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　ゾーンチェアパーソン退任挨拶
７Ｒ-1Ｚ・ＺＣ　広　岩　勝　彦　

　ゾーンチェアパーソンを就任して一年の任
期を無事終えることができました。
　コロナ禍の中各クラブ、例会運営・アクティ
ビティとご苦労されたことと思います。就任
当初各クラブを訪問させていただいたときは
温かく迎えていただき、ありがとうございま
した。各クラブとも独特の雰囲気があり和や
かさにもそれぞれの特色を感じさせていただ
きました。
　今期、このような状況の中合同アクティビ
ティをどうすればと考えたとき各クラブの会
報誌を１度「合同会報誌」にしてはと考え引
き継ぎ会の時にお伝えし各クラブより賛同い
ただき年初め「１月号」として各クラブの会
長、幹事、年始挨拶、アクティビティの紹介
をしていただきました。私自身他クラブのア
クティビティを知る機会を得て楽しく読ませ
ていただきました。ＭＣ委員の皆様にはご苦
労かけたことと思います。また出来れば「合
同会報誌」が継続事業として行っていただけ
ればと思います。
　キャビネットに関しては各会議でおなじと
ころでつまづき昨年の決算報告の杜撰さには

驚くばかりでした。今期の地区年次大会にま
で引きずる結果になったのは残念に思いま
す。新年度は西尾ガバナーの強いリーダー
シップ・新役員の方々に期待しています。
　最後に５月８日に行われた、いなばライオ
ンズクラブ主催のアクティビティ「第９回森
林浴ウォーキング大会」に初めて参加させて
いただきました。コロナ禍の中でも330名の
一般の方の参加トレッキングコース・初心者
コースと２コースを設定しそれぞれの人に合
わせてのウォーキング、途中周年合同事業の
藤棚も見ごろを過ぎましたが青々と元気そ
うな姿を見ることが出来ました。準備から実
行・片付けと会員の皆様の熱い奉仕を感じま
した。また６月18日には砂丘ライオンズクラ
ブ主催の｛ SDGs〈ごみを拾って浜辺を活用〉
砂であそぼう ｝が開催されます。沢山の方に
参加していただきライオンズ活動を周知して
いただく、素晴らしいアクティビティ奉仕活
動だと思います。感謝いたします。
　「WE SERVE」「われわれは奉仕する。」こ
の一年、皆様に支えていただきありがとうご
ざいました。

７R１Z・２Zの皆様へ
　この１年間お世話になりありがとうございま
した。振り返って見ますと新型コロナの感染拡
大を言い訳にして何も出来なかった１年だと思
います。ZCとの連絡会議を設けましたが、開催
は１回に留まり中身のないものとなりました。各
クラブの皆さんもコロナ禍で何が出来るのだろ
うと努力された１年だと思います。RCとしては
リジョンでなければ出来ない活動を模索したの

　リジョンチェアパーソン退任あいさつ
７Ｒ-ＲＣ　山　名　立　洋　

ですが、コロナ禍では大人数を集める活動はリ
スクを高めるため断念せざるを得ませんでした。
　新年度からはRCという役職が再びなくな
り、ZCの一人にリーダー ZCという役割を持
たせて、RCの任務を引き継ぐことになりま
す。コロナが収まったときには、すぐに活動
出来るよう今からリジョン合同アクティビ
ティの構想を構築いただきますようお願い申
し上げます。
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　会長退任ご挨拶
会　長　八　矢　一　城　

　退　任　挨　拶
幹　事　田　賀　和　明　

　この度６月末をもちまして鳥取ライオンズ
クラブ会長職を退任となります。１年間でし
たがクラブ会員の皆さまには多くのお力添え
をいただき感謝申し上げます。また入会して
間もないわたくしが会長職を務めることがで
きるか不安で一杯でしたが不手際が多い中寛
大な対応をいただいた諸先輩方にお礼申し上
げます。振り返りますとコロナ禍で例会開催
も危ぶまれるなかで様々な行動制限があり予
定していた諸行事の開催が十分できませんで
した。そうした中で感染の可能性が低い屋外
アクティビティが開催できたことは救いでし
た。砂丘清掃やさつま芋の苗植え、若草学園
の皆さんとの芋ほり、街頭献血活動等を通じ
て社会貢献ができたと思います。また秋のエ
クスカーションでは奥出雲を散策するなど会
員の絆を深めることができました（天気も良
くお酒も美味しかったです）。さらには６Ｌ
Ｃゴルフ大会では日ごろの練習の成果を発揮
された会員もおられ多くの思い出が残りまし
た。
　一方会員の鶴巻孝永氏が２月16日に死去さ
れたことは悲しいニュースでした。妙要寺住

　思い起こせば一年前、当時の福家会長より
幹事着任の要請がありました。
　幹事を経験すればライオンズの事がよくわ
かるとの話で受けさせていただきました。
　実際に業務を行っていく度、事務局からの
メールが多く入ってくるようになりました。
最近になって、メールを見る度、関係各所で
行われている事が理解できるようになりまし
た。

職や人権擁護委員として尽くされ叙勲を受章
されるなど社会貢献された方と伺っていま
す。葬儀に参列しましたが死を悲しむかのよ
うに大雪の中で静かに執り行われました（ご
冥福をお祈りいたします）。
　悲喜こもごもの１年でしたが６ＬＣの会長
各位とお互いの悩みを話し合い多くのアドバ
イスを受けたことは財産です。仕事において
も人生においても非常に役立つ経験をさせて
いただきました（ライオンズクラブ最高で
す）。さて2022年～ 2023年は西尾さんがガバ
ナーとして選出され鳥取で地区大会も予定さ
れています。わたくしも地区大会（岡山）、
複合地区大会（広島）に出席しましたが他ク
ラブ会員の皆さまと交流を図ることができま
した。また他クラブが工夫して実行している
アクティビティも非常に参考になりました。
この貴重な経験を活かして今後もクラブ発展
のために貢献していきたいと思います。まだ
まだ未熟な点も多くありますがご指導・ご鞭
撻をいただければ幸いです。１年間本当にあ
りがとうございました。これからもよろしく
お願いします。

　しかしながら着任中はまだよくわかってな
い状態での取り組みの為、会長をはじめ皆様
には助ける立場なのに助けてもらってばかり
で申し訳なかったです。
　本当にこの一年有難うございました。次年
度では青少年健全育成委員長また国際協調・
YE・レオ委員長を務めさせていただきます。
またご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいた
します。
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　令和４年１月11日に鳥取ライオンズクラブ
の新年例会がホテルニューオータニで開催さ
れました。コロナ禍で例会を中止しているク
ラブも多いのですが我がライオンズクラブは
感染防止策を十分にとったうえで国歌斉唱、
古希・還暦・長期会員お祝い、髙野さんの詩
吟の披露など趣向を凝らした内容で行いまし
た。古希のお祝いは藤原正さん、還暦のお祝
いは松本匡司郎さん、長期会員のお祝い（20
年）は小林英明さん、長期会員のお祝い（10
年）は船越作一郎さんと西村省二さんが受け
られました。藤原正さんは久しぶりの例会参
加とのことで懐かしんでおられました。皆さ
まの話を伺い諸先輩が築かれた功績を継承し
つつ新しい時代のWe Serveを実践しなけれ
ばならないと感じました。髙野さんは初夢（本
宮三香）を詠まれましたが正月らしい七福神

の大変縁起の良い詩でした。詩のように早く
コロナが終息し平穏な日々が訪れることを願
います。
　本来であればお酒やおせち料理を前にして
賑やかな宴会を開催したいのですがもうしば
らく辛抱しその時が来るのを楽しみに待とう
と思います。
　会長挨拶で今年度スローガンを新時代の

「We Serve」新しい発想、新たな挑戦、新
しい仲間！としたこともお知らせしました。
Withコロナでわたしたちの生活様式が変わ
り社会奉仕も新しいアイデアや手法が必要と
なりますので皆さまの知恵をお借りできれば
と願っています。今年一年間会員の皆さまと
ご家族が健康に過ごされコロナが終息しWe 
Serveが実践できることを祈念します。

　　鳥取ライオンズクラブ新年例会に想う
会　長　八　矢　一　城　
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　第68回336-B地区年次大会開催される
会員委員長　細　田　泰　造　

　４月17日（日）３３６-Ｂ地区年次大会が、
津山文化センターで開催されました。一昨年、
昨年ともコロナ感染拡大の影響により、セレ
モニー方式で行なわれたので、従来の方式の
年次大会は３年ぶりとなります。
　今年の年次大会は、我が鳥取ライオンズク
ラブの西尾愼一氏が地区ガバナー就任の大会
です。当クラブからは、Ｌ西尾、Ｌ八矢、Ｌ
杉浦、Ｌ岡田、Ｌ山名、Ｌ松本、Ｌ細田の７
名が参加。
　年次大会式典の前に、代議員会が開催され
ました。「地区ガバナー提出議案」として、
議案－１：次期地区ガバナー選出により西尾
愼一氏の選出が発表されました。
　議案４　2020－2021年度地区一般会計報告
は、前地区ガバナーが説明されましたが、「納
得出来ない」の意見が数多く出て結局承認さ
れず、再監査のための「第三者委員会」の立
ち上げが決りました。まさに異常事態でした。
　確かに、例えば第67回地区年次大会収支計
算書の支出の部＜大会費＞に、記念品袋費
2,757,500円とありますが、実はこれは殆ど岡
山・鳥取県医師会に支援金を寄贈（鳥取県に

100万円、岡山県に150万円）したものでした。
　コロナ感染防止に尽力される医師の方への
寄贈は否定しませんが、なぜ地区大会の記念
品袋費などと偽りの記載がされるのか、そし
てこれが何故そのまま地区大会議案に出てき
たのか理解出来ませんでした。他にも不明な
点があるようでした。
　「次期地区ガバナー（西尾愼一氏）提出議案」
の、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」、地
区ガバナー・スローガン「調和と融合　明る
く・楽しく・元気よく」　が採択されました。
分かりやすくはっきりとしたスローガンで、
私自身とても共感しました。
　予定時刻より大幅に遅れて、地区年次大会
式典・表彰式が開始されました。来賓の挨拶
で始まり、いくつかの表彰式のあと、地区ガ
バナーの入場が行なわれました。八矢会長の
先導のもと、西尾地区ガバナーエレクトが
堂々の入場です。そして平山地区ガバナーか
らガバナーキーの伝達のあと、西尾地区ガバ
ナーエレクトの所信表明がありました。
　次期大会のホストクラブは７リジョン1・2
ゾーンの10クラブ１支部ですが、最も伝統の
ある鳥取ライオンズクラブが、リーディンク
ラブとして第69回336-Ｂ地区年次大会の来年
４月16日（日）開催に向けて準備をすすめて
いく必要があります。
　最後に次期大会のホストクラブを代表し
て、岡田地区大会委員長、山名地区大会実行
委員長が、第69回大会開催に向けて力強い挨
拶をされました。
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　５月31日（火）に船越さん所有の農園でさ
つま芋苗植えとマルチ作業を行いました。
　福田健治さんも参加され賑やかに行うこと
ができました。砂地とはいえ耕運機で畝をつ
くりマルチを貼っていく作業は少々くたびれ
ましたが２時間程度で終わりました（皆さん
お疲れでした）。７月には草刈をして秋には
若草学園の皆さんと芋ほりができることを楽
しみにしています。さつま芋はNASAで宇宙
食として研究され準完全食品と言われるほど

「美容・健康」に効果的な食材だそうです。

　肌のシミ対策に効果的なビタミンCや腸内
環境を整えてくれる食物繊維、脳のエネル
ギー源を作り出すのに欠かせないビタミン
B1、がんの発生原因の１つである活性酸素の
発生を抑制してくれるビタミンC、血糖値の
上昇を緩やかにするレジスタントスターチ等
の栄養素が含まれているとのこと。調理法も
電子レンジでやきいもを作る、蒸し器でやき
いもを作る、オーブンでやきいもを作る等い
ろいろあるので試してください。

　さつま芋苗植え
会　長　八　矢　一　城　
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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髙野辰二郎　コロナに感染し約４ヶ月欠席しま
した。ご心配かけてすみません。
今後共よろしくお願いします。

Ｌ西尾　愼一　やっと娘が嫁に行きました。御祝
を頂戴し有りがとうございます。

Ｌ佐々木　豊　今日はお久し振りに皆様にあえて
すごく嬉しかったです。

Ｌ船越作一郎　今日はありがとうございます。
ウィーサーブはなかなか出来ませ
んがこれからもよろしくお願いし
ます。

Ｌ藤原　　正　去年古稀を迎えていました。
Ｌ細田　泰造　あけましておめでとうございます。

令和３年池田家墓所写真コンクー
ル入賞作品展が因幡万葉歴史館で
開催されています（16日迄）。

Ｌ松本匡司郎　還暦のお祝いありがとうございま
す。三回目の成人式だと思ってい
ます。

Ｌ松本匡司郎　母の葬儀に際しましては、皆様か
らたくさんのお心遣いを頂き誠に
ありがとうございました。

Ｌ細田　泰造　2021年度池田家墓所写真コンクー
ルで入賞。５年連続入賞となりま
した。又写真展日程などをご案内
させて頂きます。

Ｌ西尾　愼一　皆様のご支援のおかげで4/17無事
ガバナーエレクトに就任しまし
た。今後共宜しくお願いします。

Ｌ細田　泰造　広島カープ投手陣が踏ん張って、
お陰で２位をキープしています。
大リーグでの鈴木誠也の活躍をみ
るたびに、もし広島カープに残っ
ていたら、今は首位となっている
のにと思う今日この頃です。

Ｌ藤原　　正　旭日小綬賞を受賞しました。今後
共よろしくお願いします。

Ｌ西村　省二　10周年の御祝をいただきありがと
うございました。今後も鳥取ライ
オンズクラブのご発展をお祈り申
し上げます。

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石津　光昭　Ｓ４３年　２月１４日

Ｌ福田　秀章　Ｓ２６年　２月２４日
Ｌ福家　成夫　Ｓ３４年　２月２５日
Ｌ西尾　愼一　Ｓ２２年　４月　４日
Ｌ岡田幸一郎　Ｓ３０年　４月２１日
Ｌ松本匡司郎　Ｓ３７年　４月２６日
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小林　紀子　Ｓ４７年　５月２６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中川　貴禎　Ｓ３９年　６月１０日
Ｌ中井太一郎　Ｓ３９年　６月１１日

▽12月５日（日）　街頭献血　於）イオン鳥取北店

▽12月14日（火）　12月第１例会
◦アワード受賞キャンペーン100
　八矢一城　田賀和明　上田博孝　梅田健司
　LCIFライオンズサポーターピン　西尾愼一
▽12月17日（金）　第２例会　於）鳥取シティホテル
◦ 12月21日（火）　歳末助け合い募金　24,000円
　会長 八矢一城　日本海新聞社へ持参　12/22新聞掲載
▽１月11日（火）　第１例会（新年例会）
▽１月25日（火）　第２例会
▽２月８日（火）　第１例会
◦アワード受賞
　メルビンジョーンズ・フェロー
　　　　　　　  　山名立洋
▽３月８日（火）　第１例会
▽３月22日（火）　第２例会
▽４月12日（火）　第１例会
◦任命状伝達式
　 国際理事候補者推薦委員会委員長　第一副地区ガバナー
　決議委員会委員　キャビネット副会計

〈幹事報告〉 幹事　田賀和明
・LCIF献金報告　一人＄100：30名　346,410円
▽４月17日（日）　第68回336-B地区年次大会
　於）津山文化センター　７名出席
▽４月26日（火）　第２例会
▽５月10日（火）　第１例会
▽５月22日（日）
　複合地区第68回年次大会
　於）広島国際会議場
▽５月24日（火）　第２例会
▽５月31日（火）　さつま芋苗植え付け

お誕生日おめでとうございます
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令和４年５月～令和４年６月行事予定

336-B地区　アクティビティ・スローガン 2021 ～ 2022           

『 誇 り と 自 信 　 そ し て 前 へ 』
地区ガバナー・スローガン

サムシング  ニュー　Something  New

月 日 曜 行　　事

６

5 日
7R-1Z･6LC親善チャリティゴルフ大会
於）旭国際浜村温泉ゴル
フクラブ　湖山コース

7 火 計画委員会・理事会
MC委員会

10 金
7Ｒ-1Ｚ現･次期役員･委員･
会長・幹事予備会議（引継ぎ会）
於）鳥取シティホテル

14 火 第１例会

16 木

7Ｒ-2Ｚ 現・次 期 三 役
予備会議（引継ぎ会）
於）倉吉シティホテル
336複合地区第５回ガバ
ナー協議会･役員連絡会議
於）ホテルセンチュリー 21広島

18 土 次期キャビネット予備会義
於）岡山国際交流センター

28 火 第２例会

月 日 曜 行　　事

５

10 火 第１例会

11 水 計画委員会・理事会
MC委員会

21 土
336複合地区第68回年
次大会前夜祭
於）広島グランドプリンスホテル

22 日
336複合地区第68回年
次大会
於）広島国際会議場

24 火 第２例会

31 火
さつま芋農園（畝･マ
ルチ･苗植付け作業）
於）船越農園

６ 4 土 次期クラブ三役研修会
於）杜の街グレース

現MC委員会としては最後の風紋発行となりました。コロナコロナでネタとなる活動その
ものが激減し、MC委員会といっても私と事務局さんで「どうしましょう」の連続でした。

次年度はウイズコロナも定着しつつあるなか、地区としても鳥取LCの西尾慎一ガバナーの年度を迎え、
様々な活動の盛り上がりが期待されています。次年度の「風紋」は、ネタが多すぎて原稿整理に追われ
るような充実した会報誌となることを願っています。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　八矢　一城　　　 表　紙 　福田　典高
　雨滝は、平成２年に「日本の滝百選」に選定された鳥取県一の大瀑布です。「山陰海岸ジオパーク」
の扇ノ山エリアに属するこの滝には、貴重で美しい地形や涼を求める多くの観光客が訪れ、地元
では信仰の場所として神事やお祭りが執り行われてきました。
　福田典高先生のご協力で、表紙を飾ってきた今年度の因幡の風景シリーズもこれで完了としま
す。典高先生ありがとうございました。 松本匡司郎

断捨離に思う
� �　山　名　立　洋　
　一時ブームのようになった断捨離ですが、
ヨーガの行法である断行（だんぎょう）・捨
行（しゃぎょう）・離行（りぎょう）を組み
合わせたものです。『断』とは入ってくる不
要な物を断つことであり、『捨』とは、ずっ
とある不要な物を捨てることで、『離』とは
物への執着から離れるということです。
　引っ越しをするとわかると言いますが、私
たちの生活は、よくこれだけのものを溜め込
んでいたなと思うほどモノに溢れています。
モノは多くなればなるほど、整理整頓が追い
付かなくなり、二度と使われないものが溜

まって行くという悪循環に陥ります。断捨離
は捨てることに重点がおかれがちですが、重
要なのはモノを持ち込まないことです。これ
が出来ないと、年中断捨離を続けることにな
りかねません。
　断捨離をすると心が軽くなり、不要なもの
のない快適な生活が送れると言いますが、中
には断捨離にハマってしまい、離れたつもり
が、そこに執着して家族のものまで気になる
という人もおられます。何事も極端に走るこ
とは良くないと思われます。


