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　今年の役員引継ぎ会は、三密をさけてニュー
オータニ（はまなす）で皿盛でなく弁当形式で
開催されました。参加者は15名で例年より少な
かったでしょうか？
　例会が円卓で開催される様な感じで宴会と言
えないような雰囲気でしたが、予定時刻より３
分早く細田会長の挨拶から始まり（次期）西尾
第二副地区ガバナーの乾杯で開宴しました。大
きな円卓に５人と間隔が広く座ったままではお

隣にビールが進めにくい距離感でしたが、岸田
幹事の名司会で、参加者全員にマイクが渡り反
省や次年度の抱負を発表されました。最後に
２年後のガバナーへの期待と全員の協力を誓
い１年間ローアができなかった細田会長のWe 
Serveで閉宴となりました、密接を避けるため
恒例の手をつないでの“また会う日まで”もな
くコロナの影響を強く感じた引継ぎ会でした。

役員引継ぎ会
ＭＣ委員長　松　田　善　夫　



— 3 —

　７月３日（金）に7R-1Z会長・幹事会が白兎
会館で開催され、会長・幹事の代理で、私と、
山名さん、事務局國田さんが出席しました。
　協議・連絡事項があり、議題にそって進行さ
れました。
　①としてガバナー公式訪問、９月25日（金）
白兎会館、10時～ 12時、各クラブ会場、９月
25日（金）、クラブ合同例会12時20分～ 13時20
分、リモートで、？各クラブ持ち帰り、検討。
　②ガバナー諮問委員会、開催日程、予定。
　第二回、鳥取ＬＣ、ホストクラブで11月予定。
　③ＺＣ例会訪問、鳥取ＬＣ、８月25日（火）
に決定、島田ＲＣも、同行との事です。
　④ゾーン各種親睦行事、例年11月頃、コロナ
感染の事考慮しながら、８月末頃に、協議して
決定する。実施するとしたら、11月27日（金）。
　ゴルフ大会は、来年６月だから実施で決定。
　場所、鳥取カントリー（吉岡）
　⑤合同アクティビティは、ＥＭ活性液活用事
業は例年通り実施、各クラブ、学校名、日時を、
８月末連絡。
　街頭献血活動は例年通り各クラブで実施。
　⑥ＲＣ・ＺＣ、今後のローテーションについ
て。ＺＣが、今の予定では、Ｒ４の西尾さんが
ガバナーの時、鳥取ＲＣになるので、鳥取中央
と替わり、Ｒ３に鳥取ＲＣがＺＣになるよう決
定。

　⑦ゾーン会計負担金について、例年同様会員
一人当たり、500円拠出予定との事。各クラブ
７月１日現在の正会員数の確認と納入期限は８
月末日までにお願い。
　島田ＲＣからは、７年前から中止になって復
活したので、レガシー特別委員会に所属、諸問
題が出た時に相談して頂ければ、一緒に話し
合って行きたいと言われました。
　片山ＺＣは、ガバナーは、アクティビティや、
新しい取り組みを出してほしいと話されたが、
今やっておられるアクティビティを第一に考え
次に新しい事があればで良いのではと話されま
した。
　会員増強についても、1992年、6,222名だっ
た会員が、今現在2,874名（290名の家族会員含
む）と以前の44％に減っているので、各クラブ
頑張ってほしいとの事。西尾次期ガバナーの支
援金も含めて、皆でサポートして行こうの話し
で、会を終了されました。

　　336-B地区第一回7R-1Z会長・幹事会ご報告
第一副会長　福　田　健　治　

　７月18日、岡山プラザホテルにて336-B地区
の第一回キャビネット会議が開催され、私もキャ
ビネット担当副幹事として参加してきました。
　私としては初めての正式な地区会議で、受け
た役を務める覚悟はあるものの、具体的な知識
も経験もないままご迷惑をかけることになりはし
ないかと、不安もありながらの参加でした。早
速に、開会前に開かれた分科会のうちＧＭＴ／
ＦＷＴ委員会に出席しました。受付か書記かと

思っておりましたら、ベテランの先輩諸氏に交
じって発言を求められ、アドリブみたいな私な
りの感想のようなものを述べさせて頂きました。
　会員増強・家族・女性活躍がテーマで、数年
で会員が半減している問題と対策などについて
話し合われました。先輩諸氏のお話から、どこ
も鳥取ＬＣと同様、組織（役員）表の中に同じ
名前がいくつもある。つまり兼任が多くいろいろ
と工夫して運営されているようです。なるほど、

　第一回キャビネット会議報告
キャビネット副幹事　松　本　匡司郎　
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　2019年末頃から中国・武漢で発生したといわ
れる新型コロナウィルス。
　２月中旬までは日本では感染は僅かであり、
結果的には入国制限や東京都など大都市の緊急
事態宣言などの対策が、遅きに失したと言わざ
るを得ません。
　３月からの新型コロナウィルス感染の急激な
拡大により、４月には全国へ緊急事態宣言が出
され、当クラブも、次期役員の指名会、選挙会
が行われる４月第一例会までは開催しました
が、４月第二例会、５月第一例会は開催中止を
余儀なくされました。
　３月以降の例会・理事会等は下記のようなコ
ロナ感染防止策をとり開催してきました。

（1）三つの密（密閉、密集、密接）をさける。
　例えば、①机を増やしソーシャルディスタン
スをとる。②食事は、近い対面は避け、また皿
盛りは避け、従来通り弁当。

（2）①手洗い、アルコール消毒　②マスクして
お互い防御する。

　６月下旬より、自粛は徐々に緩和されてきま
したが、ウイルスはどこに潜んでいるかも知れ
ず、感染ゼロは今後もあり得ません。
　６月26日に開催の、役員・委員会の引継ぎ会
も、円卓のソーシャルディスタンスをとり、食
事は例会より豪華な（？）弁当形式としました。
　いずれにしても、今後新型コロナウィルス対
応は長丁場となります。
　政府の専門家会議より、いわゆる「新しい生
活様式」が提示され、各業界団体も「新しい生
活様式」に沿ったガイドラインを出しています。
　とにかく、ワクチンや治療の特効薬ができる
まで、我々は「新しい生活様式」を極力受け入
れざるを得ません。
　今後の鳥取ライオンズの活動、例会、理事
会、アクティビティなどについては、新型コロ
ナウィルス対応をしっかりと講じて、前向きに
どうしたら出来るかを考えて、しっかりと継続
していくことが大切だと思います。

　　コロナ禍での例会・理事会等の開催について
前会長　細　田　泰　造　

前例に倣って役をこなすだけではただ二倍の役
が回ってくるだけなので、増強を待つよりも工
夫も大事だと思いました。例えばこの委員会も、
二つの委員会を一つにまとめたものでした。
　さて、キャビネット会議は例に漏れずコロナ
対策を講じ、ＷＥＢでの出席者も加えての開催。
隣席との距離や大きなモニターなど、この光景
は長い歴史の中でも初めてのことのようです。
同地区のキャビネットはただでさえ先般の事務
所移転、事務の交代、引継ぎその他の諸問題に
加えて、コロナによる手かせ足かせの中での活

動です。詳細内容はまたご報告の機会があるか
とは思いますが、とにかく前例のない特別に活
動が困難な年であることは間違いありません。
　参加して全体的に感じたのは、今こそライオ
ンズ精神に立ち返って、各クラブが多様性を認
めた新しい時代の新しい手法と社会へのアピー
ルが必要ではないか、ということです。
　偉そうなことを書きましたが、こんな異例な
時こそ社会奉仕への参加意識が維持発展できま
すことを期待して報告といたします。
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　皆さんはhasunoha（ハスノハ）というサイ
トをご存じでしょうか。簡単に言えばネット上
の「人生お悩み相談」です。新聞紙上には著名
人による人生相談が載っていますが、あれを
メール形式でやるものと思っていただければい
いと思います。相談者は匿名ＯＫで、誰でも相
談できます。

　回答するのは僧侶資格を持った人に限定さ
れ、プロフィールをオープンにして登録しなけ
ればなりません。お寺の名前や住所、氏名、顔
写真まで載せています。相談内容と回答はネッ
ト上で公開され、誰でも見ることが出来ます。
今は全国で275名の僧侶が登録しており、全宗
派にわたっています。毎日数十件の相談が寄せ
られており、回答率は99.9％となっています。
現在までに７万件を超える回答がなされていま
す。もちろんすべてボランティアです。

　相談内容は多岐に亘っていますが、20位ま
でを100％として上位から順に、1 不倫 24%、
2 自殺 8%、3 中絶 7%、4 死にたい 7%、5 浮
気 6%、6 離婚 5%、7 仕事 5%、8 不登校 4%、
9 嫉妬 3%、10 結婚 3%、11 ママ友 3%、12 姑 
3%、13 就活 3%、14 孤独 3%、15 セックスレ
ス 3%、16 ニート 3%、17 転職 3%、18 不妊 

　新型コロナ感染が再拡大する中、例会や会食
を行って万が一感染が確認された場合、それを
判断した当事者には「安全配慮義務」があると
の事です。今までは法人での責任の所在だと解
釈（使用者には、労働者の健康等について必要
な配慮をする「安全配慮義務」がある）してい
たのですが、ことコロナについては広義な解釈
が必要となるのです。一番の問題はネット社会

3%、19 恋愛 2%、20 風俗 2%となっています。

　東日本大震災をきっかけとして2012年11月に
堀下さんという方を中心として立ち上がった
サイトですが、私は2017年に登録し現在まで
に250件の回答を上げています。一回の回答は
1000文字以内という制限がありますし、文字で
の相談ですから背景など分からない部分もたく
さんあり毎回苦慮しています。一つの回答に一
時間以上を費やすことも多々あります。しかも
ネット上にずっと残りますのでいい加減なこと
は書けません。場合によってはその回答が人生
を左右することもあります。

　何故そんなことをするのかと思われるかも知
れませんが、人の苦しみ悩みに寄り添うのが僧
侶の役割だと思っているからです。多くの僧侶
がそう思っていますが、お寺それぞれの諸事情
により、他のことが優先されることもあります。
また、お寺と言えどもすべてボランティアでは
やって行けないことも事実です。コロナ禍のも
とにあって、本当に必要なものは何かというこ
とに思いを致された方も多いと思います。江戸
時代の名残である檀家制度は、そろそろ終焉の
時を迎えます。それまでに世の中に必要なお寺
になっているかが問われると思います。

の普及による情報の拡散に深く関わるみたい
で、ネガティブな情報は好むと好まざるに関わ
らず、多くの憶測が飛び交い社会から抹殺され
る危険性をはらんでいます。大変な世の中にな
りましたね。
　“自分の身は自分で守る”、充分に気を付けて
ください。

　お寺のお悩み相談活動
第二副会長　山　名　立　洋　

８月会長挨拶
会　長　福　家　成　夫　
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　　　　　　　　鳥取ライオンズクラブ組織　　 （2020.7 ～ 2021.6）

理事会 常設委員会クラブ役員

　　クラブ役員
◎会長
◎前会長
◎第一副会長
◎第二副会長
◎幹事
◎会計

◎奉仕委員長
◎会員委員長
◎指導力育成委員長
◎計画委員長
◎ＭＣ委員長
◎国際協調・ＹＥ
　・レオ委員長
◎LCIF・アラート
　委員長

◎Ｌテーマー
◎テール･ツイスター

ＧＡＴ
（グローバル・
アクション・チーム）

（ＧＳＴ）

（ＧＭＴ）

（ＧＬＴ）

（注）　各委員会の○印は副委員長を示す

理事
1年理事
2年理事

第一副会長
Ｌ福田健治

第二副会長
Ｌ山名立洋

奉仕委員長
Ｌ民木一美

会員委員長
Ｌ岡田幸一郎

指導力育成委員長
Ｌ福田健治

会計・財務委員長
Ｌ田中良和

計画委員長
Ｌ上田博隆

ＭＣ委員長
Ｌ松田善夫

青少年健全
育成委員長
Ｌ山名立洋

LＣＩＦ・アラート
委員長

Ｌ岸田公男

計画委員会
〇Ｌ吉谷　L田賀
　Ｌ中尾　L中井

Ｌ濱田 　　

ＭＣ･ＩＴ委員会
〇Ｌ山名　Ｌ田賀

国際協調・ＹＥ・レオ
委員会

〇Ｌ吉谷　Ｌ杉浦

LＣＩＦ･アラート
委員会

〇Ｌ杉浦　Ｌ藤原
Ｌ鶴巻　　　

　財務委員会
〇Ｌ小林　Ｌ吉谷

奉仕委員会
含む社会福祉教育
〇Ｌ福田秀章　Ｌ髙野
 Ｌ中尾　  　　　

会員委員会
〇Ｌ船越　Ｌ髙野

指導力育成委員会
出席会則・付則・大会

〇Ｌ吉谷　Ｌ杉浦

幹事
Ｌ中川貴禎

〇L民木　L岡田

前会長
（ＬＣＩＦコーディネーター）

Ｌ細田泰造

会長
（ＧＡＴファシリテーター）

Ｌ福家成夫

ライオン・テーマー　Ｌ八矢一城　〇Ｌ上田　Ｌ梅田

テールツイスター　Ｌ梅田健司　〇Ｌ西尾　Ｌ松本

１年理事　Ｌ細田泰造　Ｌ吉谷典雄　Ｌ船越作一郎　Ｌ福田秀章　Ｌ民木一美

２年理事　Ｌ小林英明　Ｌ高野辰二郎　Ｌ西尾愼一　Ｌ杉浦為佐夫　Ｌ松本匡司郎

第２副地区ガバナー　Ｌ西尾愼一

キャビネット副幹事　Ｌ松本匡司郎

会計監査委員　Ｌ杉浦為佐夫
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事務局だより

Ｌ古田　昌己　Ｓ５５年　９月２５日
Ｌ林本　弥生　Ｓ４６年　９月２５日
Ｌ木村　　宏　Ｓ２６年１０月　６日
Ｌ鶴巻　孝永　Ｓ１８年１０月　６日
Ｌ梅田　健司　Ｓ３８年１０月　７日
Ｌ内村八千代　Ｓ１４年１０月１８日
Ｌ細田　泰造　Ｓ２５年１０月３０日

▽６月２日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　ＭＣ・ＩＴ委員会
▽６月３日（水）　「さつま芋農園」苗植付け
　細田泰造・岡田幸一郎・西尾愼一・民木一美・
　松田善夫・福田健治・上田博隆・船越作一郎・
　福田秀章・事務局出席
▽６月９日（火）　第１例会
＊アワード受賞 西尾　愼一

　ＬＣＩＦキャンペーン100「奉仕に力を。」
＊2020-2021年度理事会並びに委員会構成表
 次期会長　福家成夫
＜幹事報告＞ 幹事　岸田公男
・ 2020-2021年度国際会費・336複合地区並びに

336-Ｂ地区における拠出金について
・ 鳥取県にライオンズクラブ336-Ｂ地区がマス

ク一万枚寄贈
＜会計＞ 会計　田中良和
・会計よりお願い（６月決算月）
＜委員会報告及び承認＞
①計画委員会 委員長　福田秀章
・６月第１・第２例会or ７月第１・第２例会
　運営の承認
▽ ６月15日（月）　7Ｒ-1Ｚ現・次期会長予備会議

引継ぎ会　於）ワシントンホテルプラザ
　細田泰造　福家成夫　西尾愼一　出席
▽６月17日（水）　7Ｒ-2Ｚ現・次期役員引き継会
 於）倉吉シティホテル　西尾愼一出席
▽６月20日（土）　次期クラブ三役研修会
　ＷＥＢ会議 次期会長　福家成夫
▽６月23日（火）　第２例会
＊ 新会員（2019-2020入会）国際理事候補者地区

ガバナーより記念品贈呈 田中良和
＜幹事報告＞ 幹事　岸田公男
・７月10日（金）　『会員増強WEBセミナー』開催
 於）まやしも福祉センター
・６月末　ももたろうLC解散のご連絡
＜会計報告＞ 会計　田中良和
・ 次期予算策定についてご要望ご意見を会計兼

財務委員長か事務局までお願い致します。
＜委員会報告＞
①計画委員会 委員長　福田秀章
・７月７日（火）　各委員会・理事会開催
＊ 7Ｒ-1Ｚ現･次期地区役員・委員・会長予備会議
（引継ぎ会）報告 次期会長　福家成夫

＊次期三役研修会・委員会報告（WEB）
 次期会長　福家成夫
＊本年度役員離任挨拶 代表会長　細田泰造
＊ツイスタータイム 副テールツイスター　西尾愼一
▽６月26日（金）　新旧理事・委員長引継ぎ会
▽７月３日（金）　現・次期役員理事・委員長
　引継ぎ会　於）白兎会館　出席者
　第１副会長福田健治　第２副会長山名立洋
▽７月７日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　MC・ＩＴ委員会
▽７月14日（火）　第１例会
＊会長挨拶 会長　福家成夫
＊会員委員会 委員長　岡田幸一郎
・新会員紹介（理事会承認）
＊入会式
　　Ｌ濱田　泰彦
　　田澤産業株式会社
　　代表取締役　社長
　　スポンサー　福家成夫

＊新年度役員・地区委員就任挨拶（組織表参照）
 代表　会長　福家成夫
＊任命状伝達式 会長　福家成夫
・ 2020-2021年度336-B地区国際理事支援チーム

メンバー 西尾愼一
・ 2020-2021年度336-B地区レガシー特別委員長
・ 2020-2021年度336複合地区ＧＬＴメンバー
 西尾愼一
・ 2020-2021年度336-B地区キャビネット副幹事

 松本匡司郎
＊前年度決算報告及び承認（別紙）
 前年度会計　田中良和
＊監査報告及び承認（別紙）
 監査委員　杉浦為佐夫
＊ツイスタータイム テールツイスター　梅田健司
▽７月18日（土）　第１回キャビネット会議
　第二副地区ガバナー　西尾愼一
　キャビネット副幹事　松本匡司郎　出席
▽７月28日（火）　第２例会
＜幹事報告＞ 幹事　中川貴禎
・ 2020-2021年度役員必携及びライオンズ必携

改訂版のご案内（８月３日申込締切）
・８月１日（土）　第１回レガシー特別委員会開催
　第二副地区ガバナー 西尾愼一出席
＜委員会報告＞
①計画委員会 委員長　上田博隆
　８月25日（火）　7Ｒ-1Ｚ・ZC例会訪問
②奉仕委員会 委員長　民木一美
　８月５日（水）　「さつま芋農園」草取り
③ＬＣＩＦ・アラート委員会 委員長　岸田公男
　 令和２年７月熊本鹿児島豪雨災害に対する街

頭募金活動実施のお願い（8/1 ～ 8/31）１ケ月
＊第１回キャビネット会議報告
 キャビネット副幹事　松本匡司郎
＊ツイスタータイム 副テールツイスター　西尾愼一

お誕生日おめでとうございます
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336-B地区　アクティビティ・スローガン 2020 ～ 2021           

『良知』『敢為』『知行合一』
地区ガバナー・キーワード

地域と共に『WE　SERVE』

消滅しない都道府県ランキング
  　山　名　立　洋　

　ブランド総合研究所ダイヤモンド・セレク
ト編集部が、消滅しない都道府県ランキング
２０２０完全版というものを発表しました。これ
は今年６月に４つの指標（幸福度、満足度、愛
着度、定住意欲度）から算出した『持続度』だ
そうです。新型コロナウイルス感染拡大の影響
を受け昨年と大きく順位が変動しています。神
奈川県は１５位から３２位へ、千葉県は２１位か
ら４０位へとランクダウンしています。神奈川
県の定住意欲度は１０位から２３位に落ち、千葉
県は生活満足度が４位から２６位になるなど持
続度に大きく響く結果となっています。
　その一方で順位を上げているのが鳥取県、大
分県、岩手県といった地方の県です。鳥取県は
４４位から１１位に、大分県は２７位から１４位に、

月 日 曜 行　　事
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3 土 第２回キャビネット会議
第２回ＧＳＴ委員会

6 火 計画委員会・理事会
ＭＣ・ＩＴ委員会

11 日 秋の鳥取砂丘一斉清掃

13 火 第１例会

14 水
鳥取市立若草学園

「さつま芋堀り」
雨天の場合21日（水）

20 火 メーク・アップ委員会

27 火 第２例会

月 日 曜 行　　事

8 21 金
第１回ガバナー協議会
於）ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル岡山
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1 火 計画委員会・理事会
ＭＣ・ＩＴ委員会

2 水 第１回ＧＳＴ委員会
於）まやしも福祉センター

8 火 第１例会

10 木 第２回会員増強ＷＥＢ
セミナー

25 金

7R-1Zガバナー公式訪問
諮問委員会合同例会
於）白兎会館
第２例会

（認証63周年記念例会）

表紙写真のシルエットを見るとカップルが多いのに気付きます。夏の夕暮れに彼氏や
彼女と砂丘へ日本海の夕陽を見に行った諸氏も多いのではないでしょうか。青春時代
を思い出すナイスショットですね。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　福家　成夫　　　 表　紙 　 夕景（鳥取砂丘）
あざやかな夕日の周りの雲と、水平線の姿が美しい鳥取砂丘の夕景です。この夕景を楽しむ人
の姿がみえる撮影位置と場所に苦労しました。鳥取砂丘の海岸に、色々な人の動きがシルエッ
トで描かれています。何をして、何を話しているのでしょう。 細田　泰造

岩手県は４２位から２１位へランクアップしてい
ます。鳥取県は４月に「鳥取県ＳＤＧｓ推進本
部」を設置し、『とっとりＳＤＧｓ宣言』を行
うなど積極的に持続可能な地域社会づくりを実
現する取り組みを行なっています。「ＳＤＧｓ
への取り組み評価が高い都道府県ランキング」
でも鳥取県はダントツの１位です。岩手、鳥取
と言えば感染者ゼロが初期に続いた県でもあ
り、都市部での感染拡大に比して地方では感染
が抑えられていることが定住意欲度や愛着度の
アップにつながっているのではないかと思いま
す。コロナを機会に地方の良さが見直され、日
本全体がバランスよく定住されるようになれば
望ましいことだと思います。


