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　新年あけましておめでとうございます。
　元号「令和」として、初めての新年を迎えま
した。
　「令和」が制定されたあと、「令和」ゆかりの地、
太宰府　坂本八幡宮に行って参りました。廻り
には梅の木が沢山あり、ここで大伴旅人が、山
上憶良たちと「梅花の宴」を催して、万葉集第
五巻序文「初春（しょしゅん）の令月（れいげ
つ）にして、気淑く（きよく）風和らぐ」が生
まれたかと思うと感慨深いものがありました。
　さて昨年中も鳥取ライオンズクラブは、いく
つかの奉仕活動を行ってきました。また７年振
り日本での開催の東洋・東南アジアフォーラム

（広島）にも参加致しました。
　会員の皆様方には、忙しい中、積極的に奉仕
活動や諸会議や大会にご参加頂きありがとうご
ざいました。
　2019－2020年度も後半の６ヶ月を残すところ
となりました。
　私は会長就任にあたり、スローガンを「絆を
更に強く、そして協力と思いやり」とさせて頂
きました。
　会員同士には今までのお互いの「絆」があり、
これからも入会歴の長い方も新しい方も、例会

やアクティビティやエクスカーションなどの
色々な活動を通じて、「絆」を更に強くしてい
きたいものです。
　また会員多くの方がお仕事を持ち、業界の重
要な役職をされており、また地域の団体などの
世話役をされている方もいらっしゃいます。今
後ともアクティビティ、例会・理事会、などに
ついては、よく連携し「協力」して、常にお互
いに「思いやり」を持って活動していきましょう。
　（ライオンズクラブのモットーはＷｅ　Ｓｅｒ
ｖｅ（我々は奉仕する）であり、Ｉ　Ｓｅｒｖｅ（私
は奉仕する）ではありません）
　同時に重要なことは、鳥取ライオンズの仲間
を増やすことであります。我々会員全員が、ま
だどちらのクラブに属していない方に積極的に
声を掛けをして、全力で勧誘して、仲間を増や
していきたいものです。
　2019－2020年度後半、至らない会長ではあり
ますが、精一杯やって参りたいと思いますので、
何卒ご指導、ご協力の程よろしくお願い申し上
げます。
　そして今年が、鳥取ライオンズの会員の皆様
にとって、良い年になりますよう心より祈念致
します。

　新年のご挨拶
　～絆を更に強く、そして協力と思いやり～

会　長　細　田　泰　造
　

　去る10月26日、岡山にて開催された336-B地
区のアラートセミナーに参加しました。キャビ
ネットはじめ各クラブからは複数人参加のとこ
ろもあり、総勢百数十人のセミナーでした。
　私は鳥取ＬＣのアラート委員長としての参加
でしたが、アラート委員会なるものが「いった
い何を目的に何をするのか？また、組織の中で
どういう位置付けなのか？」全く情報もなく不
安な気持ちでの参加でした。ところが他の出席
者の方々も同様にほぼ情報なしでの参加だった
ようです。
　昨年の西日本豪雨災害で甚大な被害を受けた

当事者である小野地区ガバナーの挨拶で始ま
り、自宅も仕事も仲間との繋がりも失いながら
の活動を行った呉浦安ＬＣの廿日出会長のスラ
イドや動画での状況と活動の報告がありました。
　そして第二部で335複合地区の坂本アラート
委員長によって「アラート委員会」についての
説明が行われました。阪神淡路の震災当時から
国内各地での度重なる大災害に対してライオン
ズクラブとしての活動を実施してきた経験と

「ライオンズクラブだからこそできる奉仕」に
ついて、生々しく具体的な分かりやすい説明で
した。

アラートセミナー報告
　　松　本　匡司郎　
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　細かな説明や理由はここでは省略しますが、こ
のセミナーで分かったことを３点だけ記します。
①支援するのでなく、支援を受け入れる体制を
整えること・・・ＬＣは自助や公助でなく共助
の部分で活躍できる。アラート活動の目的は、
現場に人や物や金を送る（支援する）ことでな
く、自分の地域が被災地となったときに自分の
地域に支援（社会福祉協議会との連携など）を
受け入れる体制を、準備しておくということ。
そのことで各クラブが、災害時にもその地域に
存在価値のあるクラブとなること。
②平常時の方法では緊急時に役立たない・・・
事前に、発生時に行うことを決めておくこと。

（事後承認の方法も含めて）各ＬＣの会長判断
で即実行すること（できること）を前もって準
備（決定）しておくことが必要。

③実は会員増強や退会防止に役立つ・・・平素
のボランティア活動も大切だが、被災者へ奉仕
活動を最大限（効果的）に確実に届ける（受け
入れる）準備活動は、各地域でのＬＣの存在意
義と評価を高める。また、そういう時代に合っ
た（現実的な）取り組みが求められている。
　おこがましいですが、私のような新入会員や
これから入会する方々だけでなく、ベテランの
先輩ライオンや運営役員こそが、その地域での
ライオンズ精神（存在価値や存在意義）を形に
するために必要な取り組みであろうと感じまし
た。特に①は、今求められているウイサーブを
目に見える形にするチャンスではないかと思い
ます。アラート活動についてせめて具体案の話
し合いだけでも始まることを期待して、アラー
トセミナー報告とさせて頂きます。

　　　瀬戸内海  海ごみフォーラム  inおかやま  参加報告
ＧＳＴメンバー　西　尾　愼　一　

　2019年11月４日（月・祝）に岡山市で標記
フォーラムが開催され参加しました。フォーラ
ムは今や世界的な問題として取り上げられて
いるプラスチックによる海洋汚染の現状を認識
し、今後の取組み等に生かそう、行動しようと
いう目的で開催されたもので、「基調講演」、「事
例発表」、「パネルディスカッション」の３部構
成で行なわれました。
　「基調講演」では、九州大学応用力学研究所 
教授の磯辺篤彦氏が「海洋プラスチック汚染の
現状と今後」と題して講演をされました。先生
の長年にわたる研究成果を基に統計数字を用い
ながら実態を説明なさったのですが、特に気に
なった事例として、人間の生活圏から一番遠い
南極海にもマイクロプラスチックが浮遊してい
る事でその数は何と１k㎡あたり１万個が浮遊
しているという事実です。これが太平洋の中心
部では10万個、日本近海では100万個と言われ
ています。では、これらは何処から来る
のでしょうか？世界中で管理されないで
廃棄されるプラゴミの量は年間3,000万
ｔでその内東アジアと東南アジアが55％
をしめるそうで、主に経済発展途上国が
多く、原因として処理が追いつかない為
と言われています。そういったプラゴミ

や、日本でも河川に廃棄されたプラゴミ（これ
が一番大きな原因）が海岸に漂着する量は年間
10万ｔ以上といわれ、それらが波等により砕か
れてマイクロプラスチックとなるわけです。そ
れらが水１ｔ当たり１ｇを上回れば生物に障害
を及ぼすと言われています。
　そんな現実を踏まえ２つの高校による事例発
表「瀬戸内海に流入する海外製ペットボトルに
ついての研究」、「川から海を考える」が行なわ
れ、最後に自治体、ＮＰＯ法人、漁業者、研究
者によるパネルディスカッション「海ごみの削
減と効果的な発生源対策のために地域はどのよ
うに連携していくのか」について夫々の意見発
表がなされました。
　フォーラムを通し、現状を知ること、原因を
考え何をすべきかを考え行動を起こすこと、活
動を個人から地域、全国へと広げる事が重要な
のではないかと感じました。
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　11月８～ 10日開催の東洋・東南アジアフォー
ラムに、L岸田さん、L梅田さんと３名で参加
いたしました。
　7Ｒ-1Ｚからは、当クラブ、鳥取いなば、鳥
取砂丘の３クラブが参加です。
　東洋・東南アジア地域とは、中国（北京、大連、
香港など10地区）大韓民国、台湾、モンゴル、フィ
リピン、シンガポール、タイ、マレーシア、な
ど26の国・地区で構成されています。日本での
開催は2012年第51回福岡大会以来７年ぶりで、
336地区での開催は初めてのことでした。
　それだけに336各地区（336-A.B.C.D）は目標
を掲げて参加を募り、336地区の参加登録者は
約3000名。336-B地区は285名の参加者（目標は
900名）でした。
　今回第58回広島フォーラムのテーマは「praying 
for Pease（平和を学び、祈る）」フォーラムロ
ゴは「折鶴」で、小さな折鶴のマークが多く入っ
たブルーのネクタイが参加者全員に配られまし
た。会場内はもちろん広島の街の中でも、路面
電車でも、また夜の歓楽街流川でもそのネクタ
イが多く見られました。
　我々３名は二日目から参加して、梅田さんは
アラートセミナー、そのあとはで平和セミナー、
ダイバーシティセミナー、GATセミナー、日
本芸能鑑賞（安芸高田の神楽、日本舞踊、和太
鼓など）に順次参加しました。
　さすが国際フォーラムだなと思ったのは、各
会場、セミナーごとに日本語、英語、中国語、
韓国語の同時通訳がいて、我々ライオンズ会員

はイヤフォンで翻訳されたものを聞く訳です
が、英語⇒日本語の通訳も３人が交代ですから、
各会場に４ヶ国語×２～３名＝８～ 12名の通
訳者がいることになります。
　特に印象に残ったのは平和セミナーです。講
師は広島大学准教授。一瞬して焦土と化した広
島が、応急的な復旧作業から平和都市建設の努
力を経て、世界平和を希求する国際都市に発展
しましたが、その復興の原動力となったものは
何かなど、鋭く考察されていました。
　18時から、336-Ｂ地区の集いが開催されました。
　歴代ガバナーや、現キャビネットの主要な方
はほぼ来られており、8Ｒ-1Ｚからは、ゾーン
チェアパーソン青砥氏が来られていました。
　冒頭小野ガバナーの挨拶では、336-Ｂ地区の
参加数が目標を大きく下回ったことが残念です
と述べられ、そのあと金礪第一副ガバナーの乾
杯でスタート。
　しばらくの歓談のあと、抽選会がありまし
た。全員抽選札をもち次々と当選者が出ていき
ますが、私の名前はまだ出てきません。一等賞
まであと４つとなり期待しましたが、そう思っ
た途端に災害用ランタンが当たりラクタンしま
した。続いてカラオケタイム。私も山陰地区を
代表して一曲歌わせて頂きました。
　このたび日本での開催は７年振りと言われる
東洋・東南アジアフォーラムに参加致しましたが、
ライオンズクラブのグローバルな面を見ることが
でき、また新たな貴重な経験をさせて頂きました。
当クラブからご参加の方、ご苦労様でした。

　　　The 58th OSEAL FORUM HIROSHIMAに参加して
　　　～各会場・各セミナーごとに、４か国語の同時通訳を配置～

会　長　細　田　泰　造
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　秋のエクスカーション松江
　　福　田　秀　章　

　11月16日（土）Ｌ細田Ｌ岸田Ｌ西尾Ｌ民木Ｌ
福家ＬＬ福家と私７名で恒例のエクスカーショ
ンを行いました。
　鳥取駅８：00集合しＪＲで松江に向けて出発
しました。鳥取を出るときは少し天気が悪かっ
たのですが、松江についたら晴れ間ものぞくま
あまあの天気となりました。メンバーの日頃の
行いのおかげだと思います。松江駅からはぐ
るっと松江レイクライン（鳥取なら麒麟バス）
を利用し、初めに松江歴史館をボランティアさ
んの案内を聞きながら見学。その後すぐ横の松
江ホーランエンヤ伝承館を見学して（今年は20
年ぶりにおこなった）その後松江の古い街並み

とお堀を散策しながら一番の楽しみの昼食会場
に向かいました。
　岸田幹事おすすめの八雲庵で武家屋敷跡の庭
を見ながらおいしい蕎麦とおいしい地酒も堪能
させてもらいました。
　お腹いっぱいになったところで堀川遊覧船に
乗りました。コタツの中に足を入れながら４カ
所の低い橋下をくぐり船頭さんの松江弁での解
説と小歌を聞きながらお堀を一周して来ました。
　夕方６時過ぎには無事鳥取駅に到着しまし
た。楽しい一日ありがとうございました。
　来年はもっと多くのご参加お待ちしております。

　令和元年11月12日、福家成夫様のご推薦によ
り入会させて頂きました。以前より今クラブ名
は存じあげていましたが、この度ご縁により会
員皆様のご指導ご鞭撻を頂きながら活動のお仲
間に入らせて頂く事となりましたのでよろしく
お願い致します。また、11月27日には、他クラ
ブとの合同による新会員研修会が開催され、設
立・名称の由来・百年前に開催された国際大会
でのヘレンケラーの「ライオンズよ、視覚障害
者に光をもたらす騎士たれ」と訴えた言葉が印

象的でした。クラブの精神である『Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ
我々は奉仕する』の言葉どおり奉仕の輪を拡げて
歩んでいく等々、過去～現在～未来へと進んでい
こうという想いを少し感じる事が出来たように思
いました。今後も
色々なイベントを
通じて奉仕の心と
いうものを考えな
がら参加していき
たいと思います。

　鳥取ライオンズクラブ入会にあたり
　　中　尾　大　蔵　
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　12月１日（日）10：30 ～ 16：00イオンモール
鳥取北店１Ｆにて街頭献血活動を行いました。
　例年どおり、プラカード掲示による献血への
協力呼び掛けと記念品（ティッシュペーパーの
ボックス）をお渡しする活動を行いました。今

年は３つの時間帯に分けて、参加メンバー（会
員15名、ＬＢ２名）で分担しました。
　季節柄、店内は家族連れを中心としたお客さ
までにぎわっており、駐車場もほぼ一杯の状況
でした。（自分の車を駐車する所がなかなか見

つからず、少し焦ったほど
です）
　実績は、75名の受付、60
名の献血実施でした。昨年
が56名受付、46名献血と、
目標の50まであと一歩だっ
たことに比べると、今年は
たくさんの方にご協力いた
だきました。また、（私も
含めて）会員自身が献血さ
れた方も７名いらっしゃい
ました。
　結果的に、自分の分担し
た時間帯も献血で時間を費

　街頭献血活動
　　梅　田　健　司　

　11月29日（金）7R-1Z第31回６ＬＣ親善チャリ
ティーボーリング大会が鳥取スターボウルにて
開催され、各６ＬＣ８名総勢48名の選手が参加
し親善が図られました。
　我が鳥取ＬＣからは、Ｌ西尾・Ｌ福家・Ｌ八矢・
Ｌ福田秀・Ｌ福田健・Ｌ花原・Ｌ梅田・Ｌ田賀
　８名の精鋭が参加し熱闘を披露しました。
　私は、初の参加でしたが、皆さん若さを感じ
る投球で感銘を受けた次第です。
　成績は個人でＬ花原さん
が２位と大健闘されまし
た、以前若かりし頃マイ
ボールを持っていたとの事
で、さすがでした。
　おかげをもちましてチー
ム団体戦は見事優勝を勝ち
取る事が出来ました。

　会場では他のＬチームの方とも和気あいあい
とお話しでき楽しい時間を過ごさせていただき
ました。
　この親善チャリティーボーリングは、他のラ
イオンズクラブの方との親睦を図るのに有効な
イベントと感じました。
　とは言え対抗戦である以上やはり勝ちにこだ
わり、次回も優勝をめざしたいと思います。
　選手の皆様お疲れさまでした。

　7R-1Z第31回６LC
　親善チャリティーボーリング大会に参加して

　　田　賀　和　明　
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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細田　泰造　中尾様ご入会おめでとうござい
ます。これから楽しく一緒に活
動致しましょう。宜しくお願い
します。

Ｌ中川　貴禎　昨年度は地区委員として出向さ
せていただき、大変有意義な経
験ができました。クラブメン
バーの方々に感謝申し上げます。
又、中尾さん入会おめでとうご
ざいました。

Ｌ山名　立洋　中尾様入会おめでとうございま
す。普段から弁天まんじゅうと
弁天娘を愛食、愛飲させていた
だいています。

Ｌ福家　成夫　中尾さんご入会おめでとうござ
います。この様な雰囲気の会で
すので楽しんでください。クリ
スマス家族会には是非奥様もご
一緒に。

Ｌ田賀　和明　中尾様のご入会を歓迎致します。
同郷（八頭町用呂出身）のよしみ
でよろしくお願いします。

Ｌ田賀　和明　此度の葬儀にあたりまして皆様
には大変お世話になりました。
本当に有難うございました。

Ｌ福田　秀章　会社の移転無事終了しました。
又、祝電ありがとうございました。

Ｌ松本匡司郎　父が秋の叙勲で勲章を頂き、各
方面からのお祝いに恐縮してお
ります。

Ｌ細田　泰造　会長職を残り６ヶ月微力ながら
精一杯やらせて頂きますので、
どうぞご指導ご協力を宜しくお
願い致します。

Ｌ鶴巻　孝永　クラブ在歴30年。お祝い有難く
頂戴しました。

Ｌ岸田　公男　古稀のお祝い有難うございます。
オリンピックイヤー明るい年に
なります様に！

Ｌ福田　秀章　古稀のお祝いありがとうござい
ました。

Ｌ内村八千代　何のお役にもたてず頂く事ばか
りで申し訳ありません。年に負
けずに社会にも役立つよう頑張
ります。今年もよろしくお願い
致します。

Ｌ松田　善夫　令和１回目の新年例会、今年も
よろしくお願いします。

Ｌ福田　健治　明けましておめでとうございます。
今年も元気で楽しみましょう。

Ｌ岡田幸一郎　明けましておめでとうございま
す。本年発ゴルフ88の好スター
トを切りました。

Ｌ松本匡司郎　あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

Ｌ吉谷　典雄　新年明けましておめでとうござ
います。

Ｌ藤原　　正　今年で68才になりました。
Ｌ西尾　愼一　１月18日のキャビネット会議で

第２副地区ガバナー候補として
選出されるはこびとなりました。
ご協力宜しくお願いします。

Ｌ山名　立洋　この年になると縁で生かされて
いることを感じるようになりま
した。ありがとうございます。

Ｌ内村八千代　今年も元気で日々を過ごせるよ
う、又、皆様の御健康と御発展
をお祈り致します。

Ｌ藤原　　正　Ｓ２７年１月　１日
Ｌ船越作一郎　Ｓ２２年１月　４日
Ｌ佐々木　豊　Ｓ２３年１月１３日
Ｌ松田　善夫　Ｓ２９年１月１９日
Ｌ田賀　和明　Ｓ３１年１月２９日
Ｌ福田　秀章　Ｓ２６年２月２４日
Ｌ福家　成夫　Ｓ３４年２月２５日

▽９月14日（土）　ＬＣＩＦ100キャンペーン研修会
　於）岡山商工会議所 民木一美　出席
▽９月24日（火）　第２例会（認証62周年記念例会）
　於）ホテルニューオータニ鳥取2Ｆ（はまなす）
▽10月１日（火）　計画委員会・ＭＣ.ＩＴ委員会・理事会
▽10月６日（日）　臓器移植普及推進街頭キャンペーン
　於）イオン鳥取北店　福家成夫　西尾愼一　出席
▽10月７日（月）　鳥取市立若草学園とのさつま芋掘り
　於）船越農園　参加者総勢77名
▽10月８日（火）　第１例会
▽10月19日（土）　鳥取市立若草学園やき芋大会
　 出席者　細田泰造　福田健治　山名立洋
▽10月23日（水）　第２例会　於）ホテルニューオータニ鳥取
▽10月26日（土）　「アラートセミナー」開催
　 松本匡司郎　出席

お誕生日おめでとうございます

やし、プラカードを持って呼び掛けをする時間が
ほとんどありませんでした。当番の時間より早め
に行って、先に献血を済ませてから呼び掛けを
した方が良かったと、少し反省しています。
　今回、参加されたメンバーの方、お疲れさま

でした。また、献血にご協力いただいた方、あ
りがとうございました。さらには、分担した時
間帯に関係なく最初から最後まで参加された
メンバーの方もいらっしゃいました。大変あ
りがとうございました。
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令和２年１月～令和２年２月行事予定

336-B地区　アクティビティ・スローガン 2019 ～ 2020           

『アラート』『メンバーズ  ファースト』『家族』
地区ガバナー・キーワード

改 革 は 成 長 の エ ネ ル ギ ー

偶発的戦争の可能性
� �　山　名　立　洋　
　イランがイラクにあるアメリカ兵の駐留地を
ミサイルで攻撃したと聞いたとき、肝を冷やし
た方もおられたと思います。私も心配しました。
その後ウクライナの民間航空機が墜落したとの
ニュースが入りました。何でよりによってこん
な時にと思いましたが、まさかミサイルによる
誤射撃だとは想像もしませんでした。現場では
アメリカからいつミサイルが飛んできても迎撃
するという緊張感が張り詰めた状態だったので
しょう。イランの防空システムの操作者が、旅

月 日 曜 行　　事

2

5 水

7R前期ガバナーズ・
アワード選考会
於）倉吉シティホテル
令和元年度鳥取県留
学生交流推進会議
於）鳥取大学広報センター２階

9 日
岡山LC認証65周年
記念大会
於）ホテルグランヴィア岡山

12 水 第１例会
於）ホテルニューオータニ鳥取

17 月 7R-1Z第３回ガバナー諮問
委員会　於）白兎会館

22 土
公認ガイディング・
ライオン講習会
於）アークホテル岡山

25 火 第２例会
（結成63周年記念例会）

月 日 曜 行　　事

1

1

～

5
水

～

日
年始休暇

7 火 計画委員会・理事会
ＭＣ．ＩＴ委員会

14 火 第１例会
（新年祝賀例会）

18 土
第30回鳥取子ども学園

「卓球大会」
第3回キャビネット会議
於）倉敷アイビースクエア

22 水 第６回レガシー特別委員会
於）岡山市勤労福祉センター

28 火
第２例会
7R-1Z新年会
於）鳥取ワシントンホテル
プラザ2F銀座

2 4 火 計画委員会・理事会
ＭＣ．ＩＴ委員会

冬とは思えない気候が続いています。除雪作業をしなくていいのは大助かりですが、
鳥取県のスキー場は悲鳴をあげています。冬場にほとんど一年分の売り上げを見込ん

でおられるところもあるでしょうから大打撃です。全国的にもこのため廃業を余儀なくされるとこ
ろもあるように報道されていました。急遽自治体が低利で資金援助をするようですが、借りたもの
は返さなければなりません。今後営業できる保証があるわけではありませんから、何とも悩ましい
限りです。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　細田　泰造　　　 表　紙 　鳥取城跡に「寿」の文字
毎年、年末年始に鳥取城跡二の丸三階櫓にＬＥＤの文字（約千個使用）が点灯されています。
２０１１年東日本大震災以降、犠牲者の鎮魂や復興への願いを込めて、「久松山を考える会」
の会員が行っており、２０１９年は天皇陛下即位と改元を記念して「寿」の文字を選びました。
幸せを象徴する「黄色いハンカチ」も石垣の上にひらめいています。 細田　泰造

客機を巡航ミサイルと誤認し、上官の許可を得
ずにミサイルを発射したと報道されました。
人間は間違いを犯すものだということを前提
に、いくら安全策を講じても、こういうミスは
起こることが実証されました。乗客は不運とし
か言いようのない人災による犠牲者です。各国
の国民は誰も戦争を望んではいません。武器が
ある限り偶発的戦争は起こる可能性がありま
す。人類の叡智が試されています。


