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クラブ誌

2021～2022年度

　昨年７月に会長を拝命し、早くも半期が経過
しました。就任時は、既に１年半の期間に渡って
コロナ禍にあり、アクテイビティはもとより例会さえ
も開催されない状況に陥っていました。この様な
長期に渡る活動停止は会員相互のコミュニケー
ション機会の喪失となり、クラブの魅力や求心力
を失ってしまうと危惧していました。
　今年のスローガンを『つなぐ つながる 奉仕
の笑顔』としましたが、このような状況にあって、 
会員一人ひとりがどのようにつながっていくこと
が可能なのかと言う想いでした。
　例会での会員全員スピーチ、ホームページの
立ち上げ、会報誌の発刊回数増、古本募金等

『今、出来ることはなにか？』をテーマに、会員の
つながりを考えた上半期でした。（皆さん、無茶ぶ
りしてごめんなさい。ホームページ見てくださいね）
　ワクチン接種が進んでしばらく落ち着いていま

　今年の正月は、長男、次男とも結婚しそれぞ
れのお嫁さんを初めて迎え、久々に賑やかな
正月となりました。そうした中、1月24日オミクロン
株に端を発した特別警報が全県に発せられ、 
またまた自粛社会の到来となりました。
　7月に我が鳥取久松ライオンスクラブ幹事を
仰せつかり半年が過ぎてしまいましたが、昨年
に引き続きコロナにかき回され、例会やアクティ
ビティの中止など余儀なくされ、皆様にご迷惑
をおかけしました。

したが、年明けからのオミクロン株の急激な感染
拡大により、前年度から開催時期を模索してお
りました認証50周年事業は、式典等は中止とし 
内容を縮小して行うこととなりました。また、メイン
事業の「鳥取市敬老ボーリング大会」は、前年
度に続き中止を強いられる状況となり、上半期
に実施された活動は、「EM活性液活用事業」、

「東屋補修作業」、「鳥取市サッカーフェスティ
バル大会後援」に留まりました。大変残念な気持
ちで一杯です。
　しかしながら、こうして『上半期を終えて』の原
稿を書けるのも、国森幹事をはじめ役員・会員・
支部会員の皆さん、そして事務局さんのご理解
とご協力のおかげと心より感謝しております。　
　下半期も皆さんと「想い」を共有しながら“明る
く楽しく”活動できればと思います。引き続き、ご
指導ご協力をお願い致します。

　幸い、10月の湖山池公園東屋の屋根の塗り
替えには、多数のメンバーの方にご参加いた
だき久々の奉仕作業ができましたこと、本当に
よかったと感じており、参加いただいた皆様に 
心からお礼を申し上げたいと思います。
　今期は『つなぐ、つながる、奉仕の笑顔』を
スローガンに、皆さんと楽しくクラブの活動やア
クティビティを進めることとしております。残され
た半期もコロナ禍の影響は否めませんが、でき
る限り幹事の任務を全うしたいと思いますので 
引き続きご協力よろしくお願いいたします。

会長　Ｌ 宮部 文雄

幹事　Ｌ 国森　洋

上半期を終えて

半期を終えて　～オミクロン禍 2022.1～
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　当クラブ創立３０周年を記念して２０年前に
鳥取市に寄贈した、湖山池公園の東屋の補修
作業を実施しました。
　経年劣化が激しく、特に屋根は花粉やカビが
ビッシリと張り付き、柱やテーブル等の木部もささ
くれ立った状態で、「今出来ることをやろう」と会
長からの提案でした。
　１０月２４日(日)に会員９名が集まり、午前中は
屋根の研磨作業、午後から屋根のペイントと木
部の研磨と保護材の塗布という流れで作業を
行いました。

　屋根上での作業は、傾斜と風の影響もあり、
少しでも気を抜くと落下しかねないことから、足
で踏ん張りながらのスリル満点の作業となり、
作業終了時には皆ペンキにまみれクタクタに疲
れ果ててしまいました。
　しかし、出来栄えを確認すると、素人集団が
したとは思えないほどの完成度で、コロナ禍で
長らくこうしたアクティビティが停滞していただけ
に、より強い達成感を味わうことができました。
こうした経験をさらに次の活動へと繋げていき
たいと思います。

ＧＳＴ委員長　Ｌ 秋山 光行 

湖山池公園休養ゾーン・東屋の補修作業を
実施しました

◇2021年10月14日(木)
　12：50～13：10
◇於 鳥取市立日進小学校
◇代表児童5名
　当クラブより L秋山、 L向井 
　以上2名参加

◇2021年10月24日(日) 9：00～15：００
◇於 湖山池公園休養ゾーン（鳥取市福井）
◇当日の参加者 ： L秋山、 L小池、 L田中利
　L橋本、 L宮部、 L山田、 L吉川
　L事務局（家族1名）　以上9名参加

６LC合同アクティビティ「EM活性液活用事業」
～EM活性液プール投入～
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　 1 9 8 5 年から青 少 年 健 全 育 成 事 業として 
鳥取市サッカー少年団リーグ支援事業（クラブ 
アクティビティー）を始めました。
　当時は各小学校の先生が学童サッカーの 
指導者であったのではないでしょうか。試合は
市内の小学校校庭で開催されており、夏休み
に担当の先生との間で打合せを行いました。
　1995年鳥取市の近隣市町村との合併によ
り名称を鳥取市サッカーフェスティバルとして 
（一財）鳥取市サッカー協会の主催で毎年開催

されています。
　本年は倉田スポーツ広場で開催され、予選 
は11月13日・14日、決勝は20日に行われまし
た。13日の開会式に参加し、公認試合ボール 
6 個 の 贈 呈をしました 。初 年には 優 勝 旗と
ペナント、その 後はメダルやトロヒィー等を 
贈呈していますが、主には日頃の練習でこども
たちに役立つことを基本にして、開会式で披露
しています。鳥取市でサッカーを学び、日本で、 
世界で活躍する選手が誕生することを夢みな
がら支援活動を続けます。

アラート・LCIF・青少年健全育成等委員長　Ｌ 吉川 利雄

第44回鳥取市サッカーフェスティバル大会後援
公認試合球を贈呈

◇2021年11月26日(金)
◇於 鳥取スターボウル
◇当クラブより L荒川、 L上杉、 
　L田中利、L津川、 L橋本、 L吉川、 
　L荒川昌　以上7名参加

◇2021年11月13日(土)・14日(日)・28日(日)
◇於 倉田スポーツ広場
◇当日の参加者：L荒川、L小池、L田中利、
　L橋本、L福田、L宮部、L吉川 以上7名参加

６LC親善チャリティボウリング大会

[優 勝]鳥取いなばLC [準優勝]鳥取砂丘LC
[第3位]鳥取千代LC [第4位]鳥取LC　
[第5位]鳥取久松LC [第6位]鳥取中央LC
　　　　　[とび賞]L荒川昌代

団体賞

個人賞

[優  勝] 鳥取ＫＦＣⒷ　[準優勝] 醇風　
[第3位] 美保・八頭E

大会結果
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　12月第1例会でゲストスピーチとして、おも
ちゃ博の頃からの友好姉妹都市でもあります
ドイツ・ハーナウ市から鳥取市文化交流員と
して 来られ ている
シュターク アンネマ
リーさんをお招きして
「 小さなドイツの旅
へ」と言う題目でお
話をしていただきま
した。いただいた配
布 資 料を眺 め 、見
たことのないドイツ

の情景を想像しながら聞かせていただきまし
た。短い時間ではありましたがありがとうござ
いました。

財務・計画委員長 　Ｌ 福田 正美

シュターク アンネマリーさんをお迎えして

鳥取久松ライオンズクラブ
WEＢサイトが完成しました。

クラブWEBサイト完成

https://tottorikyusho-lc.com/

「こどもみらい古本募金」に古本67冊(２，０９８円)を寄付いたしました。

「こどもみらい古本募金」に協力
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　当日は、満席のスーパーいなばで往復、受
講して来ました。56 名の参加があり、私は新
規でしたが更新等何度も受講されている方もお
られました。
　最近の薬物検挙数の傾向として、覚醒剤に
よるものの減少が見られる反面、大麻によるも
のが増加し、全体としては横ばいで推移してい
ること、覚醒剤事犯は、強い依存性があり再
犯率 (69%) が高いこと、一方大麻事犯は初犯

　残念ながら今年度もクリスマス家族会が中止と
なり、会員の家族同士が顔を合わす事が叶いま
せんでした。そこで今年は、家族写真を募集し
写真で集いました。とびっきりの笑顔や、成長さ
れたお孫さんの素敵な姿がみられました。

率 (79%) が高く、薬物乱用の入り口となってい
ることが報告されました。
　また覚醒剤密輸検挙事例として、SNS で友
達申請があり、送られてきた国際郵便の中には？ 
巧妙に隠匿された覚醒剤！ 密輸に加担する結
果に・・・「知らなかったでは済まされない」と
いう内容もありました。
　認定講師養成講座とのタイトルが付けられて
いますが、薬物のはなしは大変奥が深く、3 時
間ほどの講座で養成されるような安易なもので
はないと感じた次第です。

会長　Ｌ 宮部 文雄

薬物乱用防止教育認定講師養成講座を受講して

写真で集おうクリスマス♪

お蔭様で家族がふえました。（L荒川）

内孫は川崎市在住で2年間会っていません。写真の二人は外孫(立川町在住)毎週遊びに来ています。（Ｌ上杉）

　写真をお寄せ頂きました会員の皆様、
ありがとうございました。
　来年こそはクリスマス家族会でお会
いしましょう！

◇2021年12月18日(土) 13:00～16:20
◇於 岡山国際交流センター B1 会議室
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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
宮部 文雄
国森　 洋
上杉 榮一
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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あ  と  が   き
　コロナの出口がなかなか見えません。今年になって、第6波が
全国で発生し、鳥取市でも保育園や小学校で発生が相次ぎ、 
子どもから大人へ、大人から子供へと家庭内感染が主流となりま
した。ワクチンの3回接種も始まり、早期の終息を願うものです。
例会等も開催できない状況ですが、会報でクラブの雰囲気を少し
でも感じて頂ければ幸いです。

（ＭＣ委員会委員長　L 上杉 榮一）

米寿・還暦のお祝い～於自宅（L宮部）

お兄ちゃん大好きな妹、妹大好きなお兄ちゃん。

みんな元気です。（Ｌ涌島）

砂丘にて、孫の20歳誕生祝の写真を撮影し

ました。（Ｌ小池）

孫8人の内(二人は大阪在住)6人が集まりました。
何でＶサインか?楽しかったのでしょう！（Ｌ橋本）

長男夫婦、次男夫婦と初顔合わせ会です。なんと
次男の嫁さんと長女が同じ名前でした。（Ｌ国森）

子供たちの家族と一緒に近場で泊。（Ｌ木谷）
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