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クラブ誌

　昨年 7 月に当クラブの会長に就任させ
て頂き、はや一年が経ちました。諸先輩
方並びにメンバーの皆様のお力をお借り
し、会長としての任期を無事に終えるこ
とができました。ありがとうございました。
　「～絆～共に歩む　未来に向かって」
をスローガンに、絆の大切さや、感謝の
心を強く感じながら、様々な活動を行っ
て参りました。
今春にはコロナ禍に世界中が見舞われ、
日々の生活が様変わりし、経済は今まで
に経験したことのない、大きなダメージ
を受け続けています。

　幹事をお引き受けしてからの一年を振
り返りますと、準備委員会の開催、発足
してから毎月開催する理事会・委員長
会・第１例会・第２例会等々の進行、ゾー
ン内の諸会議と３回目にもなると、わかっ
ているとはいえ結構多忙でありました。
幸いにも温厚にして冷静な判断をされ
る会長の L 山田さんの温情にも恵まれ、
また各理事さんや各委員長をはじめとし
て全会員の皆様のご理解とご協力を得
られればこそ、退任の日を迎えることが
できた訳です。

　その反面、マスク着用や手指消毒の
徹底により、インフルエンザ罹患者が激
減し、企業でのリスク管理にも敏感にな
りました。真面目な県民性で、感染者数
も少数のままです。
　今後、当クラブも制限付きでの活動に
なると思いますが、この鳥取を、熱い気
持ちで盛り上げて頂ければと願っており
ます。
　最後になりましたが、若輩者の私を支
え、一緒にがんばってくださった皆様
に、心からの感謝を申し上げます。
　一年間本当にありがとうございました。

　今期の後半は、コロナウイルスの影響
により、何もすることができませんでした。
それどころか、今後の例会・アクティビティ
の開催方法も変えなければならない事態
となっています。一日も早い終息を願う
ばかりです。
　来期は、認証５０周年にあたり今年以
上の皆様のご協力をお願いいたします。
　最後に、会員の皆様のご厚情に感謝
申し上げ、退任のご挨拶とさせて戴きま
す。
　一年間本当にありがとうございました。

会長退任あいさつ

幹事退任あいさつ

会 長 Ｌ 山田 俊一

幹 事 Ｌ 荒川 彰夫
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　昨年7月から第一副会長を務めてまい
りましたが、時間の経過が早過ぎて1年
経ったという実感が湧かないのが正直な
ところです。特に、3月以降は新型コロナ
ウイルス感染症の蔓延防止のため、学校

を始め社会のいたるところで休業やら事
業縮小やらで、殆どの活動が中止となり
ました。久松ライオンズクラブの活動も大
幅に縮小せざるを得なくなり、3月以降は
定例会が開催できない状況が続いてい

一年を振り返って
第一副会長 L 武田 行雄

　昨年の7月に、鳥取久松ライオンズクラ
ブの会計に就任させていただきましたが、 
早いもので1年が過ぎようとしています。
　思い返せば、突然の指名に「へ、私
が会計ですか？ 支出の適・不適など、ま
るっきりわからないんですけど、私でい
いんですか？」と戸惑いながら返事をし
たのが、昨日のように思い出されます。
　この1年間、諸先輩の皆様から指導を
受けながら、見様見真似で会計職を担

当させていただき、なんとか無事に終了
させられましたことを感謝いたします。
　今さら申し上げるまでもなく、当クラブ
だけでなく他のクラブも、高齢化の進展
などによる会員数の減少など、大変厳し
い状況にありますが、会員皆様のご尽力
により、久松ライオンズクラブの活動が継
続されますよう祈念いたします。ありがと
うございました。

会計退任あいさつ
会 計 L 江本 克也

　新型コロナウイルス感染症の影響は全
世界に広がり、わが国においてもあらゆ
る場面で大きな影響が出ており、収束の
目途が立たない状況が続いています。
　鳥取市でも、4 月 10 日に初の感染者
が発生し、18 日には 2 人目の感染者が
確認されました。市民の健康不安や飲
食・観光業を始めとした地元業者の経
済的影響、さらには、小・中学校等の
臨時休業による学習機会の喪失など、
影響は計り知れません。
　昨年 7 月、地区 GMT/FWT メンバー
を拝命いたしましたが、キャビネットでの
会議も 1 月末で中止となり、その後は書
面審査による持ち回り会議となり、具体

的な成果を出すことができないまま年度
末を迎えました。
　336B 地 区 の 会 員 増 強目標、 純 増
308 名には遥かに及ばない結果となりま
した。
　我がクラブでも、残念ながら新規会員
の入会は叶いませんでした。クラブの皆
様から推薦していただきながら、これと
いった成果が得られなかったことに大変
申し訳なく反省しています。
　新年度は、会員委員長を拝命いたし
ます。心機一転、会員獲得に向け全力
で取り組んでまいります。
　一年間大変お世話になりました。

一年を終えて
地区 GMT・FWTメンバー L 上杉 榮一
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ます。“未知の感染症”の影響力の凄さ
に困惑させられる毎日です。
　6月に入って、緊急事態宣言が全国的
に解除され、通常通りの例会が開催でき
るようになり、少しホッとしています。この
1年間、私個人としては、当クラブの活動
に参加できないことが多々あり、第一副

会長としての職責を全うできていなかっ
たのではないかと反省しています。
　さて、今年は当クラブの結成50周年を
迎えます。半世紀の来し方を振り返り、未
来への希望を抱き、皆さんと共に活動に
取り組んでまいりますので、引き続きよろ
しくお願いします。

　昨年７月に財務・計画委員長を拝命し、
予算計画の立案を行いましたが事業費が
逼迫しており、単年度で赤字の状態である
ことに改めてクラブの運営の厳しさを実感
した次第でした。
　10月には、さわやかな秋の気配の中で、 
枯れ株の植え替え作業を行いました。クラ
ブに参加して４年目の私ですが、この湖山
池休憩ゾーンは長きにわたり我がクラブが 
東屋・ベンチ・植樹そして記念碑等を寄贈し、
想いのある場所として認識を致しました。
　12月には、恒例の｢ふれあい家族会＆ 

Ｘマス｣を開催し、会員及びご家族の皆さ
んにご参加頂き、和やかな雰囲気の中で
楽しい時間を過ごしました。
　3月以降は、COVIT-19の影響により例
会が実施できず、手話講習、阿弥陀堂で
の移動例会等残念でしたが、クラブ全体
の活動も制限され、厳しい一年となりまし
た。そのような状況の中で、活動にあたり
ご協力を頂きました委員会のメンバー及
び会員、しろやま支部、事務局のみなさん
に心より感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。

2019年度 『一年を終えて』
財務・計画委員長 L 宮部 文雄

　今期の一年は令和二年になった一月
から六月まで半年の早かったこと。
クラブの例会は三月から五月まで開催さ
れていません。三密になる事が新型コ
ロナウイルス感染しやすくなるというわ
けで、マスクを着用して唾液等の飛沫
防止に努めています。これからの梅雨か
ら夏を迎えての期間は辛い日常生活に
なっていくのではないでしょうか・・・！
　さて、一年を振り返って・・・新会員を久
松ライオンズクラブにお迎え出来なかっ
た事は誠に残念でした。入会勧誘活動

用に入会用のしおりを準備していただ
き知人の方々にお配り頂きましたが・・・ 
また、昼食会にゲストとしてご来場いただ
きクラブを理解していただくお願いもし
て頂きましたが、成就しませんでした。退
会希望者を引き留める努力も頂きました。 
残念ながら同志二名の退会が年度末で
決定いたしています。次期は50周年です。
新入会員を迎えての記念事業を行いたい
ものです。
　一年間のご協力ありがとうございました。
御礼申し上げます。

一年を終えて
GMT・FWT委員長 L 吉川 利雄
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　鳥取久松ライオンズクラブに入会して
38年が過ぎました。
　活動の中で幾度となく会員としての意
義と責任を痛感しながら長い間在籍して
います。
　入会時は先輩方への恩と義理で入会
したように思います。（現在会員の方には
申し訳なく、又失礼なことですが）但し永
らく続けられた事は自分自身の曖昧さと
廻りのメンバーの魅力、又家族の理解と
協力があったからと感謝しています。
　2020～2021年度の幹事を務めさせて
頂くことになり、クラブの皆様に迷惑の掛
けることのないようにと心を切り替えてい
るところです。

　まず皆様にお願い致したいのは松下
次期会長のスローガン『心をひとつに地
域へ奉仕』のスローガンに向けて心を同
調させて頂き、一緒に活動するよう心掛
けて下さい。
　今回のコロナ感染、今迄幾度とあった
大きな災害時に経済的にも精神的にも
多くのライオンが個々にダメージを受けな
がら心の片隅に優しさを持ち、行動する
ことの大切さ知っていた。その優しさを
形にできる。それがライオンズであり奉仕
活動は続くものと思います。感動のある
一年を過ごしたいと思います。
　この一年ご協力宜しくお願いします。

奉仕団体の意義と責任
アラート・青少年健全育成等委員長 L 橋本 和憲

６ＬＣ合同アクティビティ 『ＥＭ活性液活用事業』プール掃除

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
山田 俊一
荒川 彰夫
上田 雅稔
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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例 会 場

あ と が き

　コロナウィルスの蔓延により、当ライオンズクラブの活
動も当分の間休止を余儀なくされました。今後はコミュニ
ケーションのリモート化や、国家間の分断が進むと予想さ
れますが、人間社会の基盤は人と人とのつながりです。そ
して、ライオンズクラブの奉仕活動は、人と人とのつながり
を支え平和な社会を維持するものです。未曾有の国難で
はありますが、ライオンズクラブが真価を発揮する好機と
位置づけたいです。

（ＭＣ委員会委員長　L 上田 雅稔）

◆末恒小学校
2020年5月27日(水)
14：00～15：00
全校生徒263名参加
当クラブよりＬ4名参加

◆日進小学校
2020年6月10日(水)
13：30～14：15
5年生49名・6年生44名参加

当クラブよりＬ３名参加
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