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　このたび、地区ガバナーに就任いたしまし

た7R1Z鳥取ライオンズクラブ所属の西尾愼一

でございます。私の所属するクラブからのガ

バナー就任は、1969年度の松岡新平ライオン

以来、実に53年ぶり、7R1Zからは1997年度

の細田繁基ライオン以来25年ぶりで、今日ま

で多くの偉大な先輩方によって築かれて来た

336-B地区の舵取りをこの７月から担わなけ

ればならないと思うと、覚悟はしていたもの

の身の引き締まる思いで一杯ですが、これか

らの１年間、誠心誠意一生懸命頑張る所存で

ございます。

　さて、現在の私達を取り巻く環境は、コロ

ナウィルス感染症の影響により依然として厳

しく、満足な活動が出来ない状況が続くもの

と予想されます。併せて、会員の高齢化や新

規入会者の減少、定着率の低下による会員数

の減少も活動を妨げる要因となっています。

　このような状況を打破し、未来に向かって

前進するためにどうすればよいか…私達は

　就 任 あ い さ つ
2022-2023年度地区ガバナー　西　尾　愼　一　

日々刻々と変化する時代の流れに即応してい

かねばなりません。

　ライオンズの輪を広げ、皆で力を合わせて

あらゆる困難に打ち勝ち、地域に寄り添った

活動が「出来ない」ではなく、「どうしたら

出来るか」にまずは方向転換をすることが大

切です。

　皆の力を結集すれば、どのような難問も解

決に導き、次の世代に向けて前進し、よりよ

い未来を築くためのパワーは十分発揮できる

ものと信じています。

　そのためには、クラブが元気になり、会員

が楽しくライオンズライフを送ることが何よ

りも重要であることは言うまでもありません。

　将来のライオンズクラブの発展を祈念し、

この一年間皆さんと共に「明るく・楽しく・

元気よく」ワンチームで頑張って行きたいと

強く思っています。

　何卒よろしくお願い申し上げます。

　会計就任に当たって
キャビネト会計　杉　浦　為佐夫　

　西尾地区ガバナーが出航することとなり、

私もキャビネット会計として同行することと

なりました。

　ライオンズクラブの現状を見てみると、非

常に大変な時ではないかと考えております。

会員の離脱による減少傾向に歯止めがかから

ず、キャビネット会計にも大きな影響が予想

されます。

　西尾地区ガバナーの地区スローガンは

　“調和と融合、明るく・楽しく・元気よく”
となっており勇気付けられました。

　鳥取ライオンズクラブ及び336Ｂ地区がワ

ンチームとして情熱をもってクラブ運営に当

たり、より良いクラブへの発展を念じており

ます。皆様の御理解，御協力を宜しくお願い

します。



― 3 ―

　　　７Ｒ-１Ｚゾーンチェアパーソン就任挨拶
７Ｒ-1Ｚ・ＺＣ　聲　高　昌　可　

　2022 ～ 2023年度７Ｒ-１Ｚゾーンチェアパー

ソンに就任しました。一年間どうぞよろしく

お願いいたします。

　ライオンズ歴はまだ浅い私ですが、先輩方

よりＺＣを薦められ大変迷いましたが、頑

張ってみようと決意いたしました。

　今年度は西尾地区ガバナーが７Ｒ-１Ｚより

25年ぶりに誕生し地区年次大会も鳥取で行わ

れます。６クラブが一丸となって大成功する

ようご協力よろしくお願いします。西尾地区

ガバナー・スローガンにあるように「調和と

融合　明るく・楽しく・元気よく」頑張りま

しょう。また、今年度は鳥取ＬＣ65周年、鳥

取中央ＬＣ60周年、鳥取いなばＬＣ55周年、

鳥取千代ＬＣ40周年、鳥取砂丘ＬＣ35周年の

５クラブの節目の年でもあり、色々と大変な

年度ではありますが、各クラブ会長、幹事さ

んと連携しながら行いたいと思います。コロ

ナの終息がまだ見通せない状況ですので、ガ

バナー公式訪問は懇談会のみ行う事とし、合

同例会は行わず西尾ガバナーと共に６クラブ

を例会訪問することとしました。合同アク

ティビティ等も新たな事は難しいと思います

が出来る事を考えていきたいと思います。各

クラブ共会員増強が一番の課題だと思いま

す。会長・幹事会やガバナー諮問委員会等を

通して、他クラブの良い点を参考にしながら

増強できたらと思います。６クラブの会員皆

様のご指導ご協力をよろしくお願いいたしま

す。

　地区年次大会実行委員長を拝命して
　　山　名　立　洋　

　西尾ガバナーのもとで来年４月に開催され

る地区年次大会in鳥取の実行委員長を仰せつ

かりました。今年の津山大会に参加してみて、

準備の大変さが分かりました。幸い津山大会

で使用されたゾーンを示す案内プレートやラ

イオンズ演台枠などを無料で譲っていただき

ましたので、少しは経費節減になりそうです。

前々回大会費用の使い方について、いろいろ

と厳しい意見をいただいています。ライオン

ズクラブの財政は会員各位の会費負担によっ

て成り立っています。その使途は皆さんの納

得行くものでなければならないことは言うま

でもありません。

　実行委員長というのは、現場監督のような

ものだと思っています。津山大会の事前準備

はプロのプランナーに頼まれたようです。プ

ロに頼めばそれなりに良いものが出来ると思

いますが、経費のことを考えると躊躇してい

ます。実行委員会を早く立ち上げ、部門ごと

に責任者を配置し協力体制を作ればメンバー

だけでも出来るかも知れません。ただメン

バーも高齢化しているため、あまり無理も出

来ません。今後プランを練って最適解を生み

出したいと思っています。皆様のご協力を宜

しくお願い致します。
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　複合地区大会前夜祭に参加して
前会長　八　矢　一　城　

　ライオンズクラブ国際協会336複合地区第
68回年次大会前夜祭が５月21日（土）18：30
～ 20：30グランドプリンスホテル広島２階
瀬戸内で行われ出席してきました。ご存じの
とおり複合地区は336-A地区［香川県･愛媛
県･徳島県･高知県］336-B地区［鳥取県･岡山
県］336-C地区［広島県］336-D地区［島根県
･山口県］で構成されていますが当日はコロ
ナ禍とはいえ400人以上の会員が出席されて

おりWithコロナの生活様式が拡がっている
ことを実感しました。
　福永大会議長のご挨拶からはじまり来賓と
して参加された松井広島市長のご挨拶もあり
ました。皆さんが共通して述べられたことは
コロナを経験しての新しい生活様式の確立、
混とんとしている世界情勢を踏まえての平和
の大切さ、その中で我々ライオンズクラブ会
員が果たす役割の重要性でした。こうした時

　幹事のごあいさつ
幹　事　濱　田　泰　彦　

　今年度幹事を務めさせていただきます。こ
の７月で入会して丸２年になりますが、残念
ながらちょうどコロナ禍で思うように活動が
出来ない時期と重なってしまいました。入会
式はアクティビルの７階の以前の例会場で
行っていただき、当時、会員委員長だった岡
田さんに皆さんの前で紹介していただいたこ
とを今でもよく覚えています。
　あれから２年が過ぎましたがクラブの全体像
を十分に理解しているとは言い難く、この責任

のある職を全うできるのか不安な気持ちでいっ
ぱいというのが正直なところです。この２年間は
周りの状況を窺いながらの恐る恐るの活動でし
たが、今後は感染対策を取りながら活動出来そ
うなことから再開していくことになると思います。
　今年で認証65周年を迎える歴史ある当クラ
ブに所属させていただいたご縁を大切にし、
これからも多くの仲間の皆さんと一緒になっ
て奉仕活動に努めていきたいと思います。
　１年間どうぞよろしくお願いいたします。

　就　任　挨　拶
会　長　福　田　秀　章　

　この度、歴史と伝統ある鳥取ライオンズク
ラブの第65代会長にご指名いただき改めて重
責を実感しております。
　昨年度はやっと落ち着いたかに見えたコロ
ナでしたが、再度のコロナ禍の為多くの奉仕・
イベント・会員同士のコミュニケーションの
場の夜間例会がほとんど出来ませんでした。
　今年は何とかコロナによって変わってし
まった環境の変化に対応しながらライオンズ

のモットーである「We Serve」の精神で少
しでも、知恵と労力を使っての地域貢献をし
て行きたいと思っております。併せて会員同
士の親睦を深める為に夜間例会・エクスカー
ションも行えたらとも願っております。
　私はライオンズについても勉強不足ですし
力不足ですが少しでも多く勉強しながら皆様
のお力を借りながら何とかやっていこうと思っ
ておりますので１年間宜しくお願い致します。
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　５月21日（土）と22日（日）に広島市にお
いて、336複合地区　第68回年次大会が開催
されました。
　21日（土）の前夜祭は、新型コロナウイル
ス感染防止対策のため、ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル広島から広島グランドプリンスホテ
ルに会場を変更して開催されましたが、約
400名の336複合地区の代議員等が参加して盛
大に行われました。当クラブからはＬ西尾、
Ｌ八矢、Ｌ杉浦の３名が参加しました。
　同ホテルは元宇品町にあり、海に囲まれた
ロケーションから、前夜祭が終わって宿泊す

るホテルに帰るのが大変だったとか。また同
ホテルは、米アカデミー賞の国際長編映画賞
を受賞した映画「ドライブ・マイ・カー」の
ワンシーンのロケ地でもあり、また2016年の
サミットに先立つ外相会合として、さらには
2023年に日本で開催予定の先進７カ国首脳会
議（Ｇ７サミット）の主会場として名乗りを
上げています。
　22日（日）は、広島平和記念公園内の広島
国際会議場において、代議員総会や大会式典
等が盛大に開催されました。当クラブからは
前述の３名に加えてＬ石津の４名が参加。

　　336複合地区  第68回年次大会に参加して
　　石　津　光　昭　

代だからこそWe Serveの精神が重んじられ
ることをあらためて感じた次第です。
　酒席では地元の賀茂鶴酒造の杜氏が鏡割り
の儀「酒造り唄」を披露されたりプロの演奏
があったりと大変盛り上がったひと時を過ご
しました。テーブルは松江の会員の方とご一
緒させていただき他クラブのアクティビティ
を聞くこともできて勉強になりました。次回

第69回年次大会は福山市にて開催が決定して
います。
　2023/5/13（土）記念ゴルフ・前夜祭
　2023/5/14（日）大会式典　エフピコアリーナ
ふくやま（福山市総合体育館）の予定です。
　また多くの会員と再会できることを願いこ
れから１年間クラブの活動に取組んでいきた
いと思いました。
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　　　　　　　　鳥取ライオンズクラブ組織表　　 （2022.7 ～ 2023.6）

理事会

336-B地区
ガバナー

Ｌ西尾　愼一

キャビネット会計
Ｌ杉浦為佐夫

地区年次大会委員長
Ｌ岡田幸一郎

地区年次大会実行委員長
Ｌ山名　立洋

常設委員会クラブ役員

　　クラブ役員
◎会長
◎前会長
◎第一副会長
◎第二副会長
◎幹事
◎会計

◎奉仕委員長
◎会員委員長
◎指導力育成委員長
◎計画委員長
◎ＭＣ委員長
◎国際協調・ＹＥ・
　レオ委員長
◎青少年健全育成
　委員長

◎ライオン・テーマー
◎テール･ツイスター

ＧＡＴ
（グローバル・
アクション・チーム）

（ＧＳＴ）

（ＧＭＴ）

（ＧＬＴ）

（注）　各委員会の○印は副委員長を示す

理事
1年理事
2年理事

第一副会長
Ｌ民木一美

第二副会長
Ｌ松本匡司郎

奉仕委員長
Ｌ福家成夫

会員委員長
Ｌ岡田幸一郎

指導力育成委員長
Ｌ髙野辰二郎

会計
Ｌ石橋　潤

計画委員長
Ｌ小林紀子

ＭＣ委員長
Ｌ福家成夫

LＣＩＦ・アラート
委員長

Ｌ中尾大蔵

幹事
Ｌ濱田泰彦

前会長
Ｌ八矢一城

会長
Ｌ福田秀章

テール・ツイスター　Ｌ民木一美　〇Ｌ長石

１年理事　Ｌ吉谷典雄　Ｌ小林紀子　Ｌ福家成夫　Ｌ船越作一郎

２年理事　Ｌ髙野辰二郎　Ｌ岡田幸一郎　Ｌ山名立洋　Ｌ田賀和明

会計監査委員　Ｌ杉浦為佐夫

（ＧＡＴファクシリテータ－）

（ＬＣＩＦコーディネーター）

青少年健全育成委員長
国際協調・ＹＥ・レオ委員会

Ｌ田賀和明

ライオン・テーマー　Ｌ石津光昭　〇Ｌ田賀

計画委員会
〇Ｌ中尾（Ｌ古田　Ｌ細田）

ＭＣ委員会
〇Ｌ山名（Ｌ木村　Ｌ松本(啓)）

青少年健全育成委員長
国際協調・ＹＥ・レオ委員会

〇Ｌ吉谷（Ｌ中井　Ｌ西村）

LＣＩＦ･アラート委員会
〇Ｌ西尾　Ｌ藤原（Ｌ林本）

財務委員会
〇Ｌ杉浦　　　　　　　　

副幹事
〇Ｌ福家　Ｌ田賀　　　　

奉仕委員会
含む社会福祉教育

〇Ｌ船越　Ｌ吉谷（Ｌ中川）

会員委員会
〇Ｌ山名　Ｌ小林(英)　 　

指導力育成委員会
出席会則・付則・大会

〇Ｌ吉谷（Ｌ佐々木　Ｌ松田）

　大会は600名以上が参加し、福永大会議長に
よる開会宣言に始まり、岸田首相のビデオメッ
セージ、来賓された湯崎広島県知事および松
井広島市長による祝辞等で盛り上がりました。
　最も盛り上がったのは、次期協議会構成員
の第一および第二副地区ガバナーの紹介と入
場です。颯爽と各地区のガバナーエレクトが
入場し、壇上で地区ガバナーが引継がれまし
た。引継ぎを受けた西尾地区ガバナーの姿に
力強さと頼もしさを感じました。
　年次大会に参加してみて、地域の経済活動

を支えるメンバーが参加しているライオンズ
クラブ組織のスケールを実感するとともに、
その活動の社会的な位置付け・期待を改めて
認識しました。個人的には前所属の広島佐東
ライオンズのメンバーにも会うことができ懐
かしさも感じました。
　さて、2023年は第69回の年次大会が５月13
日（土）、14日（日）に福山市で開催されます。
西尾地区ガバナーの１年を締めくくる大会で
もあります。都合のつく方の積極的な参加を
おすすめします。
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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八矢　一城　一年間会長職を務めることができ
ました。これも皆さまのご協力の
おかげです。これからもクラブ発
展のためお役に立てるよう努力し
ていきます。

Ｌ小林　英明　長期会員20年のお祝ありがとうご
ざいました。

Ｌ細田　泰造　広島カープおかげ様で５連勝で３
位キープ。リーグ優勝はちょっと
厳しいが、クライマックス進出の
３位以内目指して頑張って欲しい
ものです。

Ｌ吉谷　典雄　会社で新しく取組んでおりますキッ
チンカーの発表会が６月21日ＮＨ
Ｋにて取り上げられました。見学
者も多く盛況な会でした。

Ｌ細田　泰造　平成25年入会以来９年間正会員と
して活動させて頂きましたが、こ
の度諸般の事情により次年度以降
は不在会員として活動させて頂き
ます。皆様にはお世話になりまし
た。ありがとうございました。

Ｌ福田　秀章　まだまだ頼り無いですが、会長と
して頑張りますので一年間ご協力
よろしくお願いします。

Ｌ西尾　愼一　皆様のお陰で無事モントリオール
国際大会に参加することが出来ま
した。ありがとうございました。

Ｌ髙野辰二郎　八矢会長をはじめ役員の皆様一年
間ご苦労様でした。

Ｌ福田　秀章　石橋様のご入会を心より歓迎いた
します。

Ｌ田賀　和明　石橋様のご入会歓迎致します。お
付き合いよろしくお願いします。
また、新役員の皆様ご苦労様です。
和を以って頑張りましょう。

Ｌ石橋　　潤　宜しくお願い致します。
Ｌ長石　　徹　退会致します。大変お世話になり

ました。今後も宜しくお願い致し
ます。

Ｌ中尾　大蔵　S ３６年　７月１９日
Ｌ石橋　　潤　S ４３年　７月２０日

Ｌ濱田　泰彦　S ３５年　８月　２日
Ｌ民木　一美　S ２７年　８月　６日
Ｌ八矢　一城　S ３８年　８月１９日
Ｌ吉谷　典雄　S ２７年　８月２４日

▽ ６月５日（日）　７R-1Ｚ６LC親善チャリティゴルフ
大会　於）旭国際浜村温泉ゴルフクラブ　10名参加

▽ ６月７日（火）　計画委員会・ＭＣ委員会・理事会
▽６月10日（金）　７R-1Ｚ現・次期会長予備会議
　（引継ぎ会）　於）鳥取シティホテル
　西尾愼一　杉浦為佐夫　岡田幸一郎　福田秀章
　濱田泰彦　５名出席
▽６月14日（火）　第１例会
◦アワード受賞 会長　八矢一城
　ガバナーズ大賞GLT部門　LCIFライオンズサポーターピン
◦叙勲のお祝い並びに謝辞
　　旭日小綬章　藤原　正

◦６月21日（火）～７月１日（金）
　第104回モントリオール国際大会　西尾愼一出席
▽６月16日（木）　７R-2Ｚ現・次期三役予備会義
　（引継ぎ会）　於）倉吉シティホテル
 　杉浦為佐夫　山名立洋　２名出席
▽ ６月16日（木）　336複合地区第５回ガバナー

協議会・複合地区役員連絡会議
 ガバナーエレクト　西尾愼一出席
▽６月28日（火）　第２例会

〈幹事報告〉 幹事　田賀和明
◦７月11日（月）　７R-1Ｚ次期会長・幹事会

〈委員会報告〉
◦会員委員会 委員長　細田泰造
　会計　Ｌ長石　徹　退会
　後任　石橋　潤様　７月12日（火）入会式
◦奉仕委員会 委員長　吉谷典雄
　さつま芋農園柵取り付け作業  ７月４日（月）  ７：00 ～
▽７月４日（月）　さつま芋農園作業　５名出席
▽７月５日（火）　計画委員会・MC委員会・理事会
▽７月11日（月）　７R-1Ｚ第１回会長・幹事会
　於）白兎会館 民木一美・濱田泰彦　出席
▽７月12日（火）　第１例会

お誕生日おめでとうございます
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令和４年７月～令和４年９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

８

2 火 計画委員会・理事会
MC委員会

9 火 第１例会
12

～

15
金

～

月
お盆休み（事務局）

16 火 メーク・アップ委員会
23 火 第２例会

９

6 火 計画委員会・理事会
MC委員会

8 木
2022-2023年度地区
ガバナー公式訪問懇談会
於）白兎会館

13 火 第１例会

月 日 曜 行　　事

７

5 火 計画委員会・理事会
MC委員会

11 月 第1回7R-1Z会長・幹事会
於）白兎会館

12 火 第１例会

16 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

19 火 シーハン国際会長公式訪問
於）名古屋

20

～

21
水

～

木
LCIF研修
於）名古屋

26 火 第２例会（ZC例会訪問・
ガバナー例会訪問）

この度ａｕによる通信障害が発生しました。完全復旧まで60時間以上かかったとの事。
私もａｕを使っていたのですが、最初に気づいたのは通信障害が起こってから丸１日経った

午後５時過ぎに電話が出来ない事で初めて気づきました。改めて携帯電話がない時代には戻れないと
思った一方、その日は一本の電話もなく快適に過ごせた自分もいて何か不思議な感覚を覚えました。
休日には携帯の電源をOFFにしてのんびり過ごすこともありでしょうか、皆さん。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　福田　秀章　　　 表　紙 　百日紅（サルスベリ）の花
　養源寺の境内に咲いたばかりの百日紅（サルスベリ）です。樹皮はツルツルで猿も滑るという
ことから付けられた名前です。夏になればどこでも見られる花で、蕾がたくさんあり、順番に咲
いて夏の長い間楽しませてくれます。真夏の空に赤く咲き誇っている姿が印象的ですが、ピンク
や白もあります。細かく見ると複雑な形をしています。 山名　立洋

熱中症とマスク
  　福　家　成　夫　

　今年は梅雨時期がわずか１４日間だったら
しく、体の準備ができないまま夏本番がやっ
てきた感じがします。毎日、仕事が終わるこ
ろには体がだるく感じ、家に着いたらいつの
まにかウトウトとしている自分がいます。早
く体も暑さに慣れてほしいものですが、歳と
共に適応速度が…
　それに合わせてコロナもまた第７波の兆し
をみせておりまだまだ油断できません。その
中で、外や内でもソーシャルディスタンスを
取ればマスクをしなくても良いとの政府方針
も出ています。最近まではマスクを着けて毎

日の犬の散歩をしていましたが、気温が２５
度を超えてくると流石にしんどくなってき
て、今ではマスクを外して散歩をしていま
す。犬同士の挨拶もたまにしますが、私がマ
スクをしていないことが気になるらしく、そ
そくさと離れていきます。やはり土地柄なの
でしょうか、なぜか皆さんの視線を凄く感じ
るこの頃です。
　個人的には熱中症の方が怖いような気がす
るのですが、皆さんも無理をせず炎天下では
マスクを外す勇気を持ちましょう。でもお
しゃべりはなしですよ。


