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強い絆を感じながらの一年

一年間ありがとうございました

会 長
Ｌ 石谷 英昭

幹 事
Ｌ 吉川 利雄

　残すところ２カ月。（５月中旬時点）短
いようで長く感じました。任意の会の難
しさを感じております。私儀、一応は会
社を創業して三十余年、経営も人生も一
段落着こうと言う不惑の年代を迎え、又
同時に余

よみょう

命の域に入っていると感じてい
ます。日常の煩わしさから逃れ、隠遁し
趣味に粋を感じながら過ごせたらと密
かに心の内に決めていました。
　世間はそう甘くはありません。会長と
いう大役を安請け合いしてしまい、我が
身の余りにも出来の悪さに自身で驚いて
います。会員の皆様のご協力を頂き、やっ

　会長スローガン「強い絆で踏み出す一
歩」、どうやって一歩を踏み出すのかな？
幸いにして前年からのメインACT が本
年も・・・ということで６月３日（日）に
一回が実施されました。二回目は 11 月
に開催ということでしたので更に協力が
得られると安心していました。皆様の団
結力で前期アワード表彰で「都市鉱山か

と終盤を迎えるに至りました。一般会員
では経験できない貴重な経験は、今後
の人生の方向性を示唆して頂いた貴重
な体験でした。会員の皆様には大変ご
迷惑をお掛け致し、恐縮しております。
年度替りを目前にして反省しております。
　次年度の会長Ｌ山田、幹事Ｌ荒川の
両氏にエールを送り、ご自愛の上、充
分にご活躍されんことを祈念いたしまし
て、会員の皆様方に心より感謝いたしな
がら、この一年の反省ではありました。 
有難うございました。

らつくる！みんなのメダルプロジェクト」
が環境保全部門でガバナーズ大賞をい
ただきました。ご協力ありがとうござい
ました。
　 今期は ZC L 福田正美 氏が大 忙し
だったことでしょう！
　ご苦労様でした。
　近年は各地で発生する大地震をはじ
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　昨年7月ゾーン・チェアパーソンを引き
受けてすぐに西日本豪雨災害があり、 
また事務局員の退職という事もあり、 
この 先どうしていいのか 分 からない 
スタートとなりました。岡山真備町への 
災害復旧支援活動、ガバナー公式訪問、
クラブ訪問と次々に予定を組んでいかな
ければなりませんが、今までの流れが分
かりませんので、前ゾーン・チェアパーソ
ン島田氏や他クラブの事務局員の方々
に聞き教えてもらいながら進めてきまし
た。地域に帰れば自治会長、鳥取市自治
連合会の役もあり会社を空にしているよ
うな状態が続いたこともありましたが、
10月から橋本ますみさんが事務局に入ら
れ気持ちの上でも大分楽になりました。
　当初はゾーン・チェアパーソンの活動
状況もよく分かりませんし、必携を読み
返しながら苦労しました。最初のうちは
岡山行きも自家用車で通っていましたが
回数を重ねるごとに疲れてきて列車通
いになってきました。地区ガバナーの病
欠の為、不在の会合も何度かありました
し今年度の第一、第二副地区ガバナー、
キャビネット幹事、会計は本当に苦労さ
れたと思います。

め、台風と梅雨時期の豪雨で災害が発
生しています。西日本豪雨災害では倉敷
市真備町が大規模災害もあり、募金活
動も始まり、７Ｒ -1Z・6LC も ZC の救
援活動 ACT 依頼で家屋床下の堆積し
た土の運び出しをしてきましたが、悲惨
な実態を体感し募金活動にも Lions の
強い絆が必要だと感じています。

　新規に取り入れた活動では、鳥取ライ
オンズクラブの山名氏に薬物乱用防止講
習で各クラブを回っていただき、クラブ
の皆様には薬物の怖さを再認識していた
だいたと思います。
　ヘアードネーションの取り組みには、い
なばライオンズクラブの方から髪の毛の
収集提供、また某美容室に話をしたとこ
ろうちにも何人かの髪の毛がありますと
いう事でいただきに参り5人分のヘアーを
キャビネット事務局にも送りました。多分
他の店でも当たればあると思います。
　いろいろドタバタしているうちに、1年
が過ぎてしまいました。次期役員、4年後
の地区ガバナー候補も決まり、重かった
肩の荷も軽くなりホッとしている所です。 
この1年間を振り返って見ますとあっと 
いう間の1年でした。ただ感じたのは岡山
と鳥取では活動に温度差が相当ありま
すが地域性の事もあるのではないかと思
います。沢山の方々と知り合いになれ良
い勉強をさせていただきました。336 -B
地区の役員の皆様、そして7R-1Z・2Zの
皆様方お世話になりました。改めまして
感謝を申し上げ退任の挨拶といたしま
す。

　メンバーが減少する危機感のなかで
立ち上がっていただいたＬ上杉、Ｌ木
谷両氏の指導で増員活動が始動してい
ます。今後に向けても一丸となってクラ
ブ発展の為に会員増強に力を更に注い
で行きましょう。お願いします。
　一年間余りお役に立たない幹事でし
た。ご協力誠にありがとうございました。

ゾーン・チェアパーソン退任のごあいさつ ７Ｒ－１Ｚ・ＺＣ
L福田 正美
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　今年の「EM活性液活用事業」プール掃除は、5月
28日、前日の夏のような暑さが嘘のような、少し肌寒
い中でのスタートとなりました。
　末恒小学校の児童のみなさんと一緒に、底に少し
残っている水を確認しながら掃除を進めていきまし
た。プールの壁面に藻は付着しておらず、独特の悪
臭もありませんでした。
　思っていたよりもずっと楽に掃除を終えることが
でき、改めてEM活性液の効果を実感しました。
　今後は、たくさんの学校において、この事業が推
進されることを祈念いたします。

６ＬＣ合同アクティビティ
『ＥＭ活性液活用事業』プール掃除を終えて

社会福祉・
環境保全等委員長

Ｌ 山田 俊一

2019年5月28日（火)
13:30 〜 15:30
於　末恒小学校

◇ 全校生徒283名参加
◇ 当クラブより8名参加

～末恒小学校6年生の感想～
　私たちは去年ＥＭ菌を作ってプール
に投入しました。プールがどんなふう
になっているか楽しみでした。ＥＭ菌の
おかげで、プールにあまり汚れが付い
ていなくて、掃除がとても楽でした。 
ＥＭ菌もうまく作れてよかったです。
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第６５回地区年次大会に参加して 幹 事　Ｌ 吉川 利雄

　4月14日（日）　代議員総会に出席の
ZC L福田と会長L石谷両氏は8時の受
付に遅刻しないように早朝5時頃には出
発されたことでしょう。一般参加の7名は
L荒川・L木谷両氏の自家用車に分乗し
て9時からの受付に間に合うよう6時30分
に出発し玉野市総合体育館には9時30分
前に到着いたしました。式典は予定の時
間にはじまりましたが、体調が悪いのか
壇上に地区ガバナーL井上浩一氏の出席
はなく元地区ガバナーL大谷博氏の出入
りで進行いたしました。

　式典次第17番では上半期ガバナーズ
大賞の発表がありました。前年L涌島会
長時から2年かかりでの久松LCのメイン
ACT「都市鉱山からつくる!みんなのメダ
ルプロジェクト」。2020東京オリンピック
の金・銀・銅メダルを事業所や家庭で眠
り不要となっている携帯電話機・テレビ・
パソコンなど多くのAI関連機器から取り
出して活用しようと言う日本国を挙げて
のビッグ事業に協賛して、鳥取市生活環
境課に協力を頂き市民のリサイクルデー
に合わせて2度の回収活動が、年次大会
時に環境保全部門ガバナーズ大賞の栄
誉をうけました。
　その後は次期ガバナーエレクトの紹
介・次期大会開催地発表などがあり、12
時30分スケジュール通りに閉会しました。
その後、弁当昼食を会場内でいただき 

日時：2019年4月14日（日）
　◎代議員総会　9：00〜10：00
　◎大会式典　 10：30〜12：30
於　玉野市総合体育館
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２０１９年４月１１日（木）
１８：３０〜２０：３０
於　居酒屋「田田」

2018-2019年度
ガバナーズアワード環境保全部門

ガバナーズ大賞受賞
　『都市鉱山からつくる
　  みんなのメダルプロジェクト』

結成４９周年記念例会 （４月第１例会）

Beer Beer

帰路につき5時頃には鳥取へ到着し、年
次大会参加の一日を終了いたしました。
　来年の開催は今も水害で復興中の倉
敷市です。多くのクラブメンバーで参加し
ましょう。
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鳥取久松ライオンズクラブ
鳥取市川端2丁目125 鳥取県不動産会館3F
☎（0857）23-6830　Fax（0857）23-4908
kyusholc@hal.ne.jp
石谷 英昭
吉川 利雄
荒川 彰夫
第２・第４木曜日  12:20～13:20
白兎会館　
鳥取市末広温泉町556  ☎（0857）23-1201
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E - m a i l
会 長
幹 事
PR・会報編集者委員長
例 会 日
例 会 場

あ  と  が   き

　地区年次大会も終わり、次期役員等も決まりいよいよ退
任挨拶の依頼をし一年の時の早さを実感しております。
　今期の前半は中央病院の工事に常駐しておりましたの
で委員長らしいことは何もできなく、皆さまには大変申し
訳なく思っております。また、原稿の依頼にも快く応じて頂
き感謝しています。
　一年間本当にありがとうございました。

（PR・会報編集者委員会委員長　荒川 彰夫）

６ＬＣ親善チャリティゴルフ大会

２０１９年６月９日（日）　９：０４スタート
於　旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 白兎コース

【団体賞】	 １位		鳥取いなばＬＣ
	 ２位		鳥取砂丘ＬＣ
	 ３位		鳥取中央ＬＣ
【個	人】	 １位		Ｌ大坪法子（鳥取砂丘ＬＣ）
	 ２位		Ｌ網師速人（鳥取いなばＬＣ）
	 ３位		Ｌ光浪房夫（鳥取砂丘ＬＣ）
	 ４位		Ｌ霜田喜三郎（鳥取いなばＬＣ）
	 ５位		Ｌ橋本和憲（鳥取久松ＬＣ）
	 ６位		Ｌ谷浦浩次（鳥取中央ＬＣ）
７Ｒ-６ＬＣ５３名参加
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