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　鳥取ライオンズクラブ会長を退任するにあた
り、ご挨拶を申し上げます。
　昨年７月に、歴史と伝統を誇る鳥取ライオン
ズクラブの会長に、重大な責任を感じ、身の引
き締まる思いで就任させて頂きました。
　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」として掲げ、また
最も重要なことして、鳥取ライオンズの仲間を
会員全員で、正会員に絞り増やしていきましょ
うと申し上げました。
　就任以降、認証62周年記念例会（9/24）第58
回ＯＳＥＡＬフォーラム・広島（11/7 ～ 10）
クリスマス家族会（12/23）新年祝賀会（1/14）
結成63周年例会（2/25）などが行われました。
　アクティビティは、秋の鳥取砂丘一斉清掃

（9/8）鳥取市立若草学園とのさつまいも掘り
（10/7）7R糖尿病予防セミナー（11/24）エク
スカーション・松江（11/16）7Ｒ-1Ｚ親善チャ
リティーボーリング大会（11/29）街頭献血

（12/1）鳥取こども学園との卓球大会（1/18）
などが行われました。
　このように、奉仕活動、啓発活動、学校ご支
援や、会員同士の懇親を深めるためのスポーツ
活動など多くの分野で多彩な事業を実施して参
りました。会員の皆様には事業の趣旨をご理解
頂いた上で、多大なご協力を頂き、諸事業を支
障なくやり遂げることが出来たことに、深く感
謝と御礼を申し上げます。
　ただ、きちんとライオンズの行事、アクティ
ビティが行われたのは２月末まででした。２月
中旬ころから、新型コロナウィルス感染が全国

的に拡大してきて、政府が３月２日から臨時休
校を要請。そして４月７日には首都圏、関西圏
などに緊急事態宣言発令。そのあと全国にも発
令されました。
　ここに至って４月の336Ｂ地区年次大会（倉敷）
５月の336複合地区年次大会（高知）などライオ
ンズの４月、５月、６月の行事、アクティビティ
がほぼ中止。まさに前代未聞の出来事です。
　振り返りますと、私も新年祝賀会でのご挨拶
で「今年は2020年オリンピックイヤー。景気も
上向き、災害のない、明るい年になることを期
待します」などと申し上げていました。誰がこ
のようなことを予測したでしょう。
　この６月で私の会長としての任期が終りま
す。任期後半は新型コロナウィルス感染拡大の
影響で残念ながら通常の活動が出来ず、率直に
言って不完全燃焼の様な気持ちですが、会長任
期の間、貴重な経験をさせて頂きました。また
ライオンズクラブのことも色々と勉強する機会
を得て、多少なりとも分かったような気がして
います。
　これからも、一人の会員として、出来る範囲
でクラブが地域の方から存在感を認識されるよ
うに、「Ｗe Serve ! 」をモットーとして、活動
をしていく所存です。
　最後になりましたが、当クラブの役員・会員
の皆様と事務局・國田さんのご支援、ご協力の
お陰で、会長の任期を全うすることが出来まし
たことを厚く御礼を申し上げます。
　一年間本当に有り難うございました。

会長退任のご挨拶
会　長　細　田　泰　造　

退任あいさつ
幹　事　岸　田　公　男　

　幹事に就任して１年が過ぎようとしていま
す。この間、私は幹事という役割を果たすこと
が出来たのだろうかと振り返ると、何をしたと
いう実感の無いまま、月日だけが過ぎていった
ように思われます。それでも各事業を無事に遂
行できたのは、会長や各委員・事務局、そして
会員の皆様にご協力を頂いたお陰しかありませ
ん。皆様には深く感謝すると共にお礼を申し上

げます。「ありがとうございました・・」。
　年度後半は、新型コロナウイルスの感染が中
国の武漢で発祥し、日本に帰港したクルーズ船・
屋形船・雪まつりなどに感染者が来訪して、瞬
く間に日本全土（岩手県だけ感染者なし）にウ
イルスを拡散されてしまいました。ライオンズ
クラブにおいても「３密」を避けるために会合・
研修会・さらに年に１度の各大会が中止になる
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　2019－2020年度７ＲのＧＳＴメンバーを拝命し、
この１年間ＧＳＴチームの活動方針に沿って各種事
業を推進して参りました。ＧＳＴ委員会（グローバ
ルサービスチーム）はＧＭＴ、ＧＬＴと共にＧＡＴ

（グローバルアクションチーム）の根幹をなす委員
会であり、我々ライオンズクラブのモットーでもあ
る奉仕活動を行う中心的な役割を担うチームです。
　さて、2019－2020年度は①献血活動の推進　
②糖尿病問題についての実践　③環境問題を重
点に取組みを推進して参りましたが、①につい
ては、すでに継続事業として実施をして参りま
した。後半は新型コロナウイルス感染症の拡大
を受けて移動献血車が廻れない等大変な影響が
あり、輸血血液に支障をきたす状況と成りまし

た。ぜひ皆が献血の重要性を認識され、血液セ
ンターでの献血をお願いしたいと思います。②
については、今や世界的な問題として、多くの
病気を併発する糖尿病について認識を高めて頂
く事を目的として11月23日にセミナーを開催さ
せていただきました。③は、今問題となってい
る環境ゴミ問題についての啓発事業でこれもセ
ミナーでの啓発をさせていただきました。
　今後もこれらの奉仕を通して、私たちライオ
ンズクラブが、地域社会から認識され、地域社
会から必要とされるよう、考え活動して行きた
いと考えております。
　この１年間、皆様のご協力に感謝申し上げま
す。有難うございました。

GST委員退任あいさつ
7Ｒ ＧＳＴメンバー　西　尾　愼　一　

　西尾ＧＳＴメンバーの記事で取り上げられて
いますので、ガバナー肝いりで昨年11月に行な
われました糖尿病予防セミナーについて報告致
します。会場はとりぎん文化会館でした。パソ
コン系の手伝いを頼まれていたので、時間前に
会場に着きプロジェクターやパソコンの設定を
行いました。講師は市立病院内科糖尿病専門医
の檀原尚典先生でした。2020年には鳥取市で開
業されるようです。糖尿病は予備軍を含めると
日本で2,000万人に上ると言われています。国
民病と言ってもいいような人数です。私も40代
のころ健康診断で糖尿病を疑われたことがあり
ました。二日酔いの状態で健診を受けたので、
血液検査の結果が良くなかったようでした。再
検査ということで75ｇ経口ブドウ糖負荷試験と
いうのをやりました。結果は全く問題がなかっ
たのですが、受付で気の毒そうな顔をされたの

を思い出します。皆さんも二日酔いでの健診は
避けた方が良さそうです。時々検査の二日ほど
前から節制をして臨む人があるようですが、検
査項目であるHbA1cの値は直近１ヵ月くらい
の食生活などの結果が反映されるそうですの
で、急な節制は意味がないとおっしゃっていま
した。
　糖尿病は神経障害、腎不全、網膜症、脳梗塞、
壊疽、狭心症などあらゆる器官の合併症を引き
起こす要因となります。まずはかからないこと
です。そのためには、食べ過ぎない、炭水化物
は全体の６割まで、たんぱく質は全体の２割ま
で、炭水化物は後で食べる、一日三食を守る、
運動を定期的に続けることなどを心がけ、スト
レスをためない生活が大切です。私にとって非
常に有意義なセミナーでした。参加の機会をい
ただきありがとうございました。

  　『糖尿病予防セミナー』思い出し報告
テール・ツイスター　山　名　立　洋　

など影響は大きなものになりました。当クラブ
においても４月第２例会・５月第１例会を中止
する事態になり、６週間も顔を合わせることが
出来ませんでした。「緊急事態宣言」は解除に
なりましたが、第２波・第３波の懸念は拭えま

せん。ワクチン・治療薬が開発されると共に、
早く終息することを願います。
　 来 期 は ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 本 来 の「We　
Serve」を多くのメンバーで「新しい生活様式」
を取り入れながら活動して行きましょう。
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　２月25日（火）ホテルニューオータニ鳥取で
結成63周年記念例会が開催されました。
　例会前に、臨時理事会があり、新入会員（田
中良和さん）の承認と、来期地区役員（キャビ
ネット副幹事）として松本さんを推薦すること
を承認しました。第一部の例会で、この承認事
項の報告を行い、会員の皆さんに新入会員とし
て田中さんに挨拶をして頂きました。昨年11月
に急逝された矢田会計の後任の方で、勤務先の
山陰合同銀行でも、鳥取営業部部長としてご活
躍をされている方です。
　第二部懇親祝賀では、福家第１副会長の乾杯
の発声で食事・歓談が始まりました。コロナウ
イルスの感染が各地で騒がれている時ですが、

「マスク着用で飛沫感染を防ぎ、手洗いはアル

コール消毒で接触菌を除去し、体内はお酒のア
ルコールで滅菌して完全予防しよう」・・と理
にかなった（？）対処法の会話も飛び交いなが
ら盛り上がりました。チャリティーオークショ
ンでは、吉谷さんが奥様の描かれた素晴らしい
絵画を出品される等、今までとはひと味違う
オークションとなりました。福田健治さんの軽
妙な入札金額・落札者の発表はいつもながら、
楽しく・面白く盛り上げて頂き、落札合計金額
は、皆さんの寛大な奉仕のお気持ちで168,300
円の高額となりました。皆さんありがとうござ
いました。
　最後は、「また会う日まで」を全員が輪になっ
て歌い、松田さんのライオンズローアで結成63
周年記念例会は盛会の内に閉会しました。

結成63周年記念例会
幹　事　岸　田　公　男　
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　　　日本ライオンズが鳥取県にマスク1万枚贈呈
　　西　尾　愼　一　

　５月21日の14時より、鳥取県庁第二応接室に
おいて、平井鳥取県知事に参加していただき、
マスクの贈呈式が執り行なわれました。
　贈呈式では、平井知事の挨拶の後、私が寄贈
の趣旨・経緯を説明し目録を贈呈、知事より感
謝状が贈呈（小野ガバナー宛）されました。
　今回のマスク寄贈にあたっての趣旨・経緯に
ついて説明をさせていただきたいと思います。
　一般社団法人日本ライオンズは、新型コロナ
ウイルス感染症拡大に対する緊急支援として、
LCIFの交付金により、先に緊急事態宣言が出
ました13都道府県に対し、合計20万枚のマスク
を寄贈しました。
　その後、緊急事態宣言が全ての県に発令され
たことを受けて、残り34県に各１万枚、合計34
万枚の寄贈を決定いたしました。

　この財源は、先のLCIF交付金の残金に加え
て、１年延期となりました東京オリンピック・
パラリンピック支援金の一部流用（これも会員
の献金）とアラート委員会緊急支援金の半分を
充てております。
　これにより、鳥取県に１万枚のマスクを寄贈
することが決定したわけですが、鳥取県では知
事を初めとして医療機関や関係各位のご尽力に
より感染者は３名に止まり、先般緊急事態宣言
が解除されましたが、まだまだ安心できる日が
来るのは見通せない段階だと思います。最終的
に１日でも早くマスクを着用しなくても良い日
常がきます事を願い、マスクの有効活用を願い
たいと思います。

日本海新聞　５月29日（金）　　掲載
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　私ごとで誠に恐縮ですが、編集委員からのお
勧めもあり、投稿させて頂きます。
（１）第13回池田家墓所写真コンクール
� 　最優秀賞　受賞
　鳥取県池田墓所保存会主催のこの写真コン
クールには、過去４回入賞していましたが、こ
の度の最優秀賞受賞は、大変嬉しく光栄に思っ
ています。
　タイトルは「夕景の耀き」。逆光の夕日の中
で輝いている紅葉の木々、灯籠のコントラスト
を出すのに苦心しました。日本海新聞（３月24日）
に、表彰式の写真・記事が掲載され、多くの方

からお電話、メール、またお祝いの品まで頂き
ました。また当クラブの多くの方にも展示会に
来て頂き有り難うございました。なお入賞作品
は今後巡回展示されますので、ご案内申し上げ
ます。（①仁風閣２階：9 ／ 5 ～ 10 ／ 11
②因幡万葉歴史館：11 ／ 11 ～ 12 ／ 15）

（２）麒麟獅子舞フォトコンテスト
� 　入選　受賞
　麒麟獅子舞フォトコンテストは、令和元年度

「因幡但馬麒麟のまち」連携中枢都市圏域事業
として、行われたものです。
　伝統技能の麒麟獅子舞を引き継ぐために、私
の母校久松小学校に「麒麟獅子舞クラブ」が出
来ました。私の高校同級生の亀屋氏が麒麟獅子
舞の講師をしており、その「練習風景」を撮影
し、「伝統の継承」のタイトルでコンテストに
応募したものです。なお賞金は、久松小学校の
クラブに贈呈させて頂きました。但しコロナ感
染対応防止で表彰式は中止。展示会は延期です。
　なおコンテスト入賞者については、日本海新聞（５
月21日）に掲載されました。

　　　第13回池田家墓所写真コンクールで最優秀賞  受賞
　　麒麟獅子舞フォトコンテストで入選  受賞

　　細　田　泰　造　

最優秀賞　作品

麒麟獅子舞練習風景

麒麟獅子舞コンテストのポスター日本海新聞（３／24）最優秀賞表彰式掲載

作品展会場入口
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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　池田家墓所写真コンクールで
「最優秀作品」に選ばれました。
とても驚いており、又光栄に思っ
ています。20日表彰式。20日よ
りとりぎん文化会館１階フリー
スペースで展示されています。

Ｌ細田　泰造　池田墓所写真コンクールに最優
秀賞を受賞。鳥取ライオンズの
多くの方々ご覧頂き有難うござ
いました。

Ｌ細田　泰造　鳥取市など主催の「麒麟獅子舞
フォトコンテ」で、お陰様で入
賞させて頂きました。但し表彰
式は中止。展示会は延期となり
ました。フォトコンテスト入賞
者については５/21日本海新聞
に掲載されました。

Ｌ西村　省二　Ｓ２６年５月２１日
Ｌ髙野辰二郎　Ｓ　９年５月２２日
Ｌ福田　健治　Ｓ３０年５月２８日
Ｌ小林　英明　Ｓ　９年５月３０日
Ｌ杉浦為佐夫　Ｓ２４年６月　７日
Ｌ中山　政光　Ｓ２４年６月　７日
Ｌ中川　貴禎　Ｓ３９年６月１０日
Ｌ中井太一郎　Ｓ３９年６月１１日
Ｌ花原　秀明　Ｓ２８年６月１１日

▽１月７日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　ＭＣ・ＩＴ委員会
▽１月14日（火）　第１例会（新年祝賀例会）
　於）ホテルニューオータニ鳥取（鳳凰の間）
　一部　例会
　　古稀のお祝　Ｌ岸田公男　Ｌ福田秀章
　　長期会員お祝　30年Ｌ鶴巻考永
　　　15年Ｌ内村八千代　10年Ｌ杉浦為佐夫
　二部　祝賀会
　　詩吟　Ｌ髙野辰二郎　舞踊　Ｌ内村八千代
▽ １月18日（土）　第30回鳥取こども学園「卓球大会」
▽１月18日（土）　第３回キャビネット会議
　Ｌ西尾愼一　出席　於）アイビースクエア
▽１月22日（水）　第６回レガシー特別委員会
▽１月28日（火）　第２例会
▽１月28日（火）　7Ｒ-1Ｚ新年会
 　於）鳥取ワシントンホテル
▽２月４日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　ＭＣ・ＩＴ委員会
▽ ２月５日（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 西尾愼一　出席
▽２月５日（水）　倉田小学校「薬物教室」開催
　 山名立洋　杉浦為佐夫　出席
▽２月９日（日）　岡山ＬＣ認証65周年記念大会
　於）ホテルグランビア岡山 西尾愼一　出席
▽２月12日（水）　第１例会
＜幹事報告＞ 幹事　岸田公男
◦指名委員会開催　例会後　於）パリエール

◦ 指名委員会報告（３月第１例会）　指名会開
催告知予定

◦ 2020 ～ 2021年度地区役員・委員の推薦につ
いて（別紙）2/20　Z.C提出

※2019年度上半期収支決算報告 代行　岸田公男
※クリスマス家族会収支決算報告 会長　細田泰造
▽ ２月17日（月）　7Ｒ-1Ｚ第３回ガバナー諮問委員会
　会長　細田泰造　第１副会長　福家成夫
　地区委員　西尾愼一　出席
▽２月25日（火）　第２例会（結成63周年記念例会）
◦入会式
　　田中　良和
　　山陰合同銀行　鳥取営業部
　　鳥取営業部長
　　スポンサー　細田泰造

◦指名委員会 委員長  岡田幸一郎
　キャビネット副幹事　松本匡司郎　2/17Ｚ.Ｃへ提出
第２部　懇親祝賀会
・チャリティーオークション開催
▽３月３日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　ＭＣ・ＩＴ委員会
▽ ３月７日（土）　2019 ～ 2020年度第４回キャビネット

会議　於）倉敷アイビースクエア 西尾愼一　出席
▽３月10日（火）　第１例会
◦指名委員会 委員長代行　髙野辰二郎
・指名会（３月24日（火）第２例会）開催のご案内
◦アワード受賞（LCIF献金）
　メルビン・ジョーンズ・フェロー　西尾愼一
＜幹事報告＞ 幹事　岸田公男
・「各種大会・会議等中止及び延期の報告」
・ ＧＭＴ＆ＦＷＴから「ASK-1運動」候補者数提

出のお願い
・鳥取県薬物乱用防止指導員の推薦に関するお願い
＜委員会報告＞
・計画委員会 委員長代行　民木一美
　結成63周年記念例会収支決算報告（承認）
◦第４回キャビネット会議報告 ＧＳＴメンバー　西尾愼一
◦ツイスタータイム 副テール・ツイスター　西尾愼一
▽３月24日（火）　第２例会
・指名会通知の件（2020～2021年度クラブ役員発表）
 委員長代行　民木一美
＜幹事報告＞ 幹事　岸田公男
・336複合地区第66回年次大会（高知）本登録申込
◦薬物乱用防止教育「ビデオ放送」 講師　山名立洋
◦ツイスタータイム テール・ツイスター　山名立洋
▽４月７日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　ＭＣ・ＩＴ委員会
▽４月14日（火）　第１例会
・選挙会開催 指名委員長　岡田幸一郎
＜委員会報告＞
・会員委員会（承認） 副委員長　岡田幸一郎
　退会者　佐々木道寿　浜崎晋一
・計画委員会
　５月第１・第２例会運営の承認
　（各委員会連休の為中止）

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、４月第
２例会並びに５月第１例会を中止いたします。

お誕生日おめでとうございます



— 8 —

発　行　鳥取ライオンズクラブ
会　長　細　田　泰　造
　　　　鳥取市西町1丁目121
　　　　　メイヤーズ西町402号
　　　　TEL 21-5848
幹　事　岸　田　公　男
　　　　鳥取市西品治732
　　　　TEL 24-0711
ホームページ
　http://torilion.wix.com/tottori

会報編集委員長　松　田　善　夫
　　　　東伯郡湯梨浜町園548-1
　　　　TEL 0858-34-3067
事務局　鳥取市今町2-112
　　　　アクティー日ノ丸総本社ビル2F
　　　　TEL 23-3333

印　刷　中央印刷株式会社

発行日　令和２年６月２３日発行

令和２年５月～令和２年６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

新型コロナウイルスと人類
� �　山　名　立　洋　
　私たちの祖先であるヒト属とチンパンジー
の共通祖先が分岐したのはおよそ２００万～
１，０００万年前、ホモ・サピエンスとホモ・エレ
クトスの共通祖先が分岐したのはおよそ２０万
～１８０万年前と見られています。私たちはホモ・
サピエンス種です。他の既知の亜種であるネア
ンデルタール人は３万年前に絶滅しています。
　ホモ・サピエンスは個体としての強さは多く
の動物に劣ります。ではなぜ生き残ったかと言
いますと、それは集団生活にあります。集団生
活の中で統率の力を学び、多数対個で生き延び
たのです。個の力がいくら強くても、相手の数
倍の力を持っていても１００対１で立ち向かう

月 日 曜 行　　事
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11 木 第１回次期RC・ZC研修会
於）まやしも福祉センター.Web

15 月
7Ｒ-1Ｚ現･次期役員・委員・
会長予備会議（引継ぎ会）
於）鳥取ワシントンホテル

17 水
7Ｒ-2Ｚ現・次期三役
予備会議（引継ぎ会）
於）倉吉シティホテル

20 土 次期クラブ三役研修会
於）まやしも福祉センター.Web

23 火
第２例会
2020－2021年度第１回
IT・MC委員会

26 金
現・次期役員・理事
委員長引継ぎ会
於）ホテルニューオータニ鳥取

月 日 曜 行　　事

5

12 火 第１例会（中止）

20 水
336-Ｂ地区携帯電話
テレビ会議実証試
験開催

24 日 336複合地区第66回
年次大会高知市（中止）

26 火 第２例会
27 水 さつま芋農園マルチ作業

6

2 火 計画委員会・理事会
ＭＣ．ＩＴ委員会

3 水 さつま芋農園苗植付け
於）船越農園

6 土 次期ガバナー方針伝達
於）まやしも福祉センター.Web

9 火 第１例会

コロナのせいでアクティビティだけでなく、例会までもが休止に追い込まれてしまって
原稿が集まるだろうかと心配でしたが、皆様のご協力により発行にこぎ着けることが出
来ました。旧聞に属することもありますが事情ご賢察ください。例会も再開しましたの
で、一安心です。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　細田　泰造　　　 表　紙 　 唐川湿原のカキツバタ群落
唐川湿原のカキツバタ群落は、鳥取の人でもあまり行かない所かも知れません。標高400Mの谷
間に発達した中国地方の代表的湿原。特に５月下旬から６月上旬に、濃い紫色のカキツバタが
咲きそろい国の天然記念物に指定されており、また「日本三大カキツバタ自生地」一つでもあ
ります。（あと二つは愛知県刈谷市の「小堤西池」、京都市北区の「大田の沢」）。 細田　泰造

と１００が勝ちます。１００を同じベクトルに向
かわせるのがホモ・サピエンスの能力でした。
ですからＤＮＡの力で私たちは自然と密接な集
団に属すことを欲します。
　ところが今回のコロナは人が密接になること
によって人類を危機に陥れる能力を持っていま
す。それに対抗するには、ＤＮＡに逆らって、
離れた生活をしなければなりません。一時的に
は危機管理能力によって保つことが出来ます
が、長期に亘っては無理な気がします。これは
長い闘になります。どちらが不慣れな環境に早
く適応するかによって勝負が決まるのではない
でしょうか。


