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　この度、歴史と伝統のある鳥取ライオンズク
ラブ第60代会長を拝命することになりました。
　平成25年８月入会の私にとって会長就任は大
変なプレッシャーです。今後、会の運営等経験
不足を露呈してしまう事もあると思いますが頑
張ってやり遂げる覚悟です、会員の皆様方のご
支援を切にお願い致します。
私の本年度スローガン

「地域のために明るく楽しく“ｗｅ　ｓｅｒｖｅ”」
　同じやるなら明るく楽しく取組むことで連帯
感も深化できるものと考え決めました。
年間努力目標

「会員増強（５名）」
　クラブの活性化には新入会員の入会が一番と

考えております。ご協力をお願いいたします。
事業計画

「チャーターナイト60周年記念事業の策定」
　来年度チャーターナイト60周年を迎えます、
記念準備委員会の方々と共に計画を取りまとめ
次年度へある程度きちっとした形で引継ぎをし
たいと考えております。
　以上が私の年度方針です宜しくお願いします。
　最後になりますが、当クラブの西尾前会長が
１ＺのＺＣに就任されます。
　よって我クラブがホストクラブとなります。
しっかりバックアップしなければなりませんが
なにぶんにも未熟な会長です会員の皆様には倍
旧の御協力をお願いし会長就任挨拶と致します。

会 長 就 任 挨 拶

会　長　岡　田　幸一郎　

　鳥取ライオンズクラブの幹事に就任に当た
り、一言ごあいさつ申し上げます。
　幹事の仕事の大変なことは十分に承知してい
ましたので、５月に幹事就任の打診をいただい
た際、私に幹事が務まるだろうかという恐怖と
不安でいっぱいでした。しかし、当ライオンズ
に少しでもお役に立てればとの思いも強く、未
熟者ではありますが、幹事就任を承諾しました。
　さて、これから幹事として何ができるのか、
何をやらねばならぬのか。もちろん具体的には
自覚できてはいませんが、私は「フットワーク
良さを活かして行動する」ことをモットーとし
ています。まず、行動を起こし、行動しつつ考
えるという行動先行型を自認しています。自ら
が幅広く活動を行うことで、ライオンズクラブ
の「ウィーサーブ」の精神を体現できればと考

えています。しかし、私の性向からすれば、先
走りの行動やイレギュラーな活動に走るかもし
れません。その折には、会員の皆様の叱咤、ご
助言をいただき、適切な方向へと導いていただ
ければと考えています。
　なにはともあれ、このたび鳥取ライオンズク
ラブの幹事という大役を、微力ながら引き受け
ることとなりました。栄えある歴史と伝統を持
つ当クラブの名を汚さぬよう、岡田会長のもと、
指導を受けながら、会員の皆様と緊密に連携し、
誠心誠意、活動に努めて参ります。ただ、時々
はリフレッシュして息抜きする機会もほしいな
と、正直なところ思っています。これから１年
間、会員皆様のご支援、ご協力を切にお願いし
て、私の幹事就任のごあいさつとします。よろ
しくお願いします。

幹事就任あいさつ

幹　事　民　木　一　美　
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　第二副地区ガバナーに就任させていただき、
あっという間の二年間でした。色々と学んでま
いりましたが、この本番となる一年間、皆様方
と共に一層励んでまいります。どうぞよろしく
お願いいたします。
　今期は、ライオンズクラブ創設100周年を迎
えます。“次なる山”を乗り越えようとするな
らば、後に続く次世代のライオンズたちに道を
示し、奉仕の伝統を守るため、眼前に進むべき
道を整えなければなりません。
　 “次なる挑戦”“次なる目標”“次なる奉仕の
対象”～私たちの奉仕の仕事に終わりはありま
せん。
　GMTについては、『新会員招請』は最重要課
題です。ひとりの新会員が、奉仕によって影響

を与えることのできる人数は30人です。そのた
めにも急がねばなりません。またGLTについ
ては、『次世代育成』として“GLT未来塾”を
開設し、若いメンバー同士の繋がりを強くして
まいります。そして地域社会と繋がり、新しい
ライオンズ旋風を巻き起こしていただくととも
に、次の100年に向けてクラブを活性化し更に
発展させていきましょう。
　最後に、メンバーだからこそできる国際貢
献が『LCIF』です。間もなく50周年を迎える
LCIFに会員の皆様のご協力をよろしくお願い
いたします。
　この一年間、元気で、明るく、楽しい、ライ
オンズ活動を皆様方とともに楽しみながら進め
ていきたいと思います。

ご　　挨　　拶

336Ｂ地区ガバナー　大　谷　　博　

　この度、336-Ｂ地区7Ｒ-1Ｚのゾーンチェア
パーソン、ＧＭＴメンバーをお受けする事とな
りました。昨年度は山田實紘氏が日本から２人
目の国際会長に就任され、2017年の国際協会創
立100周年を睨み、様々な新しいことに挑戦さ
れた年でありました。今年度は眼前に迫った記
念すべき年を迎えるに当たり、国際テーマのハ
イライトは、「奉仕の頂点に奉仕を通して導く」、

「地域社会とつながる」、「100周年の山を越える
ためのリーダーシップの育成」、「新会員を招請
してインパクトを高める」です。
　この国際協会のテーマを受け、大谷 博地区ガ
バナーのアクティビティスローガンは「地域に
新たな風を」、ガバナースローガンは「Effort to 
change ～エフォート・トゥ・チェンジ・・・・
変わる努力をしよう」、ガバナーキーワード方針
は、「家族」「次世代」「奉仕」「LCIF」となって

おり、地域社会に家族と共に次なる挑戦、次な
る目標、次なる奉仕の対象へ向けての変革を掲
げておられます。それらを成し遂げる為に必要
な会員増強は勿論の事、方針遂行の原動力とな
るリーダーシップを担う人材の育成や国際協会
への貢献も重要課題となっています。
　私は、今年度ゾーンチェアパーソンの役割と
して、これらの方針に従い、7R-1Zの６ライオン
ズクラブの連携をさらに深め、新たな合同アク
ティビティの実施や、今までの慣習に捉われな
い新たな挑戦に向って取り組む等、次世代に繋
がる活動ができればと考えています。
　私たちライオンズクラブの存在や活動が、地
域社会から認識され、地域社会から必要とされ
るよう、各クラブのメンバー全員で考え活動し
て行きたいと考えておりますので、ご理解、ご
協力の程よろしくお願いいたします。

　　7Ｒ-1Ｚ ゾーンチェアパーソン就任のご挨拶

7Ｒ-1Ｚ ＺＣ　西　尾　愼　一　
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　第99回福岡国際大会に、小林､ 髙野､ 内村､
福田､ 杉浦､ 西尾（別日程）､ 國田と８人で参
加しました。
①初日　６月25日（土） 10：00－14：00
※インターナショナル・パレード
　福岡市中心部の1.3キロを車両通行止めとし、
世界約100か国１万２千人の会員が練り歩いた。
　私は12時から２時迄、ゴール近くの沿道で歓
迎参加しました。
　前日に続いての雨が心配されましたが、ほと
んど降らず、むしろ涼しくて良かったです。
　各国の会員が、国旗と横断幕を先頭に、民族
衣装のチームもあり、国の名前を叫びながら
踊って行進するさまは、楽しくて素敵でした。
　世界は広く尊く､ 平和で安全が一番だと感じ
ました。

②２日目　 26日（日）10：00から福岡ヤフオク！
ドーム

※大会総会初日
　寛仁親王妃信子殿下の記念スピーチ
　ノーベル平和賞受賞者カイラシュ・サテイー
アーテイー氏の基調講演
　７人で参加しました。
　真っ暗なドームの中で、スタンドからグラウ
ンドの特設舞台を見るのですが、遠くてよく見
えません。スクリーンでやっと様子が分かる程
度でした。
③帰路
　博多発15時過ぎの「のぞみ」岡山から「いな
ば９号」で鳥取に19時すぎに、全員元気に帰り
ました。

国際大会に参加して
会　長　井　上　　仁　
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　LC国際協会336-B地区フレンドシップパー
ティが、雨の降りしきる６月28日（火）に盛大
に華やかに世界各地から３万８千人が参加して
ヤフオクドームで開催された第99回LC福岡国
際大会の閉会式の後、会場を西鉄グランドホテ
ルに移して開催されました。
　参加者は、大谷ガバナー（閉会式後はエレク
トが取れました）、尾﨑前ガバナーを始め総勢
100名、残念な事に、大会の最終日と相俟って
少し参加者が少ないなと感じた次第です。
　私としては、YCE国際関係地区委員として
の最後の仕事（仕事と言っても、お膳立ては
YCEの赤野委員長が孤軍奮闘で、私は受付を
した位）をさせて頂きました。
　パーティは赤野委員長の司会で進行、尾﨑前
ガバナーの開会挨拶、別所元ガバナーの乾杯で
始まり、福岡誠LC所属の歌手４名によるジャ

ズ・シャンソンに聞きほれ（流石大都会福岡の
クラブ、羨ましい限りです）、337-Aのキャビ
ネットから紹介の ｢九州CMソングの女王｣ 堤
田ともこさんのCMソングあり、演歌あり、物
まねありのミュージックショウ（九州出身なだ
けに、「ジャパネット・ジャパネット・ジャパネッ
ト・タカタ」のコマーシャルはお聞きになった
事があると思います）へと進み、新三役や女性
メンバーもステージに駆り出されるなど大いに
盛り上がりました。
　終盤、尾﨑前ガバナーが新三役（大谷ガバ
ナー、大田第一吹く地区ガバナー、井上第二副
地区ガバナー）を紹介、夫々本年度の意気込み
を披露、最後に100周年のスタートとなるこの
一年、皆で力を合わせて頑張ろうとのガバナー
の挨拶でパーティはお開きとなりました。

フレンドシップパーティに参加
YCE・国際関係委員　西　尾　愼　一　
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　浄土宗深心山玄忠寺は、永正５年（1508年）
創建された。鳥取では歴史の古い寺の一つです。
今年５月29日退山式・晋山式がとり行われた。
新旧住職が交替する儀式です。晋山式＝「晋」
とは「進」でススム、「山」は「寺」を表しま
す。寺へ進む、つまり僧侶が住職として寺に迎
えられる過程を儀式にしたものが晋山式です。
新住職に任命された人（新命）が檀家や各寺、
地域の人々に認めてもらうためのお披露目の場
です。僧侶にとって一代の大行事で、古来より
厳粛な行事に守られてきた慶儀です。
　先代第28世祥譽芳兼上人は、昭和47年玄忠寺
住職に就任以来44年間寺院の発展に貢献され
た。総本山より正僧正に叙任を許される。今回
退任。第29世瑞譽博道上人誕生する。
　晋山式は大きく五つの部門により構成される。
　①　中宿回向　（総代宅）
　②　庭儀式　　（練り行列）
　③　開門式　　（山　門）
　④　堂内式　　（本　堂）
　⑤　書院式　　（寺院控室）
①　中宿回向
　中宿のもともとの意味は、身元引受人（里親）
が奉公人へ貸し与える宿という意味です。これ
からお寺を任される新命にとって里親である総
代に仕える儀式として総代の仏壇を供養します。
②　庭儀式（練り行列）
　練り行列には住職の交替を地域の人々に傳え
る意義があります。中宿から寺の山門まで練り
歩くのが正式です。現代は車社会ですから、車
で移動します。そして、近くの寺院を出発地と
し、玄忠寺の山門を目指して、練り歩きます。
総代・新命を先頭にして稚児を引き連れ、練り

歩きます。
③　開門式
　新命は門前で酒水、読経による開門式を努め
ます。それが終わると檀家役員による門扉が開
けられます。新命は稚児に浄水を灌頂した後、
境内に入り、玄忠寺歴代上人の墓前で回向をし
ます。
④　堂内式
　退山式が終ると、本堂の戸が開き、新名は本
堂に入堂します。新命は前住職から、継承伝達
物である袈裟と過去帳を受け取る。前住職は本
堂を後にし、新命が導師となってお務めをする。
⑤書院式
　本堂での法要が終ると、寺院控室（書院）へ
下がり、新名は長老から祝儀の言葉をいただき
ます。最後に総代が謝辞を述べ、随喜寺院へ記
念品等を渡して、全ての儀式が終了となります。
　玄忠寺
　　　第28世祥譽芳兼上人退任
　　　第29世瑞譽博道上人新住職就任
　　出席者
　　　浄土宗県内僧侶 45名　　　　　　　
　　　檀　家 約220名　　　　　　　
　　　来　賓 10名　　　　　　　

退山式・晋山式（玄忠寺）
　　髙　野　辰二郎　
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Ｌ細田　泰造　先週末、東京に行きました。モ
ノレール浜松町駅改札機に赤緑
の色あざやかな「鳥取すいか」の
ステッカーがいたるところに
貼ってありました。皆が見てい
ると思うと嬉しく、誇らしく思
いました。鳥取に帰り早速買っ
て食べました。

Ｌ岡田幸一郎　大谷ガバナーの公式訪問を歓迎
致しますと共にご活躍をご祈念
致します。

Ｌ民木　一美　大谷ガバナーの公式訪問を歓迎
致します。

Ｌ松田　善夫　大谷地区ガバナーの公式訪問を
歓迎致します。７月12日無事棟
上げが完了しました。

Ｌ伊藤　為蔵　Ｔ１５年７月１６日
Ｌ佐々木道寿　Ｓ２５年７月１８日
Ｌ田村耕太郎　Ｓ３８年７月２３日
Ｌ民木　一美　Ｓ２７年８月　６日
Ｌ吉谷　典雄　Ｓ２７年８月２４日
Ｌ田中　博道　Ｓ４６年８月３１日

Ｌ井上　　仁　役員の方そして皆様のお陰で最
後の例会まで元気で会長を務め
ることができました。皆様あり
がとうございました。

Ｌ岡田幸一郎　１年間皆様の御協力によりなん
とか幹事を退任する事が出来ま
す。ありがとうございました。

Ｌ民木　一美　１年間計画委員長を無事に務め
ることができました。ありがと
うございました。

Ｌ杉浦為佐夫　井上会長お疲れ様でした。新会
長岡田様社長就任おめでとうご
ざいます。

Ｌ福田　健治　第99回国際大会参加の皆さんご
苦労様でした。内容、皆最高で
した！井上会長１年間ご苦労様
でした。

Ｌ田中　博道　無事に普山式を終えることがで
きました。鳥取ＬＣから４名の
方にご参列、お祝いを頂き有難
うございました。今迄以上のご
指導をよろしくお願い致します。

ドネイションありがとうございます

事務局だより

お誕生日おめでとうございます

会計監査委員　Ｌ杉浦為佐夫　　Ｌ船越作一郎
地 区 委 員　Ｌ西尾　愼一（7Ｒ-1Ｚ.ＺＣ）

会員委員会
　◎Ｌ松田　○井上　鶴巻

指導力育成、出席会則、および付則大会委員会
　◎Ｌ伊藤　○西尾　鎌谷（佐々木豊）

財務委員会
　◎Ｌ小林　○杉浦　松下

計画委員会
　◎Ｌ細田　○上田 佐口 安田 林本 岸田（木村 花原）

会報編集、ＰＲ、IT委員会
　◎Ｌ中川　○山名　（西村　村上　田村）

社会福祉、教育委員会、国際協調、ＹＥ、レオ委員会
　◎Ｌ髙野　○船越　藤原（内村　佐々木(道)　浜崎）

環境保健、アイヘルス委員会、LCIF委員会
　◎Ｌ福田　○田中（古田　中山　小橋）

一年　Ｌ松田　山名　船越　佐口　上田

二年　Ｌ小林　杉浦　髙野　細田　福田

第１副会長
　Ｌ黒坂　幸夫

第２副会長
　Ｌ吉谷　典雄

　

テール・ツイスター　　Ｌ中井太一郎
副テール・ツイスター　Ｌ佐口宗一郎
　
ライオン・テーマー　　Ｌ松本匡司郎
副ライオン・テーマー　Ｌ上田　明正　Ｌ安田　恵一

理　事

前会長
　Ｌ井上　　仁

会　長
　Ｌ岡田幸一郎

幹　事
　Ｌ民木　一美
副幹事
　Ｌ細田　泰造

会　計
　Ｌ清田　睦人

（注）各委員会の◎は委員長、○は副委員長を示す。

６０周年記念大会準備委員会
　　　　　　　◎Ｌ福田健治　Ｌ黒坂幸夫　Ｌ杉浦為佐夫　Ｌ西尾愼一　Ｌ山名立洋　

鳥取ＬＣ理事会並びに委員会構成 （2016.7 ～ 2017.6）
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「一票の格差」
  　中　川　貴　禎　

編集後記　　本年度から、広報紙の担当として努める事になりました。ライオンズ活動で日頃感じ
た事、皆さんに知ってもらいたいと思われることが御座いましたら、是非、ご連絡くだ
さい。今年度、来年度と重要な行事が目白押しでございます。事細かく取材したり、思
い出になる写真を撮影していきたいと思います。入会が浅く、気づかない点多々あると
思いますが、一年間宜しくお願い申し上げます。

発　行　鳥取ライオンズクラブ
会　長　岡　田　幸一郎
　　　　鳥取市徳吉185
　　　　TEL 24-7744
幹　事　民　木　一　美
　　　　鳥取市富安２丁目63　
　　　　TEL 090-7542-3821
ホームページ
　http://torilion.wix.com/tottori

会報編集委員長　中　川　貴　禎
　　　　鳥取市南町436番地
　　　　TEL 22-3365
事務局　鳥取市今町2-112
　　　　アクティー日ノ丸総本社ビル2F
　　　　TEL 23-3333

印　刷　中央印刷株式会社

発行日　平成２８年７月２６日発行
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　有権者が選挙で投じる「一票」の重みが、不
平等であるという事で、弁護士会に提訴され、最
高裁で、違憲状態であるという判決が下って以来、
選挙区割りの調整が行われ、我が鳥取県は島根県
との合区として扱われるようになりました。
　２０１３年に行われた参議院選挙では、一番多い
北海道選挙区と一番少ない鳥取県選挙区での一
票の格差は、４．７６９倍でありました。これを受け
ての今回の合区となったわけですが、結果として、
鳥取県縁の参議院議員を輩出するに至りませんで
した。確かに人間は平等の権利を有しているという
のは疑いもないところですが、人間、場所を選んで
生まれてくるわけにはいきません。
　海外に目を向ければ、アメリカの上議員選挙で
の格差は７０倍、スペインの国政選挙での格差は
２４倍、日本以上に格差がある国は山ほどあります。
　明治時代以前は、日本海側は日本の表玄関であ
り、日本に於いて重要な地域でありましたが、戦
後の高度成長期に、国策として、太平洋ベルト地
帯に重点的に国費を投入し工業国へと生まれ変わ
る時期においては、労働力を供給する側となって、
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月 日 曜 行　　事

８

２ 火 計画委員会・理事会
会報編集・PR委員会

６ 土 アクティビティ研修会
於）岡山商工会議所

９ 火
第１例会（納涼例会）
於）ホテルニューオータニ
鳥取（パリエール）

20 土
第１回ゾーンチェア
パーソン・スタンディ
ングセッション
於）岡山プラザホテル

22 月
第１回ガバナー諮問
委員会
於）鳥取シティホテル

23 火 第２例会

月 日 曜 行　　事

７

１ 金 7Ｒ-1Ｚ第１回会長・幹事会
於）ホテルニューオータニ鳥取

５ 火 計画委員会・理事会
会報編集・PR・IT委員会

14 木

7R-1Zガバナー公式
訪問懇談会
於）ホテルニューオータニ鳥取
7R-1Zガバナー公式
訪問合同例会
於）ホテルニューオータニ鳥取

23 土
第１回キャビネット会議
於）ホテルグランビア岡山
GMT・GLT・FWT委員会
於）ホテルグランビア岡山

26 火 第２例会
（ＺＣ例会訪問）

31 日 エクスカーション
「中清」若桜

今月の表紙
　題　字　会　長　岡田幸一郎　　　　表　紙　鳥取砂丘・砂の美術館  コルコバードのキリスト像

いよいよ８月からブラジル・リオデジャネイロでオリンピックが開催されます。リオのコル
コバードの丘には、1931年にブラジル独立100周年の記念に建立された、リオのシンボルのキ
リスト像が立っています。鳥取砂丘・砂の美術館にもこの像が展示されています。大きく広
げられた両手の像には「心の温かさ」が表わされているとのこと。両手の像はちょっと分り
にくいですが人の少ない時にじっくり見るとその姿がわかります。 細田泰造

次第に少子高齢化してきました。私も子を持つ親
として、多額の養育費を負担して、ようやく一人前
の社会人となると、都市部に取られてしまうのでは
ないか。そんな感じがしています。
　３年後も合区ということになれば、我が鳥取県か
ら参議院議員が存在しないという可能性もあります。
　そうなると、もはや都道府県という括り自体が全
く意味のないものになってしまうと思います。
　明治９年に鳥取県が島根県に併合された悲しい
過去が繰り返される、それくらい大きな問題だと感
じます。
　「地方創性」「地方再生」などと耳触りの良い言
葉が聞こえていますが、地方の声を中央に届ける
議員を失うようでは、その声は到底遠いものになっ
てしまいます。東京、大阪など大都市だけが政治
に関わり、鳥取や四国などは国政に一切関われなく
なります。一票の格差は是正されても、地域間の
格差は広がるばかりでしょう。
　私達もそういう観点から、主義主張、思想は別
として、選挙で選ばれた鳥取県の議員を国会に送
りだそうとする気概も必要だとおもいます。


