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クリスマス例会を振り返って
福

家

成

夫

12月20日（金）18時10分より12月第２例会と

その後、早速冷えたビールを始めとしてワイ

して、クリスマス家族会がホテルニューオータ

ンや焼酎片手に食事を楽しんで大いに盛り上

ニにて盛大に開催されました。この日はお隣で

がっている中、恒例のヤクルト争奪戦が繰り広

鳥取銀行の忘年会も行われており、大勢の若い

げられ、かたやビンゴゲームでは松田さんが何

女性が次々と会場入りをして華やかなイメージ

とミルキークイーンのお米を２袋提供してくだ

で少し羨ましかったことは内緒ですが…。

さり、景品の目玉になりました。
（松田さんあ

細田会長の大きな張りのある開会宣言ととも

りがとうございました）そこらかしこからビン

に例会がスタートしました。例年感じることで

ゴ～の声とともに盛り上がりは最高潮に達し、

すが、会員の奥さまや大勢の子どもやお孫さん

出席した皆さん（21家族42名）が子どものよう

が出席され、また違った華やかさがあり、個人

に楽しんでいる姿をみてあらためてこのクラブ

的には素敵な例会だと思います。まずは上田さ

を好きになりました。そして最後に佐々木さん

んが扮したサンタクロースの２回にわたる登場

選りすぐりのお花達が各家族に嫁いで？いきま

で、子どもたち（親？）から記念写真をお願い

した（個人的には一番好きかも…）
。
締めは西尾さんの“We Serve”の高らかな

されていましたが、初めての写真撮影とのこと
で大いに盛り上がりをみせました。上田さん、

声とともに閉会となりました。皆さん、お疲れ

お疲れ様でした。

さまでした。
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新

年

例

会

～令和として初めての新年を迎えて～
会 長

細

田

泰

造

令和２年１月14日（火）ホテルニューオータ

続いて、古稀岸田公男さん・福田秀章さん・

ニ鳥取鳳凰の間において、新年例会が開催され

西村省二さんのお祝いと、長期会員鶴巻孝永さ

ました。

ん（30年）
・内村八千代さん（15年）
・杉浦為佐

一部例会は、国旗に敬礼、国歌君が代の斉唱

夫さん（10年）のお祝いを行いました。
このあと、幹事報告、各委員会報告で一部例

によりおごそかに始まりました。
私も令和の新年ご挨拶として、①福岡県太宰

会は終了しました。

府市坂本八幡宮に行き、ここで万葉集第五巻序

恒例の新年の記念撮影を行いましたが、毎回

文「令和」が生まれたかと思うと感慨深いもの

のことですがユニークなカメラマンの掛け声

があったこと。②鳥取県に万葉集の代表的歌人

に、皆がにこやかな顔で撮影を終わりました。

山上憶良（伯耆国国司）と大伴家持（因幡国国

二部の祝賀会は、高野さんの詩吟、内村さん

司）がいたこと。③結成63周年の伝統ある当ク

の舞踊
（黒田節）
により、
華やかに始まりました。

ラブを私たち現会員がしっかり引継ぎ、発展さ

最近は祝宴の席でも、詩吟・舞踊をみることが

せていかなければならないこと、④オリンピッ

殆どなくなっており、感激いたしました。お二

クイヤーの今年は、災害の少ない明るい年にな

人に深く感謝いたします。

ることを願い、そして鳥取ライオンズクラブの

乾杯のあとそれぞれが歓談に花を咲かせたあ

会員の皆様にとって良い年になりますようお祈

と、カラオケ大会が始まりました。皆さんから

りさせて頂くこと、を申し上げました。

十八番の歌が次々と歌われ、喝采を浴び盛り上
がりました。私も下手ながら「夢芝居（梅沢富
美男）
」を歌わせて頂きました。
最後に皆で手をつなぎ大きな輪になって、
「ま
た会う日まで」を歌い、鳥取ライオンズクラブ
の新年がスタートいたしました。
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第30回鳥取LC杯こども学園卓球大会
松

本

匡司郎

第30回の記念すべき鳥取ＬＣ杯こども学園卓

たちはみんなこの日を毎年楽しみにしているよう

球大会は１月18日に開催。鳥取ライオンズクラ

で、中には学校の卓球部に入って真剣に優勝を

ブからも細田会長はじめ４名がエントリー、応

狙って練習に励んでいる子もいたようでした。
和気あいあいの中にも試合はみんな真剣に、

援２名も参加して、寒さを吹き飛ばす盛り上が

仲間の応援を受けながら接戦の好ゲームが続

りでした。
大会は小学生の部と中学生の部は個人戦、一

出。我が鳥取ＬＣのメンバー４名も職員の方々

般の部はダブルスで行われ、我が鳥取ＬＣの精

と組んで４ペアが優勝を目指しました。が、結

鋭４名は一般の部に出場しました。

果は、気合が空回りして全ペアとも一回戦で敗

会場の鳥取こども学園体育館では、開会式前

退。応援に回りました。また、４人でラリーの

から子どもたちは賑やかにウォーミングアップ。

回数を競う親睦ゲーム（ラリーの部）でＬ岡田

おじさんたちはストーブで体を温めました。10時

が気を吐き、チーム優勝だったことで、閉会式

からの開会式では挨拶と協賛金の贈呈。子ども

でＬＣ側が唯一賞状を頂けました。
すでに30回を数え、例年子どもたちがとても
楽しみにしてくれていることや、何年も前に鳥
取ＬＣが贈呈した道具
（ラケットなど）
が大切に、
しかも使い込まれているのをみて、今後も継続
していきたい活動だと思いました。試合後はそ
れぞれ車座になって弁当を広げ、弁当を食べな
がら楽しいひと時を過ごし親交も深まりました。
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倉田小学校での薬物教室
山

名

立

洋

２月５日、鳥取市倉田小学校で６年生を対象

行くうえで、この大切なものは勇気を与えてく

にライオン杉浦一と緒に薬物乱用防止教室を開

れたり、めげそうになった時の支えになったり

催しました。これはボランティアとしてやって

します。時には自分のことを後回しにして友達

いる鳥取県薬物乱用防止指導員の仕事の一環で

を助けてあげたいと思うこともあります。
ところが違法薬物を一度でも使うとこの順番

す。自己紹介から始まり最初に鳥取県医療・保
険課から借りたDVDを上映し、配布した「ダメ、

がめちゃくちゃになります。どんなに大切なも

ゼッタイ」のパンフレットに沿ってお話ししま

のがあったとしても、一番大切なものが薬物に

した。乱用と聞くとめちゃくちゃに使用するよ

なってしまうのです。まず薬物を手に入れるこ

うなイメージを持たれがちですが、違法薬物は

とが最優先になってしまいます。ですから薬物

一度でも使用すれば乱用となります。市販され

を止めるようにアドバイスした人が、自分に

ていたり病院から処方された薬は誰もが飲んだ

とって一番大切な人であったとしても、聞き入

ことがあります。そして服用する時は医師や薬

れることはありません。ニュースでもたびたび

局から指示されたとおり、時間や量、一緒に飲

取り上げられましたが、芸能人が一度止めても

んではいけないもの、副作用などを知ったうえ

また手を出すのは、最優先になってしまうとい

で服用します。市販された薬には必ず守ること

う依存性に原因があります。これは自分の意志

が書かれています。誰でも買える薬であっても、

では変えることが出来ませんし、長期の入院で

約束事を守らないで服用するとそれは乱用にな

治ったと思っても何かのきっかけでまた再発し

ります。

ます。それほど怖いものです。
今日の教室が子どもたちのこれからの人生に

誰にも大切なものがあります。集まってくれ
た６年生に聞いたところ「親」
「家族」
「友だち」
「いのち」
「お金」「スポーツ用具」などと元気
に答えてくれました。みんなが大切に思ってい

役立ってくれることを願います。万一友だちに
使用を誘われても、①きっぱり断る②その場か
ら離れることがポイントです。

るものがあることがよくわかりました。生きて
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第３回ガバナー諮問委員会に出席して
福

家

成

夫

２月17日（月）12時30分より白兎会館にて第

そのためには、会員ひとりひとりが満足でき

３回ガバナー諮問委員会が開催されました。出

るような活動が出来ているかを第一に考える時

席者は７Ｒ１Ｚの６クラブ三役及び各委員の方

代になってきているのではないかと強く感じま

総勢22名で開催されました。当クラブからは細

した。

田会長、西尾地区委員、國田事務局員及び福家
が出席しました。

ＧＳＴメンバーである西尾さんからは、本年
度の糖尿病セミナー開催案内と2017年度より移
動式点字ブロックを聾学校に送る事業の継続の
報告の後、依頼事項が３点、糖尿病の子ども
への支援の検討のお願い、ＮＰＯ法人（環境問
題に取り組んている：海ごみを中心）からの講
演依頼のお願い、そしてＳＮＳを通じてクラブ
事業の開催予定やメール等を通じて共通認識を
図っていくことの大切さを説明されていました。
最 後 の テ ー マ と し て、 第58回 Ｏ Ｓ Ｅ Ａ Ｌ
フォーラム（広島）協力金依頼については、各
クラブ会長からの議論が喧々諤々とする中で、

山本ＺＣの挨拶の後、各クラブ会長から諮問

細田会長からは、①目標登録数と大きく乖離し

事項協議に関しての報告が行われました。当ク

そうなことが事前に把握された時点で、実行委

ラブの細田会長からは、質問事項に沿って回答

員会、キャビネットはどのような行動をとられ

され、その中で継続事業について鳥取市立若草

たのか、②更なる経費削減をして赤字20百万円

学園との芋ほり・焼き芋大会の開催（15年．15

を縮小できなかったのか。③もっと詳しい収入

回）
、そしてこども学園との卓球大会（30年．

と支出の明細を開示すべきである、との意見が

30回）などを行っている。新たな事業について

ありました。様々な議論の中で経費削減に努め

は、今後とも検討していきたいが新たな経費が

ていき、各クラブの皆さんも例会の仕方やアク

かかり、現人員では継続事業を継続していくだ

ティビティ等は、その時代に合ったやり方や活

けで精いっぱいで、当クラブでは10名の不在会

動内容を変えていくことが大切であると感じま

員が存在しており実質正会員25名で運営してい

した。結果としては、更に詳しい資料をキャビ

る状況との報告がありました。

ネットに請求する。この件は各クラブに決定を

各クラブとも運営状況は良好との報告が相
次いていましたが、やはり会員増強に努めて

一任しますと山本ＺＣがしめくくり、第３回ガ
バナー諮問委員会が閉会しました。

経済的基盤を強めていく
ことが命題とのことでし
た。どのクラブ会長も同
様に、現状では固定メン
バーが決まっており、そ
の人たちに対して負荷が
大きくなっており、会員
増強の必要性を強調され
ていました。
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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杉浦為佐夫
Ｌ岡田幸一郎
Ｌ福田

健治

Ｌ西尾

愼一

Ｌ細田

泰造

Ｌ岡田幸一郎
Ｌ福田

健治

Ｌ上田

博隆

Ｌ田賀

和明

Ｌ松田

善夫

Ｌ田中

良和

Ｌ佐々木

豊

Ｌ西尾

愼一

Ｌ吉谷

典雄

会報風紋（１月号）に私の写真を
掲載して頂きありがとうござい
ました。私の所属「久松山を考
える会」で年末年始毎年文字を
変えて点灯しています。
シェブロン賞ありがとうござい
ました。今後も奉仕活動に頑張
ります。
鳥取こども学園卓球大会
「ラリー
の部」で優勝しました。来年も
頑張ります。
１月25日～ 26日市ジュニアリー
ダーの子ども達を氷ノ山につれ
て行きました。雪が無くスキー
が出来ない２日間でした。ひび
きの森の職員の方と山の中を散
策、ゲーム、焼杉の工作をして
楽しみました。
ガバナーズ・アワード選考会、
旅費、帰りは、山本Z.C.に同乗
しましたので返金致します。
田中さんのご入会を心より歓迎
致します。これからご一緒に楽
しく活動致しましょう。
新入会員田中さんこれからです
が、よろしく。
田中さん入会歓迎します。仲良
くしてください！
田中さん入会おめでとうござい
ます。29日日本海新聞に新商品
のります!!
田中さんの入会歓迎致します。
よろしくお願い致します。
田中さんの入会を歓迎します。
楽しい時を過ごしましょう。
今年は２点落札しました。
伝統ある鳥取ライオンスクラブ
へ入会させていただきありがと
うございました。
皆さんに会えて嬉しかったです。
福田健治さん、今日はご苦労様
でした。
田中さんの入会を歓迎します。
楽しくやりましょう。
先日、Ｌ上田が新聞にベッピン
さんに囲まれ掲載されていまし
た。内容は不明です。

お誕生日おめでとうございます
Ｌ西尾 愼一
Ｌ岡田幸一郎
Ｌ松本匡司郎

Ｓ２２年４月 ４日
Ｓ３０年４月２１日
Ｓ３７年４月２６日

▽11月５日
（火） 計画委員会・ＭＣ委員会・理事会
▽11月７日
（木）
～ 10日
（日） 第58回OSEALフォー
ラム広島 細田泰造 岸田公男 梅田健司出席
▽11月12日
（火） 第１例会
◦入会式
中尾 大蔵
こおげ建設株式会社
常務取締役
スポンサー 福家成夫
◦ア ワード受賞 2018－2019年度クラブ会員
平均寄付額を超えたクラブバナー
◦アラートセミナー報告 委員長 松本匡司郎
◦『瀬戸内海・海ごみフォーラムinおかやま』
報告

GSTメンバー 西尾愼一
◦第58回OSEALフォーラム参加報告 会長 細田泰造
◦第58回OSEALフォーラムアラートセミナー報告

ライオン・テーマー 梅田健司
◦ツイスタータイム テール・ツイスター 山名立洋
▽11月16日
（土） 秋のエクスカーション（松江）7名参加
▽11月20日
（水） 7Ｒ-2Ｚ第２回ガバナー諮問委員会
▽11月24日
（日） 7・8Ｒ糖尿病予防セミナー
於）
県民文化会館 12名出席
▽11月25日
（月） 7Ｒ-1Ｚ第２回ガバナー諮問委員会
於）
白兎会館
▽11月27日
（水） 7Ｒ新会員研修会
於）
鳥取ワシントンホテルプラザ ３名出席
▽11月26日
（火） 第２例会
＜幹事報告＞
幹事 岸田公男
◦台風19号関東豪雨災害緊急支援物資発送
土壌ＵＶ対応：200枚 13,960円 配送料1,670円 計15,630円
◦『まるごとわかる小児がん』
冊子の注文
１冊180円 25冊 4,500円
（承認）
◦新会員スピーチ
八矢一城
▽11月29日
（金） 7 Ｒ-1Ｚ.6ＬＣ親善チャリティ
ボウリング大会

於）
スターボウル ８名出席 優勝
▽12月１日
（日） 街頭献血 於）
イオン鳥取北店
14名出席
▽12月３日
（火） 計画委員会・ＭＣ委員会・理事会
▽12月10日
（火） 第１例会
＜幹事報告＞
幹事 岸田公男
◦台風19号関東豪雨災害緊急支援LCIF献金として
一人1,000円 会費と一緒に徴収
（承認）
◦計画委員会
委員長 福田秀章
第31回6LC親善チャリティボウリング大会収支報告
◦奉仕委員会
委員長代行 西尾愼一
街頭献血報告 受付75名 献血できた方400ml

60名
（内会員７名）
◦７リジョン新会員研修会報告
中尾大蔵
◦ツイスタータイム テール・ツイスター 山名立洋
▽12月20日
（金） クリスマス家族例会
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336-B地区

アクティビティ・スローガン

2019 ～ 2020

改革は成長のエネルギー
地区ガバナー・キーワード

『アラート』
『メンバーズ ファースト』
『家族』
薬物脆弱性の問題



山

名

立

洋

芸能界の薬物乱用が止まりませんが、これは

コールに弱かったり、ある種のウイルスに弱

氷山の一角で、一般人の乱用はそれの何百倍に

かったり、特定の食品にアレルギーが出るなど

も上っています。薬物乱用で特に問題になるの

の形で現れることがあります。事前に分かれば

がその依存性です。では１００％の人が薬物の

いいのですが、無数の組み合わせがある遺伝子

依存性から脱却出来ないかと言えば、現実には

ですから、事前の認知はほぼ不可能です。他人

薬物を断ち切った人が存在するのも確かです。

が何ともなくても脆弱性のある人が薬物を使え

最近になって分かって来たことですが、人の遺

ば永久に依存症から脱することは出来ません。

伝子の組み合わせの中に、薬物に対する脆弱性

少しくらいとか、ちょっとだけ試しにというこ

の顕著なものがあることが分かったそうです。

とが通用しない世界です。ＬＣには、その怖さ

脆弱性は違法薬物に限ったことではなく、アル

を次世代に伝えて行く責任があります。

毎月一回編集委員が集まって校正をやりますが、それ以外の編集や枠取り、写真の配置
などは事務局の國田さんと中央印刷さんにすべてお任せしています。本来はそれらを含
め完成まで責任を持たなければならないのですが、事務局に過度の負担をかけていると思います。
申し訳ありません。表紙の写真にも毎回苦労しています。今はスマホでもきれいに撮れるので、皆さ
んの投稿写真をお待ち申し上げます。

編集後記

題

今月の表紙

字

会

長

細田

泰造

表

紙

八重の紅白梅

職人町養源寺の境内にある「源平咲き分けの梅」と言われる古木に咲く梅です。初めは接ぎ
木だと思いますが、年を経るにしたがって遺伝子が交じり合い枝単位ではなく一枝に紅白の
花が咲くようになります。更に老木になると一輪の花びらの中が紅白に分かれるようになり
ます。数年前に表紙に使っていただいたものは紅白の花びらが半々でした。今年は
「ひとひら」
だけが紅というものがありましたので写真に撮ってみました。
山名 立洋

令和２年３月～令和２年４月行事予定
月 日 曜
3 火

行

事

計画委員会・理事会
ＭＣ．ＩＴ委員会

2019-2020年度第4回
7 土 キャビネット会議
於）倉敷アイビースクエア

月 日 曜

行

事

5 日

津山LC認証65周年
記念例会 延期

7 火

計画委員会・理事会
ＭＣ．
ＩＴ委員会

10 火 第１例会
3

336-B地区第66回地区
次期五役研修会（中止） 4 12 日 年次大会 中止
第４回ガバナー協議
春の鳥取砂丘一斉清掃 中止
20 金 会・複合地区役員連
絡会議
14 火 第１例会
於）ホテルセンチュリー 21広島
24 火 第２例会
28 土

年次大会セレモニー
於）
倉敷アイビースクエア

21 火 メーク・アップ委員会
28 火 第２例会
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