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　本日の空はどんよりと曇り、今にも降り出
しそうである。ただ、風がこれまでに比べる
と爽やかで、秋の気配が感じられます。秋は
近い。
　令和４年９月８日木曜日、鳥取市内の宿泊
施設「白兎会館」において、「ガバナー公式
訪問懇談会」が開催された。地区ガバナー、
キャビネット幹部、市内６ライオンズクラブ
の役員など40名近くが参集しました。当会議
は、12時ちょうどに聲高ゾーンチェアパーソ
ンの開会宣言で始まった。
　懇談会の主な次第は、次のとおりである。
　・懇談会出席者の紹介
　・ 地区ガバナーをはじめキャビネット幹部

のあいさつ
　・ キャビネット幹事、地区役員からの連絡

事項
　・鳥取６LCのクラブ現状報告
　・質疑応答　　　と続いた。
　西尾ガバナーからは、地区アクティビティー
スローガン「地域に寄り添い、未来に繋げる

　「ガバナー公式訪問懇談会」の報告書
第一副会長　民　木　一　美　

新たな挑戦」及び地区スローガン「調和と融
合　明るく・楽しく・元気よく」が、改めて
披露された。これらスローガンの内容の趣旨
説明がなされ、これらに則った事業活動の方
針が示された。６クラブの会員が、協議して
活動しようという熱意が感じられた。
　また、各クラブ会長の現状報告においては、
当クラブの福田会長が発言した。その中で新
たな奉仕活動の一例として、鳥取大学生の活
動を取り上げて、その内容を紹介した。この
活動に当クラブが支援、協力することで、ク
ラブ自体に新たな魅力を加えるとともに、喫
緊の課題となっている会員の増強に繋げてい
く趣旨であると理解した。今後の検討事項で
ある。
　順調にスケジュールをこなし、出席者全員
の記念撮影をもって予定通り13時30分に会議
は散会した。
　会議出席の皆様、お疲れ様でした。会議の
運営にご尽力いただいた関係者の皆様に深く
感謝申し上げます。ありがとうございました。
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　鳥取ライオンズクラブ認証65周年を迎え、
2022年９月27日（火）に65周年記念チャーター
ナイト例会を開催しました。
　例会には事務局を含む17名が参加し、第一
部の例会から第二部の祝宴・懇親会まで、大
いに盛り上がりました。
　第一部の例会では、前年度の三役および前
地区役員に感謝状と記念品が贈られました。

「皆様、１年間、大変お疲れ様でした！」
　65周年記念スピーチでは山名様が、第二部
の乾杯の挨拶では髙野様が、鳥取ライオンズ
クラブ結成時の由谷会長にまつわる話が紹介
され、当クラブの長い歴史を感じるとともに
初代会長の偉業を知ることができました。

　　65周年記念チャーターナイト例会 開催！！
ライオンテーマー　石　津　光　昭　

　第二部の祝宴・懇親会のメインイベントは、
2020年９月以来、２年振りとなるチャリティ・
オークションです。例年２月と９月の年２回
開催していますが、2021年度は新型コロナ感
染防止のためやむを得ず中止となりました。
２年振りの開催となるため、出品商品を温め
ていた方がいたとか、いないとか。興味をそ
そるお酒やお米、絵画、事務用品など、21品
が出品され、合計６万５千100円で落札され
ました。札を入れた商品がことごとく単独落
札となる方や、強気の金額で多数商品を落札
される方がおられ、笑いが絶えず楽しい時間
を過ごすことができました。参加された皆様、
出品された皆様、ありがとうございました。
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ガバナーのつぶやき（９月）
　７月29日（金）に始まったガバナー公式訪
問も、９月10日（土）サントピア総社で開
催された6Ｒ- 2Ｚの公式訪問を以て終了、ま
ずは一段落というところです。そもそも、公
式訪問とは、地区内のゾーン・クラブを公式
に訪問し、地区運営の基本方針を説明し、ク
ラブ運営のあり方を直接指導する事にありま
す。そういった意味では、ここ２～３年満足

　西尾ガバナーのつぶやきシリーズ
336-B地区ガバナー　西　尾　愼　一　

に訪問できていなかった事を思えば、早い段
階で大多数のクラブの皆様と話しが出来て良
かったと思います。そして、公式訪問を通し
て皆様から頂戴した諮問事項や多くの提言を
活かしつつ、クラブ・地区の発展に寄与した
いと心を新たにした次第です。

（本音；疲れたナー、随分しゃべったナー、
随分移動したナー・・・・・）

ガバナーのつぶやき（10月）
　公式訪問が終了し、次に控えるのは15クラ
ブに及ぶ周年事業。今年度は当たり年で９月
に２クラブ、10月に４クラブ、11月に５クラ
ブ、来年の５月に２クラブ、６月に２クラブ
の合計15クラブが周年を迎えます。コロナ禍
で式典や記念祝宴を取止めたクラブも幾つか
ありますが、その他は何れも記念誌掲載用の
祝辞、記念式典での祝辞の依頼があります。
ここで困った事が出てきます。祝辞原稿を書
いたり祝辞を述べるのは良いのですが、大抵

どのクラブの式典には、例外なく地元出身の
国会議員の先生、知事、市長の方々が名を連
ね、同じような祝辞を書かれていたり、祝辞
を述べられたりするのです。祝辞の出典は同
じなのでいたしかたがないと思うのですが、
ガバナーの出番は最後の方なので、同じ内容
とならないようにと気を使うのですが、何を
しゃべっていいのか戸惑うばかりです。この
あたり何とかならないかなと思います。誰か
良い知恵を授けてください。お願いします。

売り上げは当クラブの運営に役立た
せていただきます。
　来年２月のチャリティ・オーク
ションに向けて、出品準備をお願い
致します。
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　10月12日（水）いよいよさつま芋収穫の日
となりました。５月に苗を植え７月に除草・
棚取付け、８月に草取りを行いやっと収穫の
時期を迎えることができました。当日は朝９
時前に集合し柵の撤去、茎の除去、マルチ剥
し、芋掘りし易いように下ごしらえをする作
業等行いましたが結構な重労働でした。参加
された会員の皆さまをはじめ管理していただ
いた船越さんに感謝です。10時半頃に学園の
子どもさんや保護者の皆さま、先生方が到着
され総勢62名でいよいよ芋掘り開始です。大

　　　若草学園の皆さんとさつま芋掘りを行いました
前会長　八　矢　一　城　

きいのや小さいの、形は様々でしたが若草学
園の皆さんが喜んでくれたことが一番の励み
となりました。来年も開催できることを願っ
ています。
　さつま芋と言えば何と言っても焼き芋が一
番なので自宅でできる簡単レシピをご紹介し
ます。
１、 さつま芋を洗い、水で濡らしたキッチン

ペーパーで包む。
２、 耐熱皿にのせ、電子レンジ500Wで２分

ほど加熱する。
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　　 ポイント　→　レンジの種類やさつま芋
の大きさなどによって加熱時間は変わる
ため、適宜調整してください。

３、 電子レンジの「解凍モード（200Ｗ）」に
して、10分ほどさらにさつま芋を加熱す
ればＯＫ。

　美味しい焼き芋のできあがりです。是非参
考にしてください。

　10月29日（日）メンバーとその家族を含む
９名が参加したエクスカーションについて報
告します。
　天候に恵まれ、過ごしやすい気候のなか、
定員40名程度のバスをゆったりと貸し切って
高梁・新見市方面へ。車窓から山々の紅葉や、
風で谷全体に葉が舞い散る映画のワンシーン
のような幻想的な情景等を楽しみながら、約
３時間バスに揺られ、最初の目的地「ドメー
ヌ・テッタ」に到着しました。
　11時オープンをわざわざ10時にオープンし
ていただき、ワインの値段は少し高めですが、
家族単位に同店生産のワインを２～ 10本程
度を購入しました。また吉谷さんに赤ワイン
１本を振舞っていただき、日の当たるテラス
でまったりと参加者で嗜みました。
　次に高梁市の「吹屋」に移動し、地元ガイ
ドさんに旧片山家住宅などを説明いただきな
がら、「ベンガラ」顔料の赤い町並みを散策
しました。
　しっかりと歩きましたので、お昼は「食

エクスカーション報告
　　石　津　光　昭　

源の里 祥華」で千屋牛Ａ５ランクの焼肉と、
ビールや地酒を堪能しながら歓談しました。
皆さん、よく食べ、よく飲まれますね～。
　先輩方がいつまでも元気な理由の一つを垣
間見ました。
　次は新見市の満奇洞見学の旅程でしたが、
道中にチョウザメを養殖しキャビアを製造・
販売しているお店「ＭＳファーム」がある、
という西尾さんの提案を受け、急遽立ち寄っ
ていただくことに。お店では15,000尾を超え
るチョウザメが養殖され、公園の池などで鯉
が泳ぐように、１ｍ超のチョウザメが間近で
優雅に泳いでいました。そこでもキャビアや
キャビア入りバターなどのお土産を全家族が
購入しました。
　最後は、猟師が狸を
追いかけて発見したと
言われている満奇洞で
す。洞入口まで５分
程度の急な上り坂を歩
き、洞内は頭上注意箇
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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福田　秀章　久々のチャーターナイトたくさん
の御出席ありがとうございます。
又ひさしぶりの古田さんの参加を
歓迎しまして。

Ｌ八矢　一城　会長という大役を仰せつかり貴重
な体験をさせていただき感謝して
います。今後もライオンズの一員
としてクラブ発展の為に尽力します。

Ｌ田賀　和明　感謝状、記念品と大層な物を頂戴
し恐縮です。幹事在役中は皆様に
は大変お世話になりました。あり
がとうございました。

Ｌ山名　立洋　昨年度のリジョンチェアパーソン
に対して記念品をいただきまし
た。ありがとうございます。

Ｌ杉浦為佐夫　余り役員の仕事はあまりありませ
んでした。今後とも宜しく。

Ｌ西尾　愼一　今年はいよいよ本番の年。皆様の
ご協力のもと地区の為に頑張って
いく所存です。

Ｌ岡田幸一郎　鳥取ライオンズクラブ65周年おめ
でとうございます。今後ともよろ
しくお願い致します。

Ｌ吉谷　典雄　明治安田生命保険のゴルフコンペ
にて見事に３位入賞。いろいろな
コンペに参加していますが上位入
賞は久し振りです。

Ｌ山名　立洋　Ｓ２４年１１月１７日
Ｌ松本　啓一　Ｓ５０年１２月１３日
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

▽９月13日（火）　第１例会
◦任命状伝達式

　336-B地区2022-2023年度地区年次大会実行委員長
 山名立洋
◦奉仕委員会（社会福祉教育）承認 委員長　福家成夫
・ 公益財団法人鳥取県蔵器アイバンク2022年度賛

助会費－12　20,000円
▽９月26日（月）　7R-1Z ６LC会長会
　於）鳥取シティホテル
▽９月27日（火）　第２例会
　チャーターナイト65周年記念例会

［第一部　例会］
◦会長挨拶 会長　福田秀章
◦前年度三役へ感謝状・記念品贈呈
　　前会長　八矢一城　前幹事　田賀和明
　　前地区役員へ記念品
　　地区役員　山名立洋　杉浦為佐夫　西尾愼一
◦記念スピーチ 山名立洋
◦地区年次大会準備委員会報告
 実行委員長　山名立洋

［第二部　祝宴・懇親会］
◦乾杯 髙野辰二郎
◦チャリティオークション開催
 石津光昭　中尾大蔵　濱田泰彦
◦ツイスター・タイム テール・ツイスター代行　石津光昭
▽10月４日（火）　計画委員会・MC委員会・理事会
▽10月11日（火）　第１例会
◦2024年度複合地区大会開催提案報告
 幹事　濱田泰彦
◦MDアラートセミナー報告
 地区ガバナー　西尾愼一
▽ 10月12日（水）　鳥取市立若草学園との「さつ

ま芋掘り」
　学園児童22名  職員10名  保護者19名  会員他11名  計62名
▽10月15日（土）　第２回キャビネット会議
 於）杜の街グレース
　地区ガバナー・キャビネット会計　出席
▽10月25日（火）　第２例会

〈幹事報告〉 幹事　濱田泰彦
・11月19日（土）　平和ポスター選考会　地区ガバナー出席

〈委員会報告〉
◦計画委員会 委員長　小林紀子
・ 11月14日（月）　６LC親善チャリティボウリン

グ大会　現在５名
◦奉仕委員会 委員長　福家成夫
・鳥取県赤十字血液センター街頭献血日程　12月４日（日）

お誕生日おめでとうございます

所が多いためヘルメットを被っての見学で
す。時折、腰をかがめながら約450ｍの鍾乳
洞を探索しました。
　今年も思い出に残る秋晴れの一日を無事終え
ることができました。またこの度のエクスカー
ションでは、輸入が当たり前と思っていたワイ
ンやキャビアの国産品が購入できたことで、地
産地消・国内産業支援といったライオンズの地

域貢献活動をより実感することができました。
　最後に、来年のエクスカーションの行先は
未定ですが、可能な限り出発日だけでも早め
に例会等で決定・共有し、少しでも多くのメ
ンバーとその家族が参加できるように調整す
ることも重要と感じました。定員40人程度の
バスの貸し切りですからね。
　参加された皆さま、一日お疲れ様でした。
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令和４年11月～令和４年12月行事予定

336-B地区　アクティビティ・スローガン 2022 ～ 2023           

『調和と融合　明るく・楽しく・元気よく』
地区ガバナー・スローガン
地域に寄り添い　未来に繋げる新たな挑戦

月 日 曜 行　　事

11

22 火 第２例会
24～

27
木～

日
第59回OSEALフォーラム

（済州島）

26 土 邑久LC認証40周年記念式典
於）ホテルリマーニ

28 月 7R-1Z第２回ガバナー諮
問委員会　於）白兎会館

12

4 日 クラブ街頭献血
於）イオン鳥取北店

6 火 計画委員会・理事会
MC委員会

13 火 第１例会

16 金 第２例会（夜例会）
未定？

28～

31
水～

土
～ 1/5　年末年始休暇

月 日 曜 行　　事

11

1 火 計画委員会・理事会
MC委員会

3 木
津山鶴山LC認証55周年
記念式典
於）津山鶴山ホテル

5 土 次世代リーダーシップ研修会
於）岡山国際交流センター

7 月 複合地区長期計画委員会
（ＷＥＢ会議）

8 火 第１例会

13 日
和気LC認証60周年記念式典
於）和気総合福祉センター
鳥取砂丘LC 認証35周年記念
チャリティグラウンドゴルフ大会

14 月 7R-1Z6LC親善ボウリング大会
於）スターボウル

19 土 平和ポスター選考会
於）キャビネット事務局

鳥取ライオンズクラブのホームページの編集をしていると、いつも頭に浮かびます。一体
何人の人が見ていてくれるのだろうか？クラブの人は見てくれているのだろうか？魅力あ

る内容なのだろうか？自己満足に終わっているのではないか？後任の人は続けてくれるのだろうか？自
問自答しながら少しでも皆さんに情報発信できればと思っています。ぜひ、皆さんのアイデアや意見を
ください。出来るかどうかは分かりませんが（笑）一緒に作っていきましょう。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　福田　秀章　　　 表　紙 　若桜町のもみじ
　これは、11月18日に若桜町の正栄寺へお邪魔した時に撮ったものです。印刷では本来の色が出
ませんが、青空に映える深紅に見とれてしまいました。実は同じ時に撮ったものがもう一枚あり
ます。それは、インスタ映えする『トンカツ新』のヒレカツでした。ここのトンカツは定期的に
食べたくなるうまさです。やっぱり花より団子かな。 山名　立洋

DIYあるある
� �　福　家　成　夫　
　この度、我が家のガタの修繕を行おうと思
い、以前から気になる箇所をDIYで直してみ
ることにしました。まずは壁紙からトライ、
リビングの一面の寸法を測り今の壁紙とマッ
チする色や柄を決めていざ購入、ん？微妙に
色合いが違うけど大丈夫か？一抹の不安を抱
えながら張替えに必要な部材を次々と揃えい
ざ張替え。あれ？やっぱりしっくりこない。
嫁さんからも不評、仕方ありません仕切り直
しです。今度は店の人（カインズです笑）と
相談しながら色合いを慎重に決めて発注しま
した。届いたモノを見てみるとほぼイメージ

通り、最初から相談すればよかったと少し後
悔するも、気を取り直して張替えを行いまし
た。仕上がりは素人仕事にしてはまずまずと
自己満足するも思った以上に重労働だったの
です。また揃えないといけない部材もたくさ
んあり、結果コストもかさみ時間もかかりま
した。
　さあ、次に床材の補修に外側のサッシの色
褪せ補修、風呂場のネジ部分の補修と、、、考
えれば気の遠くなる作業が続きます。
　う～ん、やっぱりプロに任せよう、DIYあ
るあるでした。


