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災害時におけるボランティア支援に関する
協定書締結式
第一副地区ガバナー
鳥取市社会福祉協議会とライオンズクラブ
国際協会336-B地区との災害時におけるボラ

西

尾

愼

一

社会福祉協議会に協定の締結を提案し実現し
たものです。

ンティア支援に関する協定書締結式が令和３

当日は、鳥取市社協からは林由紀子会長はじ

年10月１日に鳥取市役所市民交流センターで

め６名、ライオンズからは平山智雄ガバナーは

挙行されました。

じめ６名の出席のもと式が執り行われました。

この協定締結に至った経緯は、近年、全国

地区ガバナー、社協会長、来賓挨拶に続い

で災害が頻発する中、災害からの復興に果た

て協定の趣旨説明が行われ、その後協定書の

すボランティアの役割がますます重要になっ

締結が執り行われました。

ている事から、被災地におけるボランティア

もちろん、将来的に当地区が被災すること

活動を支援することを目的にライオンズクラ

なく、協定が発効することの無いのが一番と

ブ国際協会336-B地区が社会福祉法人鳥取市

願っています。

336複合地区第一・第二副地区ガバナー研修会開催
第一副地区ガバナー

西

尾

愼

一

恒例の336複合地区第一・第二副地区ガバ

やスピーチ、チームワークや会議の運営、コ

ナー研修会が10月12日に岡山市のホテルグラ

ミュニケーションやLCIFなどについてで、一

ンヴィア岡山で開催されました。

方通行ではなく、グループ討議やテスト形式、

研修会の講師は、MD330GLTコーディネー

意見発表など多彩な方法で行なわれました。

ターで2021－2022年度FVDG/DGEセミナー

研修を受けるたびに感じるのですが、知識

グループリーダーの濱野雅司さんで、リア

として本当にたくさん蓄えなければならない

ルで研修を受けるのは、昨年の同研修、名

事やスピーチの技量、自身の行動力など、本

古屋でのALLI研修に続いて３回目（その他

当に自分がガバナーとしての役目が務まるか

ZOOMでの会議は数回）
、国際協会の世界で

どうか疑念が増すばかりの今日この頃です。

も数人しかいない認定講師でもある氏の研修
は相変わらず素晴らしいもので、飽きさせな
い、注目させる話術や、パワーポイントなど
の使い方など目を見張るものがあります。
研修は、地区ガバナーオリエンテーション
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7R-1Zガバナー公式訪問懇談会
会
10月７日（木）に鳥取シティホテルにてガ
バナー公式訪問懇親会が執り行われました。

長

八

矢

一

城

方向性を定めなければならないしアフター
コロナを見据えた行動を考える必要がある。

主な内容としては地区役員・クラブ出席者

LCIF ＄264,000の 目 標 達 成 に 向 け 地 区 コ ー

紹介、ガバナー挨拶、第一副地区ガバナー挨

ディネーターとして推進していく」と決意を

拶、７Ｒリジョンチェアパーソン挨拶、地区

述べられました。

役員・委員報告、クラブ会長へのバナー贈

山名７Ｒリジョンチェアパーソンは会員増

呈、各クラブ現状報告等でした。平山地区ガ

強に触れ知人や取引先に対してクラブ奉仕活

バナーのお話はキャビネットの役割およびガ

動を強く訴えることの必要性を説かれました。

バナーの役割発揮を通じて各クラブアクティ

報告会も盛り沢山の内容でしたが特に斉藤

ビティを支援したいとの内容でした。合わせ

FWTコーディネーターからヘアードネーショ

て２つのスローガンである『サムシング

ン、古本募金の解説がありました。いずれも

そして前へ』を基調

子どもが対象のアクティビティであり子ども

にキャビネット内の課題を払拭して新しい一

をもつ多くの家庭にクラブ活動を紹介し奉仕

歩を踏み出したいとの思いを語られました。

の精神を伝えるツールとして活用し会員増強

また336-Ｂ地区のLCIFキャンペーン100に対

に役立てていただきたいとのことでした。

ニュー』『誇りと自信

する進捗が遅れているそうです（目標達成率

各クラブ活動報告についてはインターネッ

９％）。さらに鳥取市とのアラート協定締結

ト等で紹介されているので参照ください。今

を機に災害時における支援活動を促進してい

後はコロナの収束に伴い対面でのアクティビ

きたいとのことでした。

ティが可能となるでしょう。新たな環境に適

西尾第一副地区ガバナーは「時が経つのが

応できるよう知恵や工夫が求められるので諸

早いと感じる中で次期ガバナーとしての準備

先輩のご指導をいただきながらクラブ活動に

を進めている。課題であったキャビネットの

邁進したいと思います。
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第２回キャビネット会議参加報告
７Ｒリジョンチェアパーソン

山

名

立

洋

第１回キャビネット会議はWEB参加でし

れども、ずっとこの問題を論議していたので

たが、今回は鳥取駅前にあるホテルニュー

は、次に進むことが出来ない」
「反省すべき

オータニ鳥取で開催ということでしたので、

点は反省し、二度とこういうことの無いよう

何とか都合をつけて参加致しました。過去に

な仕組みを作りたい」というふうに語ってお

はキャビネットYE委員やZCとして参加した

られました。一般的には半期に仮決算を行な

ことがありましたが、キャビネット会議に参

い予算執行状況をチェックすれば良いと思う

加するのは11年ぶりとなりました。基本的な

のですが、半期で使ってしまっていたという

仕組みは変わっていませんでしたが、以前は

ことですので、四半期ごとの決算を取り入れ

会議だけではもったいないということで、研

れば良いかも知れません。

修会などが組み込まれていましたが、今回は

提案事項としては家族会員の導入、支部設

議題のみの消化ということで、少し寂しい感

立、新会員研修会の開催、薬物乱用防止教育

じがしました。

認定講師養成講座の開催、リジョン・ゾーン

平山ガバナーは冒頭あいさつのなかで、ア

の再編について、リーダーシップ研修会の開

ワードのあり方について従来の選考視点を少

催などが提案されました。この場での具体的

し変えて、本当に努力した人を表彰するもの

な回答は無理でしたが、いずれも解決して行

として考えたい、またクラブの活動は楽しい

かなければならない課題なので執行部で前向

ものにして行かなければ長続きしないので、

きに考えられるようです。この会議について

みんなで知恵を出し合って見たい、各地区と

は、間もなく議事録が回ってくると思います

の懇談会を楽しみにしていたがコロナ下で開

ので、詳細はその中でご覧ください。

催出来なかった地区もあり残念に思うなどの
表明がありました。
議事は2020－2021年度全期会計報告、各部
署からの提案事項などでしたが、時間の大半
が会計報告への質疑と答弁に費やされたのは
残念でした。休憩時間に平山ガバナーと対面
で話す機会がありました。
平山ガバナーは
「確
かにお金の使い道が不適格なところがあるけ

GMT/FWT ～会員増強セミナー開催
第一副地区ガバナー
GMT/FWT ～会員増強セミナーが10月18

西

尾

愼

一

ませんでした。

日に元国際理事・GAT日本全域リーダーのＬ

さて、このセミナーの開催の目的は、コロ

中村泰久、元地区ガバナー・GATエリアリー

ナウイルス感染症を始め理由は種々あります

ダーのＬ長澤千鶴子を講師にお迎えし、岡山

が減少の一途をたどる会員数を何としてでも

国際交流センターを会場に開催されました。

退会を防止する中で増員に繋げていこう、そ

主な対象は、RC、ZC、クラブ会長、クラ

のためにどのようなことが考えられ、どう行

ブ会員委員長だったのですが、残念な事に約

動するかといったことについての考え方や手

90名の参加者の中に7R-1Zからの参加はあり

法について講義いただきました。
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何故会員を増やす必要があるのか、それは

クラブ、レオクラブなど、最初からクラブエ

皆さんご存知の通り、会員の減少は私たちラ

クステンション（20名のチャーターメンバー

イオンズの存在価値である“We Serve”の

が必要）を図るのではなく、５名から出来る

のインパクトの低下に繋がりますし、夫々の

支部を結成するなど多くの選択肢が有ります。

クラブ、地区の運営にも大きく影響を及ぼし

そのために、各自が制度を十分に熟知して
いる事も必要になります。

ます。
クラブ会員には、様々な会員種別やクラブ

私たちの奉仕の灯を絶やさないためにも、

種別があります。クラブ支部やスペシャリティ

今一つ、皆で未来を見据えて行動しましょう。

鳥取砂丘一斉清掃に参加して
前会長

福

家

成

夫

10月10日（日）の鳥取砂丘清掃に参加しま

下り坂となっており行きはよいよいで、皆さ

したが、コロナ禍の中、全体集合はなく各団

ん笑顔で談笑しながら向かいました。ゴミ拾

体にての個別清掃となりました。この清掃活

い後、海岸沿いにて集合写真（証拠写真？）

動は1980年から年２回実施しており、2018年

を撮って皆さん笑顔いっぱいだったのです

度からは「山陰海岸ジオパーク一斉清掃」と

が、帰りはゴミ袋いっぱいで延々と上り坂を

なり、岩戸海岸から青谷海岸までを一斉に清

一歩一歩踏みしめて黙々とアリの行列の如

掃していますが、今年は青谷海岸の清掃は中

く、誰一人会話する人もありませんでした。

止となり、鳥取砂丘・岩戸海岸・船磯海岸の

いつものことですが、他の団体と比べると

みの実施となったそうです。また、昨年まで

ゴミの量は圧倒的に当クラブが多いのです。

は９時30分清掃開始でしたが、コロナ禍で

せめて他のライオンズクラブの人もこのエリ

しょうか１時間前倒しで８時30分開始となり

アで一緒に清掃活動をしてもらえると嬉しい

ました。私にとってはあまり嬉しくなく、こ

のですが…

の日は朝７時から西町公園の清掃日と重な

がけをお願いします。

西尾第一副ガバナー、ぜひお声

ゴミ袋を所定の場所に持って行っての解散

り、一瞬ドタキャンが頭をかすめてしまいま

となりましたが、皆さん開放されたのか充実

した（笑）
。
毎回の事ですが、鳥取ライオンズクラブの

した笑顔でそれぞれ帰路についていました。

皆さん（今回は10名参加）は当たり前のよう

来年の春の清掃まで、皆さんお疲れ様でした。

に、いつもの海岸沿いに直行でした。ここは
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鳥取市立若草学園の子ども達との芋掘り
奉仕委員長

吉

谷

典

雄

毎年、湖山池畔の広大な船越農園の一部を

のさつま芋掘りを10月18日（月）
、Ｌ船越、

お借りして、６月３日に苗植えをしたさつま

Ｌ福田、Ｌ民木、Ｌ細田、Ｌ岡田、Ｌ山名、

芋。８月25日（水）には有志により草取りも

Ｌ松本啓、Ｌ小林、Ｌ松本匡、Ｌ吉谷、事務

行い、順調に大きく育ってきました。

局の國田さんの11名の参加にて９時前よりさつ

雨にて一度順延した若草学園の子ども達と

ま芋掘りの準備にかかり、汗をかきながら芋つ
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るの刈り取り、芋の掘り起こし等を行いました。
腰が痛い、膝が痛いと言いながらも段取りよく
進みました。10時半には若草学園の子ども達
も揃い、最初にＬ岡田第一副会長より立派な
挨拶があり、みんなで芋掘りを行いました。
子ども達のうれしそうな顔を見ると、何と
も言えないです。えらかったことも忘れ、来
年も手伝いたいと思いました。

「鳥取ライオンズクラブ秋季ゴルフ大会」
の報告
民

一

美

全体のプレーは午後４時には終了した。参

すばらしい秋の晴天である。秋空にいわし
雲、うろこ雲がゆったりと浮かんでいる。絶

木

加者の皆さんお疲れ様でした。
ゴルフは楽しめたでしょうか。コロナ禍で

好のゴルフ日和である。これでは成績不振を

はありますが、そうであればこそ体力維持、

天候のせいにはできない。
「鳥取ライオンズクラブ秋季ゴルフ大会」

健康増進のため、ゴルフに励みましょう。

を10月２日（土）に旭国際浜村温泉白兎コー
スにおいて開催した。朝午前９時30分のス
タートである。
当日はゴルフをこよなく愛する同好の士11
名（Ｌ９名、
LOB １名、
LL １名）が参加した。
参加者は好成績をあげるべく、意気揚々と
してスタートしていった。
各組とも和気あいあいと楽しくゴルフに興

当日の各個人成績は次のとおりです。
順位
優勝

競技者名

アウト イン グロス ハンデ ネット

福田

健治

46

40

86

14.4

71.6

準優勝 民木

一美

46

47

93

20.4

72.6

３位

田賀

和明

50

50

100

25.2

74.8

４位

西尾

愼一

41

45

86

9.6

76.4

５位

細田

泰造

50

52

102

25.2

76.8

６位

吉谷

典雄

50

44

94

16.8

77.2

じていた。当然、
途中のスコアに納得する者、

７位

福田

秀章

50

46

96

18

78

こんなはずではないと悔しがる人もいた。し

８位

石津

光昭

55

47

102

22.8

79.2

かし、ゴルフは和やかに楽しくやれば良いも

９位

吉谷

経子

55

55

110

30

80

の。それが、日頃のストレス解消につながる

10位

岡田幸一郎

52

50

102

20.4

81.6

11位

長石

52

57

109

26.4

82.6

のだからと、私は思っている。
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徹

令和３年度 エクスカーション報告
計画委員長

田

泰

彦

ひとりの落伍者も無く皆さん元気に完歩さ

今年度のエクスカーションは10月23日に会
員、
ご家族合わせて15名のご参加をいただき、

濱

れました。

島根県の奥出雲方面へ向かいました。昨年度

昼食の亀嵩温泉では美味しい仁多米とお酒

からのコロナ禍の中で、実行出来るのかどう

を味わい、
「舞茸奥出雲」では工場見学、買

かギリギリまで判断に苦慮しましたが、幸い

い物を楽しんだ後、今回の旅のメイン「トロッ

にも落ち着きを見せてきたこともあり実施す

コ列車奥出雲おろち号」に乗車しました。少

る事が出来ました。

しずつ色づき始めた山を抜けながら、秋のひ

最初の景勝地
「鬼の舌震い」
では渓流に沿っ

んやりとした風を切って走る列車の旅は格別

たアップダウンのあ

でした。「奥出雲たたらと刀剣館」では古代

る遊歩道を、たくさ

から綿々と続くたたらの伝統技法の説明に、

んの巨岩、奇岩を目

先人たちの知恵と努力にただただ頭が下がる

にしながら約１時間

思いでした。
最後に寄った「道の駅酒蔵奥出雲交流館」

の散策を楽しみまし
た。もう少しゆっく

でのお待ちかねのお酒の試飲では、結局選べ

り歩いてもらえん

ずにどちらも購入してしまうことになった方

か、との後方からの

も。皆さん持ちきれないほどのお土産を手に

声に先導隊は急返シ

帰宅されたようです。思い出に残る秋晴れの

フトダウン。

１日となりました。
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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西尾

愼一

広岩ＺＣの公式例会訪問ありが
と う ご ざ い ま し た。 コ ロ ナ 禍、
思う様な活動が出来ませんが、
ゾーンのリーダーとしてのご活
躍を祈念いたします。
Ｌ広岩 勝彦 一年間宜しくお願い致します。
7R-1Z.ZC（鳥取中央ＬＣ所属）
Ｌ八矢 一城 倉吉ライオンズクラブ式典に出
席し歴史と伝統を感じることが
できました。今後も精進して参
ります。
Ｌ福家 成夫 感謝状ありがとうございます。中
川さん、田中さんも一緒に受賞
させて頂いたと思っています。
寂しい思いもありますが、２名
の意志も受け継いで頑張ってま
いります。
Ｌ西尾 愼一 第二副地区ガバナーの任期を終
え現在第一副地区ガバナーとし
て次期ガバナーとしての研修に
明け暮れています。ご支援宜し
くお願い致します。
Ｌ松本匡司郎 地区役員の記念品を頂きありが
とうございました。
Ｌ杉浦為佐夫 福家様、西尾様、松本様お疲れ
さまでした。今後もよろしく!!
Ｌ山名 立洋 お見舞ありがとうございます。生
まれて初めての入院生活を体験
し、良い勉強をさせていただき
ました。
Ｌ細田 泰造 私が入っているキャノン写真ク
ラブの写真展が、14日午後から
16日迄開催されます。ご案内ハ
ガキを今一度配らせて頂きまし
た。お忙しい中ですが、ご来場
頂ければ幸いです。
Ｌ細田 泰造 キャノンクラブ写真展にライオ
ンズ会員の方にお忙しいところ
何名かお越し頂きましてありが
とうございました。

お誕生日おめでとうございます
Ｌ山名
Ｌ長石
Ｌ松本

立洋
徹
啓一

Ｓ２４年１１月１７日
Ｓ４１年１２月 １日
Ｓ５０年１２月１３日

▽７月27日
（火） 第２例会
◦任命式伝達式
2
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7R-RC・GMT/FWT委員 山名立洋
◦第１回会長・幹事会報告
会長 八矢一城
◦第１回キャビネット会議報告

第一副地区ガバナー 西尾愼一
◦ツイスタータイム
テール・ツイスター 石津光昭
▽８月３日
（火） 計画委員会・ＭＣ委員会・理事会
▽８月10日
（火） 第１例会
〈委員会報告〉
・計画委員会
委員長 濱田泰彦
・エクスカーション開催について
（別紙参照）
◦ツイスタータイム 副テール・ツイスター 松本匡司郎

▽８月24日
（火） 第２例会
〈幹事報告〉

幹事 田賀和明
◦アラート委員長・副委員長・選任の登録のお願い
委員長 民木一美 副委員長 中尾大蔵
〈委員会報告〉
◦計画委員会
委員長 濱田泰彦
（土）
奥出雲
・エクスカーション開催日程10月23日
◦ツイスタータイム
テール・ツイスター 石津光昭
▽８月29日
（日） 倉吉ＬＣ認証60周年記念式典
会長 八矢一城・第一副地区ガバナー 西尾愼一出席
▽９月７日
（火） 計画委員会・ＭＣ委員会・理事会
▽９月14日
（火） 第１例会 7R-1Z.ZC例会訪問
◦ゲスト紹介
ゲストスピーチ
（経歴紹介）
７Ｒ-1Ｚ.ＺＣ
ＧＬＴ委員 Ｌ広岩勝彦
（鳥取中央ＬＣ所属）
〈幹事報告〉

幹事 田賀和明
・2020－2021年度下半期ガバナーズ・アワード選考結果
〈委員会報告〉
◦奉仕委員会
（承認）

委員長 吉谷典雄
・日本アイバンク運動推進
（協）
Ｒ３年度会費12,000円
・公益財団法人鳥取県臓器・
アイバンク2021年度賛助会費一口20,000円
・８月25日
（水） 農園草取り報告 副委員長 船越作一郎
◦青少年健全育成委員会
（承認）
委員長 福田秀幸
・青少年育成鳥取市民会議Ｒ３年度会費一口2,000円
◦ツイスタータイム
テール・ツイスター 石津光昭
▽９月28日
（火） 第２例会 認証64周年記念例会
・前年度三役へ感謝状、記念品贈呈 前会長 福家成夫
・前地区役員へ記念品贈呈
西尾愼一 松本匡司郎
・記念スピーチ
前会長 福家成夫

▽10月５日
（火） 計画委員会・ＭＣ委員会・理事会
▽10月７日
（木） 7R-1Zガバナー公式訪問懇談会
於）
鳥取シティホテル
7R-RC・GMT/FWT委員 山名立洋
会長 八矢一城 会計 長石 徹出席
▽10月９日
（土） 第２回地区名誉 顧問会議
第２回キャビネット会議 於）
ホテルニューオータニ鳥取
第一副地区ガバナー 西尾愼一 7R-RC 山名立洋出席
▽10月10日
（日） 鳥取砂丘一斉清掃 10名参加
▽10月12日
（火） 336複合地区第一、第二副地区
ガバナー研修会 第一副地区ガバナー 西尾愼一出席
▽10月12日
（火） 第１例会
〈幹事報告〉

幹事 田賀和明
▽10月18日
（月）「GMT・FWTへ会員増強セミナー」
於）
岡山国際交流センター
▽10月28日
（木） 第２回ガバナー協議会・複合
地区役員連絡会議 於）
ホテル一畑
〈委員会報告〉
◦計画委員会
委員長 濱田泰彦
・秋のエクスカーション
（10月23日
（土）
）15名参加
・11月26日
（金） 第32回6LC親善チャリティボウ
リング大会 ８名要請 於）
スターボウル
◦7R-1Zガバナー公式訪問懇談会報告会長 八矢一城
◦第２回キャビネット会議報告 7R-RC 山名立洋

―9―

336-B地区

アクティビティ・スローガン

サムシング ニュー

地区ガバナー・スローガン

『誇りと自信

2021 ～ 2022

Something New

そして前へ』

ウィサーブと未必の故意



松

本

匡司郎

知れないけどもそれならそれでいい」と思って
いるのが未必の故意です。
「過失」とは異なりま
す。
へそまがりな私は、犯罪とは逆の「奉仕」を
する場合にも使える概念ではないかと思います。
ライオンズクラブの基本であるウィサーブの精
神。思いやりの心を行動や形にする活動におい
ても、世間の評判や費用対効果に重きを置かず、
結果や見返りを求めずに活動する。喜んだり助
かったり楽しくなったりする人が「いるかもし
れ な い 」 だ け で も 充 分 で は な い で し ょ う か。
ウイルスではなく、思いやりの気持ちが感染拡
大して欲しいものだと願っています。

私は医療の専門家でも経済の専門家でもあり
ませんんが、近年のコロナ禍で感染防止に協力
的でない人を見るにつけ「未必の故意」という
言葉がうかんできます。
この言葉はあまり聞き慣れない方が多く、事
件や裁判など司法の場でよく使われます。でも、
けっして法律の専門用語ではありません。私も
恥ずかしながら、２０代のころ裁判の取材をした
ときに初めて理解しましたが、それまでは学生
のとき講義中に夢の中で聞いたような言葉でし
た。
極端な例で説明します。殺人の場合「殺して
やる」と思っているのが確定的故意。「死ぬかも

今年もあとわずか、年内最後の発刊となりました。また、来年の正月（１月）号は、６LC
合同で初の会報誌を発行することとなり、風紋は一回お休みとなります。コロナ禍で多く
の制約に難儀した年でしたが、今号編集中の今（１０月下旬）は、全国的に新規感染者は激減しています。
ただ、次の波への対策が叫ばれるなか、年末年始がどんな状況か心配もしています。

編集後記

題 字 会 長 八矢 一城
表 紙 福田 典高
今月の表紙
子どもの頃、祭りと言えば獅子舞でした。獅子に頭を噛んでもらうと「元気で良いことがある」
とか「頭が良くなる」と言われて、ちょっと怖いけど我慢した想い出がある方も多いのではないで
しょうか。全国にあるものだと思っていましたが、
この麒麟獅子舞は因幡（鳥取県東部）と但馬（兵
庫県北西部）のみに伝わる、このエリアの歴史的、文化的な繋がりを伝承しているものでもありま
す。いつまでも自慢できる地元の魅力として、時代に流されず継承したいものです。 松本匡司郎

令和３年11月～令和３年12月行事予定

7 日
9 火
11 木

11
22 月

24 水
26 金

事

月 日 曜

行

事

計画委員会・理事会
第2回YCE/青少年健全
育成委員会 ならびに
MC委員会
津山衆楽LC認証35周 11 27 土 国際平和ポスターコン
テスト地区選考会
年記念式典
於）
アークホテル岡山
於）
津山鶴山ホテル
クラブ街頭献血
第１例会
5 日
於）
イオン鳥取北店
336複合地区次期議長
7R-1Z第２回ガバナー
選任打合せ会
6 月 諮問委員会
ホテルグランビア岡山
於）
於）
白兎会館
公 認 ガ イデ ィングラ
計画委員会・理事会
7 火
イオン講習会
MC委員会
於）
ホテルグランビア岡山 12
7R-2Z第２回ガバナー
岡山みらいLC認証５
13 月 諮問委員会ならびにゾー
周年記念式典
ンレベル会員委員会
於）
ホテルグランビア岡山
14 火 第１例会
第２例会
17 金 夜間例会
第32回7R-1Z 6LC親善
28 火
チャリティーボウリング大会
～ 1/5 年末年始休暇
於）
スターボウル
31 金
～

2 火

行

～

月 日 曜
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