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任期終了にあたって
会
「地域に発信、感動の奉仕」というスローガ
ンのもと、何とか皆様の温かいご支援でこの１
年会長職をやりきることが出来ました。特に中
川幹事・田中会計、各委員長の助けを頂き、節
に説に感謝しております。
2020年、躍動の年になると予想しておりまし
たが、コロナという世界的パンデミックに襲わ
れ、今期後半は多くのライオンズアクティビ
ティが自粛により中止になった事は、誠に残念
でなりません。
しかしその中でも、サツマイモづくりや秋の

長

福

家

成

夫

砂丘清掃活動、EM菌培養教室の開催、会員の
皆さんと交流を深めたエクスカーションと少な
いながらも出来る範囲で助け合って活動できた
ことはうれしく思われます。
本来であれば、１年を通じて様々な活動で
“縁”が生まれてくるのですが、本年度に加入
された会員の皆さんと十分な交流が図れなかっ
たことが悔やまれてなりません。この事は来期
の八矢会長に思いを託し、積極的にサポートし
たいと考えております。
１年間本当にありがとうございました。

退任の御挨拶
幹
本年度、福家会長のもとで幹事をさせて戴き
ました。コロナ禍による経済的影響と共に、私
事ですが、息子、娘のダブル受験という事で、
１月２月の後半に於いてクラブの活動にあまり
参加出来なかったこと、申し訳ない気持ちいっ
ぱいです。
ライオンズ活動を通じて、多くの先輩と触れ
合う機会を得て、今後の自身の在り方を問い直
すこともでき、貴重な経験をさせて戴きました。
ライオンズクラブも、地域社会と同じく人口減

事

中

川

貴

禎

少、地方経済規模のシュリンクと共に、変革の
時を向かえるのではないかと思います。伝統の
灯を灯し続ける為の変化も求められているので
はないかと感じます。福家会長のリーダーシッ
プにより、様々な提案がされ、今まで気付かな
かった事が議論が行われる様になりました。私
自身も、仕事と活動のバランスを考えながら、
早期復帰に向けて励みたいと思います。鳥取ラ
イオンズクラブの今後のご繁栄を祈念致しまし
て、退任のご挨拶に代えさせていただきます。

入会して想う
ライオン・テーマー
鳥取ライオンズクラブに入会し２年が経ちま
した。当初は活動についていくのが精一杯でし
たが、例会や各種イベントを通して目的や意義
を理解できるようになった気がします。
わたくしも明治安田生命鳥取支社長として地
域の皆さまにお世話になる以上は、鳥取県のこ
とをより深く知る必要があると思い、自分の部
下である営業所長にも所管地域のライオンズク
ラブ入会を勧め４名の所長が入会しています。
彼らの声を聞くと人脈が拡がった、新たな価値
観が生まれた、多くの発見があった等々総じて
好評価です。一瞬でも仕事から離れ他業界の
方々と触れ合うことで気持ちもリフレッシュで
きるし、効率も上がると思えばこうした交流の

八

矢

一

城

場は必要だと感じています。これから世の中は
デジタル化が進み人と人が接触する機会が少な
くなるかも知れません。
弊社も対面と非対面を融合させた新たな活動
方式に取り組んでいます。しかしこうした時代
だからこそ人が集まって話したり、
食事したり、
遊んだりする社交場が必要だと思います。これ
からも諸先輩方のご指導をいただきながらライ
オンズクラブの活動に取り組んでいく所存で
す。
また今回退会される岸田公男さん、福田健治
さんにも大変お世話になりました。機会があれ
ばまた一杯お付き合いいただければと願ってい
ます。今後もよろしくお願い申し上げます。
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「さつまいも農園」苗植付け
小
６月３日（木）船越農園において、マルチ作

林

紀

子

入れていき、斜め植え。そっと土で覆い、最後
に肥料と水をやり、美味しいさつまいも大きく

業と苗植付けを行いました。
本来のスケジュールは２日間でマルチ作業と

育て！と祈りました。

苗植付けを行う予定でしたが、２日目が雨天の

皆さんの手際の良さに私はただただ見様見真

予報でしたので、1日で作業することになりま

似で必死でしたが、とにかく初めての農作業で

した。

したので、大変貴重な経験をさせていただきま

当日は晴天で、参加者は福家会長、民木奉仕
委員長、岡田幸一郎さん、西尾愼一さん、濱田

した。前日までに色々とご準備いただいた船越
さん、本当に有難うございました。
コロナウイルスの影響がなく、若草学園のお

泰彦さん、福田秀章さん、福田健治さん、松本
匡司郎さん、杉浦為佐夫さん、吉谷典夫さん、

子様との収穫が叶うといいなと思います。美味

細田泰造さん、船越作一郎さん、事務局國田さ

しいさつまいも紅はるか400個、また皆様との

ん、私の14名でした。

秋の収穫を楽しみにしています。皆様暑い中お

９時からの作業ということで、10分前に現地

疲れ様でした。

入りしたのですが、すでに作業は開始され、マ
ルチシートが２、３列は張られている状態でし
た。
「あ、しまった！遅かった！」と思ったので
すが、皆さん30分前には開始されていたそうで
す。（30分前行動ということを理解しました。）
その後全員で８列のマルチシートを張り、い
よいよ苗の植付けです。自転車の車輪が畑の中
で活躍するなんて驚きです。掘られた穴に苗を
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ゴルフの効用

～６ＬＣ親善チャリティーゴルフ大会報告～
民

木

一

美

６月６日（日）、快晴である。陽光と芝生の

力の増強はできなくても、なんとか体力を維持

緑で、目が痛くなるほどである。吉岡温泉ゴル

していくことが、これからの人生にとって大切

フクラブにおいて、６ＬＣ親善のチャリティー

なことだと考えている。ゴルフは体力を維持す

ゴルフ大会が開催された。鳥取ライオンズから

るために、最適な運動である。クラブを振るこ

９名の精鋭をはじめ、各６ＬＣから総勢57名が

とはもちろんであるが、ラウンド中の５時間近

参加した。

くは、爽やかな環境のなかを歩く。心身ともに

我がクラブの戦績は、個人では７位が最高で

リフレッシュできるのである。
ゴルフは楽しく、

あった。飛び賞にも数名が該当した。団体戦で

奥深い。健康を維持し、なるべく長く続けたい

は、惜しくも４位であった。３位にはもう少し

と考えている。
「たかがゴルフ、されどゴルフ」

のところであり、各人のなお一層の精進を期待

である。

するところである。爽やかな天候のなかで、各

さて、競技終了後、クラブハウスにおいて表

会員が和気あいあいとゴルフを楽しみ、コロナ

彰式が、にぎやかに行われ、５時前に散会し

禍の暗い雰囲気を少しでも払い除けることがで

た。大会関係者の皆さん、当ライオンズの参加

きたのではないか。

の方々、お疲れさまでした。来年も上を目指し

それにしても、私自身のゴルフボールの飛距

てがんばりましょう。

離が落ちている。もちろん加齢による体力、筋

《団体の部》
優

勝

鳥取いなばLC

287.80点

準優勝

鳥取中央LC

292.40点

３

位

鳥取久松LC

295.60点

４

位

鳥取LC

298.40点

５

位

鳥取砂丘LC

302.60点

６

位

鳥取千代LC

333.00点

田中 良和
西尾 愼一
福田 秀章
八矢 一城
民木 一美
福田 健治
吉谷 典雄
岡田幸一郎
杉浦為佐夫
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OUT
43
53
49
39
45
45
48
51
59

IN Total Hdcp
45
88 15.60
47 100 25.20
53
102 26.40
45
84
8.40
44
89 13.20
50
95 19.20
49
97 20.40
50 101 24.00
63 122 36.00

Net
72.40
74.80
75.60
75.60
75.80
75.80
76.60
77.00
86.00

次期クラブ三役研修会開催される
次期第一副地区ガバナー
６月12日に津山鶴山ホテルに於いて次期クラ

西

尾

愼

一

大谷LCIF副エリアリーダーによる
“LCIF”
の役割、

ブ三役研修会が開催されました。コロナ禍とい

遠藤次期GLTコーディネーターによるクラブ三役

う事もでもあり、会場参加は31名に対しWeb

の役割、次期GMT、FWT、GST各コーディネー

参加が156名と多かったのですが、次期クラブ

ター、次期MC、アラート委員長より各委員会の

運営の柱となる研修が当初の計画通り実施でき

方針や活動計画についての説明がなされました。
コロナ禍の終息が見えない中で、昨年度に引

たのではないかと思います。
平 山ガ バ ナーエレクトからは、ダグラス・

き続き思い通りに活動できないなど多くの制約

Ｘ・アレキサンダー次期国際会長の方針である

がある中での難しいクラブ運営が予想されます

“Servise from the heart”
（心からの奉仕）や平

が、今回の研修でお話いただきました地区の方

山次期ガバナーの地区アクティビティスローガン

針や夫々の役割、活動内容をしっかりと受け止

である“サムシング・ニュー“ガバナースローガ

めていただき、次期のクラブ運営がスムースに

ンの”誇りと自信そして前へ”などの方針説明、

運ぶよう願いたいと思います。

第67回地区年次大会セレモニー開催される
第67回地区年次大会は、当初のシンフォニー

その後、アワード表彰に続き金礪ガバナーよ

ホール開催から変更され、昨年に引き続きセレ

りガバナーキーが次期ガバナー予定者に渡され

モニー形式で開催されました。

正式に平山ガバナーエレクトが誕生しました。
縮小版のセレモニーではありましたが、内容

地区ガバナーの年次報告、代議員決議報告に
続き鳥取県と岡山県両医師会長をお招きし、新

の濃い大会となりました。

型コロナウイルス感染症対策にご尽力いただい

詳細は地区年次大会記念誌をご覧ください。

ていることに対し支援金をお贈りしました。

日本海新聞
４月16日掲載
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ライオンズに想う
福

田

健

治

私が鳥取ライオンズに『縁』をさせて頂いた

このたび、私の一身上の都合で退会させて頂

のは、2003、11月のＬ高森会長、Ｌ福田幹事の

く事になりましたが、私のような者が、鳥取ラ

時だったので、18年目になりました。

イオンズで活動出来たのは、入会した時からの

入会する前は、奉仕団体とは知っていました
が、内容がよく解らないまま、私の会社の会長

國田さんの、支えと気遣いがあったればこそと
感謝しております。
大会参加、エクスカーション、奉仕作業、例

でもあり、ニューオータニの社長でもあった、
米原正博氏から、高森さんが、会員増強で困っ

会、等々お酒を酌み交わしながら、同じ美しい

ているから、入会してやってほしいと、２～３

風景を眺めながら、汗を一緒に流しながら、ラ

回お願いされたのが、きっかけでした。

イオンズに入会したお陰ですばらしい出会いの

初めて、原稿書かせて頂いたのが、入会して

財産を沢山頂きました。

直で12月に開催されたボウリング大会と、私の

過去はいくら努力しても、変えることは出来

家族との題で書いておりました。優勝と７ピン

ません。誰でも幸せになる権利があり、自分だ

差の２位だったのですが、メンバーが懐かしい

けが幸せなら良いのではなく、自分の周りもみ

方ばかり。Ｌ永東、Ｌ吉田、Ｌ治郎丸、Ｌ西面、

んなが幸せに思える世の中に、その為には自分

Ｌ畑田、Ｌ林、Ｌ河原と私でしたが、今は私だ

自身がワクワク思えるような生き方をしていか

けになっていました。

なければと思います。

幹事を受けさせて頂いたのは、３年目、木村

これから、残り少ない自分の人生、もっと好

宏会長の時、４年目、認証50周年、９月に予定

奇心を持って、コロナに負ける事なく、自分の

されていたので、なかなか会長が決まらない中

中の可能性を広げて、挑戦して行く年にしてみ

Ｌ佐々木豊さんにお願いし、第一副会長を受け、

ようと思っています。
私は、鳥取ライオンズに入会して、すばらし

第二を内村さん、大会委員長に松田さんでした。
会長は入会して、８年目の年にさせて頂きま

いメンバーに出会いました。

した。この年には、台湾交流会も、２年半ぶり

特に、お寺まで変わってしまったＬ山名さん

に実現、10月に３泊４日で、Ｌ吉谷Ｌ小林Ｌ佐々

今度ガバナー候補のＬ西尾さん（認証60周年の

木Ｌ木村Ｌ杉浦Ｌ西面と私の７名で訪問しまし

影の大会委員長）大会に行けば、ケン、ケンと

た。
『健

呼んで頂き、ラウンジでご馳走になったＬ小林

』の名前で女性ばかりの30名のクラ

ブでしたが、その夜のホテルでの交流会には、

さん。会の決まり事で、
違うことは、
違うとはっ

今のガバナー、元ガバナー、地区委員長等々総

きり叱って、後で褒めて頂いた、親父のような

勢60名近くの方々で、大歓迎で、私も台湾の言

Ｌ髙野先生、又母のように、家で手料理をご馳

葉で会長挨拶をしたのも、昨日のように覚えて

走してくださったＬ内村、
又忘れてはならない、

いますし、５時間以上、飲めや、歌えで大盛況、

出来の悪い私を、色々な組織の役に抜擢して頂

台湾の方々の、気遣いは今でも忘れません。

いたＬ吉谷さん、認証50周年を会長として成功

認証60周年が入会して、14年目にあり、Ｌ黒

させて頂いた男の中の男、悪い方のＬ佐々木豊

坂が会長、Ｌ岡田が第一副会長、私が大会委員

さん、上げればきりがありませんが、本当に皆

長、ちょうど３人が還暦の年で、打合せと言い

さんと過ごした18年間楽しかったです。

ながら、還暦トリオで、飲みにケーションをし

今後も、鳥取ライオンズクラブが、末永く続

ました。この時、不在会員も含め、42名、なん

きますことを心よりお祈りして、私の最後の原

度も集まって頂き話し合い、どうなるのかなと

稿とします。
皆さん、今健康で生かされている事に感謝し

心配しておりましたが、皆さん一人一人が、役
割をこなし、すばらしい記念式典が出来ました。
18年を振り返ると、長いようで、アットいう

ながら楽しかったと思える一日一日を積み上げ
て行きましょう。ありがとうございました。

まに過ぎたように思います。
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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

健治

Ｌ八矢

一城

Ｌ田賀

和明

Ｌ福田

健治

先日ピュアゴルフコンペで優勝
しました。午前中50点午後38点
ほとんどワンパットでした。後
３日で66才になります。年金も
４月から満額いただきました。
ありがたいですね！
ゴルフで賞をいただきありがと
うございました。一緒にまわっ
ていただいた西尾さん、吉谷さ
ん、ありがとうございました。
お見舞いをいただき大変恐縮で
す。
片目は見えませんでしたが、
地獄を見ました。皆様も健康に
留意され御自愛ください。有難
うございました。
18年間お世話になりましたが６
月末退会了承して頂きありがと
うございました。ライオンズの
想いは原稿に書かせて頂きまし
た。皆様に仲良くしてもらい本
当に感謝しております。西尾さ
んのガバナーに役立てなかった
事残念に思っております。

お誕生日おめでとうございます
Ｌ杉浦為佐夫
Ｌ中山 政光
Ｌ中川 貴禎
Ｌ中井太一郎
Ｌ花原 秀明

Ｓ２４年６月 ７日
Ｓ２４年６月 ７日
Ｓ３９年６月１０日
Ｓ３９年６月１１日
Ｓ２８年６月１１日

▽３月18日
（木） 第67回地区年次大会第４回総
務部会

於）
キャビネット事務局 西尾愼一出席
▽３月19日
（金） レガシー特別委員会

於）
岡山 西尾愼一出席
▽３月23日
（火） 第２例会
◦入会式
Ｌ小林 紀子
東京海上日動火災保険株式会社
山陰支店鳥取支社支社長
スポンサー 吉谷典雄
〈幹事報告〉

幹事 中川貴禎
・３月25日
（木）
・26日
（金） 地区第67回年次大
会代議員投票 於）
不動産会館 ３名
・４月11日
（日） ライオンズクラブ国際協会336-B地区
第67回年次大会セレモニー
於）
岡山プラザホテル

第２副地区ガバナー 西尾愼一出席
〈委員会報告〉
①指導力育成・出席会則・大会委員会

委員長 福田健治
・６月25日
（金）～ 29日
（火） ライオンズクラブ
国際協会モントリオール大会

◦第67回地区年次大会第４回総務部会
ならびにレガシー特別委員会報告

第２副地区ガバナー 西尾愼一
◦退会挨拶
上田博隆
◦ツイスタータイム 副テール・ツイスター 西尾愼一
▽３月25日
（木） 第４回ガバナー協議会複合地
区役員連絡会議
於）
下関 第２副地区ガバナー 西尾愼一出席
▽３月26日
（金） 336複合地区次期五役研修会
於）
シーモールパレス
▽４月６日
（火） 計画委員会・理事会
ＭＣ・ＩＴ委員会
▽４月13日
（火） 第１例会
◦氏名会通知の件
指名委員長 西尾愼一
・7R-RC（リジョンチェアパーソン）

山名立洋
・2021～2022年度クラブ役員指名委員発表
（別紙）
〈幹事報告〉

幹事 中川貴禎
・2020～2021年度上半期ガバナーズ・アワード
選考結果
〈委員会報告〉
①指導力育成・出席会則・大会委員会

委員長 福田健治
・倉吉ＬＣ認証60周年記念式典ご案内
2022年８月29日
（日）
於）
ホテルセントパレス倉吉
②計画委員会
副委員長 吉谷典雄
・６月６日
（日） 7R-1Z ６ＬＣ親善チャリティ
ゴルフ大会開催
◦奉仕委員会
委員長 民木一美
・４月11日
（日） 7R-1Z合同アクティビティ献血
受付数60名 献血できた方400ml 49名
◦ツイスタータイム 副テール・ツイスター 西尾愼一
▽４月16日
（土） 地区名誉顧問会議 西尾愼一出席
▽４月17日
（日） 第４回キャビネット会議なら
びに地区名誉顧問会議
西尾・松本出席
・キャビネット副会計 杉浦為佐夫 両名にお
願いしました。
▽４月27日
（火） ４月第２例会
・次期役員選挙会開催
会長 福家成夫
〈幹事報告〉

副幹事 民木一美
・４月26日
（月） 緊急WEB会議開催
・６ 月14日
（月） 7R-1Z現・次期三役予備会議
ご案内 於）
白兎会館
〈委員会報告〉
①計画委員会
（回覧）

副委員長 吉谷典雄
６月６日
（日） 親善チャリティゴルフ大会
（申込締切５月14日）
於）
鳥取カントリー倶楽部 吉岡温泉コース
登録料3,000円
◦ＧＳＴ委員会報告

キャビネット副幹事 松本匡司郎
◦第４回キャビネット会議報告

キャビネット副幹事 松本匡司郎
・４月11日年次大会で贈呈式
336-B地区より２県医師会に支援金を寄贈
◦ツイスタータイム

テール・ツイスター代行 松本匡司郎
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336-B地区

アクティビティ・スローガン

地域と共に『WE

2020 ～ 2021

SERVE』

地区ガバナー・キーワード

『 良 知 』『 敢 為 』『 知 行 合 一 』
会報編集委員の任を離れるにあたって



山

長く続けて来た会報編集委員を離れることに
なりました。鳥取ライオンズクラブに入会し、
当初の計画委員会を離れてからは、ずっと会報
編集に携わって来ました。写真を撮るのと文章
を書くのが趣味なので、適所だったのも知れま
せん。表紙写真も何度か飾らせていただきまし
た。旬の写真を載せることが出来れば一番いい
のですが、タイムラグが生じますし、次号まで
２ヵ月空きますので、季節を先取りした写真が
必要になります。そうなると前年の写真を使う
ことが多くなります。以前は一眼レフで撮って
いたのですが、昨今はスマホの画質が向上しま
したので、２Ｌサイズや六つ切りサイズであれ
ば一眼レフと遜色なく使えます。皆様も美しい

名

立

洋

花や緑、
風景に出会ったときは、
スマホのシャッ
ターを押してみてはどうでしょう。美しいもの
は心を癒します。
編集委員の仕事は原稿依頼と校正がほとんど
です。レイアウトや紙面づくりは事務局の國田
さんと中央印刷さんが頻繁に連絡を取りながら
やっていただけますので、
それに甘えています。
長年同じように編集員長として頑張っていただ
いた松田さんが、昨年末体調を崩され、一人委
員会のような状況が続いていましたが、松田さ
んの体調も徐々に回復していますので、顔を合
わせるのが楽しみです。７月からは新しい顔ぶ
れの委員会となりますが、これからも寄稿など
で協力したいと思っています。

新年度も間近となりました。新型コロナウイルスの感染拡大のため、今までのような活動が
出来ていませんが、拡大の沈静化を願うと共に、新しい活動方法についても、考えなければ
ならない時代になりました。新しい役員の皆様には、新年度に向けて抱負など新たな気持ちをお聞かせい
ただければと思います。長い人生を快適に生きて行くためには、日々自分を更新することだと思います。昨
日より半歩進んだ自分となることだと思います。新メンバーで、ライオンズに新たなページを刻みましょう。

編集後記

題

今月の表紙

字

会

長

福家

成夫

表

紙

倉吉線廃線跡

竹林地区

いま廃線跡のウォーキングが静かなブームです。倉吉線廃線跡の中で最も注目されているスポッ
トがこの竹林地区で、
一見京都嵯峨野の竹林を彷彿させます。この倉吉線廃線跡竹林地区に訪れ、
「竹林のグリーンシャワー」を浴びて、リフレッシュされたら如何でしょうか。
細田 泰造

令和３年６月～令和３年７月行事予定
月 日 曜

行

事

月 日 曜

行

事

7Ｒ-1Ｚ現・次期三役
14 月 予備会議
（引継ぎ会）
於）白兎会館
さつま芋農園苗植付け 6
7Ｒ-2Ｚ現・次 期三役
3 木
於）船越農園
16 水 予備会議
於）
ホテルセントパレス倉吉
次期キャビネット予備会議
5 土
22 火 第２例会
於）津山鶴山ホテル
計画委員会・理事会
6
6 火
7R-1Z･6LC親善チャ
MC・IT委員会
リティゴルフ大会
6 日
13 火 第１例会
於）
鳥取カントリー倶楽部
（吉岡温泉コース）
第１回7R-1Z会長幹事会
7 16 金
於）
鳥取シティーホテル
8 火 第１例会
第1回キャビネット会議
17 土
於）
津山鶴山ホテル
次期クラブ三役研修会
12 土
於）津山鶴山ホテル
27 火 第２例会
1 火

計画委員会・理事会
MC・PR・IT委員会
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