会員の方にご参加頂き合同
例会が開催出来た事に感謝致しま
す。地区の発展を目指し共に頑
張って行きましょう。

Ｌ福田　秀章　合同例会がこの様に盛大に行われ
た事に感謝します。

Ｌ船越作一郎　喜寿のお祝いありがとうございま
す。活動に参加できませんがこれ
からもよろしくお願いします。

Ｌ八矢　一城　あと一年間鳥取に残ることが決ま
りました。５年目を迎えますが引
続きよろしくお願いします。

Ｌ西尾　愼一　日本ライオンズ70周年記念事業と
して336-B地区代表として提出し
たいなばLCさんの海岸清掃アク
ティビティが全日本で表彰される
ことになりました。ガバナーとし
て誇りに思います。

Ｌ田賀　和明　次期会長をお受けいただきました
松本様、次期幹事をお受けいただ
きました中尾様、本当にありがと
うございます。「指名委員長　田賀」

Ｌ岡田幸一郎　結成66周年おめでとうございます。
年次大会が近づいています。よろ
しくお願い致します。

Ｌ松本匡司郎　父の告別式にはたくさんのお心遣
いをありがとうございました。

L福田　秀章　子どもが無事大学に合格できました。

Ｌ石津　光昭　Ｓ４３年　２月１４日
Ｌ福田　秀章　Ｓ２６年　２月２４日
Ｌ福家　成夫　Ｓ３５年　２月２５日
Ｌ西尾　愼一　Ｓ２２年　４月　４日
Ｌ岡田幸一郎　Ｓ３０年　４月２１日
Ｌ松本匡司郎　Ｓ３７年　４月２６日

▽10月29日（土）　エクスカーション（高梁市）９名参加
▽11月１日（火）　計画委員会・MC委員会・理事会
▽11月７日（月）　複合地区長期計画委員会（WEB会議）
▽11月８日（火）　第１例会
◦奉仕委員会 委員長　福家成夫
・さつま芋農園決算報告
▽11月14日（月）　6LC親善ボウリング大会　６名参加
▽11月22日（火）　第２例会
　叙勲お祝い　旭日双光章　吉谷典雄
▽11月28日（月）　7R-1Z第２回ガバナー諮問委員会
　ガバナー　西尾愼一　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　山名立洋
　会長　福田秀章　出席
▽12月４日（日）　クラブ街頭献血　８名出席
▽12月６日（火）　計画委員会・MC委員会・理事会
▽12月16日（金）　第２例会（夜間例会）於）鳥取シティホテル
▽12月28日（水）～１月５日（木）　年末年始休暇
▽１月15日（日）　第31回鳥取こども学園卓球大会
 福田秀章　岡田幸一郎　八矢一城
 濱田泰彦　杉浦為佐夫　５名出席
▽１月17日（火）　第１例会〈新年祝賀例会〉
◦卒寿・喜寿・古稀・還暦・長期会員お祝ならびに祝辞
　卒寿　小林英明　髙野辰二郎
　喜寿　西尾愼一　船越作一郎
　古稀　松田善夫　木村　宏
　還暦　八矢一城
　長期会員お祝　15年　福田秀章　25年　佐々木豊
◦ アワード受賞　2021－2022年度キャンペーン100

寄付者特別感謝アワード　西尾愼一
　 336-B地区2022年度６月LCIFキャンペーン100
　モデルクラブ達成表彰 前会長　八矢一城
◦2022年度上半期報告（別紙） 会計　石橋　潤

〈幹事報告〉 副幹事　福家成夫
◦ 歳末助け合い募金　20,000円　12/23 新日本海新聞社へ
▽１月23日（月）　7R-1Z合同例会（第２例会）
▽２月７日（火）　計画委員会・理事会
▽２月14日（火）　第１例会
◦ アワード受賞　LCIF献金2022－2023年度ライ

オンズサポーターピン（全員）
　MJF献金 累進メルビン・ジョーンズ・フェロー　西尾愼一
◦指名委員発表 会長　福田秀章

〈幹事報告〉 幹事　濱田泰彦
◦トルコ地震災害被災者支援　会員一人当り10ドル
◦7R-1Z 6LC合同例会収支報告（別紙）承認

お誕生日おめでとうございます
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令和５年１月～令和５年４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

3

7 火 計画委員会・理事会
MC委員会

11 土
『会員増強・退会防止セ
ミナー』
於）岡山商工会議所

14 火 第１例会

17 金
第69回地区年次大会
第三回実行委員会
於）とりぎん文化会館

18 土 第４回キャビネット会議
於）ホテルニューオータニ鳥取

28 火 第２例会

4

4 火 計画委員会・理事会
MC委員会

11 火 第１例会

15 土 第69回地区年次大会
前夜祭・ゴルフ大会

16 日 第69回地区年次大会　
於）とりぎん文化会館

25 火 第２例会

月 日 曜 行　　事

1

13 金 7R-2Z第50回新年祝賀例会
於）ホテルセントパレス倉吉

15 日 第31回鳥取こども学園
卓球大会

17 火 第１例会（新年祝賀例会）

21 土 第３回キャビネット会議
於）杜の街グレース

23 月 第２例会（7R-1Z新年合同例会）
於）ホテルニューオータニ鳥取

2

7 火 計画委員会・理事会

11 土 第３回キャビネット会議
於）アークホテル岡山

14 火 第１例会

27 月 第３回ガバナー諮問委
員会 於）白兎会館

28 火 第２例会
（結成66周年記念例会）

3
2

～

3
木

～

金
薬物乱用防止教育認定
講師養成講座
 於）倉吉、岡山

水漏れ修理完了から１週間、水が染み出ているような、いや結露と言い聞かせて見て見ぬ
ふり。皆さんにも起こりうることです、その時　“どうする皆さん”　NHK大河ドラマの家
康に親近感を覚えるこの頃です。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　福田　秀章　　　 表　紙 　鳥取城天守石垣でも桜満開
　鳥取市と「久松山を考える会」の会員などが、もっと鳥取城に関心を持って欲しいとの願いを
込めて久松山山頂石垣周辺の雑木林を刈り取り、久松山の鳥取城天守石垣がよく見えるようにな
りました。今から４４２年前、吉川経家がこの天守に籠城し、秀吉と戦いました。戦国時代の攻
防戦を偲んでいるかのように、ここに今年も桜が咲いています。 細田　泰造

たかが水漏れされど水漏れ
� �　福　家　成　夫　
　この度、水漏れが２か所同時におきまし
た。一か所はキッチンの混合水栓のお湯が出
るつなぎ目から、もう一か所はトイレの壁際
の本管から支管への継ぎ目部分です。今まで
もちょっとした水漏れは、シール材や接着剤
を駆使して何とかやり繰りをしたので、今回
も楽観視。まずはキッチン部分から、直前の
元栓を閉めて水漏れ接着剤で補修、硬化を確
認して元栓を開けるも、水漏れ解消ならず。
ではパッキンの交換でエイヤー、あれ？前よ
り水漏れが酷くなっている。かくなる上はシー
ル材の上に止水テープをぐるぐる巻きにして
と、これでどうだ。ますます水の勢いがまし
ているような、、、トイレもあるし、、諦めました。

　そうだ、そのためのカインズサービスがあ
るではないか（笑笑）早速来てもらい修理依
頼、そこで驚愕の一言、「年数が経っている
ので補修するにはリスクがあり、最悪パイプ
の根元が折れて、１週間ぐらい水が使えなく
なる可能性がありますがどうしますか？」そ
うなのです、水漏れ修理はリスクが大きい割
には実入りが少ないので、業者の方に依頼す
るとユニット交換（高額）が今の流れだそう
です。それにリスクを冒して修理する人が少
ないのでなかなか経験値が積めないとの事、
分かりました人柱になりましょう。見守るこ
と１時間３０分、悪戦苦闘しながら無事水漏
れ修理完了です。


