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第64代会長あいさつ
会
この度、歴史と伝統ある鳥取ライオンズクラ
ブの第64代会長にご指名いただき身の引き締ま

長

八

矢

一

城

会奉仕するというライオンズクラブのモットー
である｢We Serve｣の意味を確認した次第です。

る思いです。これまで鳥取ライオンズクラブが

さて鳥取市も65歳以上の方のワクチン接種が

取組んできた鳥取市立若草学園や鳥取こども学

始まり、60歳以上の方は７月下旬、59歳以下は

園との共同行事、献血推進運動、砂丘清掃等の

８月下旬から開始と聞いています。徐々にワク

地域貢献イベントを継承しつつコロナ終息後の

チン接種が拡がりコロナ収束にも期待がもてま

地域活性に貢献できるよう諸先輩方のアドバイ

すが今後はコロナで変わった暮らし方や仕事の

スをいただきながら精進してまいる所存です。

仕方、
社会変化に対応することが求められます。

あらためてライオンズクラブについて調べて

こうした環境変化にライオンズクラブの活動も

みて最高議決機関である例会の意義、｢ライオ

対応しなければならないと思いますが皆さまの

ンズの誓い｣ に沿った行動と考え方を実践する

お知恵を借りながら一生懸命尽くして参ります

ことの大切さ、社会に示す旗印としての役割を

のでよろしくお願い申し上げます。

持つスローガンの重さ、知恵と労力をもって社

ライオン・テーマー就任にあたり
ライオン・テーマー
この度、鳥取ライオンズクラブ

ライオン・

小

林

紀

子

な気持ちもありますが、諸先輩方にご指導をい
ただきながら、円滑な例会を進行し、この役割

テーマーを仰せつかりました小林紀子です。
当クラブに入会させていただき３か月という
ことで、まだまだ経験未熟な私ですが、ライオ

をしっかり果たせるよう努力していきたいと思
います。
引き続きメンバー皆様のあたたかいご指導、

ン・テーマーという大役を仰せつかりまして、

ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

大変光栄に思っております。
このような重要な役を務められるのかと不安

テール・ツイスターに就任して
テール・ツイスター
このたび、テール・ツイスターを拝命いたし

石

津

光

昭

供していきたいと思います。
また、テール・ツイスターは、ドネーション

ました。石津です。
テール・ツイスターの役割を調べてみますと、
「例会やその他の会合で種々のアイデアによっ
て会合を盛り上げ、会員間の親睦を図るのがそ

にも深くかかわっていますので、会員の皆さま
に良いことがございましたら、どしどしドネー
ションをお願いいたします。
元気で、明るくテール・ツイスターの責務を

の任務である。」とありました。
会合を盛り上げるためにどのような話をすれ
ばよいのか、ネタ探しに苦慮しそうな気がして

全うしてまいりたいと思います。１年間よろし
くお願いいたします。

いますが、アンテナを高くして幅広く話題を提
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地区ガバナー挨拶
地区ガバナー

平

山

智

雄

（３Ｒ１Ｚ津山鶴山ライオンズクラブ所属）

このたびは336-B地区ガバナーとして承認し
ていただき、心より感謝申しあげます。
新型コロナウイルスも、ワクチン接種がはじ
まり、長いトンネルの出口がようやく見えてきた
ように思います。現在のわが地区の状況は、歴
史あるクラブが解散するなど、極めて厳しいと
言わざるを得ません。地区全体の活力が低下し
ていては、会員が楽しいと感じることができず、
より深刻な会員減少を招いてしまいます。とに
かく、地区全体の活力を引き出し、明るく楽し
く前向きな地区になれたらと考えています。地
区キャビネットの最も重要な目的は、地区内の
全クラブがより活発に活動し、それぞれの地域
に対して素晴らしいアクティビティができるよ
うに、サポートすることだと思います。これま
での２年間、各クラブの方々とお話させていた
だき、それぞれのクラブのかかえている問題点
等、いろいろ考えることがありました。会員数
の減少と高齢化、そのために生じた活力の低
下、そしてクラブの将来・存続への不安。コロ
ナの影響で社会全体が疲弊し、生活困窮者も増
加しています。また、毎年のように自然災害が
多発し、日本国内のみならず海外でも状況は深

刻です。このような時にこそライオンズクラブ
の存在意義をさらに高め、地区内全クラブの活
性化を目指していきたいと思います。よく言わ
れることですが、新入会員はある程度あるもの
の、退会者の多さが問題です。ライオンズでの
活動を、心から「楽しい」と思っていれば、知
人・友人に対して入会を勧めることができるで
しょう。そして新会員もライオンズが楽しいと
思えば、簡単に退会することはないと思います。
そのためにも、地区全体のムードをより明るく、
楽しくしていきたいと思っています。このような
状況の下で、私は何をすべきなのか、何ができ
るのかを考えて、皆さんにご相談しながら知恵
を絞っていくつもりです。クラブに入会させて
いただき、間もなく40年になろうとしています。
その間、地区内外の愉快で魅力的な多くの方々
と知り合うことができ、本当に楽しい人生を送っ
てまいりました。もし入会していなかったらと
思うと、どれほど感謝しても足りることはありま
せん。その感謝の気持ちを込めて、頑張ってま
いります。いろいろとお願いすることがあろう
かと思いますが、ご協力いただきますよう、よ
ろしくお願い申し上げ、ご挨拶と致します。

ゾーンチェアパーソンご挨拶
７Ｒ-1Ｚ・ＺＣ

広

岩

勝

彦

（鳥取中央ライオンズクラブ所属）

新年度もコロナウイルス感染の状況は変わら
ず、各クラブの活動も制限され何かと心痛のこ
とと思います。しかし今後の活動においては制
約の中でもしっかり準備をしていき、明るく楽
しく会員同士知恵を出し合い行動していきま
しょう。
ゾーンチェアパーソンの責任としてたくさんの
項目がありますがその中でも、会員増強・指導
力育成には積極的に取り組み支援しなさいとあ
ります。各クラブ同じ課題を抱えていると思いま
す。いかに魅力のあるライオンズクラブになれる
か一年間協議検討していきたいと思います。
今年度、平山ガバナーの地区スローガン「誇
りと自信 そして前へ」ライオンズ会員である
ことを誇りに思い自信を持ちなさいと言ってお

られます。残念ながら誇り・自信にほど遠く、
60代半ばを迎えても迷走し続けています。今期
良い機会だと思いライオニズム精神を少しは学
んでいきたいと思います。地区アクティビティ
スローガン「Something New」何か新しいこ
とを。コロナの影響でアクティビティが制限さ
れる中新しい形の地域貢献・社会奉仕を考えて
いけたらと思います。一つ提案ですが合同アク
ティビティとして「合同会報」を１回６クラブ
に働きかけ実施したいと思います。よろしくお
願いいたします。
一年間キャビネットとの橋渡しとして明るく
楽しいライオンズクラブを発信できるよう努め
させていただきます。ご協力よろしくお願いい
たします。
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第一副地区ガバナー就任ご挨拶
2021-2022年度第一副地区ガバナー

西

尾

愼

一

コロナ禍の終息が未だ見えないばかりか、変

ある地域社会のニーズに貢献することを第一義

異種による更なる感染拡大が懸念される中で新

として行動しなければいけないと思うのです

年度を迎えることとなりました。

が、振り返ってみれば、私たちのスタンスが本

この１年、第二副地区ガバナー、レガシー特

来あるべき姿に向いていない、何かギクシャク

別委員会委員長として地区の更なる発展を目指

としたものを感じています。このことは、地区

し、決意も新たに取組むつもりでしたが、感染

発展の阻害要因となりかねないばかりか、せっ

症という前例の無い事態が広がるなか思うよう

かく「We Serve」のモットーの下に集まった

に活動が出来なかったばかりか、検討項目とし

人々の気持ちを淋しくするだけだと思います

て挙げておりました課題解決を持ち越す事とな

し、このような不協和音は取り除かなくてはい

り、何か不完全燃焼のまま任期を終えることと

けないと思っています。
今後、気持ちも新たに、ライオンズに対する

なりました。
そのような中、先般行われた代議員投票にお

モチベーションを高め、牽いては地区が活性化

いて、2021－22年度の第一副地区ガバナーとし

し発展するためには如何すればよいか、緊密に

て、本当に多くの方の信任を得る事ができまし

コミュニケーションをとり、課題を見つけ、そ

た。これは、偏に私に対する「未来を見据えて

れらを地道に解決しつつ、楽しいクラブライフ

地区発展に頑張れ」というメッセージだと感じ

が送れるよう、会員全員で力を合わせてワン

ています。

チームで進んで行ける組織を目指し努力したい

このような厳しい環境下に於いても、健康と
安全を最大限確保しつつ、私たちの存在意義で

と思いますのでご支援・ご協力をお願いし、挨
拶とさせていただきます。

リジョン・チェア・パーソン
（２０２１－２０２２）
就任にあたって
２０２１－２０２２リジョン・チェア・パーソン
親愛なるライオンズクラブメンバーの皆様こ

山

名

立

洋

球大会や芋掘り体験などのアクティビティは、

んにちは。この度７リジョンのリジョン・チェ

時には肌が触れ合うこともある行動を伴います

ア・パーソンに就任することになりました鳥取

ので、まったく実施することが出来ません。こ

ライオンズクラブの山名立洋でございます。

のように、多くのライオンズクラブにおかれて

皆様がよくご存じのとおり、ライオンズクラブ
は、世の中への奉仕活動を主な目的とする、世

も、奉仕活動の中止を余儀なくされているので
はないでしょうか。

界最大の奉仕団体です。奉仕活動を通じて人格

一方世の中の進歩に伴って、物事によっては

を高め、地域の和合や人々の連帯を促進する役

リモートで行なわれることもあります。現に

割も担っています。いわば人々の生活に必要不

キャビネットの会議には、オンラインで参加さ

可欠な活動とも言えます。そして私たちライオ

れる方も多くなってきました。それならば奉仕

ンズクラブの活動のほとんどは人と接し、汗を

活動もリモートでと言いたいところですが、少

流すことで目的を果たすことが出来るものです。

なくとも先ほど挙げた卓球大会や芋掘り大会

ところが、昨今の新型コロナウイルスの感染

は、すぐには実現不可能です。出来るとしても

拡大により、人と接することが極端に制限され

コンピュータを使ったピンポンやゲームとして

るようになってまいりました。例えば鳥取ライ

の芋掘りくらいでしょう。

オンズクラブが行なっている子どもたちとの卓
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これでは子どもたちと触れ合ったことには、

なりません。ただ、叡智を集めればオンライン

動はないだろうかとか、これからの季節に密に

でも子どもたちとの触れ合いという目的を達成

ならないような屋外で、市民が楽しめる催しは

できるものがあるかも知れません。その辺りは、

出来ないだろうかと各クラブで検討し、実現す

研究を今後に任せましょう。

ることは可能です。

今までと同様の活動は難しいからという理由

あらゆる団体が活動を自粛している中で、ラ

だけで、手をこまねいて収束を持っているので

イオンズクラブが先陣を切って今出来る活動を

はライオンズクラブの意味がありません。例え

やることが求められているのではないと感じる

ばワクチン接種にボランティアで協力できる活

今日この頃です。

第一回7R-1Z会長・幹事会ご報告
会
７月16日（金）
、鳥取シティホテルにて表題

長

八

矢

一

城

は各クラブ編集担当者に集まっていただき進め
たいとのことでした。

の会議がありました。
ホストクラブである鳥取中央ライオンズクラ

その他

ブ江原会長挨拶、出席者紹介、広岩ＺＣ挨拶の

・予定より時間が余ったので急遽各クラブの近

後に協議、連絡事項の次第でした。

況報告が行われました。伺ってみるとクラブご

協議事項は

とに注力していることや運営方法に違いがあり

・10月７日（水）10：00 ～ 13：30ニューオー

ました。鳥取中央は飲み会もたまに行っている

タニ鳥取にてガバナー公式訪問合同例会を開催

そうです。もちろん大勢でドンチャン騒ぎをす

するにあたりコロナ禍で大勢の参加でいいの

るのではなく交流や情報交換目的で節度ある場

か？役員のみまたは希望者のみ（選抜式）にし

を設けているとのことでした。鳥取いなばは例

た方がいいのか？各クラブ理事会等で図って欲

会後に弁当を持ち帰ってもらう等感染対策を

しいとのことです。また感染予防策として出席

行っているそうです。また会報編集に力を入れ

者は弁当配布、３蜜対策も行うとのことでした。

て優秀な委員が揃っているそうなので今度拝見

ＷＥＢ開催の意見もありましたがガバナーが対

したいと思いました。鳥取久松は警報が出たの

面開催を強く希望されているとのことで今回の

で７月例会も中止したしコロナ禍で例会出席率

開催となるそうです。来場できない、しない会

も低いとのことでした。鳥取千代はアットホー

員のリモートでの視聴も検討するとのことなの

ムな雰囲気で例会を運営し今はＩＴ化に注力し

で詳細が決定次第お伝えしたいと思います。

ているそうです。ＷＥＢ研修会を行っていると

連絡事項は

のことなので詳しい内容を聞いてみようと思い

・今後のガバナー諮問委員会日程ですが12月

ます。鳥取砂丘はアクティビティを活発に行う

（鳥取砂丘ホスト）、３月（鳥取いなばホスト）、

そうです。砂丘清掃も他クラブ参加が無くても

22/ ６月（鳥取中央ホスト）の予定です。広岩

自クラブだけでも行うとのことでした。また全

ＺＣの当クラブ例会訪問日は９月14日（火）と

クラブ共通していたのは会員増強と新人指導で

のことです。親睦行事については11月26日（金）

したので私も含めて諸先輩方のご指導をいただ

ボウリング大会（鳥取砂丘ホスト）、22/ ６月

ければ幸いです。つたない報告ですが理事会で

親善ゴルフ大会（鳥取中央ホスト）が予定され

図り皆さまにもご協力いただく事項もあります

ています。合同アクティビティは各クラブで発

のでよろしくお願い致します。

行している会報誌にゾーン合同会報誌を入れた
らどうか理事会に図って欲しいとのことでし
た。具体的には新年号に各クラブ会長・幹事挨
拶の記載を行う等です。また例年通り7R-1Z会
計負担金を一人当たり500円とし一部を合同会
報誌作成に充てたいとのことです。細かい内容
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鳥取ライオンズクラブ組織表
理事会

336-B地区
第一副地区ガバナー
Ｌ西尾愼一
336-B地区
キャビネット副会計
Ｌ杉浦為佐夫
７R RC
リジョン・チェアパーソン
Ｌ山名立洋

クラブ役員

（ＧＳＴ）

（グローバル・

奉仕委員会
含む社会福祉教育
〇Ｌ船越 Ｌ髙野

奉仕委員長
Ｌ吉谷典雄

アクション・チーム）

（ＧＭＴ）

会長
Ｌ八矢一城

会員委員会
〇Ｌ髙野 Ｌ小林

会員委員長
Ｌ細田泰造

（ＧＡＴファシリテーター）

（ＧＬＴ）

第一副会長
Ｌ岡田幸一郎

指導力育成委員長
Ｌ岡田幸一郎

指導力育成委員会
出席会則・付則・大会
〇Ｌ吉谷 Ｌ中尾

幹事
Ｌ田賀和明

副幹事
〇Ｌ岡田 Ｌ細田

会計
Ｌ長石 徹

財務委員会
〇Ｌ杉浦

◎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
◎青少年健全育成
委員長
◎LCIF・アラート
委員長

理事
1年理事
2年理事

常設委員会

ＧＡＴ

クラブ役員
◎会長
◎前会長
◎第一副会長
◎第二副会長
◎幹事
◎会計

◎ライオン・テーマー
◎テール･ツイスター

（2021.7 ～ 2022.6）

計画委員長
Ｌ濱田泰彦

計画委員会
〇Ｌ中尾 Ｌ松本啓一

ＭＣ委員長
Ｌ松本匡司郎

ＭＣ･ＩＴ委員会
〇Ｌ松本啓一

第二副会長
Ｌ福田秀章

青少年健全
育成委員長
Ｌ福田秀章

国際協調・ＹＥ・レオ
委員会
〇Ｌ船越

前会長
Ｌ福家成夫

LＣＩＦ・アラート
委員長
Ｌ民木一美

LＣＩＦ･アラート
委員会
〇Ｌ中尾 Ｌ藤原

（ＬＣＩＦコーディネーター）

ライオン・テーマー

Ｌ小林紀子

〇Ｌ松本啓一

テール・ツイスター

Ｌ石津光昭

〇Ｌ松本匡四郎

会計監査委員

Ｌ中尾
Ｌ松本啓一

Ｌ杉浦為佐夫

１年理事

Ｌ高野辰二郎

２年理事

Ｌ細田泰造

Ｌ西尾愼一
Ｌ吉谷典雄

Ｌ杉浦為佐夫
Ｌ船越作一郎

Ｌ山名立洋
Ｌ福田秀章

Ｌ岡田幸一郎
Ｌ民木一美

（注） 各委員会の○印は副委員長を示す
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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岡田幸一郎

福田さん黒坂さん私の還暦トリ
オがなつかしいです。福田さん
の今後のご活躍を祈っておりま
す。福家会長を始め役員の皆様
御苦労様でした。
Ｌ田賀 和明 福田さんの退会非常に残念です。
長期の御活躍お疲れ様でした。
いつか復帰される事を願ってい
ます。
Ｌ福田 健治 今日の為に昨日２回目ワクチン
を打ちました。18年間皆様に大
変お世話になりありがとうござ
いました。西尾ガバナーの成功
を陰ながら祈っております。
Ｌ岸田 公男 皆様には、大変お世話になりま
したが一身上の都合により退会
いたします。今後も鳥取ライオ
ンズクラブの発展と繁栄をお祈
りいたします。
Ｌ福田 健治 餞別まで頂き、身に余る光栄で
す。ありがとうございました。
Ｌ八矢 一城 諸先輩のご指導をいただき会長
職を務めて参ります。退会され
る田中さんはご苦労さまでし
た。今後もよろしくお願いしま
す。新会員の長石さんは一緒に
頑張っていきましょう。
Ｌ西尾 愼一 新年度、八矢新会長のもと鳥取
ＬＣの更なる発展を祈念しま
す。併せて長石さんの入会を歓
迎します。又、田中様ご苦労様
でした。
Ｌ細田 泰造 長石さんご入会大歓迎致します。
鳥取ＬＣはいい人ばかりです。
楽しくやっていきましょう。会
報の表紙に私の写真を載せて頂
き有難うございました。これか
らも時々、写真を提供させて頂
こうと思っています。
Ｌ田中 良和 ライオンズにあたたかくむかえ
ていただきありがとうございま
した。
Ｌ長石
徹 宜しくお願い致します。
Ｌ西村 省二 ご無沙汰しております。クラブ
の一層の発展をお祈り致します。
Ｌ 細 田 泰 造 秀 吉 と の 鳥 取 城 攻 防 戦 か ら、
440年になるのに合わせ、吉川
経家の像がライトアップされて
います。期間は秀吉が本陣山に
着陣した昨日から経家が切腹し
た10月25日まで。私が入ってい
る
「久松山を考える会」のメン
バーも集まり、７月13日、日本
海 新 聞 に 掲 載。 写 真 の 右 側 に
写っています。

お誕生日おめでとうございます
Ｌ中尾
Ｌ濱田

大蔵
泰彦

Ｓ３６年７月１９日
Ｓ３５年８月 ２日

Ｌ民木
Ｌ八矢
Ｌ吉谷

一美
一城
典雄

Ｓ２７年８月 ６日
Ｓ３８年８月１９日
Ｓ２７年８月２４日

▽５月11日
（火） ５月第１例会
〈幹事報告〉

幹事 中川貴禎
◦臨時地区名誉顧問会議開催 ５月11日
（火）
延期
◦５月27日
（木） 次期クラブ三役研修会 於）
岡山シティホテル
〈委員会報告〉
①計画委員会
副委員長 吉谷典雄
・６月６日
（日） 7R-1Z６ＬＣ親善チャリティゴルフ
大会 於）
鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース
②奉仕委員会
委員長 民木一美
・さつま芋農園 畑マルチ・苗植え付けの予定について
◦緊急WEB会議報告 第二副地区ガバナー 西尾愼一
336複合地区第67回年次大会
（下関）
中止
◦会員スピーチ
「百名城巡りなど」

細田泰造
◦ツイスタータイム 副テール・ツイスター 西尾愼一
▽５月25日
（火） ５月第２例会
〈幹事報告〉

幹事 中川貴禎
・６月５日
（土） 次期キャビネット会議
於）
津山鶴山ホテル
・６月14日
（月） 7R-1Z現・次期・地区役員・委員・
三役予備会議引継ぎ会 於）
白兎会館
〈委員会報告〉
①指導力育成・出席会則および付則大会委員会

委員長 福田健治
・第103回モントリオールバーチャル国際大会
代議員登録のお願い
（再度）
②奉仕委員会
委員長 民木一美
・６月３日
（木） さつま芋農園マルチ・苗植え
付け作業 AM ９：00 ～ 於）
船越農園
▽６月１日
（火） 計画委員会・理事会
ＭＣ・ＩＴ委員会
▽６月３日
（木） さつま芋農園 於）
船越農園
▽６月５日
（土） 次期キャビネット予備会議
於）
津山鶴山ホテル
▽６月８日
（火） ６月第１例会
◦アワード受賞 会長 福家成夫
・100周年記念会員増強
「ダイア
モンド100周年ライオン」
ピン

岡田幸一郎
（別紙）
◦2021－2022年度 理事会並びに委員会構成表

次期会長 八矢一城
〈幹事報告〉

幹事 中川貴禎
◦2021－2022年度国際会費、336複合地区並びに
336-B地区における各拠出金について
会計よりお願い
（６月決算月）
 会計 田中良和
・新年度予算計画７月６日
（火）
理事会予定
・長期欠席会員会費承認 病気欠席の為
〈委員会報告〉
①会員委員会
委員長 岡田幸一郎
②計画委員会
副委員長 吉谷典雄
・６月、７月第１例会、第２例会運営の承認
・7R-1Z ６ＬＣ親善チャリティゴルフ大会報告
③奉仕委員会
委員長 民木一美
・さつま芋農園マルチ・苗植え付け報告 紅はるか 400本
▽６月12日
（土） 次期クラブ三役研修会
於）
津山鶴山ホテル
西尾愼一 出席
▽６ 月14日
（月） 7R-1Z現・次期役員・委員・
会長予備会議
（引継ぎ会）

於）
白兎会館
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336-B地区

アクティビティ・スローガン

サムシング ニュー

2021 ～ 2022

Something New

地区ガバナー・スローガン

『誇りと自信

そして前へ』

大雨と行動の判断



今年の梅雨末期（７月上旬）には、全国的に
大雨による災害に対する警報やら注意情報、避
難に関する情報が多発されました。そして熱海
での土砂災害のショッキングな映像やニュース
が繰り返される最中に、山陰地方に今年から運
用開始された「緊急安全確保」が出され、いき
なり不安感や緊張感を感じた方も多いかと思い
ます。
さらに、すっかり恐さが定着した「線状降水
帯」の山陰地方への予測情報に、遠くの親戚や
友人知人から「大丈夫か？」の問合せが沢山あ
りました。
遠方の人に心配する声をかけられて、
逆に心配になった鳥取市民も多かったと聞きま
す。近年、明らかに天候（気象）が激しくなっ

松

本

匡司郎

て来ました。どう捉えるかですが、
「何十年に
一度のことが毎年起きている」というのは間違
いだと思います。正しくは「それが例年のこと
になった」と理解すべきではないでしょうか。
大災害の被災者は口を揃えて「こんなことは
初めて」
と言います。火事や交通事故も含めて、
不幸な出来事というのは今までの経験値での想
定外で発生します。
新型コロナ感染症についてもそうですが、
「正
しく恐れる」ための正しい判断が重要だと思い
ます。過去の経験での心配や予想よりも、今後
は正確な現状認識と危険を回避する行動を起こ
すための「判断」が、より求められているよう
に思います。

今月は新年度の編集新メンバーによる第一号の「風紋」です。コロナ禍でいろいろな行
事や活動が制限される中ですが、今年度は全会員参加を目標に原稿のお願いをしていく
予定です。特にＬＣの活動に直接関係なくても、日頃感じたことなど、つれづれなるままにお気軽に
原稿をお寄せください。

編集後記

題

今月の表紙

字

会

長

八矢

一城

表

紙

アトリエ小学校

国府町の旧成器小学校はずいぶん前より福田典高「アトリエ小学校」として活用されており、
様々な絵画教室や観光に訪れる人が後を絶たない知る人ぞ知るスポットです。福田典高氏は
鳥取市出身で、プロのイラストレーターとして活躍。イラストのみならず油絵、水彩などジャ
ンルを問わず作品数も多く、地元では日本海新聞や市報での連載をはじめ一度は氏の作品を
目にした方も多いと思います。このアトリエでは様々なジャンルの多数の作品が無料で鑑賞
できます。また、有名人から市民まで似顔絵の数はギネス級です。
松本匡司郎

令和３年７月～令和３年８月行事予定
事

6 火

計画委員会・理事会
MC・IT委員会

10 土

キャビネット内局会議
（ＷＥＢ会議）

月 日 曜
3 火

16 金

第1回7Ｒ-1Ｚ会長・幹事会
於）
鳥取シティホテル

第1回地区名誉顧問会議
17 土 第1回キャビネット会議
於）津山鶴山ホテル
22 木 海の日
23 金 スポーツの日
27 火 第２例会

事

計画委員会・理事会
MC・IT委員会

8 日 山の日
9 月 振替休日

13 火 第１例会
7

行

8

10 火 第１例会
12 木
お盆休み
（事務局）
16 月
～

行

～

月 日 曜

24 火 第２例会
倉吉ＬＣ認証60周年
29 日 記念式典
於）ホテルセントパレス倉吉
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