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　９月25日（金）12時より白兎会館にて第１回
ガバナー諮問委員会が開催され、当クラブから
は会長の福家、福田副会長、中川幹事、西尾第
二副地区ガバナー及び松本キャビネット副幹事
が出席されました。この度は、7Ｒ-1Ｚ以外の
ライオンズメンバーは全員ＷＥＢにて参加とな
りました。
　金礪地区ガバナーのＷＥＢ挨拶の中で、国際
会長のメッセージの「思いやりと多様性で結束
する」の基、各種活動を推進していくとの事で
す。その中で各クラブの会員増強のためのチャ
レンジと各種アクティビティをいかに地域の皆
様に発信していくことが出来るかがライオンズ
クラブの存在意義であると力説されていまし
た。また経費削減、委員会の統合、ＩＴの推進
への取り組み、委員活動についての再構築、資
金獲得活動も推進していくとの事です。最後に
ＬＣＩＦキャンペーン100についての参加意義
の説明も重要テーマとして挙げられました。
　西尾第二副地区ガバナーの挨拶の中では、レ
ガシー特別委員会は昨年できた委員会で全国の

様々な課題を解決して次の世代につなげていく
ことを目的に設立し、特に会員の減少、それに
伴う各種クラブ活動への支障、ゾーンやリジョ
ンへの再編、コロナ下での会員の退会対策等
様々な課題に取り組んでいく説明がありまし
た。
　その後、各クラブの自慢の出来るアクティビ
ティ事例の内容を説明し、その後各クラブの会
長スローガンに込めた会長の思いの発表があり
ました。どのクラブとも会員増強に苦戦してい
る中で、これからは、ＩＴを使ってのライオン
ズクラブの“We Serve”を多くの人にＰＲの
ための環境整備が重要なウエイトを占めていく
ことと思います。当クラブも会員の高齢化が進
んでいる中で、どのように皆さんの負担になら
ないように、ＨＰの運営・管理やＳＮＳでの発
信が出来るかを考えさせられました。
　第２回ガバナー諮問委員会は当クラブがホス
ト役になり開催予定（2020年11月25日（水）場
所：白兎会館）となります。皆さん、ご協力の
ほど宜しくお願いします。

　　第１回ガバナー諮問委員会を振り返って
会　長　福　家　成　夫　



— 3 —

　チャーターナイト例会でスピーチをさせてい
ただきましたので、その内容を紹介させていた
だきます。“ライオンズクラブは、200を超える
国と地域におよそ48,000のクラブ、141万人の
会員を擁する世界最大の奉仕団体です。
　1917年にアメリカ、シカゴ市でメルビン・
ジョーンズ氏により創始され、わが国では1952
年に東京において最初のクラブが結成。以来、
次々と国内各地に誕生し、2020年５月末現在、
2,951クラブ、11万人余の会員が所属しています。
　LIONSの名は、強さ、勇気、忠誠、生命活
動の象徴であるライオンに由来すると思に、
LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION'S 
SAFETY（自由を守り、知性を重んじ、われ
われの国の安全をはかる）という、スローガン
の頭文字でもあります。
　その言葉の通り、会員はすべて「われわれは
知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平
和と自由を守り、社会奉仕に精進する」のライ
オンズの誓いを立て、「We Serve　（我々は奉
仕する）」をモットーに、よりよい社会の実現
を目指して、環境、文化、青少年の教育、健康、
福祉など多方面で、人道奉仕活動を続けてまい
りました。
　2017年にはライオンズクラブ創立100周年を
迎えています。

　このようにライオンズクラブは世界各地にあ
るわけですが、外国から日本人や日本はどのよ
うに見られているかについて、少しお話しをし
てみたいと思います。
　菅さんの総理就任のあいさつの中で、「私は
秋田の農家の長男として生まれました。地縁も
血縁もない政治の世界の飛び込んで、まさにゼ
ロからのスタートでありました。その私が、歴
史と伝統のある自由民主党の総裁に就任するこ
とができました。」と述べられました。自分は
苦労人ということを宣言しているようなもので
すが、本来は苦労人かどうかは他人が評価する
ものです。自分から進んで苦労人だという人は
あまりいません。なぜかというと日本人は奥ゆ
かしいとか謙遜すると言うことを美徳と考える
からです。この挨拶を皆さんはどう受け止めら
れたでしょうか。
　国際社会にあっては、奥ゆかしいとか謙遜す
るという態度は、マイナスに働きます。多くの
国が自己主張する中では発言さえも消えてしま
います。そういう意味では、今回の発言は意味
を持っていると思います。日本人の良さは残し
つつ国際社会では、言うべきことはキチンとい
うことが必要だと思います。
　最後に日本人はどういう人種だと思われてい
るかということについて触れます。

チャーターナイトを記念して
第二副会長　山　名　立　洋　
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　10月11日（日）の鳥取砂丘清掃に参加しました。
　台風14号の影響が心配されたので、鳥取市の
ホームページを見ると「暴風警報」「大雨警報」
なら中止となっていました。最近の暴風や大雨
は「警報」レベルでは命に関わるので、「注意報」
くらいで中止にしたらいいのになぁと思いつつ
も当日を迎えました。
　当日は朝のうち少しぱらつきましたが、開始
時刻にはうす曇りとなり、かえって清掃作業に
はちょうどいい天気となりました。
　今年はコロナの影響もありましたが参加人数
はおよそ1,900人とそれなりの規模となったよ
うです。市長のあいさつでは、昭和55年から春
秋年２回実施しており、昨年度からは秋の一斉
清掃を「山陰海岸ジオパーク一斉清掃」と称し
岩戸海岸から青谷海岸までを一斉に清掃してい

るとのこと。何となく連帯感が強まりました。
鳥取ライオンズクラブの割り当ては馬の背の手
前のあたり。パッと見る限りでもあまりゴミが
落ちていないようです。みんなゴミを探し目を
皿のように歩きましたが成果なく、気づくとい
つもの海岸にふらふらと向かっていました。
　いつもの海岸ではそこら中ゴミだらけ。みん
なの顔がいきいきとなり腰をかがめて拾いだし
ました。ハングルの書かれたペットボトルや漁
具、発泡スチロールの破片、ビニールの紐など
あっという間に用意したゴミ袋がいっぱいとな
りました。
　切りのいい時間で終了し、集合写真を撮って、
ごみを集積所においてから解散となりました
が、それなりの達成感を得られた日でした。来
年も海岸沿いに行かねばなりません（笑）

鳥取砂丘清掃に参加して
　　上　田　博　隆　

　・過度に集団行動を好む・礼儀正しくきちん
と挨拶をする・秩序にこだわる・綺麗好き・美
意識が高い・仕事が丁寧・時間や約束を守る・
自己主張や自己表現が下手・治安が良く、災害
時でも冷静　但し危機管理が甘いことも事実・
細部までこだわる（例：整理整頓、ギフト包装
など）・創造性に溢れている（例：アニメやオ
タク文化など）・宗教対立がなく、テロもない・

貯金が好きで、倹約意識が高い（「勿体無い」
という言葉に象徴される）
　日本が他国からどう見られているかは、なか
なか分からないものです。他国からの見え方が
分かると、日本の強みと弱みがわかります。ま
さに「敵を知り己をしれば百戦危うからず」と
いう言葉通りです。国際社会の一員として恥じ
ない行動に努めましょう。
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　10月８日（木）小雨の降る中、午後からプー
ルに流すEM活性液を作るため、倉田小学校の
４～ 5年生対象に、EM菌の培養教室を開きま
した。これはライオンズクラブの活動として10
年間続けているものです。講師はL杉浦さんで、
アシスタントとして國田さん、私の３名が参加
しました。
　自然界にたくさんいる微生物の中には、人間
を助けるものも多く存在し、腸内に住むビフィ
ズ菌のように、腸内環境を良くし、動植物の細
胞を活性化する働きを持つ酵素や生成物を作り
出す微生物もいます。そのうち人間にも自然環
境にも役立つものを有用微生物といいます。こ
うした複数の役に立つ微生物を組み合わせたも
のをEffective Microorganismsといい、頭文字
をとってEM菌と言います。
　学校にあるプールは夏季以外閉鎖されます。
長い閉鎖期間のうちに空気中のゴミや枯葉や泥
などが入り込み、それが栄養となってアオコが
発生したりヘドロが溜まったりします。シーズ

ン前にプール掃除をした人はわかりますが、洗
剤を使ってもぬめりがなかなか取れません。そ
こでEM菌を培養してプールに流し、ヘドロや
有害物質を分解する方法が考え出されました。
シーズン前に水を流すだけで使用出来る状態に
なります。
　この度は１リットルくらいのEM菌を、生徒
が持ち寄った米のとぎ汁で培養し36リットルに
増やす体験をしました。ポリタンクの中で発酵
をはじめ、１週間から10日くらいで培養液が完
成します。毎日空気を抜かないとポリタンクが
ボールのようになり、放っておくと爆発します。
　プールに貯めたEM菌の含まれた水は川や海
へ流されますが、も
ともと自然界にいる
ものですから害はあ
り ま せ ん。 来 年 の
プール開きが楽しみ
です。

倉田小学校EM菌培養教室
第二副会長　山　名　立　洋　

美保小学校

倉田小学校
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　10月14日（水）あいにくの雨空のもと、９時
過ぎより順次ライオンズメンバーの方々が集ま
り、総勢13名で湖山池湖畔にある船越農園にて
若草学園のサツマイモの芋ほり・収穫の準備の
ための作業を行いました。
　小雨が降りしきる中、10時30分に若草学園の
子どもたちが50名前後来園しワイワイ言いなが
ら楽しく収穫する姿を思い浮かべながら、皆さ
んが協力して急ピッチで老体に鞭を打ちもくも
くと芋ほりを行いました。見るのとやってみる
のとは大違いです。作業開始15分ぐらいで腰が
ずしりと重くなり、中腰での作業のつらさが身
に沁みました。しかしながら、子どもたちの笑
顔のためと悪戦苦闘しながらようやく終わりが

見えた頃、突然の宣告、「本日は天気が悪いた
め子どもたちは来ません」。せっかくサツマイ
モが収穫しやすいように周りの砂（土？）を掘っ
たのに。その時の皆さんの落胆した顔！！
　そりゃあそうです、子どもたちが来ない訳で
すから。残念な気持ちと同時に、50名分の労働
力がなくなった瞬間でした。後は皆さんのご想
像の通りで、終了したのは11時30分頃でした。
　その後、皆さんと記念撮影（証拠写真？）を
撮って、若草学園にサツマイモを届けて無事終
了しました。皆さん、本当にお疲れ様でした。
　改めて作物を育てる大変さが身に染みた一日
で、翌日からは筋肉痛との闘いでした。
　う～ん、船越さん凄～い！

サツマイモ収穫を通じて
会　長　福　家　成　夫　
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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　今年度の「池田家墓所写真コン
クール」のご案内ですが、作品
募集のパンフレット表紙に小生
の写真が掲載。ご覧ください。
なお9/5（土）より仁風閣で入賞
作品の展示がありますのでご案
内させて頂きます。

Ｌ福田　秀章　３週間前にやっと世間に出られる
様になりました。動物園の動物の
気持ちが解る様な気がします。

Ｌ細田　泰造　池田家墓所写真コンクール入賞
作品展、仁風閣で開催。仁風閣
は宮廷建築の第一人者で赤坂離
宮など設計の片山東

と う

熊
く ま

が設計。
国の重要文化財です。

Ｌ西尾　愼一　63周年おめでとうございます。
コロナ禍難かしい情勢ですが、
皆で力を合せて益々発展するこ
とを祈念致します。

Ｌ山名　立洋　チャーターナイト例会のスピー
チを無事終えることが出来まし
た。ありがとうございました。

Ｌ岡田幸一郎　チャーターナイト63周年万才！
コロナに負けず頑張って行きま
しょう。

Ｌ細田　泰造　本日は感謝状を頂きありがとう
ございました。これからも伝統
ある鳥取ライオンズの会員であ
ることを誇りに思い奉仕活動に
努めて参りたいと思います。

Ｌ田中　良和　前年度三役に対する感謝状、記
念品をいただきありがとうござ
いました。

Ｌ佐々木　豊　いつも申し訳ありません。久し
振りに皆さんに会えて嬉しかっ
たです。福田さん今日もご苦労
様でした。

Ｌ岸田　公男　皆さんのご協力を頂き、１年間
幹事を務めることが出来まし
た。ありがとうございました。

Ｌ細田　泰造　私が入っているキャノン写真ク
ラブの写真展にお陰様で大変多
くの方に来て頂き、昨日終了。
鳥取ライオンズクラブの方にも
何名か来て頂き有難うございま
した。

Ｌ山名　立洋　Ｓ２４年１１月１７日
Ｌ岸田　公男　Ｓ２６年１１月２３日

▽８月４日（火）　第１例会（納涼例会）中止
▽８月５日（水）　 鳥取市立若草学園「さつま芋

農園」草取り

▽８月25日（火）　第２例会（ＺＣ例会訪問）
◦7Ｒ-1Ｚ．ＺＣ　Ｌ片山武夫　文書挨拶

〈幹事報告〉
・ ９月10日（木）　「第２回会員増強ＷＥＢセミナー」
・９月25日（金）　 7Ｒ-1Ｚガバナー公式訪問懇

談会　於）白兎会館　10：00 ～
〈委員会報告〉
①計画委員会 委員長　上田博隆
・ ９月25日（金）　９月第２例会（認証63周年記

念例会）チャリティバザー開催　献品のお願い
②奉仕委員会 委員長　民木一美
・10月11日（日）　秋の鳥取砂丘一斉清掃
③青少年健全育成委員会 委員長　山名立洋
・ 2020－2021年度国際平和ポスターならびに

ライオンズ国際作文コンテストについて
　 11～13歳対象　11月13日（金）キャビネット事務局迄
④ＬＣＩＦ・アラート委員会 副委員長　杉浦為佐夫
・九州豪雨の街頭募金の実施時期について
・ＬＣＩＦ100キャンペーンのお願い
※ツイスタータイム テール・ツイスター　梅田健司
▽９月１日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　ＭＣ・ＩＴ委員会
▽９月２日（水）　第１回ＧＳＴ委員会
　於）まやしも福祉センター
　キャビネット副幹事　松本匡司郎　出席
▽ ９月10日（木）　第２回会員増強ＷＥＢセミナー

出席
▽９月11日（金）　第２回内局会　ＷＥＢ会議出席
▽ ９月25日（金）　7Ｒ-1Ｚガバナー公式訪問諮

問委員会合同例会　於）白兎会館
　会長・幹事・第一副会長・キャビネット役員２名

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』

田舎の農家
� �　松　田　善　夫　

　最近ＪＡ中央会が私の地区の農協に予告なし
の監査に入ったそうです。水稲の収穫時期で農
協の旧選果場（肥料農薬の配布や各種生産物の
集荷に利用している）には籾摺りした出荷用の
米がかなり持ち込まれていました。当然未検査
ですがこれが監査の目に留まり盗難や品質低下
等の可能性を指摘され、農家へ持ち込みの中止
を連絡し持ち込み済の米は直後の土日に検査し
カントリーの定温倉庫に移動したとのことです。
　今後は検査日前日に持ち込み速やかに荷受け
検査をする様に指導があったとことが農事組合
長会で報告されました。農家からは強い反発が
あり次年度からの事前持ち込みの要望を検討す
るということで落ち着きました。稲の刈取り後
乾燥・脱穀・選別調整作業をして出荷用袋で出
荷となります。この間に移動や保管場所の確保

月 日 曜 行　　事

11

25 水
7R-1Z第２回ガバナー
諮問委員会
於）白兎会館

27 金
336複合地区「第一、第二
副地区ガバナー研修」
於）岡山

12

1 火 計画委員会・理事会
ＭＣ・ＩＴ委員会

8 火 第１例会

16 水
2020－2021年度第２
回GAT会議
於）名古屋ウインクあいち

18 金 第２例会
28

～

31
月

～

木
年末休暇

月 日 曜 行　　事

10

11

30

～

1
金

～

日

2020-2021年 度 上 級
ライオンズリーダー
シップ研修会
於）名古屋ウィンクあいち

4 水 計画委員会・理事会

5 木 ＭＣ・ＩＴ委員会

10 火 第１例会

19 木 第３回内局会（Web）

20 金
7R-2Z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
於）倉吉シティホテル

24 火 第２例会

農協は農家が出資した協同組合で本来農家のための組織だと思いますが、中央会や全農、
信連、経済連等の中間組織が多く経営合理化の名のもとに地方のＪＡの縮小が進んでい
ます。田舎の農家はどうなるのでしょうか?

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　福家　成夫　　　 表　紙 　 夕景の耀き（史跡池田家墓所）
池田家墓所の紅葉の情景です。逆光の夕日の中で輝いている赤く色づいた紅葉の木々と灯籠
のコントラストを表現しました。夕日によるコントラストがうまく出るよう苦労しました。

「第13回池田家墓所写真コンクール　最優秀賞」を頂いた作品です。 細田　泰造

が必要となります。従来より出荷用米を梨出荷
作業済みの梨選果場に持ち込んでいました。
　近年は高齢化が進み耕作を断念する農家が増
大し一部の担い手が引き受け耕作放棄地を出さ
ないように努力しています。昔のことを言って
もどうにもなりませんが、部落の半数以上が農
家だったころは各個で保管し検査日前に持ち込
むことができたでしょう。現在は担い手に集中
しているため事前に検査場所に搬入せざるを得
ない実態です。梨の選果場も各集落にありまし
たが市町村ＪＡ毎に集約され今はさらに広域合
併する状況です。
　私の地区では昭和５２年に選果場を集約し更
に現在は３地区が集約されました。昭和５２年
に６０軒以上あった梨生産者は現在６軒ほどで
す・・・。


