
●地区アクティビティ・スローガン
『地域に新たな風を』
●地区ガバナー・スローガン
『Effort to Change～エフォート・トゥ・チェンジ』…変わる努力をしよう…
●地区ガバナー・キーワード
『家族』『次世代』『奉仕』『ＬＣＩＦ』
●クラブ会長スローガン
『ふれあいの心で　ウィサーブ』
●クラブ会長キーワード
『熱くなろう！』
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梅鯉庵清掃活動

田 中 宏 明環境保全副委員長

10 月２日（日）早朝より第２回目の梅鯉庵
の清掃活動を行いました。
朝７時開始予定でしたが、私が到着した６時

半前にはすでに 10 人以上の方が清掃を進めて
おられました。（年をとると早起きになる・・・。）
７時前にはかなり集まってこられ、会員の方

20 名、子供さん３名の参加となりました。
天候も久しぶりによく、皆様のご協力のお蔭

で早く終りました。
本当にご苦労さまでした。

有りがとうございました。
次の３回目は 11 月６日（日）です。
多数の皆様の参加をお願いします。

参加者　池田　今川　下石　下田　砂田
　　　　田中宏明　田渕　西尾政行　仁保
　　　　野村　林憲二　藤井　富士原
　　　　松本繁蔵　三ツ國　村山　安田
　　　　山口　山根秋雄　山本敏和　Ｌ 20 名
　　　　ＬＢ３名　三ツ國　山口２名

クラブリーダー指導力向上セミナーに
参加して

池 田 康 利７ＲＧＬＴメンバー

10 月 15 日、私が出向させて頂いていますＧ
ＬＴ地区委員会主催の研修会がありました。研
修はライオンズクラブの始まりから今どうする
べきか？と言う事でした。我がクラブからは野
村さんに出席して頂きました。有難うございま
した。懇親会では久しぶりに野村さんと差しで
飲めて色々な考えを教えて頂きました。それは
また勉強に成りました。今ライオンズクラブは
会員増強が叫ばれて居ます。私は只入れたらい

いと思っていません。いなばライオンズではそ
れは伝統があり、守らないといけないルールが
あると思います。それを知ってから、やりたい
事、変えたい事ができると思います。いなばラ
イオンズは本当に良いクラブだと思います。と
いう事を考えて頂きたい研修会でした。野村さ
ん、席の都合上、後ろ姿でごめんなさい！出席
感謝します。
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西山さんを偲んで

田 中 敏 明

西山さんと初めて出会ったのは、31 年前ラ
イオンズクラブに入会した時でした。西山さん
は半年前に入会されていて、第一印象は、少し
面倒な感じ、口うるさい、生真面目。
でも、付き合っていくと、そうでもなく実は

気さくで物分りの良い面倒見がよい、とてもい
い人でした。
ゴルフ大好き西山さんのスウィングは、肩が

十分まわっていて、俗に言うため
4 4

が出来ている。
年を取った人には、あまりいない。それにより
球がよく飛ぶ。
以前、西山さん、加藤さん、森田さんと４人

でゴルフツアーを組んで、北海道、サイパンに
何回か行きました。
今はありませんが米子→札幌便。
西山さんの運転で出発。朝早いためスピード

を出し過ぎ、白バイにつかまり、遅れて飛行機に
やっと間に合った。その話が出るたびに“あの
時の罰金を払おうと言うもんが一人もおらん。”
最後まで誰も払いませんでした。

今では楽しい思い出です。
西山さんは、いちがい

4 4 4 4

なところはありますが、
いろんな勉強をされており、話をすると含蓄の
ある言葉が返ってきます。
酒も好きで、よく日本酒を飲みました。20

才違う私を相対にあつかっていただいて、私も
好きなことを言って（今、反省しています）楽
しい時間を過ごさせて頂きました。
葬儀の祭壇はゴルフ場のグリーンに作られて

いてびっくりしました。
ゴルフ好きな西山さんのことを思っての家族

の方々の気持ちがよく伝わりました。
これほどにゴルフに思いがあるのに、近年ゴ

ルフが出来なかったことが、さぞつらかったと
思います。
もう少ししたら私も行くので一緒にあの世の

オーガスタで存分にゴルフをやりましょう。
練習しておきます。
西山　弘さん　さようなら

【訃　報】
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《写真で偲ぶ西山　弘さん》

ご冥福をお祈りいたします。

結成50周年記念雑感

西 尾 吉 兵 衛

まず、1968 年は、わたくしの年齢がちょうど、
満 50 歳の時期でありました。シカゴで、ライ
オンズクラブインターナシオナルが結成された
のは 1917 年でありますから生まれは私が一年
後輩になります。
生い立ちや、成長にそんな奇縁を、それとな

く感じながら、50 年間クラブライフを楽しま
せていただいております。初代尾坂会長の掲げ
られた「和」のスローガンは、わがクラブの活
動の泉源となっております。奉仕活動のミニバ
スケット、緑のウォーキング、小学校のプール

の水質維持管理等々、あげれば主にニュウメン
バー中心の活動であります。しかも、従来原則
の単年度活動でなくして、息の長い、より困難
な継続事業となっております。
以上わがクラブの、私の眼に映った活動状態

の一面でありますが、クラブの「和」の心が
脈々と、生きてる事証があります。会員名簿に
のっておりますＯＢ会員です。色んな事情で退
会された元会員を祝賀行事の懇親会の席に招き
ます。愉しい習慣です。どうか将来もやめない
で下さい。お願い致します。
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1968.12. ６　ＣＮ記念品授与式 1968.12.23　クリスマス家族会

新会員紹介

■㈱いなば仁風会　代表取締役
■鳥取市行徳１丁目 316 番地３ ☎ 50 － 1533
■自宅／鳥取市片原５丁目 237
  ☎ 090 － 4656 － 0840
■血液型／Ｏ型　　■夫人／麻子
■結婚記念日／Ｈ 21．５．16
■趣味／ゴルフ
■推薦者／下田哲也
■所属委員会／児童・青少年奉仕委員会

佐
さ

 藤
とう

 公
きみ

 昭
あき

Ｓ５０．８．４生

鳥取いなばライオンズクラブの皆様初めまして。
この度第一副会長の下田哲也さんのご紹介で

入会させて頂くことになりました佐藤公昭（さ
とうきみあき）と申します。鳥取市行徳でデイ
サービス併設型の有料老人ホーム『ドンドロ家』
を運営している、株式会社いなば仁風会の代表
取締役を務めております。主に認知症を患う高
齢者の方々に、安定した生活を送っていただけ
るようサポートさせていただいています。近年
何かと話題になることが多い認知症ですが、こ

の病気には治療方法が無く、今のところお薬に
よって症状を抑え、その進行を遅らせるしか方
法がありません。そのためご自宅での生活が困
難になられた方々に対し、施設へご入居又は
通っていただき、安定した日常生活を送ってい
ただけるよう活動しています。何かと未熟でお
手数をおかけすることと存じますが、皆様のご
指導を仰いで鳥取いなばライオンズクラブの発
展のために努力していく所存でございますので
よろしくお願致します。

わたくしは、ほぼ一世紀生きて参りました。
老人になると愉しくないと言う方が多いのです
が、わたくしは、そうは思いません。仕事とク
ラブライフの半々ですが、皆様のお陰で結構愉
しくやらせて頂いております。
最後になりましたが、ゴルフ同好会の皆様に

心より感謝いたします。うちの同好会は、初心
者には指導が懇切丁寧、老人には甘い伝統であ
ります。

ゴルフのルールはプロ、アマ共に動画で見る
ように、厳しいもののようでありますが、うち
では健康増進と、懇親目的のようです～、年長
組は喜ぶに違いありません。私の健康の半分は
関係があるかもしれません。愉しいゴルフをい
つも感謝しています。336－Ｂ地区でも会員数、
業績ともに突出したクラブですから嬉しいです
ね。おわり。
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「移植医療のアンケートに協力」をよびかける田中会員 キャンペーン参加でサポートの山下会員

臓器移植推進街頭キャンペーンに
参加して

田 中 秀 美地域社会奉仕委員会

10 月 16 日イオン北店で行われた「臓器移植
普及推進月間」のボランティアに山下俊介さん
と参加しました。
公益財団法人　鳥取県臓器・アイバンクの理

事のご挨拶に始まりましたが、「グリーンリボ
ン」として普及推進されている事を恥ずかしな
がら初めて知りました。
私達の時間帯は、他クラブの方々、大学生、

医療関係者の方々と共に、臓器移植の意思表示
についてペアでのアンケート調査、そのサポー
ト、記念品の配布などさせて頂きました。
皆さん恥ずかしさもありましたので声での周

知をと思い、「移植医療のアンケートにご協力
をお願いしまあす！！」と、大きな声でご案内さ
せて頂きましたら、「積極的ですね」と、呆れ
られたのか、誉められたのか？？？
その後、スムーズに展開でき予定数のアン

ケートも完了できました。

「誰かのために出来ること、皆なで意思表示
の輪をひろげよう」を合言葉に 10 月末まで「思
いを繋ぐグリーンリボン」としてより多くの人
に広めるため、東京スカイツリー、京都タワー
を始め全国各地で緑色にライトアップされ、鳥
取では鳥取駅北口ケヤキ広場でライトアップさ
れていました。



－ 7 －

ガイナーレ応援

辰 己 泰 彦児童・青少年奉仕委員長

10 月 16 日日曜日、とりぎんバードスタジア
ムへガイナーレ鳥取（14 位）の応援に行って
きました。対戦相手はセレッソ大阪Ｕ－ 23（11
位）で順位も近く是非勝っておきたい一戦で
す。さて、試合の内容ですが曇り空で少し風
が強めの天候でしたが前半は追い風の陣営で
何本か良いパスが相手ゴール前に繋がりシュー
トチャンスがありましたが得点出来ず。相手エ
リアでボール支配率も高く全体的に押し気味の
試合運びで進んでいましたが 39 分に隙を突か
れ得点を許してしまい０－１となりましたがま
だまだ逆転を出来る雰囲気で前半を終えまし
た。陣営を入れ替わり後半が始まりましたがパ
スミスからボールを奪われ 54 分追加点を許し
てしまいその後得点は与えませんでしたが徐々
に攻め込まれる場面が増え防戦余儀無い状態で

した。その様な中、終了間際ロスタイムに池ヶ
谷選手が見事ゴールを決めましたが結果１－
２で残念ながら敗れてしまいました。試合中は
ゴール後ろのサポーター達の応援の掛け声や手
拍子に合わせ私達ライオンズメンバーも一緒に
応援をして楽しみました。試合後ライオンズメ
ンバーでもある塚野社長へ支援金の贈呈と記
念の集合写真を撮り今回のガイナーレ鳥取応援
観戦は終わりとなりました。それから、支援金
のお返しとして頂いている観戦チケットは塚野
社長のご好意でとりスタで行われる残り２試合、
11月５日（土）栃木ＳＣ戦と 11月 20（日）大
分トリニータ（最終戦）のどちらでも観戦可能
なのでご興味のある方は事務局までお早めにお
問合せ下さい。
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2016年10月ゴルフ同好会便り

　　　池谷勇治選手
　　　　　　優勝おめでとうございます。

ＢＧ　砂田典男選手

優勝の弁
10 月 30 日（日）鳥取ＧＣ砂丘コース９時過

ぎスタート、晴天でしたが秋風が吹き肌寒い中
ゴルフ同好会 10 月競技がスタートしました。
同伴者には砂田典男選手、川田善忠選手の三

人でプレーしました。
お二人の軽やかなゆとりあるプレーを手本に

させていただきながら、優しいアドバイスをい
ただいたこと、三人でのプレーで少し心にゆと
りがあったことが近年にない好スコアとなり、
お蔭様で栄えある優勝をさせていただきました。
プレー中幾度となくお二人に励まされ、肩の

力を抜かせていただきどうにかフックやスライ
スがいつもより少なく、前に進むプレーとなっ
たことが幸いでした。
今後もこの指導を忠実に守ってプレーしてい

きたいです。
ゴルフ同好会の皆様、これからもよろしくお

願い致します。
2016 年 10月 30日　鳥取ＧＣ　砂丘コース

順位 名前 GROSS HDCP NET
１ 池谷　勇治 87 22 65
２ 仁保　統博 79 ８ 71
３ 砂田　典男 87 16 71
４ 福嶋　德男 89 16 73
５ 井上　法雄 113 40 73
６ 加納　義信 90 14 76
７ 山本　孝夫 109 32 77
８ 田中　敏明 87 10 77
９ 下石　明義 102 24 78
10 田渕　吉男 104 24 80
11 川田　善忠 100 18 82
12 安田　　勤 117 34 83
13 矢野　信也 108 22 86

ベストグロス 砂田　典男
ニヤピン№２ 矢野　信也
　　〃　　№７ 砂田　典男
　　〃　　№ 11 仁保　統博
　　〃　　№ 16 田中　敏明
ドラコン№４ 川田　善忠
　　〃　　№ 13 池谷　勇治
ドラタン№４ 西尾吉兵衛
　　〃　　№ 13 下石　明義

順位 名前 GROSS HDCP NET
14 藤森　寛義 118 30 88
15 西尾吉兵衛 NR
16 田中　宏明 NR

新ハンディキャップ　池谷勇治選手　12
2016 年 11月度月例杯開催は 11月 20日　９時 00分頃スタート
旭国際ＧＣ　湖山コースです（１Ｚ・２Ｚ合同競技とダブル競技になります）
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10月第１例会（６日）
・徳永哲也…本日は、例会会場の予約ミスによ
り皆様には多大なご迷惑をおかけしたことを
お詫び申し上げます。今後、この様な事の無
いよう年度計画時には確認を行ないます。

・田中敏明…環境保全委員長でありながら、10
月２日、梅鯉庵での清掃奉仕に行くことを失念
していました。私の不徳の致すところです。申
し訳ありません。本当でしたら職を辞してお詫
びするところですが、かわりに委員長になる人
が見当たりませんので継続させて頂きます。ド
ネーションします。御許し下さい。
・谷口博昭…９月23日に、長男の就職試験発表
があり、鳥取市の大和建設の方へ決まりまし
た。本人もびっくりしてたようで、親の私も
びっくりでした。その日だけはとてもビール
がおいしかったです。来年４月からは、がん
ばって働いてほしいと思ってます。

・松本正嗣…松本正嗣です。今月の会報のマ
イブームに寄稿させていただきました。拙な
い文章で申しわけありません。はずかしなが
ら・・・という事でドネーションいたします。
・西尾吉兵衛…皆様ゴルフ同好会の皆様です。
今回も先回と同じ様にゴルフクラブの手入れ
を致しましたところ、奇跡がやって来まして
有難う御座いました。優勝カップを取ったの
では無く頂いたのであります。老人優待ハン
ディを頂戴しての有難い結果であります。頂
いた優勝カップです。有難うございました。
今後も懸命に精進致しますのでよろしくお願
い致します。ウィサーブ。
・藤井三郎…10月は10日（月）が結婚記念日、
27日が誕生日です。還暦を過ぎて８年目迎え
ようとしています。体力はカラ元気。疲労と
健忘との闘いです。世の中も複雑さが年々増
してきます。頑張ります。
・山根秋雄…10月２日、満69才の誕生日をむか
えました。恒例の久松山登山体力測定を行い
ました。目標の時間を見事クリアー出来まし
た。合格祝いとしてドネーションします。最
高の秋晴れの中での山登りは楽しいですよ。

・田中敏明…10月14日に、66才になります。
・大坪卓弥…今月29日で63才になります。今後
も健康に留意し、頑張って業務に励みたいと思
います。これからも皆様宜しくお願いします。
・西尾政行…50才の年は良くない事で始まり、
良くない事で終ったので、51才の年はお願い
ですから良いことから始まって良いことで
終ってください。よろしくお願いします。ち
なみに私の誕生日の10月２日は日本的には豆
腐の日だそうです。どうでもいいミニ情報で
した。

10月第２例会（20日）
・下石明義…佐藤公昭さん入会おめでとうござ
います。今日より鳥取いなばライオンズクラ
ブの一員として羽ばたいて下さい。活躍を期
待します。

・下石明義…いよいよ来る時が来ました・・・。
それは郡山開成ライオンズクラブ結成45周年
記念式典に参加し祝辞を述べる事です。だい
ぶプレッシャーが自分の心の中で乗りかかっ
ています。元気で行って来ます。
・下石明義…池田康利さん、ガイディング・
ライオンとして、さらなる御活躍を期待しま
す。本日はおめでとうございます。

・池田康利…ガイディング・ライオンの認定書
を頂きありがとうございました。また、先月
ですが２ゾーンのガバナー公式訪問例会で、
ライオンズローアをさせて頂きました。初め
てが倉吉でしたが良い経験になりました。

・会長　下石明義・幹事　山本　隆…10月号の
会報表紙に「物想いにふける人」が２人載り
ました。ありがとうございます。



－ 10 －

★10月６日　第1163回例会　12：20～
白兎会館（純出席率71.1％　Ｍ後率80％）

※ガイディング・ライオン認定証伝達　池田康利
＜幹事報告＞
・クラブリーダー指導力向上セミナー開催につ
いて
日　時　10月15日（土）14：00～19：00
場　所　岡山プラザホテル
出　席　野村　池田
・７Ｒ－１Ｚ第二回ガバナー諮問委員会開催の
案内
日　時　11月７日（月）12：00～14：00
場　所　鳥取ワシントンホテルプラザ
ホスト　鳥取いなば
参加者　池田　下石　山本隆　事務局
・７Ｒ－１Ｚ・２Ｚ対抗親善チャリティゴルフ
大会開催について
日　時　11月20日（日）８：34スタート
場　所　旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部　湖山
登録料　3,000円　　締切日　11／11
＜委員会報告＞
・会員…会員増強について
・10月誕生祝品贈呈
・出席…郡山開成ＬＣ結成45周年記念大会参加
10月22日（土）６：15　鳥取空港１Ｆカウン
ター前集合　７：05発
池田　今川　下石　加納　下田　田渕
富士原　山根秋　山本孝　事務局
10月22日（土）仙台合流　藤井
10月23日（日）式典会場集合
田中敏　山下教　山本章　山本隆
・指導力…会報原稿「次年度結成50周年を迎え
るにあたって」のお願いについて

・計画…10月第二例会地域社会奉仕委員会ア
ワー
講　師　よろずクリニック医院長　萬　憲彰様
演　題　「今話題の腸内細菌とガンの話」
・11月第一例会は、11月２日（水）開催
・児童・青少年奉仕…ガイナーレ鳥取（セレッ
ソ大阪Ｕ－23戦）応援観戦・支援について
日　時　10月16日（日）13：00～
場　所　とりぎんバードスタジアム

・環境保全…ＥＭ活性液活用事業について
若葉台小学校　９月26日（月）10：15～
　　　　　　　８名参加
神戸小学校　　９月26日（月）13：00～
　　　　　　　４名参加

・10月の朝の清掃奉仕報告
日　時　10月２日（日）７：00～８：00
　　　　於．梅鯉庵
参加者　Ｌ20名　ＬＢ３名

・11月朝の清掃奉仕について
日　時　11月６日（日）７：00～８：00
場　所　梅鯉庵

・地域社会奉仕…第１回街頭献血活動開催
日　時　2016年11月３日（祝）
　　　　於．イオン鳥取北店
①13：00～14：00　②14：00～15：00
③15：00～16：00　④献血する方（400㏄）
男性17～69歳　女性18～69歳

※10月13日　理事会　11：30～　丸茂
　理事17名　委員長１名出席
★10月20日　第1164回例会　12：20～
鳥取ワシントンホテルプラザ
（純出席率68.4％）

※入会式
※協議事項　不在会員申請について
＜幹事報告＞
・必携第56版配布について
・６ＬＣ親善チャリティーボウリング大会開催
日　時　11月25日（金）18：30～（２ゲーム）
場　所　スターボウル　　各クラブ８名
ホスト　鳥取ＬＣ

＜委員会報告＞
・青少年奉仕…鳥取こども学園もちつきについて
日　時　12月11日（日）９：00～
　　　　於．こども学園

・第10回鳥取いなばライオンズカップミニバス
ケットボール大会開催について
日　時　12月３日（土）・４日（日）
　　　　40チーム参加
場　所　鳥取産業体育館、船岡トレセン、
　　　　世紀小

※地域社会奉仕委員会アワー
演　題　「今話題の腸内細菌とガンの話」
講　師　よろずクリニック医院長　萬　憲彰様
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理事会だより－（10月）事務局だより
議題
①指名委員の選出・認定について　　　　承認
②指名会・選挙会ついて　　　　　　　　承認
③新会員について　　　　　　　　　　　承認
④退会者について　　　　　　　　　　　承認
⑤不在会員申請について　　　　　　　　承認
⑥委員会アワーのある例会の時間配分
12：50～13：10
※幹事・委員会報告は昼食タイム
⑦ミニバスケットボール大会2016年度要綱と協
賛広告のお願いついて
内容は承認・協賛広告については、今年度よ
り実行委員会に35万円を贈呈することになっ
たので、さらに必要であるかという意見が出
され、実行委員会に予算書を提出していただ
くこととする。後日の臨時理事会にて、35万
円の拠出については、予算・計画書を提出頂
くこと、協賛広告は委員会としては募らない
こととする。

⑧ＡＥＤマップ（案）と予算書について　承認
お披露目の場所として、さざんか会館で11月
26日に開催される「鳥取市民健康ひろば」の
中でＡＥＤの使用法と、マップについての講
習会を開催することを打診しているという報
告があり、その件についても承認とする。幹
事より地区より奨励されているＬＣ創立100
周年記念事業として地域社会にＰＲできない
かという意見が出され、横断幕は、大げさに
なるので、マップにマークを記載してＰＲす
ることとする。尚⑦のミニバスケットについ
ても、プログラムにマークを記載してもらう
よう依頼する。

⑨郡山開成ＬＣ結成45周年記念祝金とお土産に
ついて
お祝い金は５万円とし、お土産については会
員一人当たり1,000円程度、40,000円程度のも
のを送ることとする。

◎11月誕生日…１日池田　３日住谷　９日細川
　12日長尾　15日長谷　16日佐々木
　28日渡邉健
◎11月結婚記念日…11日福山　14日山根秋
　16日井上　23日加納義　27日徳田
　30日佐々木

◎同好会だより
・11月のクラブゴルフ（７Ｒ１Ｚ・２Ｚ対抗
チャリティ親善ゴルフ）は、11月20日（日）

　於．旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部
　８：34スタート

マンスリーレポート集計表（９月） 【7R】

所属 クラブ名
アクティビティ 労力奉仕 会員異動 家族会員

例会出席率
件数 金額 件数 時間 期首 前月末 入会 退会 当月末 女性 世帯数 子会員数

7R－1Z

鳥　　　取 6 72,000 4 19.5 40 41 0 0 41 2 0 0 90

鳥 取 中 央 1 18,000 1 3 48 47 0 0 47 13 9 10 84

鳥取いなば 4 129,800 2 43 101 102 0 2 100 21 15 15 79

鳥 取 久 松 4 311,306 2 49 32 32 1 1 32 5 5 5 92

鳥 取 千 代 2 16,000 1 3 16 16 0 0 16 2 0 0 71

鳥 取 砂 丘 3 53,984 1 32 40 42 0 0 42 3 0 0 87



○クラブチャーターナイト記念日（17 日）　　　　○
○理事会・ガバナー諮問委員会　　　　　　　　○

１ 火  （鳥取中央ＬＣ例会） 17 木 第 1166 回チャーターナイト記念例会
２ 水 第 1165 回例会　　（鳥取砂丘ＬＣ例会） 18 金
３ 木 文化の日　街頭献血活動 19 土
４ 金 　　　 20 日 ７Ｒ－１Ｚ・２Ｚチャリティゴルフ大会
５ 土 21 月
６ 日 朝の清掃奉仕 22 火 （鳥取ＬＣ例会）
７ 月 ７Ｒ－１Ｚ第２回ガバナー諮問委員会 23 水 勤労感謝の日
８ 火 （鳥取ＬＣ例会） 24 木 （鳥取久松ＬＣ例会）
９ 水 25 金 ６ＬＣ親善チャリティボウリング大会

（鳥取千代ＬＣ例会）

10 木 理事会　　　　　（鳥取久松ＬＣ例会） 26 土
11 金 （鳥取千代ＬＣ例会） 27 日
12 土 28 月
13 日 29 火
14 月 30 水
15 火 （鳥取中央ＬＣ例会）
16 水 （鳥取砂丘ＬＣ例会）

表紙写真説明
がんばれガイナーレ！！クラブより支援金贈呈。

11 月 行 事 予 定

印刷　株式会社鳥取平版社

去る 10 月 21 日の倉吉地震では、倉吉市を中心に
家屋の崩壊や屋根の瓦等の崩れにより被害に遭われた
方々の復興を願うばかりです。
近年マスコミというか、情報の過大な表現により真

実とは乖離した情報が瞬時に拡散し、テレビや新聞で
日本中に周知され、観光業界では風評被害が起こり予
約のキャンセルが多く発生し、今後の見通しがつかな
くなっているそうです。
当時私は鳥取市でセミナーを受講中でしたが、天井

のシャンデリアがゆれ一部が崩壊する状況下、どの程
度かな？いつ収まるかな？で、何の行動も起こせずた
だ収まるのを待っていました。
日頃、「災害時の行動は瞬時に避難行動を取る。」と

知りながら反省ばかりで、避難訓練の重要さを改めて
感じていますが、皆様はどうでしたでしょうか？
震災行動の無さと、例会及び委員会の出席の悪さを

反省する日々です。
指導力・会報委員会　池谷勇治

発行日　毎月第１木曜日
　　　　鳥取いなばライオンズクラブ

事務局　鳥取市川端２丁目125　〒680－0036
　　　　鳥取県不動産会館３Ｆ　☎22－6860
　　　　メールアドレス　inaba-lc@hal.ne.jp
　　　　ホームページアドレス
　　　　http://pcf.hal.ne.jp/inaba-lc/

例会日　毎月第１・第３木曜日　12時20分

例会場　鳥取市東品治102
　　　　☎27－8111　鳥取ワシントンホテルプラザ

会　長　下石明義

幹　事　山本　隆

編　集　指導力・会報委員長
　　　　小坂宏治


