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　このたび、２０２２－２０２３年度地区ガバ
ナーを拝命いたしました７Ｒ－１Ｚ鳥取ライオ
ンズクラブ所属の西尾愼一です。
　私の所属する鳥取ライオンズクラブの尊敬
するチャーターメンバーであり、１９６９～１９７０
年度３０２－Ｗ２（現３３６－Ａ・３３６－Ｂ）地区
ガバナーＬ松岡新平は「ライオンズクラブの奉
仕とは、地域住民の文化向上、青少年の育成・
啓発に努力する事ではなかろうかと考えます。
そしてライオンズクラブ運営の根本は、出席率
の向上、会員相互理解による友情の向上、地
域社会へのあらゆる奉仕である。」と就任時に
述べられており、この精神は今日に至るまで
脈々と引き継がれています。
　しかしながら、私達を取り巻く環境は厳しく、
コロナウイルス感染症の影響を受け、満足な
活動が出来ない状況が続いています。又、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満足な活動を妨げる
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進
むために、私達は時代の変化に即応して行動
や考え方、クラブ運営を変えていかなければ
いけないと思います。私達を恐怖に陥れ、困難

を齎したパンデミックではありますが、振り
返ってみれば、これをきっかけに社会生活や
私達の活動は大きく変化しました。そしてどの
ような厳しい環境にあっても、地域ニーズがあ
る以上、私達のモットーである奉仕の手を緩め
てはいけないと思います。ライオンズの輪を広
げ、皆で力を合わせて時代の様々な変化や困
難に打ち勝ち、地域に寄り添った奉仕に挑戦
する、そして活動が「出来ない」ではなく「どう
したら出来るか」に方向転換することが重要
だと思います。
　我々のモットーである“Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ”を推し
進める為には、知恵と時間と体力、そして少し
のお金も必要かもしれません。しかし、我々が
目標を達成しえた時には喜びと満足がありま
す。私たちライオンズにはよりよい未来を築く
ためのパワーがあり、前進する力があると信じ
ています。そのためには、クラブが元気になり、
楽しいライオンズライフを送ることが重要であ
ることは言うまでもありません。
　ライオンズクラブの発展を祈念し、皆さんと
共に、「明るく・楽しく・元気よく」ワンチームで
がんばって行きたいと思っています。

2０２２－２０２３年度
３３６－Ｂ地区ガバナー

西尾   愼一

New District 336-B

Governor's Message

LCIF地区コーディネーター

Nishio Shinichi

７Ｒ－１Ｚ
鳥取ライオンズクラブ
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３３６－Ｂ地区 アクティビティ･スローガン

３３６－Ｂ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』

『調和と融合 明るく･楽しく･元気よく』
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　この３年間ほぼコロナ感染症に振り回されま
したが何とかモントリオール国際大会にて国際
理事として任期を無事終えることができました。
　イタリアのミラノ国際大会にて、皆様のご声援
を頂き、国際理事に選任されました。不安と、重圧
から心が押しし潰されそうなほど緊張いたしまし
たが、皆様の力添えを頂き今日の日を迎えるこ

とができました。
　翌年のシンガポール国際大会を経て、インド、
ニューデリー大会にて退任の予定でしたが、ご
承知の通り、２０２０年に入りコロナウィルス感染
症が、全世界に蔓延し、シンガポール大会は中止
となりました。
　翌年の回国際大会は、バーチャルで開催され
ました。選挙により国際理事が選出され、私も２年
目理事に成ることが出来、本年６月に退任致す
事ができました。
　大勢の皆さまに支えられ、本日に至りました。
出身の倉敷西ライオンズクラブ、３３６－Ｂ地区会
員の皆さんには多大の支援金を賜り誠に有難う
ございました。
　感謝！楽しいライオンズを！

2021-2022年度
ライオンズクラブ
元国際協会理事

渡部　雅文
4R－2Z
倉敷西ライオンズクラブ

元国際理事地区特別顧問

　２０２２〜２０２３年度、第一副地区ガバナーに
信任されました岡山みらいライオンズクラブの
藤井信英です。
　昨年度からコロナ禍で思うようなライオンズ活
動が儘ならない状況が現在も続いている中で、
どのクラブも今出来る事、今やるべき事を模索し
ながら活動をされている事と思います。
　今期から始まったＧＭＡ（グローバル・メンバー
シップ・アプローチ）により今期地区目標でありま
す会員増減＋３０名を目標に各クラブにおかれま
してはご尽力をされている事と存じます。
　会員増強は各クラブの活性化、運営の強化に
繋がる永遠のテーマだと考えます。

　また会場費、交通費といった経費の削減によ
り運営費を下げＡＣＴの見直しでクラブ会費を下
げる事で新会員が入りやすくなると私は思って
います。また会員減少中のライオンズクラブの地
区の運営費の削減は現在最も重点課題だと思っ
ております。そういった事をガバナーチームの一
員として西尾ＤＧ、上原ＳＶＤＧと議論しながら地
区の為に尽力していきたいと思っております。
　ＡＣＴもコロナで何も出来ないと決め付けるの
では無く、今出来る事を模索し、必ず今の時代に
あったＡＣＴがあるはずです。お金を掛けてする
事だけがＡＣＴではありません。
　そういった事を今だからこそ見直せる機会だ
と思って再度クラブ内で模索して頂けたらと思い
ます。
　皆様と一緒にライオンズライフが「楽しく、明る
く、元気よく」過ごせることを切に願いまして、
簡単ではございますが信任のご挨拶とさせて頂
きます。
　一年間、何卒宜しくお願い致します。

藤井　信英
1R－3Z
岡山みらいライオンズクラブ

第一副地区ガバナー

地区役員ご挨拶
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　本年７月に第二副地区ガバナーを拝命した、
岡山西ライオンズクラブ所属の上原正樹です。皆
さまにご期待いただきながら就任し、早いもので
３ヶ月が経過いたしました。まだまだ駆け出しで右
も左も分からない状態ではございますが、おかげ
さまで充実した日々を過ごすことができております。
　現在は、西尾ガバナーにご先導いただきなが
ら各地区を巡回し、多くのことを学んでいる最中
にあります。毎週のように開催される会議と研修
会、所属の岡山西ＬＣの例会やアクトへの参加
と、多忙ながらも新しい学びや出会いに恵まれて
いることを感じております。特に、所属クラブの例
会とアクトには必ず参加させていただくようにし
ています。参加の際には、所属クラブの皆さんに
対し、ライオンズクラブの全容を理解していただ
くための活動を展開しています。主にはキャビネッ
トの事や、複合、日本ライオンズの事、ＬＣＩＦの事

などを詳しくお伝えする周知活動です。
　そうした様々な活動を、私自身が楽しみながら
行わせていただけるのは、ひとえに所属クラブ
の皆さまのおかげだと感謝しています。同じゾー
ン・リジョンから地区全体に至るまで、こうした和
やかで楽しい雰囲気を伝えることができる３年間
になるよう、今後も精進を続けてまいります。
　皆さまが楽しく協力し合える中で、さらに道徳
的勇気を持って活動できるライオンズクラブが私
の理想とする姿です。そのためにはライオンズク
ラブ全体で決めた事の遵守は当然のことなが
ら、団結して課題や目標に取り組んでいくことが
肝要だと考えます。それぞれのクラブにおいて、
地域や人が違えば考えが違うのは当然です。す
べてが過分なく一致することはないと知り、お互
いを否定することなく、同じ志を持って進んでい
ければ十全なのではないかと思っております。認
め合い、赦し合うことこそがライオンズクラブの
活動充実と社会的価値の向上につながるので
はないでしょうか。その先には組織力強化と会
員増強も当然か変わってくると考えます。
　コロナが未だ猛威を振るう中、まだまだ大変な
時期が続きますが、新生ライオンズクラブとしてさ
らなる充実を目指して、ご協力賜われれば幸甚
に存じます。

　今期キャビネット幹事幹事を勤めます7R1Z鳥
取いなばライオンズクラブの池田です。よろしく
お願いいたします。鳥取市はのんびりした良い
所です、年次大会では是非お越しください。
　336ｂ地区では近年様々な問題を抱えながら

会員の皆様には大変な不安や不信感がある事
と思っています。
　これからは皆様が楽しく、誇れる地区にする為
に皆の力を借りながら、西尾ガバナーと一緒に
頑張ります。
　その為には皆様の意見を出来るだけお聞きし
たいと思っています。時には迷惑をおかけする事
もあるかもしれませんがよろしくお願いいたしま
す。楽しいライオンズとなる様、今季１年という短
い期間ですが、皆で前に向かって進んで行きた
いと思っていますのでご指導ご鞭撻のほど心よ
りお願いいたしまして挨拶とさせて頂きます。よろ
しくお願いします。

上原　正樹

池田　康利

2R－1Z
岡山西ライオンズクラブ

7R－1Z
鳥取いなばライオンズクラブ

キャビネット幹事

第二副地区ガバナー

DISTRICT OFFICER
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　ライオンズに入会してからまだ１０数年の私が
キャビネット会計を引き受けることとなりました。
ライオンズ経験年数は少ないと思いますが、経
理事務の経験年数は長いと自負しております。
税務署では法人税の調査事務に従事しておりま
した。退職後は税理士を開業し良き納税者の育
成に努めております。
　昨年10月に体調不良となり、クラブのメン
バー及びクライアントの皆様に迷惑をおかけしま

したが、元気になりましたという気持ちを理解し
ていただくためにキャビネット会計を受けさせて
いただきました。
　西尾ガバナーにおんぶに抱っこになるかと思
いますが、キャビネット会計を遂行したいと考えて
おります。
　就任して感じていることは、キャビネット会計に
ついては何らかの問題を抱えているなと思いま
した。しかし、私の在任中のキャビネット会計は、
メンバーに信頼される中身となるよう処理したい
と考えております。
　コロナ禍において活動が制限されるかと思い
ますが、お互いの気持ちを理解しあえる楽しいラ
イオンズクラブにしましょう。
　皆様の協力を受けながら１年間頑張りたいと
思います。

杉浦   為佐夫
7R－1Z
鳥取ライオンズクラブ

キャビネット会計

キャビネットカウンセラー

　どうにか正常に戻りつつある “３３６‐Ｂ地区”。
　楽しく、元気にそして活発にやっていきません
か？
　各々が『Ｌ字の誇り』を胸にし、諸先輩が築き
あげてきた本来の魅力ある “ライオンズクラブ国
際協会３３６‐Ｂ地区” を取り戻しませんか？　
　ここ３年余りの期間はコロナ禍もありました
が、残念ながら何ひとつ楽しいことがありません
でした。同じメンバーを誹謗中傷する理不尽な罵
り合戦ばかり・・・そんなことでは、ライオンズメン
バーでいるのが嫌になりませんか？　

　恥ずかしくなりませんか？　
　前年度キャビネットの努力もあり、幸い今期は
正常なスタートが切れたようです。心を新たに魅
力あるライオンズクラブ、胸を張って誇れるライオ
ンズクラブを皆で取り戻しましょう。
　どこかの政府のように“産めよ、増やせよ”では
会員は増えません。
　”増強！“ ”増強！“ と頭ごなしに言うだけでは、
将来に向けての ”増強“ が出来るとも思えませ
ん。
　どうぞ皆さん、個々のクラブにおいても、各
ゾーンにおいても、時代に地域にマッチした　

『魅力づくり』を考えてください。　
　カウンセラーとして相談に乗ります。そしてキャ
ビネットとしても応援します。 “魅力ある所” に人
は集まるのです。　

　Ｗｅ  Ｓｅｒｖｅ！　みんなでやってみましょう！！

榎本　　明
6R－2Z
総社雪舟ライオンズクラブ

地区役員ご挨拶
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ライオンズクラブ国際協会 336-B 地区区分図

８　　R
１　Z

米　　　　　子

米　　子　　錦

西　　伯　　南

２　Z ７　　R
１　Z ２　Z境　　　　　港

米子グレートサウス

境　港　美　保

米　子　城　山

湯梨浜みらい

６　　R
１　Z

井　　　　　原

金　　　　　光

矢　　　　　掛

笠　　岡　　東

２　Z
新　　　　　見

総　　　　　社

高　　　　　梁

総　社　雪　舟

５　　R
１　Z

倉　　　　　敷

倉　敷　中　央

倉　　敷　　東

倉　敷　真　備

倉　敷　阿　知

倉　敷　平　成

倉敷ほほえみ

新　　倉　　敷

鳥　　　　　取

鳥　取　中　央

鳥 取 い な ば
鳥　取　久　松
（しろやま支部）

鳥　取　千　代

鳥　取　砂　丘

４　　R
１　Z

児　　　　　島

玉　　　　　野

児　島　鷲　羽

玉　野　渋　川

倉　敷　王　子

倉 敷 ロ ー ズ

２　Z
玉　　　　　島

倉　敷　水　島

倉　　敷　　南
倉　　敷　　西
（きらら支部）
（サムライ支部）
水　島　中　央

倉　　　　　吉

倉　吉　打　吹

倉　　吉　　北

倉吉グレート

３　　R
１　Z ２　Z

津　　　　　山
津　山　鶴　山
（津山鶴山平成支部）

津 山 や よ い

津 山 さ く ら
津　山　衆　楽
（津山黎明支部）

１　　R
１　Z ４　Z

岡　　　山
（岡山さくら支部）
（岡山チャンピオンズ支部）
岡 山 烏 城
岡 山 後 楽

（岡山カンタービレ支部）
御　　　津
岡山パール
（Pearl in Motion　
　Okayama支部）

岡　山　旭
岡 山 吉 備
（岡山木堂支部）
岡山ブルー

岡山みらい

備　　　前

備 前 三 石

日　　　生

和　　　気

吉　　　永

３　Z２　Z
西　大　寺

岡山フェニックス

邑　　　久

岡 山 城 東

２　　R

レオクラブ
R Z 名　　　　称

岡山後楽レオ
岡山みらいレオ
岡山東国際レオ

1 １
1 ３
2 １

岡　　山　　東
（ハノイ支部岡山）
岡　　山　　西

岡　　山　　南

岡 山 あ げ は

１　Z
岡　　山　　北

岡山マスカット
岡山ハーモニー
（岡山NBCアーティスト支部）
（岡山エトワール支部）

岡　山　操　山
（絆支部）

岡 山 ひ か り

岡　山　京　山

岡　山　中　央

岡山せとうち

おかやまMOMO

２　Z

真　　　　　庭

真　　庭　　旭

湯　　　　　原

落　　　　　合

蒜　　　　　山

８R

７R

３R６R

５R １R

２R４R

鳥取県

岡山県

倉　敷　天　領
（倉敷白壁支部）

ライオンズクラ ブ国際協会 336-B地区区分図
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グローバルアクションチーム

GMAチーム

ガバナーチーム

元国際理事
地区特別顧問
渡部　雅文
（倉敷西）

第一副地区ガバナー
CMA副リーダー
藤井　信英
（岡山みらい）

監査委員
国遠　　明
（岡山南）

監査委員（兼務）
松本　正福
（境港）

第二副地区ガバナー
LCIF副コーディネーター
GMA副リーダー
上原　正樹
（岡山西）

地区ガバナー
LCIF地区コーディネーター

GMAリーダー
西尾　愼一
（鳥取）

元国際理事
地区特別顧問
名越　　勉
（倉吉）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
尾﨑　明雄
（湯梨浜みらい）
元地区ガバナー
地区名誉顧問
柴田　高志
（児島鷲羽）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
森岡　秀行
（津山鶴山）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
別所　清平
（米子）

元地区ガバナー
元議長・地区名誉顧問
太田　健一
（総社雪舟）

地区名誉顧問会議長
前地区ガバナー
平山　智雄
（津山鶴山）

キャビネット幹事
池田　康利
（鳥取いなば）

キャビネット副幹事
GAT担当
松岡　哲也
（岡山みらい）

キャビネット会計
杉浦 為佐夫
（鳥取）

キャビネット副幹事
アラート担当
畑中　隆之
（岡山みらい）

キャビネットカウンセラー
キャビネット事務局長
榎本　　明
（総社雪舟）

キャビネット副幹事
GLT担当
黒田　尊志
（岡山西）

キャビネット副幹事
GMT/FWT担当
守屋　正人
（総社）

キャビネット副幹事
GST担当
橋本　和憲
（鳥取久松）

キャビネット副幹事
MC/YCE・青少年担当
野間　法子
（湯梨浜みらい）

地区名誉顧問会副議長
地区名誉顧問
大谷　　博
（岡山）

元地区ガバナー
元議長・地区名誉顧問
小田　邦雄
（岡山西）
元地区ガバナー

元議長・地区名誉顧問
中島　順三
（井原）

1R1Z-ZC
山下　耀広
（岡山後楽）

岡山 岡山烏城 岡山後楽 御津 岡山パール

1R2Z-ZC★
港　　定明
（邑久）

西大寺 岡山
フェニックス 邑久 岡山城東

1R3Z-ZC
安井　　要
（岡山吉備）

岡山吉備 岡山ブルー 岡山みらい

1R4Z-ZC
則次　春賢
（備前）

備前 備前三石 日生 和気 吉永

2R1Z-ZC
有本 みどり

（岡山ハーモニー）
岡山東 岡山西 岡山南 岡山あげは 岡山北 岡山

マスカット
岡山

ハーモニー

2R2Z-ZC★
岡田 アキ恵
（岡山京山）

岡山操山 岡山ひかり 岡山京山 岡山中央 岡山
せとうち

3R1Z-ZC★
大戸　司朗
（津山やよい）

津山 津山鶴山 津山やよい 津山さくら 津山衆楽

3R2Z-ZC
髙井　保昌
（真庭旭）

真庭 真庭旭 湯原 落合 蒜山

4R1Z-ZC★
楠本 新太郎
（倉敷王子）

児島 玉野 児島鷲羽 玉野渋川 倉敷王子 倉敷ローズ

4R2Z-ZC
丸川　秀雄
（玉島）

玉島 倉敷水島 倉敷南 倉敷西

5R1Z-ZC★
武田　賢治
（新倉敷）

倉敷 倉敷中央 倉敷東 倉敷真備

6R1Z-ZC★
片岡　秀憲
（井原）

井原 金光 矢掛 笠岡東

6R2Z-ZC
川上　隆司
（総社雪舟）

新見 総社 高梁 総社雪舟

7R1Z-ZC★
聲高　昌可
（鳥取砂丘）

鳥取 鳥取中央 鳥取いなば 鳥取久松 鳥取千代 鳥取砂丘

7R2Z-ZC
南　　章彦
（倉吉グレート）

倉吉 倉吉打吹 倉吉北 倉吉
グレート

8R1Z-ZC
藤友　裕美
（西伯南）

米子 米子錦 西伯南

8R2Z-ZC★
森岡　俊夫
（境港美保）

境港 米子
グレートサウス 境港美保 米子城山 湯梨浜

みらい

倉敷阿知 倉敷天領 倉敷平成 倉敷
ほほえみ 新倉敷

おかやま
MOMO

元地区ガバナー
地区名誉顧問
小野　宗次
（倉敷真備）
元地区ガバナー
地区名誉顧問
尾﨑　　博
（岡山西）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
井上　亮二
（倉吉中央）
元地区ガバナー
地区名誉顧問
一井　淳治
（岡山後楽）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
松本　正福
（境港）

8R
角　　昌夫
（米子）

7R
吉野　恭介
（鳥取千代）

6R
小野　義則
（金光）

5R
小田　圭一
（倉敷）

4R
三宅　雅己
（玉野渋川）

3R
林田　民雄
（津山さくら）

2R
犬飼　　徹
（岡山せとうち）

1R
大森 後藤治
（西大寺）

GMT地区コーディネーター
難波　　進
（岡山あげは）

GLT地区コーディネーター
高尾　佳孝
（境港）

SCP/FWT地区コーディネーター
斉藤　由香
（岡山みらい）

8R
松本　善文
（境港）

7R
深田　　孝
（倉吉）

6R
鳴本　哲矢
（笠岡東）

5R
浅野　裕三
（倉敷中央）

4R
武政　信人
（倉敷西）

3R
山根　卓夫
（真庭）

2R
妹尾　隆弘
（岡山東）

1R
藤原　利幸
（吉永）

8R
浦川　英敏
（境港美保）

7R
阪本　茂一
（倉吉打吹）

6R
冨谷　公男
（新見）

5R
大森　　潤
（倉敷東）

4R
三澤　敏幸
（児島鷲羽）

3R
国政　　省
（津山）

2R
北山　和憲
（岡山操山）

1R
杉山　幸男
（和気）

8R1Z-ZC兼務
藤友　裕美
（西伯南）

6R2Z-ZC兼務
川上　隆司
（総社雪舟）

5R1Z
白神　一彦
（倉敷天領）

3R1Z-ZC兼務
大戸　司朗
（津山やよい）

2R1Z-ZC兼務
有本 みどり
（岡山ハーモニー）

1R1Z-ZC兼務
山下　耀広
（岡山後楽）

7R1Z-ZC兼務
聲高　昌可
（鳥取砂丘）

5R1Z-ZC兼務
武田　賢治
（新倉敷）

4R2Z-ZC兼務
丸川　秀雄
（玉島）

3R2Z-ZC兼務
高井　保昌
（真庭旭）

1R4Z-ZC兼務
則次　春賢
（備前）

1R2Z-ZC兼務
港　　定明
（邑久）

8R2Z-ZC兼務
森岡　俊夫
（境港美保）

7R2Z-ZC兼務
南　　章彦
（倉吉グレート）

6R1Z-ZC兼務
片岡　秀憲
（井原）

4R1Z-ZC兼務
楠本 新太郎
（倉敷王子）

2R2Z-ZC兼務
岡田 アキ恵
（岡山京山）

1R3Z-ZC兼務
安井　　要
（岡山吉備）

7R
山口　　博
（倉吉北）

8R
角　　正夫
（米子城山）

6R
小野　和夫
（高梁）

5R
武本　　堅
（倉敷真備）

3R
緒形　　尚
（湯原）

2R
信原　好貴
（岡山ひかり）

1R
岩田　芳典
（岡山パール）

8R
永見　　仁
（米子錦）

6R
山野　豊久
（矢掛）

4R
大橋　精司
（倉敷南）

1R
石上　昌弘
（岡山）

6R
加藤　卓司
（総社）

8R
入江　　誠
（湯梨浜みらい）

5R
坪井　一廣
（倉敷阿知）

4R
守本　良介
（倉敷水島）

3R
豊福　康子
（津山衆楽）

2R
土師　健嗣
（岡山マスカット）

1R
山田　正幸
（岡山城東）

GST地区コーディネーター
岡嶋　正和
（岡山あげは）

GMT/FWT委員会

GLT委員会

GST/LCIF委員会

MC委員会

アラート委員会

地区年次大会

YCE/青少年健全育成
委員会

GMA副リーダー兼務
難波　　進
（岡山あげは）

MC委員長
住吉　孝文
（玉野）

アラート委員長
川本 浩一郎
（岡山みらい）

大会委員長
岡田 幸一郎
（鳥取）

実行委員長
山名　立洋
（鳥取）

実行委員長
北村 龍一郎
（倉吉）

YCE/青少年健全育成委員長
江原　　忍
（鳥取中央）

GMAチームリーダー（新クラブ担当）
（FWTコーディネーター兼務）

斉藤　由香
（岡山みらい）

GMAチームリーダー（新会員担当）
（GLTコーディネーター兼務）

高尾　佳孝
（境港）

GMAチームリーダー
（会員満足度向上担当）

（GSTコーディネーター兼務）
岡嶋　正和
（岡山あげは）

★印　リーダーZC

〈2022-2023年度〉
ライオンズクラ ブ国際協会 336-B地区

組織表

ライオンズクラブ国際協会 336-B 地区組織表
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グローバルアクションチーム

GMAチーム

ガバナーチーム

元国際理事
地区特別顧問
渡部　雅文
（倉敷西）

第一副地区ガバナー
CMA副リーダー
藤井　信英
（岡山みらい）

監査委員
国遠　　明
（岡山南）

監査委員（兼務）
松本　正福
（境港）

第二副地区ガバナー
LCIF副コーディネーター
GMA副リーダー
上原　正樹
（岡山西）

地区ガバナー
LCIF地区コーディネーター

GMAリーダー
西尾　愼一
（鳥取）

元国際理事
地区特別顧問
名越　　勉
（倉吉）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
尾﨑　明雄
（湯梨浜みらい）
元地区ガバナー
地区名誉顧問
柴田　高志
（児島鷲羽）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
森岡　秀行
（津山鶴山）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
別所　清平
（米子）

元地区ガバナー
元議長・地区名誉顧問
太田　健一
（総社雪舟）

地区名誉顧問会議長
前地区ガバナー
平山　智雄
（津山鶴山）

キャビネット幹事
池田　康利
（鳥取いなば）

キャビネット副幹事
GAT担当
松岡　哲也
（岡山みらい）

キャビネット会計
杉浦 為佐夫
（鳥取）

キャビネット副幹事
アラート担当
畑中　隆之
（岡山みらい）

キャビネットカウンセラー
キャビネット事務局長
榎本　　明
（総社雪舟）

キャビネット副幹事
GLT担当
黒田　尊志
（岡山西）

キャビネット副幹事
GMT/FWT担当
守屋　正人
（総社）

キャビネット副幹事
GST担当
橋本　和憲
（鳥取久松）

キャビネット副幹事
MC/YCE・青少年担当
野間　法子
（湯梨浜みらい）

地区名誉顧問会副議長
地区名誉顧問
大谷　　博
（岡山）

元地区ガバナー
元議長・地区名誉顧問
小田　邦雄
（岡山西）
元地区ガバナー

元議長・地区名誉顧問
中島　順三
（井原）

1R1Z-ZC
山下　耀広
（岡山後楽）

岡山 岡山烏城 岡山後楽 御津 岡山パール

1R2Z-ZC★
港　　定明
（邑久）

西大寺 岡山
フェニックス 邑久 岡山城東

1R3Z-ZC
安井　　要
（岡山吉備）

岡山吉備 岡山ブルー 岡山みらい

1R4Z-ZC
則次　春賢
（備前）

備前 備前三石 日生 和気 吉永

2R1Z-ZC
有本 みどり

（岡山ハーモニー）
岡山東 岡山西 岡山南 岡山あげは 岡山北 岡山

マスカット
岡山

ハーモニー

2R2Z-ZC★
岡田 アキ恵
（岡山京山）

岡山操山 岡山ひかり 岡山京山 岡山中央 岡山
せとうち

3R1Z-ZC★
大戸　司朗
（津山やよい）

津山 津山鶴山 津山やよい 津山さくら 津山衆楽

3R2Z-ZC
髙井　保昌
（真庭旭）

真庭 真庭旭 湯原 落合 蒜山

4R1Z-ZC★
楠本 新太郎
（倉敷王子）

児島 玉野 児島鷲羽 玉野渋川 倉敷王子 倉敷ローズ

4R2Z-ZC
丸川　秀雄
（玉島）

玉島 倉敷水島 倉敷南 倉敷西

5R1Z-ZC★
武田　賢治
（新倉敷）

倉敷 倉敷中央 倉敷東 倉敷真備

6R1Z-ZC★
片岡　秀憲
（井原）

井原 金光 矢掛 笠岡東

6R2Z-ZC
川上　隆司
（総社雪舟）

新見 総社 高梁 総社雪舟

7R1Z-ZC★
聲高　昌可
（鳥取砂丘）

鳥取 鳥取中央 鳥取いなば 鳥取久松 鳥取千代 鳥取砂丘

7R2Z-ZC
南　　章彦
（倉吉グレート）

倉吉 倉吉打吹 倉吉北 倉吉
グレート

8R1Z-ZC
藤友　裕美
（西伯南）

米子 米子錦 西伯南

8R2Z-ZC★
森岡　俊夫
（境港美保）

境港 米子
グレートサウス 境港美保 米子城山 湯梨浜

みらい

倉敷阿知 倉敷天領 倉敷平成 倉敷
ほほえみ 新倉敷

おかやま
MOMO

元地区ガバナー
地区名誉顧問
小野　宗次
（倉敷真備）
元地区ガバナー
地区名誉顧問
尾﨑　　博
（岡山西）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
井上　亮二
（倉吉中央）
元地区ガバナー
地区名誉顧問
一井　淳治
（岡山後楽）

元地区ガバナー
地区名誉顧問
松本　正福
（境港）

8R
角　　昌夫
（米子）

7R
吉野　恭介
（鳥取千代）

6R
小野　義則
（金光）

5R
小田　圭一
（倉敷）

4R
三宅　雅己
（玉野渋川）

3R
林田　民雄
（津山さくら）

2R
犬飼　　徹
（岡山せとうち）

1R
大森 後藤治
（西大寺）

GMT地区コーディネーター
難波　　進
（岡山あげは）

GLT地区コーディネーター
高尾　佳孝
（境港）

SCP/FWT地区コーディネーター
斉藤　由香
（岡山みらい）

8R
松本　善文
（境港）

7R
深田　　孝
（倉吉）

6R
鳴本　哲矢
（笠岡東）

5R
浅野　裕三
（倉敷中央）

4R
武政　信人
（倉敷西）

3R
山根　卓夫
（真庭）

2R
妹尾　隆弘
（岡山東）

1R
藤原　利幸
（吉永）

8R
浦川　英敏
（境港美保）

7R
阪本　茂一
（倉吉打吹）

6R
冨谷　公男
（新見）

5R
大森　　潤
（倉敷東）

4R
三澤　敏幸
（児島鷲羽）

3R
国政　　省
（津山）

2R
北山　和憲
（岡山操山）

1R
杉山　幸男
（和気）

8R1Z-ZC兼務
藤友　裕美
（西伯南）

6R2Z-ZC兼務
川上　隆司
（総社雪舟）

5R1Z
白神　一彦
（倉敷天領）

3R1Z-ZC兼務
大戸　司朗
（津山やよい）

2R1Z-ZC兼務
有本 みどり
（岡山ハーモニー）

1R1Z-ZC兼務
山下　耀広
（岡山後楽）

7R1Z-ZC兼務
聲高　昌可
（鳥取砂丘）

5R1Z-ZC兼務
武田　賢治
（新倉敷）

4R2Z-ZC兼務
丸川　秀雄
（玉島）

3R2Z-ZC兼務
高井　保昌
（真庭旭）

1R4Z-ZC兼務
則次　春賢
（備前）

1R2Z-ZC兼務
港　　定明
（邑久）

8R2Z-ZC兼務
森岡　俊夫
（境港美保）

7R2Z-ZC兼務
南　　章彦
（倉吉グレート）

6R1Z-ZC兼務
片岡　秀憲
（井原）

4R1Z-ZC兼務
楠本 新太郎
（倉敷王子）

2R2Z-ZC兼務
岡田 アキ恵
（岡山京山）

1R3Z-ZC兼務
安井　　要
（岡山吉備）

7R
山口　　博
（倉吉北）

8R
角　　正夫
（米子城山）

6R
小野　和夫
（高梁）

5R
武本　　堅
（倉敷真備）

3R
緒形　　尚
（湯原）

2R
信原　好貴
（岡山ひかり）

1R
岩田　芳典
（岡山パール）

8R
永見　　仁
（米子錦）

6R
山野　豊久
（矢掛）

4R
大橋　精司
（倉敷南）

1R
石上　昌弘
（岡山）

6R
加藤　卓司
（総社）

8R
入江　　誠
（湯梨浜みらい）

5R
坪井　一廣
（倉敷阿知）

4R
守本　良介
（倉敷水島）

3R
豊福　康子
（津山衆楽）

2R
土師　健嗣
（岡山マスカット）

1R
山田　正幸
（岡山城東）

GST地区コーディネーター
岡嶋　正和
（岡山あげは）

GMT/FWT委員会

GLT委員会

GST/LCIF委員会

MC委員会

アラート委員会

地区年次大会

YCE/青少年健全育成
委員会

GMA副リーダー兼務
難波　　進
（岡山あげは）

MC委員長
住吉　孝文
（玉野）

アラート委員長
川本 浩一郎
（岡山みらい）

大会委員長
岡田 幸一郎
（鳥取）

実行委員長
山名　立洋
（鳥取）

実行委員長
北村 龍一郎
（倉吉）

YCE/青少年健全育成委員長
江原　　忍
（鳥取中央）

GMAチームリーダー（新クラブ担当）
（FWTコーディネーター兼務）

斉藤　由香
（岡山みらい）

GMAチームリーダー（新会員担当）
（GLTコーディネーター兼務）

高尾　佳孝
（境港）

GMAチームリーダー
（会員満足度向上担当）

（GSTコーディネーター兼務）
岡嶋　正和
（岡山あげは）

★印　リーダーZC

ORGANIZATION CHART

2022年6月29日 現在
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◆西大寺ＬＣ　　◆岡山フェニックスＬＣ　　◆邑久ＬＣ
◆岡山城東ＬＣ

◆岡山ＬＣ　　　◆岡山烏城ＬＣ　　　◆岡山後楽ＬＣ
◆御津ＬＣ　　　◆岡山パールＬＣ

　今年度１Ｒ１ＺのＺＣを仰せつかりました岡山
後楽ライオンズクラブの山下耀広です。
　６月より研修会等を通じて、地区の置かれて
いる状況を詳しく知れば知るほどＺＣの役割の
大きさを実感しております。新しい取り組みであ
るＳＷＯＴ分析（強み・弱み・機会・脅威）を
クラブ内はもちろんゾーン内の共通認識として、
各クラブが“地域に寄り添い 未来に繋がる ”奉
仕活動や“明るく・楽しく・元気な” 例会ができ
るよう皆さまと一緒に考えながら、地区ガバナー
とクラブの架け橋となるように精進してまいりた
いと思います。
　１年間どうぞよろしくお願いします。

　この度１Ｒ－２Ｚのゾーンチェアパーソンを務
める港です。１Ｒ－２Ｚの中の視点しかなかった
自分がキャビネットに出かけてゆくことになりま
した。広い視野での考えが自分にできるのか、
はなはだ疑問ではありますが与えられた役割を
しっかり務めたいと思います。自分の中では会
員相互の融和促進を第一に努めたいと思いま
す。
　この１年よろしくお願いいたします。

山下　耀広 港　 定明
（岡山後楽） （邑久）

ゾーン・チェアパーソン ゾーン・チェアパーソン

1Region

1Zone 2Zone
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◆岡山吉備ＬＣ　　　◆岡山ブルーＬＣ　
◆岡山みらいＬＣ

◆備前ＬＣ　　　◆備前三石ＬＣ　　　◆日生ＬＣ
◆和気ＬＣ　　　◆吉永ＬＣ

　今期１Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソンを仰せ
つかりました岡山吉備ライオンズクラブの安井
要です。
　今年度より１Ｒ－３Ｚは３クラブになってしまい
ましたが、残された３クラブ会員の皆様方と力
を合わせて精一杯奉仕活動に精進してまいりま
す。
　ゾーン・チェアーパーソンとして私の役目は、
キャビネットからの伝達を、正確・敏速に各ク
ラブへお伝えし、また各クラブからのご意見を
キャビネットに提案するのが、使命と思っており
ます。
　キャビネット会議は勿論ですが、あらゆる会
議、研修会には積極的に参加し、西尾ガバナー
の目標の一つである会員増強と会員の維持
に、会員ともども努力してまいります。
　今年度一年間ご理解とご支援ご協力を宜しく
お願い致します。

　私たちの属する４Ｚは、県の東部にあります。
５クラブありますが、いずれも会員は減少の一
途をたどっています。
　然しながら地域への密着度と、ゾーン内の
繋がりはどこにも負けてはいないと思っていま
す。合同ゴルフコンペなどを通してまたここの
ところはコロナ禍で行われてはいませんが、飲
食を伴った合同例会で各会員間の親睦をは
かっております。
　また、毎年クラブ順に合同アクティビティを行
い、地域への貢献の一端を担っています。限
られた予算の中から　わずかな支出でも５クラ
ブ集まれば結構な活動ができていると自負して
います。
　一昨年からはアラート関係で、地元の社会
福祉協議会とタイアップして災害を考える事も
始めました。マンネリ化した行事だけではなく、
新しい事にチャレンジして行く事も思考中です
が、会員の高齢化、及び予算化がネックになっ
て、話は進でいません。皆様方のお知恵を貸
していただければ幸甚に思います。

安井 　要 則次　春賢
（岡山吉備） （備前）

ゾーン・チェアパーソン ゾーン・チェアパーソン

3Zone 4Zone
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　今年度２Ｒ１ＺのＺＣを拝命いたしました岡山
ハーモニーＬＣ所属 有本みどりです。ＺＣとし
て初めての公式訪問やクラブ例会訪問等に没
頭しておりましたが、ゾーンをけん引していく職
務の重さを今更ながらにヒシヒシと感じていま
す。
　ガバナーの方針をゾーン内各クラブの会員
各位と情報を共有し合い、意見を交換し合い、
笑顔で協力し合えるよう、私なりに精一杯努力
していきたいと思っています。
　この３年間はコロナウィルスの蔓延より、幾
度となく行動制限も繰り返され、会員減少もや
むを得ない状況であったかと思います。そして、
この会員減少は、アクティビティやクラブ運営
に少なからず悪影響を及ぼしています。
　ゾーン内クラブが協力し合い、活気あるアク
ティビティを広くＰＲしながら実施することによっ
て、会員増強に繋がれば〜と考えています。
　決して先行き明るい状況とは言えない中での
スタートではありますが、この一年間キャビネッ
トとのパイプ役として、『明るく』『楽しく』『元
気よく』やり遂げたいと思います。
　皆様方の多大なご理解とご協力を賜りますよ
う、何卒よろしくお願い致します。

　今期２Ｒ－２Ｚゾーン・チェパーソンに就任し
ました、岡山京山ライオンズクラブの岡田アキ
恵でございます。
　就任したとはいえ、我がクラブ内で紆余曲
折がありながら、私が最終的にＺＣに決定した
のは、研修会も終わり、新年度を待つばかり
の６月に入ってからでした。会長・幹事の経験
はあるとはいえ、ゾーン・チェアパーソンは、「地
区ガバナーの指導監督のもとに、ゾーン内の
最高運営責任者を務める。」とあり、具体的な
任務も「（ａ）〜（ｎ）」と、『ＭＤ３３６運営マニュ
アル』にありますが、はたしてこの重責をこな
すことができるのだろうか？！ と考えましたが、
我がクラブの今期理事の面々が、「バックアッ
プするから頑張れ！」との励ましで、重責では
ありますが、私としてできることを精一杯頑張る
ことと致しました。しかし、我がクラブはもとより、
ライオンズクラブメンバーの激減、退会者の続
出等、会員増強が喫緊の課題ですが、コロナ
禍ではありますが、先ずは楽しい奉仕活動を楽
しい仲間と共に活動し、ゾーン各クラブの執行
部ともしっかりと連携して、これからのクラブ運
営を考えていければと思いますので、どうぞ宜
しくお願い致します。

有本みどり 岡田 アキ恵
（岡山ハーモニー） （岡山京山）

ゾーン・チェアパーソン ゾーン・チェアパーソン

1Zone 2Zone

◆岡山東ＬＣ　　　 ◆岡山西ＬＣ　 ◆岡山南ＬＣ
◆岡山あげはＬＣ　 ◆岡山北ＬＣ　 ◆岡山マスカットＬＣ
◆岡山ハーモニーＬＣ

◆岡山操山ＬＣ　◆岡山ひかりＬＣ　　◆岡山京山ＬＣ
◆岡山中央ＬＣ　◆岡山せとうちＬ
◆おかやまMOMOＬＣ

2Region
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　本年度３３６－Ｂ地区、西尾地区ガバナーの
下３Ｒ－１ＺのＲＣ兼ＺＣを務めさせて頂きます、
津山やよいライオンズクラブの大戸と申します。
　皆様方には色々とご無理をお願いしご迷惑
をお掛けすると思いますがよろしくお願い致しま
す。
　今のライオンズクラブに於いて一番の課題
は、会員の減少と高齢化です。その改善策の
一つとして西尾地区ガバナーが今年２月の第一
副地区ガバナーのおりに、次期ＺＣ予定者と次
期会長予定者を対象とした「Ｇ・Ｍ・Ａ」研修会
を行い、そこで会員増強為の様々な戦略と戦
術を用い取り組む方法を皆で話し合いました。
　私が所属する津山やよいライオンズクラブも
以前は百名を超える会員数でしたが、現在は
その数も四分の一に減少し何かのアクティビ
ティを試みても内容が縮小され規模も限られた
活動になりメンバー全員の達成感もおのずと乏
しいです。やはり数は支えに人は力に成ります。
　一人ひとりが今の現実を認識し、お互いに
知恵を出し合い力を合わせて会員増強を図り、
この危機を乗り越えライオンズクラブの益々の
発展を目指しましょう。
　明るく楽しいライオンズクラブ活動を進めて
行きましょう。
　皆様のお力添えよろしくお願い致します。

　３Ｒ２Ｚ－ＺＣに就任しました真庭旭ＬＣ所属
の高井保昌と申します。浅学菲才の身ではあり
ますが精一杯の努力を重ね、２Ｚの発展に心血
を捧げてまいる所存であります。
　さて、３Ｒ２Ｚは、岡山県の北部に位置する
真庭市にある５つのＬＣで構成されています。２
Ｚの合同Activityは、地域特性を生かした小学
生や幼児を対象とした「乗馬教室」、市内小・
中学校プールの水質浄化を図るＥＭ菌の投入、
災害時における真庭市社会協議会との協定締
結に基づく緊急時対応などに取り組んでいま
す。また、昨年度から真庭市のＳＤＧｓを共同
で推進するパートナーにも全５クラブが登録し、
それぞれのクラブの活動を通じＳＤＧｓの推進
に努めています。
　現在、３Ｒ２Ｚの喫緊の課題ですが、他のゾー
ンと同様にクラブ会員の増強にあります。真庭
市が置かれている少子高齢化や中山間地域と
いった人口減少が続く中、如何に会員を増強
し会の維持を継続するか、新組織として創設さ
れたＧＭＡチームの一員として皆様と模索して
一筋の光明を見出せればと考えています。

大戸　司朗 高井　保昌
（津山やよい） （真庭旭）

ゾーン・チェアパーソン ゾーン・チェアパーソン

1Zone 2Zone

◆津山ＬＣ ◆津山鶴山ＬＣ ◆津山やよいＬＣ
◆津山さくらＬＣ ◆津山衆楽ＬＣ

◆真庭ＬＣ　　　◆真庭旭ＬＣ　　　◆湯原ＬＣ
◆落合ＬＣ　　　◆蒜山ＬＣ

3Region
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　この度、４Ｒ・１Ｚ　ゾーン・チェアパーソン
に就任いたしました。倉敷王子ライオンズクラ
ブの楠本新太郎です。今後の活動と致しまして
地区ガバナーの運営方針に基づきゾーン内の
各クラブに伝達推進し、また各クラブからの要
望及び意見を取りまとめてキャビネットへ伝達し
情報交換をいたします。また、ＧＭＴ会員増強・
ＧＬＴ指導力育成等各チームがゾーン内のクラ
ブを支援する方法について討議するよう努めま
す。そしてＧＭＡ会員満足度向上担当メンバー
として遂行し会員増強に繋げていきましてクラ
ブの充実により地域社会の奉仕活動に貢献で
きればと願っております。１年間よろしくお願い
致します。

　原稿を書くにあたり、先輩ＺＣがどのように
考え、就任されたか、３年分の原稿を読ませて
頂きました。その中で「さすが」と思ったのは、
平山前ガバナーの原稿でした。ポイントを押さ
え、謙虚に、かつ前向きに考えておられる姿
勢に、やはりガバナーをされる方は、どこか違
うなと、感心しました。
　さて私ですが、クラブ会長をして７年目、縁
の下の力持ちの気分になっていましたが、研
修会、キャビネット会議、ゾーン内のクラブ訪
問が終了し、よし今度は西尾ガバナーをお迎え
しての「諮問委員会」 「合同例会」と、準備万
端整え張り切っていた矢先、岡山県に「ＢＡ５
対策強化宣言」が発令され、やむなく中止の
決断をする事となりました。まるで風船の空気
が抜けたような感じになっていましたが、この
原稿を書く事により、もう１度ファイトが湧いて
来ました。
　今年はゾーン内全クラブが、会員が１人でも
増えるよう、全力投球します。
　西尾ガバナー、４Ｒ－２Ｚの皆様と「明るく・
楽しく・元気よく」ワンチームで頑張っていく所
存です。
　ご協力よろしくお願いします。

楠本 新太郎 丸川　秀雄
（倉敷王子） （玉島）

ゾーン・チェアパーソン ゾーン・チェアパーソン

1Zone 2Zone

◆児島ＬＣ　　　　◆玉野ＬＣ　　　　◆児島鷲羽ＬＣ
◆玉野渋川ＬＣ　　◆倉敷王子ＬＣ　　◆倉敷ローズＬＣ

◆玉島ＬＣ　　　◆倉敷水島ＬＣ　　　◆倉敷南ＬＣ
◆倉敷西ＬＣ

4Region
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　この度、３３６Ｂ地区５Ｒ－１ＺのＺＣに就任い
たしました、新倉敷ライオンズクラブ所属の武
田賢治です。
　５Ｒでは、昨年度に１Ｚ３クラブ、２Ｚ６クラブ
を協議の末１Ｚ９クラブとして今期より活動いた
しております。
　新型コロナウイルス蔓延の為、ライオンズ活
動も制限を受けなかなか満足のおける活動が
できていない状態です。クラブの内外に問題、
課題が山積しておりますが、各クラブに共通す
るものも多く、情報を共有しつつ、各クラブとキャ
ビネットを繋ぐパイプ役として、頑張っていくつ
もりでありますので、皆様のご協力、ご支援を
賜りますよう、よろしくお願いいたします。

武田　賢治
（新倉敷）

ゾーン・チェアパーソン

1Zone

◆倉敷ＬＣ　　　 ◆倉敷中央ＬＣ　　　 ◆倉敷東ＬＣ
◆倉敷真備ＬＣ　 ◆倉敷阿知ＬＣ　　　 ◆倉敷天領ＬＣ
◆倉敷平成ＬＣ　 ◆倉敷ほほえみＬＣ　 ◆新倉敷ＬＣ

5Region
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　６Ｒ－１Ｚ ゾンーチアパーソン(ＺＣ)を拝命い
たしましたので、一言ご挨拶申し上げます。
　ＺＣの任務は、地区ガバナー・キャビネット
の方針意向を、１ゾーン所属の４ライオンズクラ
ブ(ＬＣ)に伝へ、またＬＣの活動状況・意見を
キャビネットへ報告し、所属クラブが共に健全
なクラブで有り続けるためのパイプ役でありま
す。また、本年度よりＧＭＡ（グローバル・メ
ンバーシップ・アプローチ）が始まります。ＧＭ
Ａの目的は「新クラブ結成」「新会員獲得」「会
員満足度の向上」いわゆる会員増強でありま
す。未だ経験したことのないシステムでござい
ますので充分把握し、ゾーン内の各クラブにお
話出来るよう努めてまいりたいと思います。
　私自身、未だ不馴れでございまして誠に微
力ではございますが、本年度一年間、与えら
れた職責を全うし、いささかなりとも１ゾーン内
各クラブのお役にたてますよう、誠心誠意務め
て参る所存でございます。１年間どうぞよろしく
お願いいたします。

　この度、６Ｒ・２Ｚのゾーンチェアパーソンに
就任いたしました、総社雪舟ライオンズクラブ
の川上隆司です。大役を仰せつかり、１年間
頑張っていきたいと思います。
　西尾ガバナーの元ガバナー方針に従って、
会員増強や会員の退会防止に努めて参り、ラ
イオンズクラブが楽しく・有意義のある本来の
ライオンズクラブのあるべき姿にして、会員の
ライオンズクラブに対するライオンズクラブ愛を
高めていきたいと思います。
　各種研修・会議を通じより良いライオンズク
ラブになる様、クラブの橋渡し役になりクラブ
の問題となるような事は早めにクラブと話し合
いを行い解決していきたいと思います。
　ライオンズクラブが今後とも繁栄出来ます様
西尾ガバナーの方針に乗っ取り、力の限り頑
張っていきたいと思いますので、宜しくお願い
致します。

片岡　秀憲 川上　隆司
（井原） （総社雪舟）

ゾーン・チェアパーソン ゾーン・チェアパーソン

1Zone 2Zone

◆井原ＬＣ　　　◆金光ＬＣ　　　◆矢掛ＬＣ
◆笠岡東ＬＣ

◆新見ＬＣ　　　◆総社ＬＣ　　　◆高梁ＬＣ
◆総社雪舟ＬＣ

6Region
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　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。
　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
会員皆様の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。キャ
ビネット皆様、６ＬＣの皆様のご指導ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

　今年度、７Ｒ－２Ｚ  ＺＣを務めさせて頂くこと
となりました。１年間よろしくお願い致します。
　今年度の国際会長スローガン、３３６－Ｂ地
区アクティビティ・スローガン、地区ガバナー・
スローガンこれらを私なりに短くまとめれば「時
代の変化に対応し、みんなで楽しく活動するこ
とで、地域そして我々の喜び・満足につなげよ
う」となると思います。
　コロナ禍の活動制限等によりクラブの弱体
化・会員の意識低下が感じられる今日、もう一
度初心に立ち戻り、会員自身のクラブ満足度
を向上させることが必須であり、今求められて
いることだと思います。これ無しでクラブの存
続・会員増強は不可能です。クラブ内の更な
る充実を図って頂きたいと思います。そのため
のお手伝いが少しでも出来ればと思っていま
す。
　「Ｗｉｔｈコロナ」今年度は力を蓄え、元気で、
新たなスタートとなる年度にして行きましょう。
皆様のご支援、ご協力をお願い致します。

聲高　昌可 南　 章彦
（鳥取砂丘） （倉吉グレート）

ゾーン・チェアパーソン ゾーン・チェアパーソン

1Zone 2Zone

◆鳥取ＬＣ　　　  ◆鳥取中央ＬＣ　  ◆鳥取いなばＬＣ
◆鳥取久松ＬＣ　  ◆鳥取千代ＬＣ　  ◆鳥取砂丘ＬＣ

◆倉吉ＬＣ　　　◆倉吉打吹ＬＣ　　　◆倉吉北ＬＣ
◆倉吉グレートＬＣ

7Region
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　今年度８Ｒ－１Ｚ・ＺＣに任命されました西伯
南ライオンズクラブ所属の藤友裕美です。
　ゾーンチェアパーソン職務としては、ガバナー
の方針を受けて基本に返り新たな発想でクラ
ブの点検をして、キャビネットとの連携を密にし
て活動方針に沿って活力あるゾーンの活動に
浸透できれば活動の一つと考えております。
　近年、会員の減少が続いており会員確保が
大きなテーマとなっております。魅力ある活動
により１名でも多くの新規会員確保になればと
願っております。
　また、以前からの８Ｒの課題でありますゾー
ンの再編についてゾーン内の各クラブ意見集
約を図り１ゾーンに出来るような取り組みが出
来ればと思っております。
　コロナの終息が見通せない中にあって、活
動に当たっては、感染防止対策を十分確保し
ての活動になり会員の皆様には大変な労力が
必要となり戸惑いが生じており活動の難しさを
痛感いたしております。
　最後になりましたが、ゾーン・チェアパーソ
ンの大役をいただき大変不安でありますが、
キャビネット、１ゾーン会員皆様の御指導の中で
１年間の職責を果たしたいと思います。どうか
よろしくお願い致します。

　２０２２年度８Ｒ－２Ｚ・ＺＣの森岡俊夫です。
　世界の人口が８０億人に達しようとしている昨
今、日本の人口は減少期を迎え、高齢化率も
急激に増加しています。昭和４０年代からの高
度成長期から経済の衰退期に入り、それに呼
応するかのようにライオンズクラブ会員も全国
的に減少傾向にあります。昨年度３３６Ｂ地区
全体で１４６名の会員減という厳しい状況であ
りました。
　３３６Ｂ地区全体で１４６名減員となった原因
は、人口減等の社会的な要因だけでなく、組
織として本当に機能しているのかと疑問に思わ
れていた会員も多かったからではないでしょう
か。早い段階で問題を解決し、再出発を図ら
なければならないと考えています。 でなけれ
ば、今年度も昨年同様いやそれ以上の会員減
につながりかねないと危惧しています。そうな
らないよう今年度８Ｒでは、昨年の４名増を上
回る会員増員を図れるよう微力ではあります
が、各クラブ会員としっかりと意思疎通を図り、
ＺＣとしての責務を果たしてまいりたいと考えて
おります。１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。

藤友　裕美 森岡　俊夫
（西伯南） （境港美保）

ゾーン・チェアパーソン ゾーン・チェアパーソン

1Zone 2Zone

◆米子ＬＣ　　　◆米子錦ＬＣ　　　◆西伯南ＬＣ ◆境港ＬＣ　　　　◆米子グレートサウスＬＣ
◆境港美保ＬＣ　　◆米子城山ＬＣ　　
◆湯梨浜みらいＬＣ

8Region
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　この度、西尾ガバナーより拝命を頂き、地区Ｇ
ＭＴコーディネーターを仰せつかりました、岡山
あげはＬＣ所属 難波進と申します。
　現在、会員の減少・クラブの解散等、地区にお
いては様々な問題があります。
　今期から始まりましたＧＭＡ（グローバル・メン
バーシップ・アプローチ）の取り組みにガバナー・
第１第２副地区ガバナー・ＧＬＴ・ＧＳＴ・ＦＷＴ各
コーディネーターと一緒にガバナー目標の純増
３０名を達成出来るように頑張りたいと思いま
す。
　また委員会メンバーと各クラブの現状を把握
していくことも重要課題であるとも考えています。
　諮問委員会・研修会等でクラブメンバーの皆
様のご支援・ご協力をお願い出来ればと存じま
す。
　一生懸命に努めて参りますので、何卒よろしく
お願い申し上げます。

　今期、西尾ガバナーの下、地区ＦＷＴコーディ
ネーターを拝命致しました岡山みらいライオンズ
クラブ所属の斉藤由香です。一年間どうぞよろし
くお願い致します。
今期ＦＷＴの課題としましては、
① 会員増強《ＧＭＴおよびＧＡＴと協力して目標

達成していく》
家族会員・女性会員の増強はもとより、今期よ
り学生ボランティア・学生会員プログラムが開
始されたためそちらも推奨していく

② ＳＣＰ支部（クラブ）の推奨
現在年間で結成される新クラブの５０％以上
がスペシャルティクラブとなっている

③ 継続事業の推奨
・小児がんや先天性の脱毛症、不慮の事故な

どで頭髪を失った子どもの為に無償で提供
する『ヘアードネーション』

・「学びの機会」や「衣食住」が十分でない子
どもたちを支援しているＮＰＯなどを支援す
る、“夢を、貧困につぶさせない”『こどものみ
らい古本募金』

となっております。
　まだまだ続くコロナ禍の中活動が制限される
今、それでも人と人の繋がりは会員増強におい
て大切です。継続事業は、各家庭・各企業ででき
るボランティアとなっておりますので、いままで取
り組んでこられなかったクラブもアクティビティへ
のご検討をお願い申し上げます。
　アクティビティをきっかけに会員増強に繋がっ
ていただけたらと願っています。
　どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げま
す。

ＧＭＴ
地区コーディネーター

SCP・FWT
地区コーディネーター

難波　　進 斉藤　由香
2R－1Z
岡山あげはライオンズクラブ

1R－3Z
岡山みらいライオンズクラブ

地区GMT／SCP・FWT委員会

地区委員会ご挨拶
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　今期ＧＬＴ地区コーディネーターを拝命いたし
ました境港ライオンズクラブの高尾佳孝です。初
めての地区コーディネーターということで、力不
足の感はありますが、精一杯務めさせていただ
きます。よろしくお願い致します。
　今期ＧＬＴ委員会といたしましては、地区アク
ティビティ・スローガン「地域に寄り添い　未来
に繋げる新たな挑戦」を継承、実践していくため
に、数年コロナ禍で開催できなかった各種研修
会を再開したいと考えます。早期に開催日程・講
師を決定し、各クラブに研修内容を周知していた
だくことで、一人でも多くのメンバーに参加して
いただけるよう努力いたします。併せて、“ライオ
ンズ学習センター”の活用や“Ｌｅａｒｎ”での研修
会報告等も周知していただける仕業をしてまいり
ます。
　西尾ガバナーの下、経験豊富な各委員会の
コーディネーター、ＧＬＴ委員会の皆様のご協力
をいただき目標達成に向けて邁進してまいりま
すので、どうぞ宜しくお願い致します。
① 次世代リーダーシップ研修会の開催

地区アクティビティ・スローガン「地域に寄り添
い　未来に繋げる新たな挑戦」を継承・実践
し、次世代を担うリーダーを育成するための
研修会の開催。

② 新会員研修会の開催（年２回）
新たに入会されたメンバーにライオンズクラ
ブの歴史や存在意義を知っていただき、より
深くライオンズの「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」精神を理解し
ていただくための研修会の開催。

③ “ライオンズ学習センター”の活用
「リーダーシップスキルを高める機会の提供」
履修コースの案内等、メンバーへの周知を図
る

④ “Ｌｅａｒｎ”による研修報告の実施
すべての研修会等を“Ｌｅａｒｎ”で報告する

　ＧＳＴ地区コーディネーターを拝命しました岡
山あげはライオンズクラブの岡嶋正和です。
今期は西尾ガバナーの下、ＧＳＴとして

＊ 糖尿病予防啓発
＊ 献血活動
＊ 検眼推進運動
＊ ＭＹＬｉｏｎでの奉仕報告を９０％以上

ＬＣＩＦとして
＊ 地区・クラブ交付金の有効活用研修
＊ クラブ・個人参加率対前年２０％向上
＊７ ０％のクラブの１００％会員参加

以上の命題を頂いております。
　８月末までに前期までの数値・推移を確認し、
ＰＤＣＡ回すべく、委員の皆様とＺＣのお力をお
借りして行動してまいります。
　糖尿病予防啓発講演は、２から３会場を計画。
　ＬＣＩＦ交付金活用研修は、他委員会とも協力
し開催する予定です。
　各クラブの現状把握が一番の課題と考え、今
期から始まるＧＭＡチームとも協力体制を取り来
季へと繋がるべく努力いたしますので、ご助言、
ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

　一年間宜しくお願い致します。

GLT
地区コーディネーター

GST
地区コーディネーター

高尾　佳孝 岡嶋　正和
8R－2Z
境港ライオンズクラブ

2R－1Z
岡山あげはライオンズクラブ

地区ＧＬＴ委員会 地区ＧＳＴ委員会

地区委員会ご挨拶
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　２０２２年－２０２３年西尾ガバナーの下２回目
のＭＣ委員長（メディアコミニュケーション）を拝
命しました４Ｒ－１Ｚ玉野ライオンズクラブより出
向しています住吉孝文です１年間宜しくお願いし
ます。
　２０１９年１２月頃より日本もコロナ禍により、時
代の変化が急激に変わり、感染拡大防止策とし
て三密を避けるため、集団での行動・活動、不要
不急の外出自粛や企業への休業要請などによ
り日本経済、社会に大きな影響を与えていますラ
イオンズクラブにおいてもすべての事業を見直し
しなければならなくなりました。
　その中で、ガバナースローガン『調和と融合　
明るく・楽しく・元気よく』を皆様にお伝えしてい
き、各クラブがライオンズ活動が出来るように皆
様と共に活動して参りたいと思います。
　１年間どうぞご協力よろしくお願い致します。

　全国各地では豪雨や台風等による災害が頻
発しており、また、南海トラフをはじめとする巨大
地震の発生も予測される中、ライオンズクラブに
おいても災害発生時の体制を整えることは重要
と考えます。
　アラート委員会では前期に引き続き、災害発
生時に迅速な支援が行える体制の強化、アラー
トへの理解促進や災害支援活動等を学ぶセミ
ナーの実施、社会福祉協議会を中心に他団体と
の連携促進に取り組んで参ります。更に、地区ア
ラートの組織体制や啓発等の活動規定を定める

「地区アラート規定」の策定を通じて、活動内容
を明確にしていきたいと考えております。
　各クラブの皆様には、アラート委員会の活動
にご理解をいただき、クラブ内へのアラート委員
会の設置及び委員長・副委員長の選任、災害発
生時に活動頂ける可能性のある会員には「３３６
－Ｂ地区　アラート・チーム」への登録等、支援体
制の強化にご協力をお願い致します。
　また前期は、岡山市・鳥取市・倉敷市・津山市・
真庭市・美作市の社会福祉協議会と「災害時に
おけるボランティア支援に関する協定」を締結し
ました。今期も引き続き協定締結を推進し、平素
から顔の見える関係づくりを進めて参ります。
　今期も皆様には大変お世話になりますが、１
年間よろしくお願い致します。

MC委員長 アラート委員長

住吉　孝文 川本   浩一郎
4R－1Z
玉野ライオンズクラブ

2R－1Z
岡山あげはライオンズクラブ

ＭＣ委員会 アラート委員会

DISTRICT COMMITTEE
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　このたび、ＹＣＥ／青少年健全育成委員長を
拝命しました鳥取中央ライオンズクラブの江原と
申します。初めての地区委員長でその重責をひ
しひしと感じているところでございます。
　さて、当委員会の主な事業は、まず青少年健
全育成の事業として恒例の国際平和ポスターな
らびにライオンズ国際作文コンテストです。すで
にお取り組み頂いている事と思いますので沢山
のご応募をよろしくお願いいたします。
　つぎに薬物乱用防止につきまして、薬物乱用
防止教育認定講師養成講座の開催を積極的に
推奨して行きたいと思います、ご多忙とは思いま
すが多数の参加をお願いいたします。
　そしてライオンズクエスト事業につきましては
状況を見ながら進めていきたいと考えておりま
す。
　最後にＹＣＥ事業につきましてもコロナ禍の影
響を受けて今年も中止と決まっております。来年
実施されるようであれば多くのクラブのアクティ
ビティにＹＣＥ事業を導入していただきたいと
思っております。どうか一年間会員皆様のご協力
をよろしくお願いいたします。

　この度、地区年次大会委員長を拝命しました
鳥取ライオンズクラブの岡田幸一郎です。
　鳥取市での大会は２５年ぶりに、令和５年４月
１６日とりぎん文化会館にて年次大会を開催い
たします。前日の１５日には旭国際浜村温泉ゴル
フ倶楽部での記念ゴルフ大会、同日夕方には前
夜祭をホテルニューオータニ鳥取にて開催を予
定しております。
　現在、コロナウイルスの収束を見通す事が出
来ない中、７Ｒ１０クラブがホストクラブとして年
次大会を担当いたします。
　年次大会に参加された皆様方から有意義で
良い大会だったと思って頂けるようホストクラブ
一同準備に取組んで参ります。そして、久方ぶり
ですが年次大会のホストを務めることで７Ｒのク
ラブ同志が今まで以上に親近感・連帯感が生ま
れる大会に成る事を期待しています。
　最後になりますが第６９回地区年次大会には
出来るだけ多くの方々のご参加をお願い申し上
げますと共に、コロナ感染症の一日も早い収束
を祈念申し上げ挨拶といたします。

ＹＣＥ担当委員長・
青少年健全育成委員長 地区年次大会委員長

江原　　忍 岡田   幸一郎
7R－1Z
鳥取中央ライオンズクラブ

7R－1Z
鳥取ライオンズクラブ

地区委員会ご挨拶

ＹＣＥ／青少年健全育成委員会 地区年次大会委員会
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三谷峠の清掃活動
２０２２年７月２３日㈯
場所／三谷峠

　平成１５年７月第一回吉備・陵南おかやま
木堂まつりが開催される一週間前に会場周
辺をきれいにしようと「クリーンキャンペーン」
が開始された。ほぼ同時期に我々岡山吉備
ライオンズクラブの地元エリアである吉備・
庄・早島地区の県道に不法投棄が非常に多
かった為、元山本嘉雄会長の発案により４０
代三宅恵会長時に記念事業として三谷峠の
清掃活動を始めた。
　それ以降今日まで１７年間に渡り清掃活動
を継続しています。
　三谷峠の「クリーンキャンペーン」は今年度
も約４００メートルの区間を「不法投棄をやめ
ましょう」「不法投棄は犯罪です」の全２０本の
ポールと登り旗の交換をメインにし、長年使
用して腐敗した杭の交換を７月２３日㈯に早
朝より実施しました。

鏡野町の玉ねぎ畑と
ブランチ北長瀬

2R－1Z
岡山東ライオンズクラブ

２０２２年５月２８日㈯
場所／岡山県苫田郡鏡野町

　岡山ハーモニーライオンズクラブのご紹介
で、津山鶴山LCに所属されている方の鏡野
町にある玉ねぎ畑に伺いました。規格外の売
り物にならない玉ねぎがたくさんあるという
ことで、玉ねぎを掘ってくれるなら、いくらでも
持って行っていいとのこと。無償でいただくこ
とができました。
　汗だくになりながら、２時間くらい玉ねぎを
掘りまくりました。初めての体験でしたので、
畑仕事の大変さや台地の生命力を感じまし
た。
　市内に戻り、ＮＰＯ団体の北長瀬コミュニ
テシフリッジの支援組織に玉ねぎ４０キロを
寄贈しました。その後、一部を理事会に参加さ
れたクラブの関係者や知り合いにおすそ分
けをし喜んでいただきました。
　今年の玉ねぎは、とても甘くで美味しいの
で、飲食業に携わる者として、食べ物で奉仕
活動が出来ることが何よりも嬉しかったです。

岡山東LC旗少年野球大会
２０２２年７月１０日㈰・7月１６日㈯・１７日㈰
決勝戦
場所／邑久Ｂ＆Ｇ球場（瀬戸内市邑久町） 他

　７月１０日㈰、７月１６日㈯、１７日㈰の日程
で第11回岡山東LC旗少年野球大会が邑久
Ｂ＆Ｇ球場はじめ４箇所の会場で開催されま
した。コロナ対策として開会式は実施しない
で、閉会式・表彰式に岡山東ＬＣから４名が出
席しました。１７日の決勝戦は、当新田学童野
球クラブＶＳ芥子山ベアーズ軟式野球スポー
ツ少年団で、熱戦の末に当新田チームが優
勝しました。クラブ会長Ｌ.池田紀久男より優勝
チームに大会旗とタテが、準優勝チームに盾
が授与され、優勝・準優勝チーム全員にメダ
ルが、また、上位４チームには表彰状が授与さ
れました。
　コロナ禍でも工夫して大会が継続されてい
ることは素晴らしく、白球を追いかける選手
たちはとても眩しかったです。

盲導犬啓発活動
【学校キャラバン・街頭募金活動】
学校キャラバン ２０２２年７月６日㈬〜７月８日㈮
場所／岡山市内小学校6校
街頭募金活動 ２０２２年７月９日㈯･７月１０日㈰
場所／JR岡山駅東口

　

　今期でアクティビティ継続9年目の盲導犬
キャラバンについて、新型コロナウイルス感
染拡大で不安もありましたが、コロナまん延
防止宣言も解除され感染予防対策をしっかり
とした中で、無事に終えることが出来ました。
今期も多くの小学校から応募があり、お伺い
出来なかった小学校があることが悔やまれま
す。このような時期にお申し込み下さる小学
校と担当の先生におかれましては、非常に有
難く思います。
　いざ、盲導犬の授業が始まると、児童たち
はとても熱心に耳を傾けてメモをとり、沢山
の質問をしてくれます。帰りの際には先生方も
授業内容を大変喜んで下さいました。
　街頭募金活動では、前期から岡山西LCと
アンバサダー契約を結んでいる卓球Tリーグ

『岡山リベッツ』の白神監督と、プロバスケッ
トボールチームB3リーグ『トライフープ岡山』
の北篠海樹選手・スタッフ中本琴子様を迎
え、街頭募金活動にご協力を賜りました。目
の不自由な方と盲導犬のことを一人でも多く
の方に理解していただく活動を、今後も続け
ていくことが出来ますよう心より願っています。

2R－1Z
岡山西ライオンズクラブ

アクティビティ･レポート

1R－3Z
岡山吉備ライオンズクラブ
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アクティビティ･レポート

岡山西LC 認証50周年記念講演
『なくそう性暴力！大切な人を守るために』
２０２２年８月７日㈰
場所／ピュアリティまきび

　岡山西LC認証５０周年記念講演「なくそう
性暴力！大切な人を守るために」を８月７日
㈰に「ピュアリティまきび」にて開催いたしまし
た。前年度（2021〜2022年度）が認証50周年
でしたが、コロナのため開催を延期しておりま
した。
　岡山西LCが企画し、公益社団法人・被害
者サポートセンターおかやまVSCO(代表理
事：平松敏男弁護士)との共催で、目白大
学心理学部心理カウンセリング学科の齋藤　
梓准教授（臨床心理学）を講師に招いて、コ
ロナ禍・猛暑でしたが、約９０名の方々に参加
していただきました。
　齋藤准教授は法制審議会委員も務められ
ており、被害者の心のケア・被害者を支援す
る態勢づくりの重要性などお話いただきまし
た。
　「性暴力」の被害者の多くが誰にも相談で
きない事実に驚かされました。さらに約半数
が発症するとされる心的外傷後ストレス障害

（PTSD）への理解、周りの家族・友人そして
社会の手助けが必要であることを感じさせら
れました。

第1回全国特別支援学校
フットサル大会中国地区大会

２０２２年８月２８日㈰
場所／ＩＰＵ・環太平洋大学

　令和４年８月２８日㈰ ＩＰＵ・環太平洋大学
第１キャンパス第４体育館におきまして、一般
財団法人日本ライオンズ主催の「第１回全国
特別支援学校フットサル大会中国地区大会」
が全国特別支援学校長会、一般財団法人岡
山県サッカー協会ご後援、ＩＰＵ・環太平洋大
学サッカー部、陸上競技部のご協力で開催さ
れました。
　参加校の岡山県立倉敷琴浦高等支援学
校、島根県立益田養護学校、島根県立松江
養護学校（川津校舎、乃木校舎、安来分教
室）、島根県立出雲養護学校計６校の選手た
ちは、マスコミ取材もある中、「中国大会優勝
‼」を目標に一人ひとりが、チームのメンバー
を思いやりながら、障がいがあるとは思わせ
ない気迫あるプレーで戦いました。大歓声・
大応援の中ゴールを目指しボールを追いか
け白熱した試合を観戦し、勇気と感動をもら
いました。大会で優勝した島根県立松江養護
学校乃木校舎は、２０２２年１１月５日㈯に開
催の全国特別支援学校フットサル大会（北海
道札幌市）への出場資格を得ました。岡山西
ＬＣは設立当初より青少年健全育成のアク
ティビティに力を注いでおり、このフットサル
大会中国地区大会のお手伝いができたこと
で、今後の活動の励みにもなりました。

地域の子供会の活動支援
２０２２年８月２８日㈰
場所／芳泉小学校グラウンド・
　　　福富西三丁目集会所

　地域の子ども会の廃品回収に参加協力を
しました。子ども達と町内をまわり２トン車いっ
ぱい回収が出来ました。回収後に小学校のグ
ラウンドでレクリエーションをし、子供達も保
護者の方も一緒に体を動かし、汗を流した後
は皆でお弁当を食べました。地域の集会所に
行き、ミニ夏祭りを福富西三丁目子ども会の
役員たちと企画し開催しました。出店を担当し
子供達と一緒に楽しむこともできました。
　廃品回収・レクリエーション・ミニ夏祭りで、
様々な人との触れ合いを通して、子供達の健
全育成につながり廃品回収でのＳＤＧ‘ｓの取
り組みに達成感を感じてくれたのではないか
と思います。子ども達からのあたたかなメッ
セージ、心のこもった手作りの花束を頂き胸
が熱くなりました。

国際平和ポスターコンテスト
作品募集チラシ作成･配布

２０２２年７月
場所／岡山大学教育学部付属中学校
　　　岡山市立京山中学校

　国際平和ポスターコンテストの活動を広く
啓蒙するために作品募集のチラシを作成し
岡山大学教育学部付属中学校、岡山市立京
山中学校に約５００枚配布しました。ロシアに
よるウクライナ侵攻は五ヶ月目に入り終わり
の見えない状況になってきました。
　平和への関心が益々高まる中で子ども達
に平和の大切さをしっかりと認識してもらうた
めにこの活動は大変重要な事業だと考えま
す。

2R－1Z
岡山南ライオンズクラブ

2R－1Z
岡山ハーモニーライオンズクラブ
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周年記念式典・祝宴・事業について
２０２２年８月８日㈪
場所／木下サーカス

　岡山中央ライオンズクラブでは、認証４５周
年記念式典を２０２２年１０月１２日に岡山プラ
ザホテルで開催します。
　記念式典に先立ち記念ゴルフ大会を２０２２
年１０月１０日にたけべの森ゴルフ倶楽部で
開催します。
　４５周年の記念事業として、岡山の企業を
元気付けたいとの思いから、その中でも日本
全国の子供たちに大きな夢と感動を与える
木下サーカス株式会社様に対して何か協力
できないかと思い、木下大サーカス様のご希
望や私たちクラブで実現可能な事など様々
な協議を重ねた結果、私たちクラブで自家栽
培した人参１００キロを象さんに寄贈しようと
いう運びになりました。
　私たちクラブで取り組んでいる青少年健全
育成の一環として、津島児童学院の児童１０
名を招いて種まきと収穫を一緒に行う企画を
立て、一貫してクラブ員一同で協力して人参
の自家栽培を行いました。
　その人参の栽培を手伝ってくれた津島児
童学院の児童１０名はもちろんの事、ライオ
ンズクラブで毎年募集している国際平和ポス
ターを書いてもらっている岡山市立操明小学
校の６年生１０８名に対してチケットを贈呈し、
皆さんに観覧をしていただこうという企画を
考えました。
　岡山の企業を元気に！また将来を担う岡山
の子供たちに少しでも夏の思い出となれば
なと言うふうに思っています。

2R－2Z
岡山中央ライオンズクラブ

津山鶴山ＬＣ＆
岡山ハーモニーＬＣ合同ＡＣＴ

２０２２年７月〜継続的に実施
場所／玉ねぎ集積場所  昭和車両（鶴山LC会員）

　津山鶴山ＬＣ会員生産の玉ねぎを岡山
ハーモニーＬＣを通じて、下記施設に寄付、販
売等をした。
◇７月８日に公共冷蔵庫（北長瀬コミュニティ

フリッジ）１００㎏　各５０㎏ずつ寄付
◇７月１２日に玉ねぎ販売　１００㎏　事業資

金とする。
◇７月２４日にフードバンク岡山　３１０㎏　各

１５５㎏ずつ寄付
◇７月２４日に玉ねぎ販売　４０㎏＋α　事業

資金とする。
◇８月１１日に公共冷蔵庫（北長瀬コミュニ

ティフリッジ）１１０㎏　各５５㎏ずつ寄付
◇８月１１日に玉ねぎ販売　９０㎏　１２，０００

円　各４５㎏　６，０００円ずつ
　今後も継続的に実施する予定です。

「弥生の里」の清掃奉仕活動
２０２２年８月３日㈬
場所／津山市沼「弥生の里」

3R－1Z
津山鶴山ライオンズクラブ

3R－1Z
津山やよいライオンズクラブ

　我がクラブの名前の由来の地でもある「弥
生の里」の清掃奉仕活動は、発足以来継続
事業として毎年８月に早朝例会開催のあと
行っています。今年度で５４回目、今年も晴天
に恵まれ８月３日㈬午前６時より第１２４２回
例会を開催しました。まず会長の挨拶、社会
奉仕福祉委員長の作業説明がありました。当
日は、津山市文化財センターより１０名の職員
と我がクラブより２０名の合計３０名、全員で
ラジオ体操を行いその後、釜や草刈り機を手
に、辺り一面茂っていた弥生の里の草を約１
時間汗ビッショリになって刈り上げすっかりき
れいになり、清々しい気持ちで「弥生の里」を
後にしました。

第５９回
津山市中学生野球大会支援

２０２２年８月６日㈯〜７日㈰
場所／津山市勝部「津山スポーツセンター野球場」

　今年も津山市の夏の恒例行事になっている
「第５９回津山市中学生野球大会」が津山市
スポーツセンター野球場にて盛大に開催され
ました。コロナウイルス感染拡大防止の観点
より開会式は行われませんでしたが、津山野
球協会へ会長　竹内靖人より大会開催の助
成金を贈呈しました。閉会式には以前我がク
ラブが寄贈した優勝旗と準優勝の楯の授与
を行いました。
　経費　　　開催助成金　２０，０００円
　稼働時間　４時間×６名＝２４時間

「少年の森」草刈清掃
２０２２年７月２１日㈭
場所／少年の森

3R－2Z
真庭旭ライオンズクラブ
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　この事業は１９７６年にクラブ結成記念事
業として整備した野外活動施設「少年の森」
の草刈清掃を行うもので、以来継続事業とし
て毎年利用者が増える夏休み前のこの時期
に実施しています。この日も早朝６時より会員
８名が出席し草刈りや溝掃除、木の選定、フェ
ンスに伸びたつるを取り除くなどをして１.５時
間の奉仕となりました。きれいになったこの
施設で今夏も多くの方に利用してもらい、夏
休みの良い思い出になればと願っています。
　また作業終了後には７月第２例会（早朝例
会）とし、各委員会報告や幹事報告などを行
いました。

湯原温泉はんざき祭りへ協賛
２０２２年８月８日㈪
場所／湯原温泉街

　地域で最も大きなイベントである「第６０回
はんざき祭り」へ協賛をしています。
　はんざきとは国の特別天然記念物オオサ
ンショウウオの事で、湯原温泉は古くより伝説
があったり生息地としても指定を受けるなど、
関りが深い。はんざき祭りも、伝説に因んだお
祭りで、最も賑わう夏祭り。
　コロナ禍で３年ぶりの開催となった今年、
新型コロナ感染拡大にも注意を払い、無事終
えることが出来た。
　クラブメンバーも、祭りの実行委員であった
り、ボランティア参加や、出店協力など、様々
な形で参加をしている。イベントは地域活性
の大きな役割を果たしており、そこにメンバー
が関われたことは、地域発展にもつながる大

3R－2Z
湯原ライオンズクラブ

切な事業と考えている。はんざき祭りが１００
回を開催できるよう願っている。

湯原小学校・中学校ＰＴＡ
奉仕作業へ協力

２０２２年８月２０日㈯
場所／湯原小学校・湯原中学校

　毎年夏休みの終わりに小中学校ではＰＴ
Ａ参加による親子奉仕作業が行われます。地
域に寄り添うライオンズクラブとして、地域奉
仕も主要事業の一つであり、学校にもぜひ協
力をしたいと計画していたためこの度実現と
なった。
　早朝から親子に混じり、学校周辺整備とし
て溝掃除を中心とした役割も担い、時間内を
精一杯作業に取り組んだ。初め小学校での
作業を１時間、引き続き中学校で１時間の作
業を行った。
　今回の事業により、地域の若い世代の方
たちとの交流も出来、ライオンズクラブの周
知にもつながる良い機会となった。

日の出海岸清掃
２０２２年７月３日㈯
場所／日の出海岸
　海開き前に朝６：３０〜日の出海岸清掃

第11回
トップアスリート卓球講習会

２０２２年８月２０日㈯
対象者　小学校・中学校・高校の４０名
講師に　上田　仁（うえだ じん）
　　　　ＴＴさいたま所属
　　　　横山友一（よこやま ゆういち）　
技術指導を行っていただきました。

4R－1Z
玉野ライオンズクラブ

アクティビティ･レポート
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日の出海岸清掃
２０２２年７月３日㈯
場所／日の出海岸
　海開き前に朝６：３０〜日の出海岸清掃

第11回
トップアスリート卓球講習会

２０２２年８月２０日㈯
対象者　小学校・中学校・高校の４０名
講師に　上田　仁（うえだ じん）
　　　　ＴＴさいたま所属
　　　　横山友一（よこやま ゆういち）　
技術指導を行っていただきました。

県立農業高校との意見交換会
２０２２年８月２４日㈭
場所／県立農業高校

　高校でのブラック校則について、企業側と
して面接時の髪型・服装他どのように思って
いるか？また、ジェンダーに対して企業側は？
　生徒会を中心に２３名の生徒さんと意見交
換会を、行いました。

井原線橋脚に絵を描こう
【絵を描く期間】 ２０２２年６月１０日〜８月５日
【始まりの 会】 ２０２２年７月７日㈭
　　　　　　   １６：３０〜１７：００　

【完 　 成 　 式】 ２０２２年８月２５日㈮
　　　　　　   １２：１０〜１２：３０
場所／井原線橋脚

　コロナ禍で学校行事や部活の短縮を余
儀なくされている中学生に井原鉄道（株）の
協力のもと、井原線橋脚をキャンバスに絵を
描く機会を与える事業を行った。この事業は
２００５年から始まり、今年で１８枚の絵が橋脚
に描かれた。
　今年は真備町にある金峯寺と満開の桜を
描いた。桜のないこの時期に満開になった
桜の頃を思い浮かべ、未来に希望を持とうと
いう気持ちを絵にしている。平成３０年７月豪
雨災害と新型コロナウイルス感染症拡大によ
り将来への不安を抱く人々への元気の源と
なればと思う。８月２５日には学校関係者、井
原鉄道関係者、倉敷真備ＬＣメンバーで完成
式を行った。

5R－1Z
倉敷真備ライオンズクラブ

第45回倉敷阿知ライオンズクラブ杯
倉敷地区学童軟式野球秋季大会

２０２２年８月２０日㈯・２１日㈰・２７日㈯・
２８日㈰・９月４日㈯
場所／開会式　水島中央公園軟式野球場
　　　試　合　倉敷運動公園軟式野球場
　　　　　　　　　　　　　　　他会場

　第４５回倉敷阿知ライオンズクラブ杯倉敷
地区学童軟式野球秋季大会の開会式が３年
ぶりに人数を絞って８月２０日㈯に開催されま
した。
　開会式後、３２チームが熱戦をくりひろげて
いき９月４日には、準決勝・決勝が行われ閉
会式を迎え、優勝旗・準優勝カップを贈呈しま
す。
　この大会は、６年生にとって小学校最後の
大会で、６年生に当クラブより、メダルの贈呈
をします。

愛の献血運動
２０２２年８月６日㈯
場所／マルナカ中島店

　マルナカ中島店で第１回目お献血活動を
実施。
　献血受付者数 　７３名
　４００ｍｌ献血者　６４名
　献血協力者に、当クラブのタオル・卵を進
呈した。
　今後、１１月１２日㈯・３月４日㈯に実施予定

5R－1Z
倉敷阿知ライオンズクラブ

5R－1Z
倉敷天領ライオンズクラブ

ACTIVITY REPORT
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災害用大型テントの寄贈
２０２２年６月２６日㈰
場所／高梁国際ホテル

　令和４年６月２６日、高梁国際ホテルにおい
て新見・総社・総社雪舟・高梁の４クラブ合同
アクティビティ贈呈式を開催しました。
　諸般の都合で開催も危ぶまれておりました
が何とか、４クラブのメンバーが集い社会福
祉協議会会長へ４クラブのアクティビティとし
て、災害イベント時に使用できる大型テント３
張りを贈呈しました。
　４年前の夏の盛りの今頃、高梁川の以上
増水で沿川の地域に甚大な被害をもたらし
た記憶もメンバーの心にはっきり残っておりタ
イムリーなアクティビティになったのではと思
います。
　しかしながら、できればコロナ終焉に伴う
地域の大型イベント開催時に活用される方が
うれしいしその際にライオンズクラブとして地
域活性化のお手伝いを企画しメンバーで参
加すれば地域貢献に繋がるのではと考えて
おります。

第９回森林浴ウォーキング大会開催
２０２２年５月８日㈰
場所／とっとり出合いの森

6R－2Z
高梁ライオンズクラブ

7R－1Z
鳥取いなばライオンズクラブ

　５月８日（日）とっとり出合いの森におきまし
て第９回森林浴ウォーキング大会を開催致し
ました。当日は、晴天にも恵まれ、ウォーキング
参加者３０３名、会員スタッフ４８名に参加して
頂き、盛大に開催されました。昨年同様、コロ
ナ禍での開催という事もあり活動を制限せざ
るを得ない部分はありましたが、昨年以上に
感染症対策を万全にし、参加者の皆さんが３
蜜にならないよう配慮させて頂きました。
　開会式では、住谷会長の挨拶で始まり、ノ
ルディック協会指導員のもとストレッチ運動を
し、１０時にウォーキングをスタートしました。今
回は、新日本海新聞社、ＢＳＳとマスコミ関係
の方々にも来て頂き、大会の様子を記事やテ
レビ放送で取り上げてもらう事で事業のＰＲ
も出来きたと思います。当日は、晴天ではあ
りましたが気温の方も昨年ほど上昇する事も
なく、そよ風そして新緑がみなぎる心地よい環
境でのウォーキングであったため参加者の皆
さんは満喫出来たのではないかと思います。
また、鳥取県は日本一歩かない県民性だと
聞いております。年に１度はこのようなウォー
キング大会に参加し、心地よい汗をかいて屋
台村で美味しい食事をする事で健康増進に
繋がる素晴らしい事業だと感じました。事業
収入となる屋台村に関しては、感染予防対策
として昨年同様、全てテイクアウトとさせて頂
きました。今回は、障碍者支援施設が経営する

「菓子工房はまなす」を含む２店舗を増設す
ると共にメニューもバージョンアップしたため
参加者には大盛況で、出店者の皆様も完売
が相次ぎ大変喜ばれておりました。

池田家墓所清掃奉仕活動
２０２２年５月２７日㈮
場所／鳥取市国府町 鳥取藩主 池田家墓所

　池田家墓所清掃奉仕活動は、毎年５月の
認証記念例会終了後に、創立以来３９年間継
続事業として池田家墓所（初代〜１１代）の清
掃活動を行っています。
　春、桜のシーズンも終わり落葉等も沢山落
ちていて、約１時間程度いい汗を流しました。
作業終了後には墓所を管理しておられる池
田家墓所管理人の沖さんに、池田家の歴史
についてのお話を伺い、ここを訪れる観光客
の皆さんが気持ちよく過ごして頂ける様、活動
しております。

かき餅作り
２０２２年６月４日㈯・７日㈫
場所／６月４日  鳥取市長谷  長谷の里会館　
　　　６月７日  鳥取市徳尾  亀井堂

7R－1Z
鳥取千代ライオンズクラブ

アクティビティ･レポート
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池田家墓所清掃奉仕活動
２０２２年５月２７日㈮
場所／鳥取市国府町 鳥取藩主 池田家墓所

　池田家墓所清掃奉仕活動は、毎年５月の
認証記念例会終了後に、創立以来３９年間継
続事業として池田家墓所（初代〜１１代）の清
掃活動を行っています。
　春、桜のシーズンも終わり落葉等も沢山落
ちていて、約１時間程度いい汗を流しました。
作業終了後には墓所を管理しておられる池
田家墓所管理人の沖さんに、池田家の歴史
についてのお話を伺い、ここを訪れる観光客
の皆さんが気持ちよく過ごして頂ける様、活動
しております。

かき餅作り
２０２２年６月４日㈯・７日㈫
場所／６月４日  鳥取市長谷  長谷の里会館　
　　　６月７日  鳥取市徳尾  亀井堂

7R－1Z
鳥取千代ライオンズクラブ

　コロナの為、昨年度に続き本年度も、１月
の「鳥取大学留学生と餅つきの会」及び４月
の「チャリティバザー」が中止となり、もち米を
使って何かできないかと協議した結果、かき
もちを作って福祉施設や子ども食堂に贈って
はどうか？という話になった。時期的にはカビ
の生えやすい梅雨の時期でもあったので、仕
上げ作業は、会員の職場を借りて「切る」「乾
燥」「袋詰め」を行い、後日「鳥取市社会福祉
協議会」と産後ケア施設「やわらかい風」へ
寄贈した。
　次年度も継続事業として考えています。

第４３回中部地区少年少女のつどい
２０２２年６月１９日㈰
場所／鳥取県東伯郡琴浦町

7R－2Z
倉吉グレートライオンズクラブ

　鳥取県琴浦町にある船上山を舞台として
「第４３回中部地区少年少女のつどい」が開
催されました。
　この「つどい」は、鳥取県中部地区の４〜６
年生の小学生の希望者が一堂に集い、様々
の体験活動を通して交流を深め、仲間の輪を
広げるとともに、ふるさとの自然の素晴らしさ
を伝えていくことを目的として、鳥取県中部地
区の１市４町の教育委員会主催で毎年開催
されているものです。当クラブは、このつどい
開催にあたり例年協賛しており、メンバーも子
供たちとともに参加し、様々の活動をとおして
交流を深めております。
　今年の開催内容は、船上山の麓での「暗
夜行路」というレクリエーションと、船上山ダ
ム湖での「カヌー・いかだ体験」でした。暗夜
行路は木々に蜘蛛の巣上に張り巡らされた
ロープに鈴がつけられており、そこに目隠
しをした子供たちのグループが縦一列にな
り、鈴の音だけを頼りにロープを伝いながら
ゴールを目指すというものです。子供たちは
前が見えないという不安があったかと思いま
すが、メンバーの声掛けもあり、皆が迷いなが
らも何とかゴールすることができました。
　続いて、ダム湖でのカヌーといかだの体験
では、天候にも恵まれ、乗艇したカヌーやいか
だから船上山を望むことができる風光明媚な
景色も相まって、子供たちやメンバーが嬉々と
した表情で体験を楽しんでいたのが印象的
でした。
　最後に当クラブから子供たちに参加賞の
お菓子を配り散会となりました。また、後日、子
供たち一人一人に活動中の記念写真を贈呈
しました。
　参加したメンバーはとても疲れたかと思い
ますが、子供たちの笑顔をたくさん見ること
ができ、とても心地よい疲れであったのでは
ないかと思います。

会長アクティビティ事業　　
倉吉市立図書館へ図書寄贈

２０２２年６月２３日㈭
場所／倉吉市立図書館

　この度、会長アクティビティ事業として、倉
吉市立図書館へ１０万円分の図書を寄贈致し
ました。
　これは、我がクラブの結成以来の「青少年
の健全育成」という基本理念の下、１０年来
続けている事業であり、これまでの合計は、

６８２冊、１２５万円分となります。
　特に、学生を中心とした進学・就職に特化
した図書を寄贈させていただいております
が、館内には通称「グレート文庫」コーナーが
設置されており、多くの方々にご利用されて
おります。
　今の世の中、コロナ禍や戦争等により社
会情勢が混沌としている時代だからこそ、『雇
用』につながる進学・就職問題は、今後ますま
す重要なテーマになってくるものと考えており
ます。
　今後とも、青少年の健全育成の観点に立
ち、地域社会における情報拠点である図書館
を支援して行けるよう尽力して参ります。

第４９回郷土の歴史教室
２０２２年８月１１日㈭
場所／米子城跡桝形

　郷土の歴史教室を行うにあたって、第１回
目から毎年協力金を寄贈してまいりました。子
供たちが郷土のまちの歴史を、学びを通して
自分の町をもっと好きになってもらい、将来米
子に少しでも貢献できる大人になってもらい
たいという思いで始めた事業です。第４９回
目となる今回は、市内の小学生（４年生〜６年
生）８名、当クラブからは、会長他４名が参加
し、米子城枡形において出発式をおこないま
した。
　米子城はＮＨＫの「一度はいきたい絶景
の城」という番組において、最強の城に選ば
れ今注目を浴びています。今回は「最強の城
米子探検コース」ということで、ガイドととも
に、ＶＲでスマホなどに映る当時の米子城を
熱心に見ていました。米子城の魅力を知って
もらう良い機会に待ったと思います。子供た
ちが心豊かに、健やかに育ってくれることを
願って、今後もこの活動を継続していきたいと
思います。

8R－1Z
米子錦ライオンズクラブ

ACTIVITY REPORT
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アクティビティ･レポート／収支報告

　拝啓盛夏の候、各位にはご清栄にてご活躍のことと拝察申し上げます。昨年の当地区内熱海市における土石流
災害から早くも一年が経過いたしました。時の過ぎ去る速さに驚くとともに、その節の温かいご配慮とご支援に心より
厚く御礼を申し上げます。
　さて、大変遅くなりましたが、別紙「熱海市伊豆山土石流災害支援金収支報告書」をお送り申し上げます。支援
金口座につきましては、当初当地区として開設いたしました口座と熱海ライオンズクラブ独自の口座と２口となっており、
各口座に日本国内各地区各クラブより多くのご送金を賜りましたので、該当地区・クラブ宛にはその都度御礼状をお
送り申し上げました。別紙は、今年６月２９日現在のもので、２口宛にお送り頂きました支援金を統一し、熱海ライオ
ンズクラブに管理・支出を委託した結果の収支報告書となります。
　なお、日本国内各地区より多くの支援金をお寄せいただきましたので、現・前社日本ライオンズ理事長各位、並
びに、同アラート委員長各位宛にも当方より収支報告をお送りさせていただきました。
　以上、ご報告ととともに今回の温かいご支援とご配慮に心より感謝と御礼を申し上げます。末筆ながら、今後のご
健勝とご活躍を心より祈念申し上げます。
　誠にありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具

「熱海土石流災害支援金」収支報告について

熱海市伊豆山土石流災害支援金（地区別）　収支報告　　　　　令和４年６月２９日現在

会長：川﨑秀和、幹事：水谷幸伸、会計：相川  守

３３４－Ｃ地区　前地区ガバナー　藤井　嗣也

収　　入 支　　出
各地区　支援金収入

　　330地区　54クラブ

　　331地区　  6クラブ

332/333地区　14クラブ

　　334地区　91クラブ

　　335地区　26クラブ

　　336地区　24クラブ

　　337地区　17クラブ

　　雑収入他

　　　　利息

¥8,772,202

¥200,384

¥987,000

¥8,213,664

¥708,351

¥976,574

¥781,000

¥4,700

¥46

東京新橋LC 支援金100万含む

下田LC(見舞金100万)・伊東
LC・熱海LC支援金含む

初期預金\2,800 アラート委員
会\1,900

カタリバほか、教育４団体

障害者就労支援施設
心象めぐみ会

避難所支援

空気清浄機+ホットカーペット
（熱海市より要請） 

米（熱海市より要請）

静岡茶の国会議
（災害ボランティアより要請）

熱海市消防本部

伊豆山復興団体テンカラセン

伊豆山漁業会「復興協力金」

熱海市社会福祉協議会

振込手数料

繰越金

¥3,500,000

¥500,000

¥556,991

¥8,280,000

¥450,160

¥400,000

¥291,587

¥2,000,000

¥2,000,000

¥1,650,000

¥5,830

¥1,009,353

子どもの居場所づくりに関する教育環境支援

避難所用飲物 ￥８９,８１２
被災子供用お菓子とジュース ￥３６５,８０９
被災場所へアレンジメント花 ￥１０１,３７０

加湿機能付き空気清浄機１６０台電気ホットカ
ーペット１３０枚

被災３町へ米支援

伊豆山子ども交流会(クリスマス会)実施支援

トランシーバー１０台・乾電池 ￥２０２,１６３レ
スキュー隊用飲物 ￥８９,４２４

伊豆山浜会館 運営費用

伊豆山港 復興支援

元伊豆山農協建物を地域コミュニティの場とし
ての再利用支援

今後支援金等運用

合　計 ¥20,643,921 合　計 ¥20,643,921

ふるさと交流センター草刈作業
２０２２年６月１９日㈰
場所／鳥取県南部町ふるさと交流センター

　６月１９日㈰、月例会場としてお借りしてい
るふるさと交流センター草刈作業に、西伯南
ＬＣ会員は昨年より多い１２名が参加しまし
た。当作業は、地域の各集落参加の恒例行事
として年２回実施されて来ましたが、高齢化な
どの事情により参加者が減り続け、数年前か
ら年１回となりました。その分、草丈も伸びて
重労働化し、参加者の減少傾向に拍車を掛
けています。その中で当クラブの昨年を上回る
参加者が目を引き、その存在が際立ちました。
　自然豊かな鳥取県西部地区ですが、豊かな
自然の中では草木も伸び伸びと成長しており、
特に草刈は当クラブ会員にとっても快適な日
常生活を送るための必要不可欠な作業です。
　当日は、暑い中にも係わらず地域の方と一

体となり　汗にも負けずとても良い合同アク
トが出来ました。8R－1Z

西伯南ライオンズクラブ
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新会員紹介

新会員紹介
❶ クラブ名　❷ 氏名　❸ 入会年月　❹ スポンサー名

❶ 岡山後楽
❷ 木村 彰仁
❸ 2022年７月
❹ 岡山旭LCより転籍

❶ 岡山みらい
❷ 斉藤 　晄
❸ 2022年７月
❹ 佐山 浩朗

❶ 津山やよい
❷ 只友 雅也
❸ 2022年７月
❹ 佐古 厳美

❶ 玉野渋川
❷ 才津原 司
❸ 2022年７月
❹ 三宅 雅己

❶ 玉島
❷ 三浦 良平
❸ 2022年７月
❹ 髙木 　豊

❶ 井原
❷ 多賀 信祥
❸ 2022年７月
❹ 後藤 一郎

❶ 総社
❷ 吉田 信也
❸ 2022年６月
❹ 栢原 　繁

❶ 鳥取
❷ 石橋 　潤
❸ 2022年７月
❹ 岡田 幸一郎

❶ 倉吉
❷ 武村 俊樹
❸ 2022年６月
❹ 井手添 誠

❶ 西伯南
❷ 藤田 大輔
❸ 2022年７月
❹ 山下 正浩

New Member Introduction

❶ 岡山後楽
❷ 白重 俊介
❸ 2022年７月
❹ 山下 耀広

❶ 岡山北
❷ 宇城 廣行
❸ 2022年７月
❹ 藤原 健二

❶ 津山さくら
❷ 渡辺 直樹
❸ 2022年７月
❹ 金田 稔久

❶ 玉島
❷ 瀬尾 綱宏
❸ 2022年７月
❹ 髙木 　豊

❶ 倉敷真備
❷ 三宅 孝治
❸ 2022年７月
❹ 門川 新界

❶ 金光
❷ 赤澤 稔弘
❸ 2022年７月
❹ 西　 規雄

❶ 総社
❷ 友野 美一
❸ 2022年７月
❹ 中山 正昭

❶ 鳥取中央
❷ 梅実 一志
❸ 2022年６月
❹ 江原 　忍

❶ 倉吉
❷ 中村 　明
❸ 2022年６月
❹ 名越 宗弘

❶ 米子
❷ 山内 秀洋
❸ 2022年７月
❹ 小林 重喜

❶ 岡山後楽
❷ 大森 誠一
❸ 2022年７月
❹ 大島 正勝

❶ 岡山中央
❷ 平松 一敏
❸ 2022年
❹ L.岡本 真典

❶ 津山さくら
❷ 小澤 英子
❸ 2022年７月
❹ 髙橋 芳夫

❶ 玉島
❷ 髙橋 　章
❸ 2022年７月
❹ 田中 千祥子

❶ 井原
❷ 佐近 聖治
❸ 2022年５月
❹ 佐能 賢治

❶ 矢掛
❷ 山岡 　敦
❸ 2022年７月
❹ 堀　 伸二

❶ 総社
❷ 平田 三喜男
❸ 2022年８月
❹ 中山 正昭

❶ 鳥取砂丘
❷ 田中 純子
❸ 2022年７月
❹ 倉持 範幸

❶ 倉吉グレート
❷ 杉山 広義
❸ 2021年11月
❹ 奧山 一範

❶ 米子
❷ 国頭 　靖
❸ 2022年８月
❹ 小林 重喜

No photo

❶ 邑久
❷ 小林 正明
❸ 2022年７月
❹ 井手 幸信

❶ 岡山中央
❷ 濱岡 秀明
❸ 2022年
❹ L.今井 水出

❶ 玉野
❷ 清谷 謙二
❸ 2022年８月
❹ 垣内 一郎

❶ 玉島
❷ 前田 通朗
❸ 2022年７月
❹ 田中 千祥子

❶ 井原
❷ 佐藤 元彦
❸ 2022年７月
❹ 片岡 秀憲

❶ 矢掛
❷ 山縣 幸洋
❸ 2022年７月
❹ 堀　 伸二

❶ 高梁
❷ 片山 修一
❸ 2022年７月
❹ 森田 仲一

❶ 鳥取砂丘
❷ 西原 直美
❸ 2022年７月
❹ 田中 寛之

❶ 倉吉グレート
❷ 榎本 義則
❸ 2022年５月
❹ 伊東 和昭

❶ 備前
❷ 西　 啓一
❸ 2022年７月
❹ 藤田 尚弘
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