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　１月26日（火）に令和３年１月第２例会が
ホテルニューオータニ鳥取で開催されました。
福家会長より年頭のご挨拶をいただき新会員紹
介、米寿・古希・長期会員お祝い、幹事報告、
委員会報告等を行って閉会しました。通常であ
れば会食を行うのですがコロナ禍でそれも叶わ
ず皆さんお弁当を持ち帰られました。会長のお
話では ｢鳥取ライオンズクラブ｣ のホームペー
ジへのアクセス数が増え検索するとトップに表

示され嬉しく思うとのお話がありました。私た
ちの活動を今後多くの方に知っていただき理解
を深めていただけるツールとして多くの方に紹
介しようとあらためて感じた次第です。新会員
の松本啓一様は㈱ヨネザワ社長で若くエネル
ギッシュな印象を受けました。コロナが収束し
たら宴席やゴルフ等でご一緒できれば嬉しい限
りです。米寿ご挨拶は髙野様、長期会員ご挨拶
は吉谷様が代表で話をされましたが鳥取ライオ
ンズクラブの歴史を感じました。わたくしも入
会してやっと３年目を迎えますがこうした大先
輩方から多くのことを学んで地域のお役に立て
るよう努力する所存です。いずれにしても早く
コロナが収束し以前のような鳥取ライオンズク
ラブの活動が再開されることを願うばかりで
す。もうしばらくの辛抱とは思いますがお互い
に感染しないよう注意しながら日々の生活を送
りましょう。

１月第２例会でのお祝い
　　八　矢　一　城　
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　昨今のコロナ禍での開催予定だった１月12日
ライオンズクラブ新年祝賀会の中止、及び２月
24日開催予定だった結成64周年記念例会の延期
を余儀なくされました。また通常例会も一時期、
時間を短縮（食事なし）しての開催等で、何と
か乗り切ろうと試行錯誤している状態が続いて
います。
　今回２月24日開催されたＬＣ２月度第２例会
では、各々の席ごとに前と横にクリアの仕切り
板を設置して飛沫感染の対策を行い、会食も出
来る限り会話を制限して開催しましたが、やは
り会食時間でのシーンと静まり返った風景は、
違和感を抱いてしまいました。本来であれば、
会員同士の皆さんと各種活動や近況報告等で親
睦を深める絶好の時間だと認識していましたの

で、残念でなりません。
　ただこのような状況下でも、会員の皆さんの
協力の元、会が運営出来ていることに感謝して
います。
　その中で、２月24日の例会後、山名さん監修
のもと、出席者19名の皆さんと撮った集合写真
です。まるでプロが撮ったようで皆さん、生き
生きとしていますね。会員の皆さんとシェアし
たく、早速写真は鳥取ライオンズクラブＨＰの
活動報告欄にアップさせていただいています。
是非ご覧になってください。
　これからもしばらくはこのような状況が続く
と思いますが、ワクチン接種が終わった暁には、
また皆さんと飲みにケーションが出来る日を心待
ちにして、近況報告を終わらせていただきます。

　コロナ禍での各種例会の現状について
会　長　福　家　成　夫　
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　人生の後半、鳥取ライオンズクラブに入会し、
通算20有余年になる。米寿の原稿依頼を受け、
いろいろ考えた末、初代会長由谷義治氏を紹介
する事にした。会長は、明治21年、鳥取市川端
４丁目で、山陰一の呉服商を商う大店に生まれ
た。鳥取第一中学校を卒業し、早稲田大学商学
部に進学。在学中幸徳秋水の文章に心酔する。
在学中、脚気になり大学を中退し、帰郷して家
業に専念する。時代のうねりは、商店主として
の生涯を許さなかった。大正デモクラシーの波
の影響で「鳥取愛市団」が大正７年結成され、
この運動に参加した由谷会長は政治の道へと歩
んで行く。この年、千代川が大洪水。鳥取市内
全域が大被害を受ける。愛市団の運動は、治水
対策、千代川の改修要求へと発展する。大正８
年５月、市議会議員、９月には県議会議員に当
選する。大正13年、36歳で衆議院議員に初当選
して以来、６回当選、昭和20年の日本敗戦まで、
中央政界で活躍した。国会議員在任中、千代川
の改修に力を尽くした事は、忘れてはならない。
千代川はたびたび氾濫し、人命、人家、農地に
甚大な被害を与えた。千代川の治水は、戦前、
鳥取市民の多年にわたる悲願であった。（大正
元年、６年、７年、12年と氾濫する。千代川は
大きく蛇行していて氾濫を繰り返していた）

　いよいよ私も還暦を迎える年齢となりまし
た。一般的には赤いちゃんちゃんこを羽織って
お祝いをするのが慣習のようです。今日現在ま
で健在で還暦を迎えたこととまた、これまで支
えて頂いた方々に深く感謝いたします。毎年迎
える誕生日で年齢を重ねなんとなく当たり前の
ように生きてきましたが、還暦という人生の節
目をむかえて交友関係・仕事関係に関わる対人
との関わり方を改めて大切に一期一会を重んじ
て接していきたいと思います。また、一般的に
言われますが第二の人生ということも踏まえて
晴耕雨読とはいきませんがゆったりと畑作業な

　由谷会長は、大正13年７月国会議員に初当選、
最初の国会で「千代川改修促進に関する建議
案」を提出し改修が急務である事を訴えた。こ
れが由谷代議士の最初の演説となった。大正15
年11月、千代川改修の起工式が行われた。10年
の継続事業、昭和６年大きく蛇行していた下流
を直進させる。昭和９年に新袋川が開削、通水
され、鳥取市民は洪水の恐怖から解放されたの
である。
　戦後は、鳥取で中小企業の社長として過ごし、
昭和31年、鳥取県教育委員に就任する。
　扨て昭和27年３月、日本にフィリピン・ライ
オンズクラブをスポンサーとして、東京ライオ
ンズクラブが誕生する。石川欣一が初代会長、
鳥取ライオンズクラブは、津山ライオンズクラ
ブのスポンサーで、昭和32年２月16日誕生した。
チャーターナイトは９月23日である。日本で41
番目のクラブである。次は誰を初代会長にする
かが問題であった。当時、ロータリークラブの
会長は、米原章三氏であった。この会長に匹敵
する方を探さねばとなり、由谷義治氏に白羽の
矢が立てられたのであった。鳥取ライオンズク
ラブの初代会長に、由谷義治氏が就任されたの
であります。
 「郷土が誇る人物誌を引用」

どをしながら時間に縛られない自由気ままな生
活もしていきたと考えています。どちらにして
も我が人生、悔いが残らないような生き方をし
ていきたいと思います。

米寿を迎えて
　　髙　野　辰二郎　

還暦を迎えて
　　中　尾　大　蔵　
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　本年、たんたんと歳を重ねて、70歳、古稀と
なりました。先日は、鳥取ライオンズクラブよ
り、お祝いをいただきありがとうございました。
　さて、老年になると、歳の節目ごとに名称が
つくようになります。例えば、還暦（61歳）、
古稀（70歳）、喜寿（77歳）、傘寿（80歳）、米寿

（88歳）、卒寿（90歳）というような具合です。
（これらは全部数え年です。）歳の節目ごとに名
称がつくのは、60歳を過ぎてからです。若い人
たちにはそういうことがありません。何故老人
にだけ、そういう名称がつけられるのでしょう
か。私が思うには、その節目ごとに、人生の道
標としての一里塚を立て、ここまでガンバッテ
たどり着きました。これからも先の新たな一里
塚に向かって、元気でガンバッテくださいとい
うことなのであろうか。そうであれば、あれこ
れと思い悩み、足腰の弱った老人には気が重く、
しんどいことである。なにはともあれ、生きが
いを見つけて、今後とも積極的に人生を送りた
いものである。（そういう、豊かな老後の人生
が送れたらいいのになー。）

　最後に、古稀という言葉の由来となった、漢
詩人杜甫の詩を紹介します。「曲江」という題
名です。書き下ろし文で表記します。

　朝（ちょう）より帰りて日々春衣を典し、
　毎日、江頭に酔いを尽くして帰る。
　酒債は尋常、行くところに有り、
　人生70、古来稀なり。
　 花を穿つちょうちょは深々（しんしん）とし

て飛ぶ、
　水に点する蜻蛉は款 （々かんかん）として飛ぶ、
　伝語す、風光共に流転して、
　暫時、相賞して相違うことなかれ。

　この詩を意訳すると、昔から70歳まで生きる
ことは稀である。人生は、短い。してみれば、
好きなほど酒を飲んで、この短い人生を充分に
楽しもうじゃないか。それにつけても、自然界
よ私を愛おしみ、裏切らないでおくれ。という
ところか。因みに、杜甫本人は享年59歳で亡く
なっている。

古稀を迎えて想うこと
　　民　木　一　美　

　令和３年１月26日に行われた１月第２例会に
おいて、古稀のお祝いと長期会員25年のお祝い
をいただきました。もうこのような年齢になっ
たかと思えば、ライオンズクラブにも長い間お
世話になったものだと思っております。
　私が入会しましたのは平成８年５月でした。
その頃は会員数も多く、70名からおられたと思
います。立派な先輩方が多く在籍され、知性溢
れ規律もしっかりしたクラブでした。若手の私
達は、先輩を見習いながらついていけばいいと
思っていました。今年古稀を迎え振り返ってみ
ますと、もう老人と言われる世代になっていま
した。とはいえ人生100年と言われる時代です。
まだまだこれからでございます。
　これからと言えば、今年からＬ西尾がライオ
ンズクラブ国際協会336-B地区の第２副地区ガバ

　長期会員のお祝いをいただいて
　　吉　谷　典　雄　

ナーになられ、再来年の地区ガバナーを目指し
ておられます。この事は、鳥取ライオンズクラ
ブにとって大変名誉で意義のある事だと思いま
す。少しでも会員数を増やし、全員で西尾さん
を力いっぱい支えて行きたいと思っております。
　皆様のご協力を宜しくお願い致します。
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　この度、鳥取ライオンズクラブに入会させて
いただくこととなりました、松本啓一です。
　まずは、推薦者様・ご賛同いただきました皆
様にこの場をお借りいたしまして、心より感謝
もうしあげます。
　まずは、自己紹介からですが、島根県浜田市
出身で45歳でございます。
　沢山の転勤がありまして、何故か家族は岡山
県倉敷市に居住しており、ご縁あって㈱さんび

るＨＤ事業会社と
して、2020年にグ
ループ化させてい
ただいて、現在に
至っております。
　主に、ケミカル
製品の販売をして
おりまして、建築
防水材料・工業用

テープ・工業用接着剤・清掃資機材ワックス等
の販売をさせていただいております。
　現在、単身赴任にて、鳥取市内の１Ｒに一人
寂しく暮らしております。
　そんな中、松本匡司郎様にお誘いいただきま
した。
　鳥取ライオンズクラブという歴史と伝統の
あるクラブに入会させていただいて、『Ｗｅ　
Ｓerve』われらは、奉仕する。
　この言葉に感銘と重圧をかんじました。
　若輩ものの本当に小さな力ですが、皆様にご
指導やお知恵をいただきながら、『われらは、
奉仕する』をモットーに、社会奉仕の心を学び
ながら、すべての活動の原点の考え方として、
鳥取ライオンズクラブの活動を通じて、学ばせ
ていただきたいと思います。
　皆様、今後ともご指導・ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。

入  会  挨  拶
　　松　本　啓　一　

　20年といっても以前所属していた米子グレー
トライオンズクラブの会員であった期間を合算
してのもので、鳥取ＬＣに入ったのは2004年の
５月１日です。米子には1999年にホテルの再建
を任されて赴任しました。営業収入を上げるた
め２つのＬＣ事務所をホテル内に設置し、その
関係でＬＣへの入会を強く乞われたのがきっか
けです。在籍中に40周年を迎えることとなり大
会幹事を担っていましたが、その席に鳥取ＬＣ
からも何名かお祝いに駆け付けていただきまし
た。その時に鳥取に帰ったら鳥取ＬＣに入って
欲しいと頼まれました。随分昔のお話しです。
　他のクラブを経験された方は少ないと思いま
すので、米子のクラブと違う点を少し書いてみ
たいと思います。大きく違うのは奥様方の存在
でした。組織として女性部があったわけではな
いのですが、アクティビティやエクスカーショ
ンには女性の意見が入っていました。計画委員
会と同様に女性だけの委員会があり、そこで活

発に議論され答申のような形で計画委員会に反
映されていました。統一されて作られた和服が
あり、一泊二日のエクスカーションでは、揃い
の和服での踊りが披露されていました。クラブ
ではパートナーが同伴しなければならない場面
が多くありました。主婦にとっては結構負担
だったと思います。
　当時は森田産婦人科院長の森田市長や寿製菓
の河越社長など何人かのチャーターメンバーが
おられ、結成当時の慣習が色濃く残っていまし
た。テーマ―やテールツイスターはタスキをか
けていました。ドネーションは五千円か一万円
でした。バブル後ではありましたが、まだ景気
が良かったころの話しです。会の進行はライオ
ンズ必携によって行われ、揉めそうなときは必
携に従って解決されて来ました。困ったときは
原点に帰れと言うことは、ライオンズでも大切
にすべきことだと思います。

長期会員20年を振り返って
　　山　名　立　洋　
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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　米寿になりました。皆様の足手
まといにならないよう頑張りま
す。よろしくご指導ください。

Ｌ吉谷　典雄　古稀と長期会員のお祝いをいた
だきました。今後もよろしくお
願いします。ありがとうござい
ました。

Ｌ民木　一美　年をとると還暦以降年令の節目
ごとに名称がつきます。この年
令までよくガンバッタネという
ことでしょうか。どちらにして
もありがとうございました。

Ｌ山名　立洋　会員になって20年が経つのです
ね。初心に帰って頑張りたいと
思います。

Ｌ西尾　愼一　入会して10年これから数年は健
康に留意し地区の為に頑張ります。

Ｌ杉浦為佐夫　米寿、古稀おめでとうございま
す。又、長期会員おめでとうご
ざいます。今後も頑張ってくだ
さい。

Ｌ細田　泰造　松本さんご入会おめでとうござ
います。ご一緒に楽しく活動し
ましょう。会報・風紋１月号の
表紙に小生の写真を掲載して頂
き、有難うございました。

Ｌ松本匡司郎　祝！松本啓一様入会
Ｌ小林　英明　米寿のお祝いありがとう。これ

からも頑張ります。今後とも宜
敷お願いします。

Ｌ細田　泰造　この度、私の写真を鳥取ライオ
ンズクラブのホームページに掲
載頂きありがとうございまし
た。雪におおわれた山頂の石垣
は皆さんあまりご存知ないと思
いますので是非ご覧ください。

Ｌ吉谷　典雄　３月21日（日）AM ９：30より
山陰中央ＴＶ、そうだったのカ
ンパニー（中国電力提供）にて
会社が紹介されます。是非ご覧
ください。

Ｌ西尾　愼一　２週間前に高熱の為例会を欠席。
用心の為PCR検査の結果陰性で
ほっとしました。健康が一番。

Ｌ梅田　健司　皆様大変お世話になりありがと
うございました。鳥取LCの益々
の発展を祈っております。

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

▽11月24日（火）　第２例会
◦ホームページについてお願い 会長　福家成夫

〈幹事報告〉 幹事　中川貴禎
◦豪雨災害義援金（募金箱の回収について）

〈委員会報告〉
①指導力育成・出席会則・および付則大会委員会
 副委員長　吉谷典雄

◦ 2021年４月10、11日（土・日）
　第67回地区年次大会予備登録
◦ 2021年５月22、23日（土・日）
　336複合地区第67回年次大会予備登録
②計画委員会 委員長　上田博隆
・12月18日（金）　第２例会夜例会に変更
◦7Ｒ-2Ｚ第２回ガバナー諮問委員会報告
 キャビネット副幹事　松本匡司郎
◦ツイスタータイム テール・ツイスター　梅田健司
▽ 11月25日（水）　7Ｒ-1Ｚ第２回ガバナー諮問

委員会　於）白兎会館
　 地区役員２名、福家成夫、中川貴禎、福田健治、

事務局出席
▽ 11月27日（金）　336複合地区第一・第二副地区

ガバナー研修 於）岡山　西尾愼一出席
▽12月１日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　ＭＣ・ＩＴ委員会
▽12月８日（火）　第１例会
◦アワード受賞　100周年会員増強キャンペーン賞
　ゴールドライオンピン　岡田幸一郎

〈委員会報告〉
①計画委員会 委員長　上田博隆
・12月、１月、２月例会の承認
　歳末助け合い募金　会員一人1,000円の募金（承認）
②奉仕委員会 委員長　民木一美
・第31回鳥取ＬＣ杯鳥取こども学園卓球大会中止
　協賛金はしない
◦ 7Ｒ-1Ｚ第２回ガバナー諮問委員会報告ならび

に理事会会場ならびに夜間例会会場について
 会長　福家成夫
◦新会員スピーチ 田中良和
◦ツイスタータイム テール・ツイスター　梅田健司
▽12月16日（木）　2020-2021年度第２回ＧＡＴ会議
　於）名古屋ウインクあいち　西尾愼一　出席
▽12月18日（金）　第２例会（夜間例会）
 於）鳥取シティホテル
◦ゲスト紹介 松本啓一様　内村八千代様
▽１月12日（火）　第１例会  新年祝賀例会（中止）
▽１月26日（火）　第２例会
◦年頭の挨拶 会長　福家成夫
◦会員委員会 委員長　岡田幸一郎
◦入会式 会長　福家成夫
　松本啓一様　㈱ヨネザワ代表取締役社長
　スポンサー　松本匡司郎
◦米寿・古稀・還暦・長期会員お祝並びに祝辞
　米寿　小林英明（欠）　髙野辰二郎
　古稀　藤原　正（欠）　民木一美　吉谷典雄
　還暦　中尾大蔵（欠）
　長期会員　25年　吉谷典雄　20年　松田善夫（欠）
　　　　　　20年　山名立洋　10年　西尾愼一
◦臨時理事会報告 会長　福家成夫

〈幹事報告〉 副幹事　民木一美
・令和２年度鳥取県留学生交流推進会議　見合わせ
・ 社会福祉法人鳥取県共同募金会よりＮＨＫ歳

末たすけあい寄付金領収書が届きました。
〈委員会報告〉
◦計画委員会 委員長　上田博隆
　２月第２例会日程変更　２月24日（水）
　結成64周年記念例会　チャリティーオークション予定
◦社会福祉・教育委員会・国際協調ＹＥ・レオ委員会
 委員長　山名立洋
・第33回国際平和ポスター応募作品選考結果
　（入賞作品は336-B地区ホームページに掲載）

お誕生日おめでとうございます
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『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』

ＳＤＧｓに思う
� �　山　名　立　洋　

　この冬は何度か降雪に見舞われました。ここ
二、三年の中では冬らしい冬であったと思いま
す。ただ根雪になることはなく、積もっては消
えの繰り返しでした。冬型が緩むと気温が高く
なり、雪はあっという間に消えます。温暖化の
影響を感じます。
　私たちは科学技術の進歩のおかげで便利なモ
ノに囲まれて快適な暮らしを享受して来まし
た。しかしいくら科学が進歩しても、自然の

月 日 曜 行　　事

4

6 火 計画委員会 理事会
MC・PR・IT委員会

10 土 336-B地区第67回
地区年次大会前夜祭中止

11 日
336-B第67回地区年次
大会セレモニー
於）岡山プラザホテル
春の鳥取砂丘一斉清掃

13 火 第１例会

16 金 地区名誉顧問会議
於）岡山国際交流センター

17 土
第４回キャビネット会議
ならびに地区名誉顧問会議
於）岡山国際交流センター

27 火 第２例会

月 日 曜 行　　事

3

2 火 計画委員会 理事会
MC・PR・IT委員会

4 木
第67回地区年次大会
第3回総務部会
於）キャビネット事務局

10 水 第１例会

19 金 第２回レガシー特別委員会
於）サムライスクエア

23 火 第２例会

25 木
第４回ガバナー協議会、
複合地区役員連絡会議
於）シーモールパレス（下関）

26 金
336複合地区
次期五役研修会
於）シーモールパレス（下関）

松田委員長が昨年12月から入院生活に入られ國田さんと二人で編集作業にあたっていま
す。私もそうですが、印刷屋さんもリモートで仕事をしておられるので、相対して作業

をやるより時間が掛かります。行事が出来ないので記事が少なくなりがちですが、原稿を依頼すると
皆さんが協力的ですので非常に助かっています。これからも宜しくお願い致します。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　福家　成夫　　　 表　紙 　袋川東側土手の桜
湯所橋から土手の東側を歩いた時に見える風景です。川岸がきれいに整備されており、散歩
するのに絶好の場所です。西側は住民の皆さんがプランターなどで花を飾っておられ、これ
も見映えがします。出会橋から有門橋までが特におすすめです。（昨年４月７日撮影）
 山名　立洋

力なしでは蚊の一匹も創り出すことは出来ませ
ん。私たちはそのことに気づかず多くのものを
犠牲にして来ました。誰一人取り残さないとい
うことで始められたＳＤＧｓですが、残り９年
となりました。一度壊したものを回復させるに
は、壊すのにかけた時間と同等以上の時間が必
要です。本気になって取り組まなければ、子ど
もや孫たちに悲惨な生活を強いることになるで
しょう。


