
　この原稿を書いている時にもテレビの
ニュースが市内でのクラスターを報道してい
ます。ゴールデンウィーク後の連日の感染者
が今年度を象徴しているように見えます。福
祉施設を運営しているという仕事柄、感染
対策の徹底を職員に指示しており、当クラブ
の会長という職責を積極的に果たしてこれ
なかったことをまずもって心からお詫び申し
上げます。
　残任期間もあとわずかとなったこの時点
でも新型コロナ警報が発令されており、例会
の開催もままならない状況にあります。密を
避けるため各種アクティビティも中止を余儀

　昨年、WHOが1月末に新型コロナ関連
肺炎に対する増加へ緊急事態の宣言を発
表し、中国を始めとし世界的に感染拡大と
なりました。
　国内においてもクルーズ船での集団感染
から都市部を中心に感染拡大となり、三度
の周期でその都度医療危機に達する迄と 
なりました。
　コロナ禍を鎮静化させる為に国策として 
ワクチンの接種が急速に実施されており、 
これによって実施率の高い地域では感染者
数・感染率が下がってきています。オリンピッ
ク開催を直前に控え、無事開催されることを
願うばかりです。

なくされ、悔やまれるのは認証５０周年記念
事業が次年度へ繰り越しとなるなど、新型
コロナウイルスの影響とはいえ、私の不徳の
いたすところであり、慙愧に堪えない思いで
す。ただ、私事ではありますが、ワクチン接種
の予約も完了し、順調に皆さんが接種でき
ればと少しの希望を持っているところです。
　来年度は宮部会長のもと会員皆様の協
力により益々発展し、盛り上がっていくことを
心から願っております。
　この一年の皆様のご協力に心から感謝を
申し上げ、退任のごあいさつとさせていただ
きます。本当にありがとうございました。

　このような状況下にあって表面的には当
地は少数の感染で収まっているのは、県・市
をはじめ地域の人々の感染に対する意識の
高さを感じています。
　クラブ活動についても安全策から必要最
小限な活動とし例会をはじめ各種会合を見
合わせました。本来、人と人の交流活動によ
り成り立っていたものを中止として、大切な多
くの事を失ってしまった事に責任を感じてい
ます。一日も早い終息で元の状態に戻すこ
とはもちろん、この期間に勉強させていただ
いた事を生かした活動を模索していきたい
と思っています。

会長退任のごあいさつ

2020～2021久松LCを振り返って

Ｌ 松下 稔彦

Ｌ 橋本 和憲 
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６LC合同アクティビティ「ＥM活性液活用事業」
～プール掃除～

７Ｒ-１Ｚ・６ＬＣ親善チャリティゴルフ大会

2021年5月26日(木)

2021年6月6日(日)
於　鳥取カントリー倶楽部・吉岡温泉コース

2021年5月26日(木)
末恒小学校 日進小学校

優　勝：鳥取いなばＬＣ
準優勝：鳥取中央ＬＣ
 3 位 ：鳥取久松ＬＣ

団体賞

７Ｒ-１Ｚ・６ＬＣ  57名参加
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　この度の役員改選で、
副幹事とGST委員長に
就任することになりました。 
入会２年目で、このような
大役を仰せつかるとは考
えてもいなかったので、責
任が果たせるかどうか不安ですが、いつも出
たとこ勝負みたいな感覚で臨んで、終わって
みれば可もなく不可もなくの結果なので、今
回も肩ひじ張らず、自然体で行けたらと思っ
ています。
　個人的に、昨年はコロナのため、中止と
なったボーリング大会ですが、楽しみにして
いるご老人がたくさんいると聞いており、状況
次第ではありますが、今年は是非ともやりた
いなと考えています。
　先輩ライオンの皆様、諸 よ々ろしくご指導く
ださい。

　「母を送って」
　4月17日、母が
亡くなった。
　コロナ禍での葬
儀は大変だった。
感染予防を徹底
したうえで、弔問の皆様には葬儀開
始前の流れ焼香、通夜式・葬儀は親
族のみで執り行い寂しい葬儀となっ
た。
　大阪の姉は県外者で迷惑がかか
ると見合わせた。弟は市内に住んで
いるが、1週間前に横浜で次男の結
婚式に出席しており、葬儀の参列を
見合わせ、結局私一人で送った。
　新型コロナウイルスは、飲食・観光
業のみならず私たちの生活すべてに
少なからず影響を与えている。享年
104歳、大正・昭和・平成・令和と生き
抜いた母だったが母の年まで生きると
すれば、この後29年も生きなければな
らない。とても、私には無理「ピンピンコ
ロリ」と逝きたい。

　大役を仰せつ
かり身の引き締ま
る思いです。昨年
度から新型コロナ
ウィルスとの闘い
が続いています。
人との接触が制限されるなか、従来
のコミュニケーション手法ではライオン
ズクラブの活動も制限されてきました
が、新型コロナウィルスをきっかけに新
しい活動様式を模索する好機を迎え
たともいえましょう。
　ワクチン接種によりようやく出口が
見えてきたように思いますが、まだまだ
油断はできません。来年度以降の飛
躍につなげることができるようこの一
年を大事にしたいと思います。

　会員の皆様におかれま
しては、益々ご活躍、ご健
勝のことと思います。
　しばらく活動に参加でき
ていない私ですが、再び
皆さんと活動、歓談できる
日を楽みにしています。一日も早く平穏な日々
が戻ってくることを心より願っています。

　コロナ禍の中で当クラ
ブは認証50周年をむかえ
ました。大きな節目の年で
もあり記念大会は中止で
はなく延期としましたが、
まだまだ感染拡大が収ま
る様子はありません。現在、コロナとの戦い
は変異株の蔓延とワクチンの接種という新
たなフェイズになりました。この戦いに勝ち抜
いて、認証50周年記念大会が開催できるこ
とを、大会委員長として祈念するものです。

コロナ禍の一言

Ｌ 秋山 光行Ｌ 上杉 榮一

Ｌ 上田 雅稔

L 尾室 高志

L 木谷 清人
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 「 『EM活性液活用事業』プール掃除を見学して」
　5月26日水曜日、「EM活性液活用事業」プール掃除を見学 
するため、L田中利明さん、事務局橋本ますみさんと3人で日進
小学校を訪問しました。当日は、気温22～23度で薄日が差す 
絶好のプール掃除日和でした。ここのプールは、学校敷地の有効
利用のため校舎の屋上に設置されていて、ステンレス製のまるで

巨大な屋上展望風呂のようです。5年生、6年生の児童約90人が先生方の指導の下、 
側壁から順番にタオル等で汚れを落とし、続いて底面を横1列に並んで一斉に雑巾 
がけの要領で拭き上げ、1時間足らずでピッカピカになりました。子供たちの活き活きと 
した表情に心が和んだひと時でした。

L武田　行雄

　新型コロナウイルス、
まだいつ完全に収束・
終息するかわからず、
どうしたら良いかわか
りませんが、ストレスに
対して考える良い機
会だと思います。
　自由に外出出来ないことを体験して、 
自由に外出できることの喜び・楽しみを 
再認識できる良い時間だと思います。
　ワクチンと治療薬が早くみなに普及
することを期待して、新型コロナウイルス
に負けずに乗り越えていきたいと思い 
ます。

　「コロナはつらいよ」
　ワクチン接種が始まり 
ました。コロナ禍の中、
光 が 少し見えたような
気 がします 。この 1 年
半、様々な活動が満足
にできていません。仕事関係や家族、友
人、地元関係の行事のほとんどが中止に
なりました。ライオンズクラブの活動も同様
です。今は我慢しなくてはならないことは 
分かっていますが、なかなか辛いものがあ
ります。そんな中の光です。1日も早く、マ
スクなしでお酒を酌み交わしながら、笑い 
合いたいものです。

L 田中　聡 L 田中 利明

 「えらい年でした。
  ～コロナ禍 2020～」
　この一年、わらべ 
館でも、入館はさっ
ぱり。一 方で、3 密 、 
マスク、手洗いなど、
感染予防が日常化しました。我が家でも、
嫁（かあちゃん）が「飲みに行かれんで
‼」と異常に敏感になる中、「家飲み」が
日常化、腹の出た自分に情けなさを感じ
ます。
　早く、マスクの無い日常が戻ってくる 
ことを願っています。

　「コロナ禍」
　コロナ 、コロナ パン 
デミックス大変病、１年
何カ月なっていますが
まだまだ 続くでしょう。 
私人間は老いぼれない
よう、ゴルフ又はさざんか会館へクッキン
グ実習又はおたっしゃ教室へ参加して命
を繋いでいます。80～90才代です。軽い 
体操、幼稚園仕様な運動です。楽しいです
よ。側面では毎日、コロナ敗戦・ワクチン・マス
ク・色んな意見・死亡・命を守る行動とのこと
…。小者もワクチン６月７日に打ちます。よろし
くお願いします。

L 国森　洋 L 小池 良香

4



　今年度、歴史と伝統ある久松ライオンズクラブに入会させて 
頂き、改めて心より御礼申し上げます。コロナ禍で心が折れそう
な時もありますが、皆様との新しい出会いと社会奉仕に携われる 
ことへの喜びがありました。弊社事業ではリモートでの活動なども
可能となりましたので、より一層皆様に寄り添い地域貢献できるよう
尽力して参ります。コロナ禍の状況が一日も早く終息しますことと、 

皆様のご健康をお祈り申し上げます。

L 津川 裕史

　私が高校1年の時
に父が56歳で亡くな
り、その後昭和39年
に高校卒業と同時に
家業の商売を手伝い
ました。商売一筋で57
年間がむしゃらに働きました。2人の息子
にも恵まれ、その2人の息子も現在我社に
勤めています。そして長男の子供3人も同
社で働いています。今まで良いときも、悪
いときもいろいろありましたが、この度は、
新型コロナウイルスという世界的苦境の
次期が来て、先の見えない時代となって
います。
　このような新型コロナウイルスに対して、
どう生き残りをかけていこうか苦心してい
ます。現在、社長を交代しようと思っていま
したが、こういう時代ですので息子に引き
継がせるにはどうかなと思っている今日こ
の頃です。

　昨年の正月明けと
ともに始まった新型コ
ロナウイルスの猛威は
一年半経った今も衰
えるどころか次々と変
異しながら増殖してい
ます。これ以上の感染拡大を防止するに
は５月から始まったワクチンに期待したい
ところです。未知のウイルスだったため不
安が先行したせいで、感染した人に対す
る憶測や誹謗中傷が問題にもなりました。
一部のマスコミも便乗していましたが、鳥
取市ではこんな時だからこそ、人と人の
信頼や繋がりを大切にしなくてはいけな
いと言うことで、『人が好き、鳥取市が好き
キャンペーン』をケーブルテレビ、コミュニ
ティFMで始めました。是非一度見て聞い
てみてください。人を思いやる気持ちで、
市民みんなで支えあいながらコロナ禍を
乗り越えましょう‼

　「明るい兆しに
　　　　  向かって」
　昨年から、コロナ禍
により多くの会合・行
事が中止、縮小、延期
せざるを得ませんでし
た。ワクチン開発で明るい兆しが見えてき
ましたが、今までの生活様式とは違った
流れになって行く事は間違いありません。
クラブの会員数も減少してきています。ラ
イオンズクラブもこれからの運営方式を変
えていく必要が出てくるのではないでしょ
うか。絆を大切に頑張りましょう。

 「私の『ほしいもの』」
　私は現在、4世代5人
家族で毎日過ごしており
ます。私以外はすべて
女性(88歳～5歳)で構
成されています。
因みに、愛犬のミニチュアダックス(15歳)も
♀でございます。孫とダックスだけは、私を
温かく迎えてくれています。普段はそれぞ
れ独自に活動していますが、いざ、まとまる
と私に対する圧力が凄いことになります。
存在感はいったい何処に・・・。効果のある

『ワクチン』は、ないものでしょうか。

L 戸田 暖久 L 羽場 恭一

L 福田 正美 L 宮部 文雄
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鳥取久松ライオンズクラブ
鳥取市川端2丁目125 鳥取県不動産会館3F
☎（0857）23-6830　Fax（0857）23-4908
kyusholc@hal.ne.jp
松下 稔彦
橋本 和憲
吉川 利雄
第２・第４木曜日  12:20～13:20
白兎会館　
鳥取市末広温泉町556  ☎（0857）23-1201
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ＭＣ委員会委員長
例 会 日
例 会 場

あ  と  が   き
　昨年から今年にかけて本年度三回目の会報誌発行です。ライオ
ンズの使命はWe serveなのですが人と人との交流・ふれあい事業
は感染症に配慮して中止や見合わせられた一年でした。この先東
京オリンピック・パラリンピック競技はどのように開催されますか？ 
　新型コロナウイルス感染予防ワクチンで自衛をし、他に人に 
迷惑をかけないように。感染された人、医療従事者の方々への 
差別のない思いやりのある社会づくりにこれからも We serve!! 
一年間ありがとうございました。

（ＭＣ委員会委員長　L 吉川 利雄）

　「コロナ感染」　
　コロナ感染となって、１年３
月位になりますが、困ってい
る方が多いと思います。いろ
いろな変化があると思いま
すが、東京での会議、広島
での会議が、オンライン（リモート）での会議とな
り、出張する機会が減りました。また、外で飲食
する機会も減り、人と酒を飲む機会もほとんどなく
なりました。私には大学生の娘が２人いますが、
大学生活も大きく変わり、ほとんど学生同士が
顔を合わせる機会もなく、授業もリモートで行わ
れています。アルバイトも限定され、大変なようで
す。早くコロナ感染が終息し、もとの生活に戻れ
るよう祈っています。

　新型コロナウイルスに翻弄
された一年。皆様におかれま
しても、ご苦労の多いことと
拝察致します。ウィズコロナ
の時代を私たちはどう生き抜
いていくのか？絆の大切さや
思いやりの心を胸に、一つ一つ乗り越えていけた
らと思います。その先にある笑顔に向かって。

「 お土産はなしです！！」
　新型コロナウイル
ス感 染 症での緊 急
事態宣言が10の都
道府県で発令中の
昨今ですが、有り難
いことに鳥取県は感染者数で最小数争
いを島根県、秋田県との三県民の高い
予防意識の中で競っているように感じて
いるところです。昨年の暮れから二・三月
頃に県外出張の予定が四月に決定して
いたのですが、何と台風２号の接近情
報により貨物船の大阪港入港が入管手
続き等で五月の連休明けになりました。
この出張では現地で東京より３人、大阪
から１人と鳥取県人５人での作業でした
から合同作業での接触作業に敏感に
なっての仕事でした。松江駅近くのホテ
ルに一泊しましたが、他県の方とは別の
宿にし、食事も別行動で済ませました。
夜の繁華街も静か～な街でした。うつり
たくない！うつさない！おみやげで迷惑を
掛けない！を肝に命じた二泊三日の出張
でした。

　ようやくワクチン接種が始まり、長く続いたコロナ禍の暗黒の世界に
薄っすらとですが、明かりが見えてきました。とは言っても、もうしばらくは
多人数での会議や集会は、オンラインによる隔離された環境での開催を
余儀なくされることでしょう。
　いまだにパソコンをスムーズに使いこなすことのできない、昭和生まれ
の私にとってオンライン会議は不慣れで、やはり今まで通りの、直に目と 

目を合わせて意見を発表しあう会議に可及的早急に戻していただきたいと願っています。
　しかし、平成、令和生まれの、赤子の時からパソコンに馴染んでいる人たちが主流となる 
近い将来は、オンライン会議が一般的な形態になっているかもしれませんね。

L 向井　伸

L 山田 俊一

L 涌島　勉

L 吉川 利雄
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