336-B 7Ｒ-1Ｚ 鳥取いなばライオンズクラブ会報

2021 Vol.606

●地区ガバナー・キーワード

月号

4

●地区アクティビティ・スローガン

『地域と共に
『ＷＥＳＥＲＶＥ』』
『良知』
『 敢為』
『 知行合一』
●クラブ会長スローガン

『皆で歩む 進化と未来』
●クラブ会長キーワード
しん しゅ か かん

『進取果敢』

LIONS INTERNATIONAL

TOTTORI

INABA

LIONS

CLUB

Ｈ Ｐ ア ド レ ス http://www.hal.ne.jp/inaba-lc
メールアドレス inaba-lc@hal.ne.jp

鳥取いのちの電話へ協力金贈呈
地域社会奉仕委員長
１月21日の第二例会で、鳥取いのちの電話
理事長 瀧田親友朗様をお迎えし現状報告の講
演をいただきました。
今回のコロナ禍という世の中の情勢で、悩みを
相談できる数少ない団体の現状報告ということ
もあり、2社の新聞社が取材に来られるなど注目
されていました。

上

田

隆

司

様々な悩みを持つ方々に対し、電話を通して
生きる勇気と自立を願うというボランティア活動
は大変難しい状況かと思われます。
今回で鳥取いなばライオンズ26回目の協力金贈
呈ということですが、このような活動に少しでも
お役に立てるよう、これからも支援することの必
要性を感じました。

2021年１月26日

火曜日

日本海新聞掲載記事より

薬物乱用防止講演会について
薬物乱用防止指導員
飲酒喫煙の依存症については、ライオンズの
皆様は身近にも感じていると思いますが、覚せい
剤、大麻、違法薬物については、一般的には入手
できないですし明らかに法律に反するので公に
勧誘されることもありません。どういうきっかけ
かは人それぞれだと思いますが、違法性を知りな
がら服用してしまい、依存体質になっていく。そ
の依存性の高さで再度服用してしまう人が多い
ようです。今回皆様方にみていただいたのも、そ
の依存性により、自身の順調だった自身の生活も
破壊され、その波紋は家族にまで及び家族をも
巻き込んだ社会生活の破壊がおこります。芸能

井

上

法

雄

人であるので象徴的な事例ではありますが、数は
多くないですが身近でもそのような事例が確認さ
れているようです。今回、薬物乱用防止について
その事例を見ていただくとともに長年薬物乱用
防止指導員である山名さんにおいでいただきそ
の活動を知っていただくとともに、普段のごく普
通な生活にはかかわりはないですが、どこかでか
かわってしまうことによりその悲惨な末路をたど
る薬物依存の事例をご覧いただきました。皆様
方はそのようなことは絶対にないとは思いますが
身近にかかわっている方がいたり誘いを受けても
絶対にかかわらないようにお願いいたします。最
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後に薬物乱用防止指導員について少し触れさせ
ていただくと保健所の指導のもと、薬剤師さん、
警察の方、などを中心に、県のホームページによ
ると鳥取県福祉保健部長により委嘱された、約
200名の鳥取県薬物乱用防止指導員の皆さんが
PTA保護者会などの地域の集まりでミニ講演会

やチラシの配布等を行い、地域に根ざした薬物
乱用の撲滅に取り組んでいます。とあります。
あれっとおもったら私（あんまし役に立たない
かも）もしくは、鳥取市健康こども部鳥取市保健
所 電話 0857（30）8531へご相談ください

公立鳥取環境大学へ学生支援金贈呈
（児童・青少年奉仕委員会アワー開催）
児童・青少年奉仕委員会
２月18日木曜日に行われた第２例会にて、児
童・青少年奉仕委員会の委員会アワーが開催さ
れました。講師には鳥取環境大学学長の江﨑
信芳様をお招きして『最近の大学や学生の状況
等』についてのご講演をしていただき、鳥取環境
大学の学生たちの現状を中心に公立大学として
地域から求められる役割等について貴重なお話
をお伺いすることができました。
この講演に併せて私達鳥取いなばライオンズ
クラブより、学生の皆様に向けて学食で摂られる
昼食の補助金を贈呈させていただきました。
このコロナ禍の中、学生の方たちはアルバイト
先が無くなったり、或いはアルバイトの時間が短
くなる等が理由で収入が減少し、親元の仕送り
だけに頼れず日々の生活に苦慮されている方が
多いと伺いました。
昨年、鳥取環境大学ではこのような状況下に
ある学生に向けて昼食代金の補助事業を行われ
ました。その事業は当初想定していたよりもとて
も多くの学生の利用があり、準備していた資金が
早い段階で無くなり事業が早期に終了したとの
事でした。
そのため鳥取環境大学からは今回、我がクラ
ブから贈呈させていただいた資金については1回
の補助金額を減らして、なるべく多くの学生に広
く利用してもらえるようにしたいと仰っていただ
きました。
当日は報道関係者も数社取材に訪れる等、と
ても注目を集める事業となったと思います。現在

佐

藤

公

昭

のコロナ禍の中、学生だけでなく多くの方々が
日々の生活や先行きの不透明さに不安を抱えて
生活されていることと思います。学生の皆様方に
はなんとか現状を耐え抜き未来に向かって羽ば
たいていただきたいと強く思います。この度ご講
演頂きました鳥取環境大学学長 江﨑信芳様な
らびに委員会アワー開催にあたってご尽力いた
だきました皆様方に、この場を借りて御礼申し上
げます。
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指導力・会報委員会アワー
指導力・会報委員長
３月10日の委員会アワーとして、日本銀行 鳥
取事務所長 岡本敏雄様をお招きし、「お金のは
なし〜小口決済のキャッシュレス化と中央銀行
デジタル通貨（CBDC）について」と題しご講演
いただきました。
20分間と限られた時間の中でしたが、キャッシ
ュレス決済やデジタル通貨の現状、動向などを
わかりやすく解説いただき、”お金”に興味のな
い私も、時代についていかなくちゃなぁと感じさ
せられた一時でした。
デジタル社会の波に取り残されてる現状です
が、まずは「キャッシュレス決済」から挑戦！

環境保全委員会

担架での搬送の注意点として3つあり、
①出来るだけ動揺を与えない。
②搬送中は観察を続ける。

村

雅

彦

PayPayから始めてみよう！と心に誓ったのであ
りました。

アワー

環境保全委員長
３月18日、３月第２例会において、環境保全委
員会の委員会アワーを行いました。
講師に日本赤十字社鳥取県支部 事業推進課
長 赤十字救急法指導員の中原眞理子様をお迎
えし、演題として「救急救命における担架の使用
方法について」という事で講話頂きました。
約20分ほどの時間でしたが、実際に担架と救
護者の人形を使い実演を交えながら進めて頂き
ました。

北

太 田 垣 政 宣

③２人以上で搬送する時は必ずリーダーを決め
る。と、ありました。

いざという時、どこまで自分が対応出来るのか、
自分自身が動揺してしまわないだろうかと考えな
がらお話を聞き実演もしてみましたが、今回のお
話を少しでも頭に残し、対応、行動出来るように
なれれば良いなと感じております。
今回の委員会アワーにつきまして、当初の予定
が変更になり急遽の依頼となりましたが、快くお
受け頂いた中原様には非常に感謝しております。
この度の講話を今後に活かせるよう、これから
も活動していく所存でございます。
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世界ダウン症デー鳥取・21番目の素敵な出会い
児童青少年奉仕委員長
３月21日（日）にバードハットにて、「世界ダ
ウン症デー烏取・21番目の素敵な出会い」が開催
されました。
３月21日は国連が定める啓発デー「世界ダウン
症の日」。
ダウン症のある人は21番目の染色体が3本あ
ることから、2012年に３月21日が「世界ダウン
症の日」として国連で正式に国際デーとして認
定され世界中で啓発イペントが開催され、日本
でも日常の姿を知ってほしいと、記念日の前後
には全国各地でさまざまな啓発活動が行われ
ます。
新型コロナ禍の影響もあって、今までのような
大規模なイべントはできませんがダンスやハンド
ベル等を一緒にして楽しみました。
参加していただいたダウン症の子たちのはつ
らつとした笑顔 会場の多くの人たちの大きな拍
手で盛り上がりました。イベントを通じてダウン
症についてより広く世間に知ってもらいより多く
の市民の皆様との交流の懸け橋となれればと期
待しての開催です。

霜 田 喜 三 郎

交流を通して、感動し、成長させていただいた
気持ちになりました。
参加された方々、 ありがとうございます。
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雨

The rain in Spain stays mainly in the plain.
村
鳥取では雨はどこにでも降ります。弁当忘れ
ても傘は忘れるな！ という言葉があるように、
雨の多い地域です。民俗芸能の傘踊りという雨
乞いの踊りが古くからあることに矛盾を感じま
す。雨乞いの傘踊りの始まりは江戸時代の後期
の大干ばつからだそうです。
平成30年７月には西日本を中心に全国的に広
い範囲で台風７号と梅雨前線等による集中豪雨
がありました。特に岡山県の真備地区は大災害
でした。鳥取でもかなりの豪雨でした。用瀬の
雛橋は橋桁に届くほど濁流があふれていました。
真備の災害のニュースを見て県会議員の方が佐
治川ダムの様子を見に来たそうです。アナログ
的な方がいるものだと感心しました。ダムの水
位はパソコンで確認できます。河川監視カメラ
で流水の様子も見る事が出来ます。地球温暖化
により最近は集中豪雨が多いです。
降水量はどのように観測されているのかご存
じでしょうか。転倒ます型雨量計のますで測っ

山

嘉

次

ています。一杯二杯ではありませんが。口径
20cmの円筒の中に転倒ますがあります。左右に
２個の桝がありシーソーのように片方が一杯に
なると転倒して空のほうが上になり雨水が溜ま
ります。桝の下にリードスイッチがあり、回数を
カウントして電気信号が出力されます。全国各
地の降水量が気象庁に集計されて発表されてい
ます。転倒ます１回の転倒で0.5mm、２回で１
mmの降水量です。１時間に25mmだと大雨で
す。最近の雨は数百ｍｍのこともあります。雨
量計にあふれるような豪雨の時はレーダーによ
る解析がされています。
お住いの近くの河川の様子は県や国の河川監
視カメラ提供システムで見ることが出来ます。
雛橋の様子や吉成の清水川の様子は見ていまし
た。清水川排水機場の排水ポンプが故障してい
て畑が冠水していました。鳥取県の河川や道路
の様子は県や国の監視カメラで状況が確認でき
ます。皆様の生活に役立ててください。
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私の履歴書
岡
私は昭和39年１月９日、三人兄妹の真ん中 長
女として生まれました。岩美町浦富で育ち、中
学・高校はバドミントンに明け暮れる毎日でし
た。
一生懸命した部活動で高校時代、国体の選手
に選ばれ、鳥取県代表として試合をさせてもら
ったことは良い思い出です。
高校卒業後は白衣の天使に憧れて看護学校へ。
看護師として働くつもりでしたが、看護学校を
卒業すると同時に親戚の勧めでお見合い結婚、

島

和

子

３人の子供に恵まれました。
27才の時、縁あって今の明治安田生命（当時
は明治生命）に入社。仕事、子育てにと 脇目を
振ることなく駆け抜け、皆様のおかげで今年、
入社30年を迎えることができました。
また鳥取いなばライオンズクラブに入会し、
ゴルフという新しい挑戦。そして素晴らしい
方々と出会えたことで、充実した日々を過ごさ
せていただいております。
みなさま今後ともよろしくお願いします。
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ゴルフ同好会２月例会成績表

小坂 宏治選手
新春優勝おめでとうございます
ＢＧ

表

淳史選手
2021 年２月 28 日
順位

優勝の弁
2月の鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース
での同好会ゴルフコンペで、久しぶりに優勝さ
せていただきました。一緒に回った表さん、網
師さん、長谷さん楽しくラウンドすることがで
きたのがスコアにつながったと思います。本当
にありがとうございました。自分が優勝できる
なんて、こんなミラクルはもうないかもしれま
せんが、これからも、またミラクルがあること
を期待して同好会ゴルフコンペに参加していき
ます。皆さんよろしくお願いします。

名前

鳥取 CC 吉岡温泉コース
GROSSE

HDCP

NET

96

34

62

100

36

64

１

小坂

宏治

２

安田

勤

３

下石

明義

99

34

65

４

住谷きよみ

96

30

66

５

表

淳史

91

24

67

６

仁保

統博

78

8

70

７

池谷

勇治

98

25

73

８

山下

教幸

95

21

74

9

山本

章貴

101

26

75

10

岡島

和子

130

55

75

11

田渕

吉男

88

11

77

12

長谷

孝浩

117

39.6

77.4

13

霜田喜三郎

106

27

79

14

網師

速人

105

25

80

15

佐藤

公昭

109

28

81

16

今川

登

101

19

82

17

山本

孝夫

103

18

85

18

松村

明

92

6

86

19

壱岐

昇一

125

34

91

ベストグロス

表

淳史

ニヤピン№ 2

網師

速人
明

〃

№8

松村

〃

№ 13

住谷きよみ

〃

№ 17

岡島

和子

表

淳史

山本

章貴

今川

登

山本

孝夫

ドラコン№ 6
〃

№ 11

ドラタン№ 6
〃

№ 11

新ハンディキャップ
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小坂
長谷

宏治選手
孝浩選手

19
45

１月21日第２例会
・池 田・住谷・影山・表・小坂・砂田・池谷
…皆様明けましておめでとうございます。
コロナ禍で大変ご迷惑をおかけしてます。
今年もよろしくお願いします。（役員一
同）
・砂 田典男…鳥取いなばライオンズクラブ第
52代会長に対して感謝状を頂きました。あ
りがとうございます。今後もクラブ発展に
尽力いたします。
・砂 田典男…公認ガイディング・ライオンの
認定証を頂きました。ありがとうございま
す。
・影 山嗣泰…前幹事として、感謝状を頂き有
難うございます。皆様には大変お世話にな
りました。
・井 上法雄…公認ガイディングライオンの認
定証を頂きました。ありがとうございます。
・今 川 登…本日はお祝いして頂き有難うご
ざいます。これからも健康に十分気をつけ
て皆さんと一緒に頑張っていきますのでよ
ろしくお願いいたします。（ダイヤモンド
婚）
・仁 保統博…金婚祝いありがとうございます。
池田会長様のご健康を祝し日頃のご厚情に
感謝してドネーション致します。
・村 山嘉次…喜寿と誕生祝いを頂き有難うご
ざいます。
・谷 尾喜次…傘寿祝いを頂き有難うございま
す。
・大 田斉之…還暦祝いありがとうございます。
誕生日は４月１日なのでまだ実感はありま
せんがこれから第２の人生楽しみたいと思
います。
・中 原敏行…年男の記念品、宇倍神社のお札
有難うございます！一年間、頑張ります。
ちなみに、息子も年男なので２人で一緒に
頑張ります。ありがとうございます。
・壱 岐昇一…１月13日、74歳の誕生日です。
祝い頂きましてありがとうございました。
・岡 島和子…誕生日のお祝いを頂き有難うご
ざいます。コロナ禍の中、働くところがあ
る事、健康であることに感謝し、また一年
頑張ろうと思います。今後も変わらぬご指
導よろしくお願いいたします。

・赤 坂龍彦…誕生日のお祝い有難うございま
した。
・川上和彦…よろしくお願いします。
・池田康利…川上さんの入会をお祝いします。
・地 域社会奉仕委員会一同…新入会員の川上
さんをお迎えして委員会として歓迎いたし
ます。
２月４日第１例会
・山名立洋（鳥取LC）…本日は薬物乱用防止
研修に参加頂き有難うございました。
・池 田康利…本日、山名様を迎えて研修会を
して頂き大変勉強になりました。有難うご
ざいました。
・木 下修司…還暦祝いをして頂き有難うござ
いました。ゴルフ同好会の皆様ハンディは
スクラッチでお願いします。
・砂 田典男（指名委員会委員長）…１月21日
に行われました指名委員会にて決定した次
年度役員候補を発表する事が出来ました。
候補の皆様には快く役員をお受け頂きます
用よろしくお願いします。
・安 田 勤…砂田典男さんの２年間の職務ご
苦労さんでした。これからは多くの経験を
生かしてライオンズクラブを頑張ってくだ
さい。
・山 本章貴…お誕生日のお祝い有難うござい
ました。
・表 淳史…２月の誕生日祝い有難うござい
ます。58歳になりました。
・井 上法雄…２月10日で59歳になります。こ
れからもよろしくお願い致します。
・福 島徳男…誕生祝い有難うございました。
一歳若返りました。
・松 本美恵子…松本です。74歳になりました。
今日は誕生日の祝い有難うございます。コ
ロナの影響で外出が少なくなり、また体も
頭も衰えを感じる今日この頃です。もう少
し頑張って生きていこうと思います。有難
うございました。
・森 田浩二…誕生日祝い有難うございます。
これからもよろしくお願いいたします。
２月18日第２例会
・池 田康利…環境大学学長の江崎信芳様を招
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きまして環境大学の現状をお話しして頂き
ました。有難うございました。
・砂 田・住谷・池谷・影山…新役員ご承認あ
りがとうございます。新年度へきっちり厳
しく引き継ぎたいと思います。
３月４日第１例会
・池 田康利…本日、日本銀行鳥取事務所長の
岡本様を招き大変為になる講演をして頂き
有難うございました。
・指 導力・会報委員会一同…岡本敏男様、本
日はお忙しい中お越しいただきありがとう
ございました。
・井 上法雄…日本銀行岡本所長様お忙しい中、
貴重なお話しありがとうございました。
・井 上法雄…ビルダー賞有難うございます。
これからも会員増強頑張ります。
・砂田典男…其の１
今 回、選抜高校野球大会出場に際し、鳥取
いなばライオンズクラブ会員の皆様には多
額の寄付を頂きました。有難うございます。
鳥取城北高等学校同窓会、常盤会会長とし
てお礼申し上げます。
其の２
３ 月３日は私の誕生日でした。仕事もプラ
イベイトも充実した日々を過ごしています。
コロナ禍の中、県外でのゴルフは自粛して
いますが気候が良くなれば県内でのプレー
も可能となります。皆さんとプレーできる
日を楽しみにしています。
・房 安 光…孫が第一志望の大学に見事合格
しました。大変嬉しく、ドネーションしま
す。
・北 村雅彦…前回、前々回と２回連続で休ん
でしまいました。ごめんなさい、これから
気を付けて出席します。
・長 谷孝浩…２月第２例会、建築施工管理実
地試験の為休ませていただき、サブテーマ
ーの菖蒲さんにお世話になりありがとうご
ざいました。本日は遅刻の為笹尾様、宮脇
様にお手伝い頂きありがとうございました。
助けてもらってばっかりなので反省も含め
てドネーションします。
・上 田隆司…やったぁー。48歳の誕生日バン
ザーイ！！年を重ねるごとにダンディなイ
イ男になっていきたいと思います。年男の
お礼も合わせてありがとうございまし

た！！
・谷 口博昭…誕生日のお祝い有難うございま
す。忘れていましてすいませんでした。54
歳になりこれからも元気で過ごして行きた
いです。
・宮 脇洋行…３月誕生日お祝いありがとうご
ざいました。
・小 坂宏治…２月のクラブゴルフコンペで優
勝させて頂きました。久しぶりでとてもう
れしいです。一緒にまわって頂いた網師さ
ん、表さん、長谷さん楽しい中でゴルフが
出来ました。有難うございました。壱岐さ
んよろしくお願いします。
３月18日第２例会
・影 山嗣泰…中原様、本日の講習指導ありが
とうございました。
・池 田康利…本日、中原様をお迎えして為に
なる講演をして頂きました。ありがとうご
ざいました。
・長谷孝浩…おかげ様で土木1級施工管理技術
検定合格しました。サブテーマーの菖蒲さ
ん、その時は、例会テーマお願いしました。
有難うございます。今年は2級建築士に挑戦
します。
・井 上法雄…本日開会ゴングに間に合いませ
んでした。申し訳ありません。
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◎４月誕生祝…１日大田 ３日三ツ國、
10日米田、26日林憲、
28日田渕
◎５月誕生祝…４日下田 ８日砂場
10日山本孝、11日影山、久本
15日福山、22日小倉、
25日仁保、26日角田、28日安田
30日野津
◎４月結婚記念日ライオン…２日山本孝、
５日霜田、７日安田、
10日房安、13日田渕、
22日松村、28日上田

◎５月結婚記念日ライオン…４日林憲
５日岡島、７日村山、
12日渡邊健、13日太田垣、川上
16日佐藤、19日山下教、
30日谷口道
◎同好会だより
・４月のクラブゴルフは、４月25日（日）
吉岡９：04スタート
・５月のクラブゴルフは、５月16日（日）
吉岡９：04スタート

事務局だより
１月
議題
①2020年度上半期会計監査報告
承認
②指名委員の選出・認定について
承認
③指名会・選挙会について
承認
④不在会員申請について
承認
⑤２月第二例会児童・青少年奉仕委員会アワー
について
承認
⑥第 ８回森林公園とっとり出合いの森森林浴
ウォーキング大会開催について
理事会で開催基準を出してほしいということで
審議の結果、開催については承認とするが、募
集は鳥取県内に限定とし、屋台の形態について
は、委員会にて、再度検討とする。
⑦１月第二例会開催について
現在（１/14時点）、鳥取県にコロナウイルス拡大の
警報が発令されており、例会が中止になると、前に
進めないので、審議の結果、会食はせず、弁当を配
布することとして、時間を11：00からに変更して開催
とする。
２月
議題
①336複合地区第67回年次大会代議員  承認
②世界ダウン症デー記念イベント協力について
例年より規模を縮小して開催。クラブより準備
要員として４～５名の動員のお願いがあり、委
員会にて動員とする。

～理事会だより～
③街頭献血粗品協力について
承認
④第８回森林浴ウォーキング大会開催について
コロナ禍ではあるが、２年連続で開催しなけれ
ば、やり方を忘れてしまうので、感染予防対策
を充分にやった上で、参加者を県内の150名程
度に縮小して、屋台はテイクアウトのみで店舗
数も４～５店舗に縮小して開催することが委員
会より提案され、審議の結果、承認とする。
⑤３月以降の例会開催について
急に状況が好転するとは思えないので、２月と
同様に11:00開始1200終了弁当配布というやり方
で開催し、４月以降は３月理事会にて検討す
る。
３月
議題
①退会者について 
承認
②３月第二例会環境保全委員会アワー変更 承認
③４月以降の例会、理事会開催について
審議の結果、昼の例会は、従来の形に戻す。４
月の理事会は、例年同様、委員長にも案内する
が、昼開催とする。５月以降の夜の例会につい
ては、４月理事会にて審議する。また、２週間
以内に県外に出られた方、県外の人と接触の
あった方については、引き続き、ご遠慮いただ
くこととする。
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表紙写真説明
１月第二例会

鳥取いのちの電話へ協力金贈呈

4 月 行 事 予 定
○クラブ標識整備月間
○地区大会
１
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４
５
６
７
８
９
10
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16
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28
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木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金

○
○

○複合地区大会
○クラブ結成記念日（19日）

第1261回例会



拡大理事会




（鳥取中央LC例会）
(鳥取砂丘LC例会）
（鳥取久松LC例会）
（鳥取千代LC例会）

（鳥取LC例会）

第1262回例会






（鳥取中央LC例会）
(鳥取砂丘LC例会）
(鳥取久松LC例会）
（鳥取千代LC例会）

クラブゴルフ（吉岡）


5 月 行 事 予 定

（鳥取LC例会）

昭和の日

１月は行く、２月は逃げる､３月は去る。早くも4
月を迎えました。３月は別れの、４月は出会いの季
節です。孫４人のうち３人は中学、高校、大学へ進
学しました。友人にも恵まれて充実した学校生活が
できれぱと願いつつ、家内とその頃の自分を思い出
し晩酌に話が弾むこの頃です。コロナ禍になって１
年余り、外での機会はめっきり減って家飲みが殆ど
となりました。家内はノンアルからビール、赤ワイ
ンへと進化しましたが、私は歳のせいか酒量は減る
ばかりで少々悲観気味に飲んでおります。しかし、
思えばこんなに２人で話すことは今まで全くと言っ
ていいほどありませんでした。家内の笑い上戸に助
けられて飲んで喧嘩になることもなく毎晩楽しく宴
会をやっております。会員皆様は如何でしょうか？
独身の方には申しわけありません(^_^;)
指導力・会報委員会 房安 光
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土
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月
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木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
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月
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金
土
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○
○

憲法記念日
みどりの日
こどもの日
第1263回例会
第９回出合いの森ウォーキング大会


理事会


(鳥取ＬＣ・鳥取中央ＬＣ例会)
(鳥取砂丘ＬＣ例会)
（鳥取久松LC例会）
（鳥取千代LC例会）



（鳥取中央LC例会）

結成53周年記念例会
336複合地区第67回年次大会





（鳥取LC例会）
(鳥取砂丘ＬＣ例会)
（鳥取久松LC例会）
（鳥取千代LC例会）
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