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幹事退任あいさつ

小 坂 宏 治幹　事

　今期もコロナ禍でのライオンズの活動となって
しまいました。事業としては残念ながら中止の事
業が殆どでした。各委員会の委員長さん委員会
メンバーの方も大変な一年だったと思います。３
月２１日のダウン症デーのイベントでは、子供達
が一生懸命にダンスや楽器演奏をしている楽し
そうな顔が想い浮かばれます。そして５月９日の

ウォーキング大会はコロナ禍での開催で、委員会
メンバーさんも大変だったと思いますが、見事に
コロナ対策や大会の段取りもできていて大成功
なウォーキング大会だったと思います。幹事とし
て、会員の皆様にはご迷惑おかけしたこともあっ
たと思いますが、この一年間皆様のご協力本当
にありがとうございました。

退任の挨拶

池 田 康 利会　長

　私が会長を務めさせて頂いた頃には、すでに
コロナ禍の最中でした。就任して最初は委員会
の皆様に、何か新しい事を少しでも楽しく活動し
て貰おうと思っていた訳ですが、コロナの状況も
悪くなり委員会も中々開けないという中で、クラ
ブを守る事も会長としての努めであると思い直し、
出来る事をしてバタバタしない様、一路平安と方
針を変えました。良かったのか悪かったのか役員

の皆に相談しながら、クラブの運営をさせて頂き
ました。会員の皆様には無理なお願いもしたと思
います。今考えると良かった事も反省する事もあ
りましたが来期はコロナ状況も良くなり、元気に
活動出来る様に願っております。最後に多大な
協力を頂きました役員、会員の皆様に心より感謝
致しまして、退任の挨拶とさせて頂きます。本当
にありがとうございました。

いなばの森草刈り清掃作業

太 田 垣 政 宣環境保全委員長

　４月24日午後2時より、鳥取市桂見のとっとり
出合いの森の中にある、いなばの森にて、環境保
全委員会の事業の一つであります草刈り清掃作
業を実施致しました。例年ウォーキング大会の前
に実施する事業ですが、昨年はコロナの禍、大会

自体が中止となりましたが、今年は開催されると
いう事ですので、草刈り作業も予定どおり実施い
たしました。
　当日は気持ち良い程の快晴で、絶好の作業日
和となったおかげか、自分は作業開始の10分前く
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らいに現地へ到着したのですが、早い方は、すで
に作業をされており、相変わらずの会員の皆様の
段取り、そして、手際の良さには感服いたします。
　皆さん、草刈り機の使用も慣れておられ、二時
間を予定していたのですが一時間足らずで作業
も終えました。
　雑草で隠れていた遊歩道もすっきりとし、いな
ばの森全体も綺麗な姿になりました。

　５月９日のウォーキング大会では、参加者の皆
様がいなばの森を含めた各コースを気持ちよく
歩いていただけると思いますし、当日は快晴とな
ります様、また滞りなく大会が開催され成功しま
す様祈念いたします。
　作業に参加して頂いた会員の皆様、お忙しい
中ありがとうございました。
　お疲れ様でした。
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第８回森林浴ウォーキング大会開催

上 田 隆 司地域社会奉仕委員長

　５月９日（日）とっとり出合いの森にて第８回
森林浴ウォーキング大会を開催いたしました。当
日は晴天に恵まれ、ウォーキング参加者238名、
会員スタッフとして44名参加していただき、盛大
に開催されました。昨年はコロナウイルス感染症
のため中止となりましたが、今回は感染症対策を
万全にして、参加者の皆さんが密集しないよう配
慮して行われました。
　開会式では池田会長のあいさつで始まり、来
賓として鳥取千代ライオンズクラブ片山武夫ZC
様、NPO法人未来　岸田寛昭様にご挨拶をいた
だき、ノルディク協会指導員のもとストレッチ運
動をして、ウォーキングをスタートしました。今
回初めての試みとして、日本海ケーブルネットワ
ーク様によるライブ中継を放送され、ウォーキン
グ参加者の様子などを生で配信することにより、
更に大会を盛り上げていただきました。

　当日は晴天のあまり気温も上昇したせいか、日
頃運動不足の方が体調不良を申し出る方もおら
れ、特にトレッキングコースは疲れた様子でゴー
ルされる方が多かったように思います。参加者の
方に話を聞くと、「コロナの影響もあり最近運動
をすることも無かったので、久しぶりに山道をの
んびり歩き途中の坂がきつかったけど楽しかっ
た」という話もいただけました。鳥取県は日本一
歩かない県民性だと聞いています。年に一度はこ
のようなウォーキング大会に参加して、いい汗か
いて屋台村で美味しい食事をして健康志向で大
変素晴らしいイベントだと感じました。今回、ラ
イオン誌の編集者の方２名が会場に取材に来ら
れており、６月号に掲載されるとのことで発行を
大変楽しみにしたいと思います。
　屋台村に関しては感染予防対策として、会場
での調理は一切無しの全品持ち帰りで行いまし
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た。出店者の皆様からはティクアウトのほうが調
理の手間がかからないと好評でしたし、設営、機
材準備の面も会員スタッフの負担がかなり軽減
されたと感じました。
　今回の事業にあたり、３カ月前から計画しても

らいました委員会の皆様、そして前日準備、当日
運営片づけにご協力いただきました会員の皆様、
屋台村に出店していただきました皆様に感謝申
し上げます。
ありがとうございました。

４才でトレッキングコースを完歩した渡邉英資くん
５月10日　日本海新聞掲載
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シニア・マスターキー賞 受賞

叙勲の記

仁 保 統 博

房 安 　 光

　

　

　25名スポンサー賞をいただきました。
　入会していただいた25名の皆様、ありがとうご
ざいました。

　この度春の叙勲に際し、地方自治功労により旭
日双光章を授与される光栄に浴しました。偏にこ
れまでご支援、ご指導頂きました皆様の賜物と存
じ心より深く感謝申し上げます。通算ですと５期、
約17年５ヶ月の議員活動でありました。
　勲章等の制度は、明治８年に始まり様々な改訂
拡充が行われ現在に至っているようです。今日の
ような制度になったのは昭和38年池田内閣の閣議
決定により生存者叙勲の再開が決められた時以来
のようで、大別すると勲章と褒賞に分けられます。
勲章は国家や公共に対する個人の長年の功績など
を表彰し、年齢は概ね70才以上。褒賞は社会や文
化などに貢献した個人・団体を対象としており期
間や年齢などは問わないようです。
　さて、今年の春の勲章・褒賞の授与式或いは伝
達式はこの原稿を書き掛けている時点（５月23
日）ではまだ行われておらず、従って私の手元に
は届いてはおりません。現状の大変なコロナ蔓延
の影響で国、県ともに式典の延期、内容の変更が
なされておりますが、昨日やっと５月31日知事公
邸において記念撮影会を開催する旨の正式な通知
が届きました。勲章は撮影会前に手渡され、佩用
して撮影をすることになるようです。
　私の父は、叙勲が内定した後に交通違反（スピ
ード30キロ超）が発覚し授与が取消となりました。
10年ほど後に亡くなって死亡叙勲ということにな
り、県庁で行われた授与式で私が勲記・勲章を受

取ました。今回改めて父の勲記を見たところ、驚
いたことに書かれていた日付は命日でした。この
度の叙勲でお世話になっているギフト店の人に聞
くと、罰金刑の場合は５年経過すると刑が消滅す
るので、死亡叙勲予定者になっていたのではとの
こと。父親のようなことにならないよう授与され
る迄は十分に自重して下さいと諭されました。
　現在は、元議員の死亡叙勲は市議会議長が代理
で授与することになっており、私も何人かの人に
代理授与を行いましたが、全くそのことに気づき
ませんでした。
　ともあれ私と致しましては二代続けての不名誉
な事態は是非とも避けなければなりません。５月
31日の行事がまた延期になるようであれば自重の
期間も延びることになります。勲記・勲章拝受ま
では会員皆様におかれましても不要不急の飲食を
伴う会合や運転を伴う私事のお誘い等は成る可く
お控え頂きたく宜しくお願い申し上げます。（笑）
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ゴルフ同好会３月例会成績表

　　　池谷　勇治選手　
　　　優勝おめでとうございます

ＢＧ　小西　　賢選手
2021 年３月 28 日　鳥取 GG 砂丘コース

優勝の弁
　令和３年３月28日（日）鳥取ゴルフクラブ
「砂丘コース」前日は晴天のゴルフ日和でした
が、当日は一変した春の嵐。強風と雨でやむな
く緑の大地でのプレー熱戦とはらず、仁保協議
委員長・小坂幹事の下、当日参加者16名で優勝
者決定じゃんけん大会を開催しました。優しい
諸先輩や参加会員皆様のおかげをもちまして、
なんと2016年の10月以来の栄えある一番を掴み
取り、優勝者？になりました。会場はゴルフ協
議の熱演に負けない楽しい雰囲気を醸し出して
いました。優勝者はハンディキャップが2割も
削減というストレッチが課せられますので、今
後は更に行動力・練習力を発揮した実力の好ス
コアで優勝の弁を発すべく日々精進していきま
す。
　仁保協議委員長・小坂幹事様、会員の皆様あ
りがとうございました。 新ハンディキャップ 池谷　勇治選手　22

ベストグロス 小西　　賢

ニヤピン№ 2 山本　孝夫

　　〃　　№ 7 谷口　道明

　　〃　　№ 11 仁保　統博

　　〃　　№ 16 下石　明義

ドラコン№ 3 加納　義信

　　〃　　№ 12 福嶋　徳男

ドラタン№ 3 小坂　宏治

　　〃　　№ 12 壱岐　昇一

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 池谷　勇治 28

２ 下石　明義 34

３ 小西　　賢 14

４ 住谷きよみ 30

５ 加納　義信 20

６ 壱岐　昇一 34

７ 松村　　明 6

８ 福嶋　徳男 19

9 谷口　道明 18

10 佐藤　公昭 28

11 山本　孝夫 18

12 小坂　宏治 19

13 安田　　勤 36

14 田渕　吉男 11

15 砂田　典男 18

16 仁保　統博 8

荒天の為じゃんけんぽん競技で順位を決めました
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ゴルフ同好会４月例会成績表　

　　　住谷きよみ選手　
　　　春風爽やか優勝おめでとうございます

ＢＧ　加納　義信選手
2021 年４月 25 日　鳥取 CC 吉岡温泉コース

優勝の弁
　４月25日、ゴルフ同好会のコンペが吉岡カ
ントリー倶楽部で開催され久しぶりに優勝さ
せていただきました。時折小雨がぱらつきま
したが、先月のことを思えば絶好のゴルフ日
和でした。前日いなばの森のウォーキング下
調べの為に歩いたおかげで朝から蘆がつりそ
うでとにかく一日楽しく回れたらいいやと思
い、成績のことを考えていなかったことがよ
かったのかもしれません。一緒に回ったメン
バーも最高で、一日中キャディーをしていた
かんじでした。真面目な佐藤君には申し訳な
かったかもしれないけど、最高にマイペース
なメンバーと回るのは楽しかったでしょ？!次
はＢＧを狙って頑張ります。佐藤君、壱岐さ
ん、岡島さん、楽しい一日をありがとうござ
いました。 新ハンディキャップ 住谷きよみ選手　16

ベストグロス 加納　義信

ニヤピン№ 2 山本　孝夫

　　〃　　№ 8 小西　　賢

　　〃　　№ 13 加納　義信

　　〃　　№ 17 砂田　典男

ドラコン№ 6 山下　教幸

　　〃　　№ 15 住谷きよみ

ドラタン№ 6 田淵　吉男

　　〃　　№ 15 壱岐　昇一

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 住谷きよみ 92 30 62

２ 加納　義信 86 20 66

３ 田栗　智幸 107 40 67

４ 仁保　統博 79 8 71

５ 下石　明義 106 34 72

６ 山下　教幸 94 21 73

７ 池谷　勇治 95 22 73

８ 壱岐　昇一 107 34 73

9 佐藤　公昭 104 28 76

10 砂田　典男 95 18 77

11 田渕　吉男 90 11 79

12 田中　敏明 91 11 80

13 小坂　宏治 101 19 82

14 松村　　明 89 6 83

15 山本　孝夫 101 18 83

16 小西　　賢 101 14 87

17 岡島　和子 141 50 91
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ゴルフ同好会５月例会成績表　

　　　田栗　智幸選手　
　　　初優勝おめでとうございます

ＢＧ　田中　敏明選手
2021 年５月 16 日　鳥取 CC 吉岡温泉コース

優勝の弁
　５月16日(日)に開催された鳥取カントリーク
ラブ吉岡温泉コースにてゴルフ同好会コンペが
行われましたが、なんと初優勝することが出来
ました。天候は雨が降ったり止んだりで良いコ
ンディションとは言えませんでしたが、山盛り
のハンデと一緒に回った菖蒲さん、山口さんに
助けられ、とても良いスコアで終わることが出
来ました。次からはなかなか厳しいハンデとな
るようですが、また優勝目指して頑張りたいと
思います。ありがとうございました。 新ハンディキャップ 田栗　智幸選手　19

６月例会競技会は６月６日（日）吉岡温泉コー
スで開催される６LC競技とダブル日程としま
すスタート時間は後程通知します。
７月例会（新年度）は７月25日吉岡温泉コース
９時04分スタートで開催　競技終了後総会を鳥
取ワシントンホテルにて18時より開催します。

ベストグロス 田中　敏明

ニヤピン№ 2 田淵　吉男

　　〃　　№ 8 田中　敏明

　　〃　　№ 13 住谷きよみ

　　〃　　№ 17 下石　明義

ドラコン№ 11 砂田　典男

　　〃　　№ 14 松村　　明

ドラタン№ 11 山本　孝夫

　　〃　　№ 14 今川　　登

順位 名前 GROSSE HDCP NET

１ 田栗　智幸 96 40 56

２ 佐藤　公昭 96 28 68

３ 下石　明義 103 34 69

４ 仁保　統博 80 8 72

５ 砂田　典男 90 18 72

６ 池谷　勇治 96 22 74

７ 田渕　吉男 89 11 78

８ 田中　敏明 90 11 79

9 松村　　明 86 6 80

10 住谷きよみ 96 16 80

11 菖蒲　直樹 117 36 81

12 山本　孝夫 100 18 82

13 今川　　登 108 19 89

14 井上　法雄 132 40 92

15 山口　英晃 143 50 93
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４月15日第２例会
・�仁保統博…25名スポンサー賞を頂きました。
入会していただいた25名の皆様ありがとう
ございました。

・�池田康利…本日は、山本孝夫さんに講演を
頂き有難うございました。大変、為になり
ました。

・�林　憲二…誕生祝いを頂き、有難うござい
ました。

・�大田斉之…誕生祝いありがとうございます。
60歳になりました。また、本年３月末で市
役所を退職し、再任用で湖山の国際交流プ
ラザ所長となりました。引き続きよろしく
お願い申し上げます。

・�三ッ國全代…４月の誕生祝いありがとうご
ざいました。当日は長男と大ゲンカをして
ケーキを食い損ねましたが少しは大人にな
ろうと思います。

・�松本正嗣…松本です。この度“とりぎん青
い鳥基金”の助成事業で「子どものための
JAZZ」（小学生対象）を４月29日（祝）と
りぎん文化会館リハーサル室で開催できる
ことになりました。子どもたちにいろんな
楽器、歌で体験をして楽しんでもらいたい
と思います。子どもたちのためにもドネー
ションします。

・�池谷勇治…３月28日、ゴルフ同好会（月
例）砂丘コースにおいて栄えある優勝をさ
せていただきました。確か５年ぶりです。
参加された皆さんのご協力のおかげです。
内容は詳しく言えません。（内緒ですが風
雨が激しく、楽しいジャンケン大会での優
勝でした。）ありがとうございました。

５月６日第１例会
・�房安　光…この度春の叙勲に於いて地方自
治功労により旭日双光章を授与されました。
偏にこれまでご支援、ご指導頂きました皆
様のおかげであり、心より深く感謝申し上
げます。８月には後期高齢者になります。
身体も頭も思うようには動いてくれなくな
りましたが、この受賞に恥じぬよう微力を
尽くす所存でございますので、今後ともご
厚誼、ご厚情賜りますようよろしくお願い
いたします。

・�池田康利…房安さん、春の叙勲旭日双光章、
大変おめでとうございます。ますますのご
活躍を祈念します。

・�住谷きよみ…昨日、母の日を前に横浜の息
子からカーネーションが贈られてきました。
毎年贈ってくるのですが、出来た嫁のおか
げだと思っています。ありがたいのでドネ
ーションします。

・�仁保統博…誕生日祝い有難うございます。
・�安田　勤…誕生日祝い有難うございます。
・�山本孝夫…誕生日祝い有難うございます。
年男72歳になりました。

・�影山嗣泰…お祝いいただき有難うございま
す。これからもこつこつとクラブ活動を頑
張っていきたいと思います。引き続きよろ
しくお願い致します。

・�福山博之…誕生日のお祝い有難うございま
す。来週で50歳になります。

・�野津俊宏…誕生祝いありがとうございまし
た。早いものでライオンズで２回目のお祝
いで38歳になりました。これからもよろし
くお願い致します。

・�山根秋雄…５月３日快晴、出合いの森トレ
ッキングコースを試走！前日の雨で少し状
態が悪い場所があり滑って腰を落とした。
コースの状態はまずまずではないかと思う。
後ろから来る人の邪魔しない程度に歩いた
が突然、風の様に走り去った若い人がいた。
彼は天狗か？色々な人がいるもんだ。

・�住谷きよみ…４月のクラブゴルフ同好会に
て優勝することができました。被災ぶりの
優勝を喜んでいます。一緒にまわって頂い
た壱岐さん、岡島さん佐藤君有難う。また
一緒にまわりましょう

・�井上法雄…今川様、本日は貴重なお話を有
難うございました。
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◎６月誕生祝…26日阿部、28日笹尾　
◎６月結婚ライオン…野津１日、３日中井、
　　　　　　　４日下田　７日森田、
　　　　　　　25日奥田卓志

◎同好会だより
・�６月のクラブゴルフは、7R-1Z6LC親善チャ
リティーゴルフに振替６月６日（日）於．鳥
取カントリーゴルフ倶楽部吉岡温泉コース
９：04スタート

～理事会だより～事務局だより
2020年度第９回理事会令和３年４月８日（木）
議題
①いなばの森草刈りについて� 承認
②４月第二例会委員会アワー開催について� 承認
③４月第一例会キャンセル料について� 承認
④４月第二例会について� 承認
鳥取県よりコロナ感染警報が出されたため、４
月第一例会は、急遽、中止としたことを受け
て、第二例会についての対応を審議した結果、
会食を止めて弁当配布して開催とする。尚、例
会時間については、12：00～13：00に変更とする。
⑤５月第一例会、結成記念例会について
５月以降の例会については、コロナの状況に左
右されるので、現時点では、会食をはさんでの
開催とし、結成記念例会（５月第二例会）につ
いても懇親会を含む夜の例会の予定とする。
⑥第８回森林浴ウォーキング大会について
参加者の定員を150名としているが、毎年、
キャンセルがあることを見込んで、200名まで
は受付し、フェイスシールド、参加賞は、会員
とその家族を含め、250個準備する。当日受付
については、当日の状況で250名を限度とす
る。

2020年度第10回理事会令和３年５月13日（木）
議題
①優待会員申請について　� 承認
②�「地域食堂ネットワーク」支援について
コロナ禍で、経済的困難な家庭の児童に対して
食事の提供を行っている上記ネットワークへの
支援が提案されたが、実態を把握してからの方
が良いのではという意見が出され、例会にて、
現況を聞いてから、再度審議とする。
③「鳥取ハーネスの会」（盲導犬を支援する会）
　支援について
６月第一例会に「鳥取ハーネスの会」副会長と
盲導犬のユーザーと盲導犬のククちゃんに出席
してもらい、支援金を贈呈とする。
�④結成記念例会（５月第二例会）について
コロナウイルスの現段階での状況では夜も昼も
会食はできないので、弁当配布とする。記念品
として紅白まんじゅう配布と弁当の内容を少し
グレードアップする。また、４月の第一例会の
ように前日とかに急遽、中止となった場合は、
弁当及び紅白まんじゅうについては取りに来て
もらうこととする。
⑤�６月第一例会、最終例会（６月第二例会）６月新旧
引継ぎ理事会について　
状況に応じて役員で判断することとする。
⑥2021～2022年度地区委員指名について�承認
⑦�鳥取みどり園創立70周年記念認定こども園移行
に伴うチャリティー企画「現代国際巨匠絵画展」
実行委員就任のおねがいについて�
住谷次期会長に就任していただくこととする。



印刷　株式会社鳥取平版社

　今年度、始まりから終わりまでコロナに振り回さ

れた一年であり、委員会での親睦会も行えず、飲み

たい酒も飲めず、本当に「耐え難きを耐え、忍び難

きを忍び」の昭和天皇の玉音放送を思い出させる一

年でした。ワクチン接種が行き渡り早く収束するこ

とを祈るばかりです。来年こそ飲みまくりましょ

う！ということで、皆様この一年間原稿等ご協力あ

りがとうございました。

指導力・会報委員長　北村雅彦

発行日　隔月第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　池田康利

幹　事　小坂宏治

編　集　会報委員長　
　　　　北村雅彦

表紙写真説明
５月９日開催　第８回　森林浴ウォーキング大会

６ 月 行 事 予 定
○クラブ年次会合
○ヘレン・ケラー・デー（１日）

○ガバナー諮問委員会
○現・次期合同理事会

１ 火 � （鳥取中央LC例会） 16 水 � （鳥取砂丘LC例会）

２ 水 � （鳥取砂丘LC例会） 17 木 第1264回2020年度最終例会

３ 木 第1263回例会 18 金 � （鳥取千代LC例会）

４ 金 � （鳥取千代LC例会） 19 土

５ 土 20 日

６ 日 6LC親善チャリティゴルフ 21 月 第２回次期準備理事・委員長会

７ 月 22 火 � （鳥取LC例会）

８ 火 � （鳥取LC例会） 23 水

９ 水 24 木 � （鳥取久松LC例会）

10 木 現次期引継理事会� （鳥取久松LC例会） 25 金

11 金 26 土 �

12 土 27 日

13 日 28 月

14 月 7R－1Z現次期会長・幹事予備会議 29 火

15 火 � （鳥取中央LC例会） 30 水


