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新年のあいさつ
会

長

福

家

成

夫

新年明けましておめでとうございます。

いかに多くの人たちに私たちのライオンズ活動

昨年はコロナに始まりコロナに振り回された

を知らしめ、いかに一人でも多くの人の共感を

一年となりました。当クラブの活動も大幅に

得て、活動に参加してもらえる人を増やしてい

縮小され、我慢の一年となりました。その中

くことではないでしょうか。そのための手段の

でコロナと共に生活スタイルも変化させていく

一つとしては、ホームページやＳＮＳを通じて

“With コロナ”を徐々に定着させようと様々な

の訴求手段ではないかなと考えています。

施策が展開されています。

当クラブでも念願の公式ホームページを本格

ただ、コロナはなかなか収まる気配を見せま

的に11月より稼働させることが出来、“鳥取ラ

せん。感染経路も約75％の人が不明との事で、

イオンズ”と検索すると当クラブのホームペー

いつ誰が感染してもおかしくない状態です。そ

ジがトップページに掲載されるようになりまし

の中でＰＣＲ検査を拒否する人も少ながらずい

た。これもひとえに皆さんが日々“鳥取ライオ

るという事実があります。同じように自分は大

ンズクラブ”と検索してもらった結果です。あ

丈夫なのでインフルエンザの予防接種は受けま

りがとうございました。

せんという人もいます。確かに個人の意思によ

今年はさらにブラッシュアップし、また7Ｒ-

るものですが、そのような声を耳にすると残念

1Ｚの皆さんが助け合って共同で作り上げてい

な気持ちになります。

くことが出来たらどんなに素晴らしい事でしょ

ボランティア活動も同じように個人の意思に

うか。

よって支えられています。私たちが出来る事は、

本年もよろしくお願いします。

新年のご挨拶
幹
新年明けましておめでとうございます。

事

中

川

貴

禎

な地域活動が出来るのかも問われてくるとも思

昨年より続くコロナ禍で、活動も限定的になり

います。世界的な組織でありますが、個々のク

消化不良を感じておられるメンバーの方も多い

ラブの特性を生かした活動を行っていく事が全

かと思います。

体の活性化にも繋がって行く事でしょう。ボト

この苦境も数年後振り返ってみて、「あゝそ
ういう年もあったなぁ」と普通に話せる世の中

ムアップ型の組織改革を是非実現させて欲しい
と個人的には切望しています。

が早く訪れることを願っています。この期間を

ライオンズクラブで得た精神を個に反映さ

利用して、福家会長の優れたリーダーシップの

せ、また成長し地域への恩返しが出来ればと思

元に、今まで先送りになっていた懸案や、メン

います。コロナ禍に於いて、なかなか会社を持

バー減少への対策が打ち出されています。

ちながらの活動は、難しくもなって来ますが、

幹事としてスムーズに事案が進むようにサ
ポートさせていただきたいと思います。

出来ることを見極めて自然体で活動すること
が、長くクラブメンバーとして在籍できること

また、世界情勢や地域経済も様々な変革を求

なのではないかと考えます。

められる節目にもあるように感じます。

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

ライオンズクラブが、奉仕団体としてどのよう

— 2 —

新年ごあいさつ
第二副地区ガバナー

西

尾

愼

一

早いもので、本年度７月に第二副地区ガバ

大自然の摂理から未来を計る為にある今年の干

ナーに就任して半年が経過しました。この間、

支に込められた未来は、どうやら痛みを伴う衰

コロナウイルス感染症が猛威を振るう中で各

退と、新たな息吹きがお互いに増強しあう年に

ゾーンの公式訪問に加えてキャビネット会議や

なるそうです。コロナウイルス感染症のワクチ

複合地区協議会、２回のガバナー研修にレガ

ンの開発・接種が現実のものとなり、私たちに

シー特別委員会の開催、7Ｒの諮問委員会への

与えられた使命である奉仕活動が滞る事なく出

出席など行事が目白押しで、あっという間に過

来る様になる事を示唆しているように思えてな

ぎ去った感があります。

りません。

そして多くのクラブがライオンズクラブの

干支の意味が示すとおり、感染症への恐れや

モットーであり財産である「We Serve」・・・

不安のない時が一日も早く来る事を願い、皆で

奉仕活動や事業がコロナウイルス感染症に伴う

知恵と体とほんの少しのお金を有効に活用し、

多くの規制のため計画通り出来ないまま年度後

地域社会から必要とされるライオンズクラブを

半へと向っていかなければなりません。

目指して、新しい年を一丸となって進もうでは

その様な中、迎えた2021年の干支は「辛丑」。

ありませんか。

2021年新年あいさつ
テール・ツイスター
新年明けましておめでとうございます。本年
もよろしくお願いいたします。

梅

田

健

司

結局、お雑煮もおせちも食べることなく、初
詣に出かけることもなく、気がつけば１月４日

とはいえ、この度の年末・年始は、コロナ禍

の出勤日を迎えてしまい、さらには、１月７日

の影響でいつもと違う感覚をお持ちの方もい

からの寒波により３回目の防災体制を発令し、

らっしゃると思います。

１月の三連休も出勤する羽目になりました。

かくいう私も、今年は今までと全く違った年

正月気分など全く味わっていませんし、昨年

末・年始を過ごしました。現在、鳥取に単身赴

から帰省の機会を、コロナや雪に邪魔され、な

任中の身ですが、帰省先の広島市は感染拡大傾

かなか思うようにならない日々を過ごしていま

向で、１日の感染者数が100人を超える日もあ

す。

り、家族から「帰らない方が良いのでは」とも
言われていました。

今年はコロナ禍も終息し、平穏な気候に恵ま
れ、穏やかな日々を過ごせるよう、節に願って

しかし、年末・年始を単身赴任先で過ごすの

います。
皆さん、
今年こそ、
良い年にしましょう。

は、余りにも寂しく、何とか帰省する意気込み
でしたが、12月中旬の降雪で長時間の停電が発
生したことにより防災体制を発令して対応した
後、年末もそれ以上の寒波が到来することにな
り、帰省は諦めました。案の定、12月30日から
防災体制に突入し、体制に入ったまま新年を迎
えるという事態となりました。
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第２回ガバナー諮問委員会に出席して
会
９月25日（水）12時20分より白兎会館にて第
２回ガバナー諮問委員会が開催されました。出

長

福

家

成

夫

さんが積極的に声を掛けたら非常に良いアピー
ルになるとの情報を頂きました。
第二副地区ガバナーである西尾さんからは、

席者は7Ｒ1Ｚの６クラブ三役及び各委員の方総
勢28名で開催されました。当クラブからは西尾

レガシィ特別委員会からクラブの統廃合につい

第二副地区ガバナー、松本キャビネット副幹事、

ての説明、その中でまずはゾーンの再編を行っ

福田第一副会長、中川幹事、國田事務局員及び

ていく予定との事です。また、第２地区副ガバ

福家が出席しました。

ナーの立候補は最終的に１名になった経緯を説

島田ＲＣの挨拶の後、各クラブ会長から諮問

明されました。

事項協議に関して、片山ＺＣより司会進行の形

最後に片山ＺＣより7Ｚ-1Ｚ合同でリモート

で、各クラブの会員増強の現状と会員として迎

会議が出来るように６クラブの合同事業として

えるまでの経緯や方法を各クラブからの報告形

発足したいとの提案がありました。個人的には

式で行われました。当クラブは、地道に声掛け

ぜひ行っていただきたい思いです。

を行い、興味を示した人に対して継続的に訪問

最後に第２回ガバナー諮問員会は当クラブが

して会員になってもらったことを報告しまし

ホスト役でしたが、準備から司会進行、閉会ま

た。他のクラブは新入会員が新たに知人を連れ

で、鳥取千代ライオンズの皆さんに負んぶに

てくるパターンや市議会議員を通して県庁のＯ

抱っこ状態で、ほぼ全てご尽力していただき、

Ｂを勧誘したり、生命保険会社のコネを使った

無事終える事が出来ました。心からお礼申し上

り、やはり人脈がモノを言うことを再確認しま

げます。皆さんの中で鳥取千代ライオンズの人

した。

をご存じの方がいましたら、お礼を申し上げて

またヘアドネーションと子どもの未来古本基

ください。

金の継続協力もお願いされました。松本キャビ

第３回ガバナー諮問委員会は来年の２月19日

ネット副幹事からは、鳥取市内の美容院の方は

（金）
、場所も同じ白兎会館です。皆さん、健康

ライオンズクラブの皆さんよりヘアドネーショ

には十分留意して、笑顔でまたお会いいたしま

ンの事をよく知っているので、ライオンズの皆

しょう。
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2020年エクスカーション
梅
10月24日（土）、2020年のエクスカーション

田

健

司

され、現在は鳥取市教育委員会が運営されてい
ます。平成４年以降は水道施設としての機能は

を行いました。
コロナ禍において開催自体も危ぶまれました

廃止されましたが、平成30年から一般公開され

が、近場で屋外中心、マイクロバス貸切といっ

ており、当日、現地では、ガイドの方にダムと

た配慮のうえ、実施されました。

濾過池を案内してもらいました。ライオンズメ

最初の訪問先は、八東フルーツ観光園です。

ンバーの中に、現地の橋の改修に直接携わった

当日はリンゴ狩りにチャレンジしました。私の

方がおられたこともあり、皆さん熱心に説明を

見分け方がまずかったのか、狩ったリンゴの味

聞いておられました。

は程々でした。さすがにリンゴ１個を食べると

程よい時間になり、いよいよ、お目当ての美

もう十分な感じです。皆さん、この後にバーベ

歎牧場バーベキューハウスに到着しました。横

キューが予定されていることもあり、現地での

に長～い造りの小屋の中に鉄板付きのテーブ

リンゴ実食は控えめのようです。その代わり、

ルが設置されており、それを挟んでのバーベ

おみやげに何個も買って帰られる方がいらっ

キュータイムとなりました。ビールサーバーも

しゃいました。

準備してありましたが、ジョッキに注ぐ際にこ

次の訪問先は、旧美歎（みたに）水源地水道

ぼしまくった為、一瞬で空になりました。持ち

施設です。大正４年（1915年）に竣工した山陰

込みのワインもあり、
（お店が準備したやや硬

最古の水道施設として、国の重要文化財に指定

めの）おいしいお肉とおいしいお酒を堪能し
ました。当クラブのホーム
ページにも活動報告として
当日の写真がアップされて
います。満足そうな皆さん
の笑顔をご観賞ください。
バーベキューの最後は、皆
さんそれぞれが自分好みの
焼きおにぎりを作られ、満
腹となってお終いです。
参加された皆さま、お疲
れさまでした。
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12月第２例会
（夜間例会）
について
中
令和２年12月18日（金）午後６時より、鳥取
シティホテルにて鳥取ライオンズクラブ夜間例

尾

大

蔵

進していきましょうとのご挨拶がありました。
続いて新入会員様の紹介がありました。

会（16名出席）が行われ一部例会のあと、二部

私は令和元年11月に入会させていただきまし

懇親会に移り和気あいあいと楽しいひとときを

たが、この夜間例会には初めて参加せて頂きま

過ごしました。

した。歓談中、諸先輩方の現在まで培われてこ

また冒頭、福家会長より当クラブのHP閲覧

られた「We Serve」への思いや考え方を多少

回数の協力と奉仕活動情報共有に併せて会員数

なりとも感じられたように思います。これから

増加を目指していくこと、並びにより一層の会

も同じ思いを共感できる方を一人でも多く広め

員相互の親睦を図りコロナ禍ではあっても、邁

ていけるよう努力していきたいと思います。
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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

Ｌ山名

立洋

Ｌ松本匡司郎
Ｌ上田

Ｌ佐々木

博隆

豊

Ｌ内村八千代

長男
（末っ子）
の結婚式がコロナ
で延期となっていましたが、先
月11月21日東京で無事挙げるこ
とができました。親としては、
これでホッとしたところです。
松本啓一さんの入会を心より歓
迎致します。仲良くしてください。
新会員を歓迎して。仲よく楽し
くよろしくお願いします。
内村さんご参加ありがとうござ
います。新入の松本さんこれか
らもよろしくお願いします。
今日は皆さんに会えて大変嬉し
かったです。
本日はゲストで出席させて頂き
ありがとうございます。又御餞
別を頂き感謝です。これからも
一期一会を大切に頑張ります。

お誕生日おめでとうございます
Ｌ藤原
正
Ｌ船越作一郎
Ｌ田中 良和
Ｌ佐々木 豊
Ｌ松田 善夫
Ｌ田賀 和明
Ｌ福田 秀章
Ｌ福家 成夫

Ｓ２７年１月 １日
Ｓ２２年１月 ４日
Ｓ４４年１月 ７日
Ｓ２３年１月１３日
Ｓ２９年１月１９日
Ｓ３１年１月２９日
Ｓ２６年２月２４日
Ｓ３４年２月２５日

（認証63周年記念例会）
▽９月25日
（金） 第２例会
〔第一部 例会〕
◦ニューメンバーピン贈呈 
濱田泰彦
指導担当者にガバナーピン贈呈
福家成夫
◦前年度三役へ感謝状、記念品贈呈ならびに謝辞
前会長 細田泰造 前幹事 岸田公男
（欠席）
前会計 田中良和
◦前地区委員へ記念品贈呈ならびに謝辞 西尾愼一
◦記念スピーチ
山名立洋
◦336-B地区7Ｒ-1Ｚ第１回ガバナー公式訪問・
諮問委員会報告
会長 福家成夫
〔第二部 懇親会〕
◦チャリティオークション開催
◦ツイスタータイム テール・ツイスター 梅田健司
▽10月３日
（土） 第２回キャビネット会議
第２回ＧＳＴ委員会 ２名出席
▽10月６日
（火） 計画委員会・理事会
ＭＣ・ＩＴ委員会
▽10月８日
（木） 倉田小学校にてEM活性液培
養説明会開催 杉浦為佐夫、山名立洋 出席
▽10月11日
（日） 秋の鳥取砂丘一斉清掃
福家成夫 福家智恵子 上田博隆 梅田健司
杉浦為佐夫 民木一美 福田健治 山名立洋
事務局 会員他９名参加
▽10月11日
（日） 2020～2021年度336-B地区ＬＣＩＦ
説明会 於）岡山国際交流センター 細田泰造 出席

▽10月13日
（火） 第１例会
〈幹事報告〉

幹事 中川貴禎
・ガバナー公式訪問・諮問委員会諸経費の請求
ならびに６LC親善ボウリング大会中止のご案内
・ガバナー公式訪問DVDが届きました。
①計画委員会
副委員長 吉谷典雄
・10月・11月第１・第２例会運営の承認
・チャーターナイト例会決算報告
（別紙）
承認
（集合時間９：30）
・10月24日
（土） 秋のエクスカーション
・第２回キャビネット会議報告

第二副地区ガバナー 西尾愼一
◦ツイスタータイム テール・ツイスター 梅田健司
「さつま芋ほり」
▽10月14日
（水） 鳥取市立若草学園
参加者 福家成夫 岡田幸一郎 西尾愼一
福田健治 福田秀章 杉浦為佐夫 中川貴禎
山名立洋 細田泰造 松本匡司郎 民木一美
▽10月23日
（金） 第２回ガバナー協議会、複合地区
役員連絡会議 第二副地区ガバナー 西尾愼一 出席
▽10月24日
（土） 秋のエクスカーション 12名出席
▽10月27日
（火） 第２例会
〈幹事報告〉

幹事 中川貴禎
・
「こどもの未来古本募金」
と
「ヘアードネイショ
ン」
への取組
・アラートチームメンバーの再募集
◦例会場について
（別紙参照）
 会長 福家成夫
①計画委員会
委員長 上田博隆
・秋のエクスカーション報告
◦ツイスタータイム テール・ツイスター 梅田健司
▽10月30日
（金）
～ 11月１日
（日） 2020 ～ 2021 上級
ライオンズリーダーシップ研修会 西尾愼一 出席
▽11月４日
（水） 計画委員会・理事会
▽11月５日
（木） MC・ＩＴ委員会
▽11月10日
（火） 第１例会
於）
ホテルニューオータニ鳥取2F（はまなす）
◦アワード受賞
（ウェブロン・アワード）
25年 吉谷典雄 20年 山名立洋、松田善夫
10年 西尾愼一、花原秀明
◦例会場変更・備品移動、廃棄のお願い
〈幹事報告〉

幹事 中川貴禎
・公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク賛助会員
領収書・礼状が届きました。
・青少年育成鳥取県民会議会費納入のお礼
・災害募金義捐金募金箱の回収11月24日
（第２例会）
現在預り金 計40,269円
①奉仕委員会
委員長 民木一美
・さつま芋農園決算報告
（別紙参照）
・街頭献血
（新型コロナウイルス）
中止
・鳥取こども学園卓球大会 中止
◦ＬＣＩＦ献金
（承認）

ＬＣＩＦコーディネイター 細田泰造
一人＄50：34名 計＄1,700（約177,589円）
◦ツイスタータイム 副テール・ツイスター 西尾愼一
▽11月19日
（木） 第３回内局会
（ＷＥＢ会議）
於）
事務局 西尾愼一 松本匡司郎 出席
▽11月20日
（金） 7Ｒ-1Ｚ第２回ガバナー諮問
委員会ならびにゾーンレベル会員委員会
倉吉シティホテル 西尾愼一 松本匡司郎 出席
於）
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336-B地区

アクティビティ・スローガン

地域と共に『WE

2020 ～ 2021

SERVE』

地区ガバナー・キーワード

『 良 知 』『 敢 為 』『 知 行 合 一 』
コロナと不安感



山

名

立

洋

私たちの毎日を見ていますと、コロナが話題

不安には「一過性で原因が明確なタイプ」と

に上らない日はありません。今年の年賀状の大

「ある程度持続的で原因が曖昧なタイプ」の二

半は、コロナの早い終息を願うものばかりでし

種類があります。コロナで起こる不安は後者に

た。報道によりますと昨年後半以降、自死する

なります。不安は人間にとって重要な感情で、

方が増えたといいます。コロナによる焦燥感や

既知の危険を回避することや、将来起こり得る

不安感が影響していると考えられます。不安は

問題に備えることなどに役立っていますが、コ

これから起こるかも知れない出来事に対して、

ントロールができないほど強い不安に襲われた

自分勝手に想像し、心配や悩みが生じることか

りする場合は注意が必要です。感覚的に言うと

ら生まれます。つまり近い将来必ず起こること

心配事の９割は起きないと思います。万一に備

ではありません。むしろ起きないことの方が多

えて精一杯の準備をしたあとは、いつでも来い

いと言えそうです。今回のコロナで言えば、
「家

という気持ちで日常生活に戻れば良いと考えて

族が感染したらどうしよう」
「自分が感染した

います。

らどうしよう」と考えることに当たります。

様々な行事やイベントが中止や延期を余儀なくされています。見方を変えるとそこに費
やされていた分だけ時間が増えたと考えられます。普段忙しさに紛れて、考えないよう
にしていた課題が誰にもあると思います。いつかは、しっかりと向き合って考えなければならないこ
とを考えるチャンスです。自分自身の今までの生き方を俯瞰して見ませんか。

編集後記

題

今月の表紙

字

会

長

福家

成夫

表

紙

仁風閣の冬の情景

仁風閣は、赤坂離宮などを手掛けた宮廷建築の第一人者片山東熊氏が設計したフレンチルネッ
サンス様式の洋風建築で、国の重要文化財に指定されています。晴れた冬の日に、椿の咲く
宝隆院庭園からみると、外観の優雅さが一層引き立って見えます。
細田 泰造

令和３年１月～令和３年２月行事予定
月 日 曜

行

事

月 日 曜
2 火

～

～

1 金
年始休暇
5 火

12 火

第１例会
（新年祝賀例会）
中止

行

事

計画委員会・理事会
ＭＣ委員会

9 火 第１例会

26 火 第２例会
地区名誉顧問会議
1 29 金 於 ）ANAク ラ ウ ン
プラザホテル
第 三 回GMT・FWT
委員会
於 ）ANAク ラ ウ ン
30 土
プラザホテル
第３回キャビネット
会議

2

16 火 メーク・アップ委員会
7R-1Z第３回ガバナー
19 金 諮問委員会
（中止）
於）白兎会館
24 水

第２例会
（結成64周年記念例会）
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