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ご挨拶

地区ガバナー
Ｌ 大 谷 　 博

　第二副地区ガバナーに就任させていただき、
あっという間の二年間でした。色々と学んでま
いりましたが、この本番となる一年間、皆様方
と共に一層励んでまいります。どうぞよろしく
お願いいたします。
　今期は、ライオンズクラブ創設100周年を迎
えます。“次なる山”を乗り越えようとするな
らば、後に続く次世代のライオンズたちに道を
示し、奉仕の伝統を守るため、眼前に進むべき
道を整えなければなりません。
　“次なる挑戦”“次なる目標”“次なる奉仕の対象”
～私たちの奉仕の仕事に終わりはありません。
　GMTについては、『新会員招請』は最重要課
題です。ひとりの新会員が、奉仕によって影響
を与えることのできる人数は30人です。そのた
めにも急がねばなりません。またGLTについ
ては、『次世代育成』として“GLT未来塾”を
開設し、若いメンバー同士の繋がりを強くして
まいります。そして地域社会と繋がり、新しい
ライオンズ旋風を巻き起こしていただくととも
に、次の100年に向けてクラブを活性化し更に
発展させていきましょう。
　最後に、メンバーだからこそできる国際貢
献が『LCIF』です。間もなく50周年を迎える

LCIFに会員の皆様のご協力をよろしくお願い
いたします。
　この一年間、元気で、明るく、楽しい、ライ
オンズ活動を皆様方とともに楽しみながら進め
ていきたいと思います。

就任御挨拶

７Ｒ－２Ｚ・ＺＣ
Ｌ 美 甘 憲 臣

　今期７Ｒ－２Ｚ・ＺＣを務めさせていただき
ます。前年度からの継続事業「ライオンズクエ
スト」があります。私としてはこの事業は広く
学校関係者に御紹介するよりも、地域を絞って
お願いした方が良いのではと考え、「ライオン
ズクエスト特別委員」岸田安雄さん（鳥取砂丘
ＬＣ）と、６月倉吉市福井教育長に事業の説明
をさせていただきました。福井教育長も７月５
日、６日に小中の校長会があるので、この会議
に「ライオンズクエスト」の資料を配布する事
を約束していただきました。
　今年度新しい事業としては、西尾１Ｚ・ＺＣ
より、１Ｚ・２Ｚのゴルフコンペの提案があ
り、７月１日の４クラブ連絡会議で承認されま
した。日時については、１Ｚにお願いしている
ところです。
　まだＺＣの役割については、勉強していかな
ければなりませんが、各クラブ会員の皆様には
御理解と御協力をお願い致します。

Efort to Change ～変わる努力をしよう

優しい気持ちでウイーサーブ
●会長に就任して●

就任あいさつ

第58代会長
Ｌ 深 田 　 孝

　私は最近、愚痴が多くなっている気がします。愚
痴が多いのは知恵が足らない事だとブッダは言って
おられました。私は色々と考えが足らないところが

多いと思います。
　「一生懸命、頑張るだけと思っています。」とか

「汗をかいていきます。」とかと、エレクト会長に決
まった時には思い、準備を始めました。
　いよいよ、これから会長職の始まる今に、はた
と、気づかされる出来事がありました。それは、私
が一生懸命頑張るということは、時として一人暴走
になってしまうということ、一人勝手に進めてしま
うということの危なさに気づかされました。
　「We」会員皆さんで活動するライオンズクラブです。
　民主主義の手続きで皆さんにご理解いただいて、
クラブ運営に努めて行かなくてはなりません。民主
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主義はとても手続きや手間が係り面倒くさいもので
すが、会長として、丁寧なクラブ運営に努め、会員
皆さんと「一緒」にの、「一緒・懸命」で頑張って
いきたいと思います。各委員長にも丁寧な委員会運
営をしていただきたいです。
　私は知恵が足らないと思います。文殊の知恵、皆
さんにいっぱい相談して助けて頂きたいです。よろ
しくお願いします。

　優しい気持ち事業の取り組みと意義について話し
ます。
　今日、私は、わが会社周りのゴミ拾いをしました。
ライオンズクラブ国際協会の目的の中に「地域社会
の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的に
関心を示す。」という項目があります。また、目的
の項目最後に「道徳的水準をさらに高める。」とい
う文言もあります。
　本年度アクチィビティの優しい気持ち事業を会員
皆さんで積極的に取り組むことでライオンスクラブ
国際協会の目的に少しでも近づいていきましょう。
この事業活動はいたって簡単です。「小さな親切」

「困っていると思われる人に声をかける」等を日常
的に意識していただき、行動し、クラブ例会で報告
いただくことです。考え方はとてもシンプルです。
海外のある町では「困っていると思われる人に声を
かける」行動を多くの住民がすることの副産物とし
て町の防犯に効果があった事が実証されています。
　「当たり前のこと」と思われるかもしれません。
その「当たり前のこと」を意識して取り組んで「小
さな親切」がライオンズクラブの奉仕「大きな親切」
になり、より良いアクティビティを考え思いつくこ
とが出来ると思います。会員一人一人の優しい気持
ちを会員皆で共感しましょう。
　ライオンズクラブ国際協会創立100年にあたるこ
の年に「小さな親切」を意識して倉吉ライオンズク
ラブ全体で「小さな親切」をたくさん集めるアクティ
ビティ「優しい気持ち事業」に取り組む意義あるも
のと考えます。
　近年、殺伐とした社会の雰囲気を感じる出来事が
たくさんあります。「こころ」が絞め潰され苦しく
辛くなります。人と人が憎しみ合い、殺し合い、恨
み合い…こんな世界を私たちは望んでいません。
　本事業をすることで「奉仕のこころ」を強く鍛え
て、私たちは、やさしい気持ちのライオンになりま
しょう。

●幹事に就任して●

新幹事、
頑張ります

幹　事
Ｌ 中井修二郎

　今年度倉吉ライオンズクラブの幹事を仰せつ

かりました。中井修二郎でございます。１年間
会長方針のもと会員相互の融和を図り、明るく
楽しいクラブ運営の段取りを図っていくのが幹
事の役割と思います。「幹事の職務遂行のいか
んはクラブの盛衰を左右するという気構えで頑
張りなさい。」と役員必携にありましたが、私
いつも頑張りすぎると大抵の場合空回りする事
が多いので、楽しみながら着実に進めてまいり
たいと思います。行き届かない点があれば、い
ろいろとご指導いただけたら幸いです。
　ライオンズクラブの第一義は、社会奉仕であ
ります。ただ“We Serve”のモットーにあり
ますように、一人ではなく、仲間とともに汗を
流すことに大切な意味があると思います。会員
一人一人の力は小さいけれども、それが一つに
合わさった時には大きなムーブメントになると
思います。素晴らしい1年になりますよう、皆
様のご協力のほどよろしくお願いいたします。

●会計に就任して●

微力ながら一生
懸命頑張ります

会　計
Ｌ 山 本 弘 美

　この度、本年度の会計というお仕事を引き受
けさせて頂きます山本弘美です。どうぞ宜しく
お願い致します。
　今年５月で入会して丸２年がたち、ようやく
３年目に入ったところに、まさかこの様な大役
が回ってくるなんて夢にも思いませんでした。
人一倍勉強不足で、人一倍例会も休むし、恥か
しい話、分からない事だらけの私なのにもかか
わらず、深田会長の熱心なお誘いを受け、こん
な私でも必要として下さる方がおられるのは幸
せな事だと前向きに考えてお返事をさせて頂き
ました。
　これを機会に新たな気持ちで一から勉強させ
て頂くつもりで頑張っていこうと思います…が
何ぶん微力なもので、深田会長、中井幹事の足
を引っぱるかも知れませんが皆様、ビシバシと
御指導の程、宜しくお願い致します。そして各
委員長の方々も私で出来る事があれば張り切っ
てお手伝いさせてもらいますので、御遠慮なく
どんどん使ってやってください。
　今年一年間ドタバタときっとドジな事ばかり
するかも知れませんが、宜しくお願い致します。
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第99回ライオンズクラブ
国際大会に参加して

Ｌ 井手添　誠

　2016年６月24日㈮より、第99回ライオンズ
クラブ国際大会 福岡大会に参加してきました。
日本国内での開催でしたので、LL ２名と中波
事務局員を含む総勢15名での参加となりまし
た。2012年に第51回東洋・東南アジア・ライオ
ンズ（OSEAL）フォーラムが福岡で開催され
ましたので、その時に行かれた方も多いと思い
ますが、さすがに世界大会は規模の大きさを感
じました。
　６月25日㈯10時より、インターナショナル・
パレード開始されました。博多どんたくと同じ
コース、冷泉公園～天神中央公園の約1.3㎞で
行われ、参加者は、100カ国以上の約１万2000
人が、鮮やかな伝統衣装を身につけての行進と
なっていました。

　まず、子供たちのライオンズ、レオの行進、
３人のミスユニバースの後、ホスト国の日本が
先頭を飾り、民族衣装を着たインドのライオン
ズ、極彩色を身にまとった米国のライオンズと
パレードは続いて行きました。国内開催と言う
事で日本人は、大人数となっており、同じ赤い
ハッピを着たパレードは延々と続き、MD336
が来た頃は、開始後１時間をすでに回っていま
したので、もっと他の国のパレードを見たいと
感じていました。
　６月26日㈰の大会総会は、時間の関係で参加
できませんでしたが、歓迎セレモニーとして、
福岡市ヤフオク!ドーム上空を６台の航空自衛
隊ブルーインパルスが展示飛行したということ
です。
　今回の国際大会は、記念品が変わってい
ました。会場で渡される翻訳用のＦＭラジ
オが初めから入っていましたし、記念誌と
し て、 パ ソ コ ン 用USBメ モ リ ー が 入 っ て
いました。内容は、記念誌の電子データで
はなく、ソフトとなっており、開会式など
で流される国際会長のメッセージなどが動
画 で 見 ら れ る よ う に な っ て い ま し た。 ま
た、スマートフォン用のアプリも用意され

第99回ライオンズクラブ国際大会
福岡　2016年６月24日～26日
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ており、予定の会議が始まるたびに、「ポーン」
と音が鳴り、どこの会場で何時から何時までど
んな会議が始まったのか、英語のメッセージが
流れるようになっていました。このようにＩＴ
化の進んだ大会となっていましたが、個人的な
感想として、スマートフォンしか知らない10代
の子供が増え、これから消滅するかもしれない

「パソコン用」ソフトでは、50年後果たして内
容が見られるのかどうか不安となりました。
　エキスカーションとしては、初日が、日本三
大八幡宮の一つ、筥崎宮（はこざきぐう）あじ
さい苑、二日目が、唐津城～唐津焼窯元・鏡山
窯と充実していました。
　LL井手添も参加させていただきましたが、
帰ってから「笑いすぎで顔が筋肉痛になった」
と言うくらい、笑いにあふれる旅でした。
　今回、段取りをしていただいた、Ｌ加藤康彦

とＬ加藤和彦には、本当にお世話になりました。
特に、旅行行程と懇親会場、宿泊ホテルまで、
福岡ソフトバンクホークスの加藤伸一氏にお世
話になったと聞きました。また、懇親会まで表
敬訪問いただき、楽しい懇親ができました。こ
の場を借りて感謝申
し上げます。
　来年は、ライオン
ズクラブも100周年
となり、ライオンズ
発祥の地、米国シカ
ゴで記念大会が行わ
れます。また、皆さ
んで参加できれば良
いなと感じました。

会 長　Ｌ深 田 　 孝
　魚は、どの位の大きさが
美味しいのでしょうか？
　タイの場合、３キロを超
えると刺身では美味しく無
くなくなる感じがします。
　味が大雑把で筋の張った

食感でしっとり感がありません。
　刺身に引いた身も背身でも大きい切り身とな
り一口では口に入りきりません。
　かなり大きい口の形をした男性でも咀嚼でき
る分量は限られています。
口に入れ食べる量は限られているという事で
す。
　魚体が大きくなれば必然的に刺身の切れも大
きくなり食べる時に口いっぱいになり食べにく
くなるという事です。
　マグロのように大きな魚体の魚はもともと身
質じたいが違い鯛とは比較できませんが、やは

り大きくなれば筋は固くなります。大きい魚体
のほうが脂の乗りがよいのですが…
　大トロは２切れ食べれば飽きがくるようで
す。魚種によっては消化されない脂を持ってい
る個体もあり酷い下痢を起こします。
　考えるに、口に入る大きさの刺し身切り身が
できる魚体の大きさが良いんだと思います。
　鯛１キロ、ヒラメ 700グラム、アジ 500グ
ラム、サバ１キロ、鰤 10 キロ、マグロ 150
キロ…位かな？って、私の個人的な観測です。

旬の
魚
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事 務 局 だ よ り

■ ６月第２例会 ６月22日㈬（第1357回）
実出席　83％ メーキャップ後　87％
ドネーション　37,500円 ファイン　3,600円
【理事会提案】
１．Ｌ清水栄一　退会について
　　承認されました。
２．Ｌ浜田　勉　不在会員承認について
　　承認されました。
【幹事報告】
１．国際本部よりニュースレター６月号が届きました。
２．キャビネット事務局より下記の文書が届きました。
　①国際協会会員アンケート

②第99回ライオンズクラブ国際大会ホスト委
員会より読売新聞・広告記事掲載のお知ら
せ並びに直前のご案内

　＊倉吉ＬＣより15名参加
Ｌ山本彰・Ｌ深田・Ｌ加藤康・Ｌ河本・LL河本・
Ｌ井手添・LL井手添・Ｌ松井・Ｌ北村・Ｌ多田・
Ｌ戸﨑・Ｌ加藤和・Ｌ羽合・Ｌ杉本・事務局

③336複合地区第62回年次大会終了のお礼 並
びに大会決議報告書

④次期キャビネット予備会議 議事録
⑤次年度クラブ役員ならびに地区役員 アカ

ウント登録 に関するお願い
⑥「ライオンズ必携第56版」注文のご案内

３．7R-2Z引継ぎ会の報告
　　日時：平成28年６月９日㈭ 18：00～20：30
　　場所：倉吉シティホテル　
４．第１回　４クラブ連絡会議
　　日　時：平成28年７月１日㈮　18：30～
　　場　所：シティホテル
　　出席者：次期7R-2Z・ZC　各クラブ三役
５．平成27年度　会計監査
　　日時：平成28年７月４日㈪　12：00～
　　場所：倉吉ライオンズクラブ事務局
６．平成28年度　臨時理事会
　　日時：平成28年７月７日㈭　18：00～
　　場所：三福　
７．鳥取県里親会より御寄付のお願いが届きました。
８．第66回社会を明るくする運動　倉吉市推進委員会

より委員会の開催について（御案内）が届きました。
　　日時：平成28年６月29日㈬ 午前10：00～11：30
　　場所：倉吉交流プラザ２階　視聴覚ホール
９．倉吉打吹太鼓振興会より下記の文書ならび

にチラシが届きました。
①平成28年度「倉吉打吹太鼓振興会」会費の納入について（お願い）
②打吹太鼓奏者会員募集
③第７回とっとり伝統芸能まつり
④ 繋

つながる
～バチ振り合うも多生の縁～

10．桜相撲振興協議会よりお礼と報告が届き
ました。

　第32回わんぱく相撲全国大会
（７／31両国国技館）

　　鳥取県代表 ４年生 新田　尚寛君（浦安小）
 山本善太郎君（上灘小）
 ５年生 松田　　天君（明倫小）
 金本　瑛希君（八橋小）
 ６年生 河本　優聖君（中山小）
 奥平　大智君（淀江小）
11．未来ウオーク実行委員会より第16回SUN-

IN未来ウオークのご協賛のお礼が届きました。

理 事 会 報 告 ６月８日開催
１．100周年記念クラブ会員証書について
　　作成することが決まりました。
２．鳥取県里親会中部部会への寄付について

　寄付金10,000円を支援することが決まりました。
３．ノートパソコンの購入について
　　承認されました。
４．引継例会　計画・予算（案）について
　　承認されました。
５．ドネーションの運営費への繰り入れについて
　　承認されました。
６．因伯子供学園自立支援について

　基金（予算）を積立せず凍結することが決まりました。

■ ７月第１例会 ７月13日㈬（第1358回）
実出席　79％　　　　メーキャップ後　90％
ドネーション　28,000円 ファイン　300円
【理事会提案】
１．平成27年度決算・会計監査報告について
　　承認されました。
２．平成28年度予算（案）について
　　承認されました。
【幹事報告】
１．ジョー・プレストンLCIF理事長よりメッ

セージが届きました。
２．336複合地区ガバナー協議会　安田克樹議

長より委嘱状が届きました。
委嘱状　2016-2017年度336複合地区ガバナー協議会　顧問

Ｌ名越　勉
３．336-Ｂ地区　大谷　博　地区ガバナーよ

り委嘱状・任命状が届きました。
　委嘱状　2016-2017年度336-Ｂ地区特別顧問

　Ｌ名越　勉
　任命状　2016-2017年度336-Ｂ地区環境保全委員

　Ｌ山本　彰
４．国際本部よりアワードが届きました。

　100周年記念会員増強賞（シルバー・ピン） Ｌ山本弘美
５．第55回東洋東南アジアライオンズフォーラム
　　開催地：香港
　　開催期間：2016年11月10日㈭～13日㈰
　　大会登録料：１人115US$



優しい気持ちでウイーサーブ

7

　　ツアー日程：11月８日㈫～11日㈮
　　ツアー料金：192,800円
　　（一次申込み）

Ｌ深田・Ｌ中井・Ｌ名越宗・Ｌ山本彰・
Ｌ多田・Ｌ井手添・LL井手添・Ｌ加藤康・
Ｌ羽合

６．キャビネットより下記の文書が届きました。
①尾﨑　博　前地区ガバナーからの御礼文書
②地区ガバナー公式訪問　出席のお願い
　公式訪問日：2016年９月９日㈮
③2016-2017年度地区役員・委員ならびにク

ラブ三役名簿
④第二副地区ガバナー候補資格所持者名簿に

ついて調査のお願い
⑤YCE来日生“職場体験”ご協力のお願い
⑥キャビネットニュース６月号
⑦国際協会公式用品　日本事務所取扱用品リスト
⑧アクティビティ研修会　開催のご案内

　　日時：2016年８月６日㈯　13：30～17：00
　　場所：岡山商工会議所
７．7R・8R広報委員　林　正人様より　地区

誌 アクティビティ・新入会員・周年記念式
典の寄稿について（お願い）が届きました。

８．平成27年度　年間皆出席者・下半期皆出
席者は以下のとおりです。

　☆年間皆出席者（13名）…
Ｌ安本・Ｌ清水俊・Ｌ小山・Ｌ河本・Ｌ松
井・Ｌ山本彰・Ｌ照下・Ｌ多田・Ｌ井手添・
Ｌ深田・Ｌ加藤康・Ｌ浜田・Ｌ羽合

　☆下半期皆出席者（３名）…
Ｌ北村・Ｌ戸﨑・Ｌ穴田　　　　　　　

９．第66回社会を明るくする運動倉吉市推進
委員会より資料が届きました。

10．中国電力㈱倉吉電力所より「碧い風」
VOL.87が届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会　７月７日開催
１．エキスカーション　決算について
　　承認されました。
２．引継例会　決算について
　　承認されました。
３．平成27年度　活動について
　　報告がありました。
４．平成28年度　会報委員会　年間計画について
　　承認されました。
５．平成28年度　計画委員会　年間計画について
　　承認されました。
６．平成28年度　事業委員会　年間計画について
　　承認されました。
７．平成28年度　資源回収事業実施について

　各委員会で月ごとに担当していただくこと
が承認されました。

８．取引銀行について下記の通り、承認されました。
　　倉吉信用金庫　うつぶき支店

運営費会計・事業費会計・因伯子供学園

自立支援基金
　　山陰合同銀行　倉吉西出張所

運営費会計（振込専用）・周年事業積立金

LIONS CALENDAR（８月行事予定）

ライオンズカレンダー
８月10日㈬　８月定例理事会
　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　10日㈬　８月第１例会（納涼例会）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　24日㈬　８月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉

ドネーション

ありがとうございました
Ｌ名越勉・７／９鳥取港に海自護衛艦やまぎり

が入港したので、深田会長に無理を
お願いして案内して頂きました。感
謝。評判の女性艦長にも会えました。

（前を通っただけですけど…）
Ｌ安本　・年間皆出席賞を頂いて。
Ｌ清水俊・先日、大阪と奈良の孫３人に会いま

した。
Ｌ河本　・幹事として１年間、大変お世話にな

りました。
　　　　・平成27年度年間皆出席者賞をいただ

きました。
Ｌ名越宗・１年間 テールツイスター よろしく

お願いします。
Ｌ松井　・深田丸の出航お祝い致します。
Ｌ北村　・１年間、皆さん、御苦労様でした。

私は、もう１年くらいは頑張れそう
です。

　　　　・今年も一年間よろしくお願いします。
Ｌ山本彰・今年度１年間、お世話になりました。
　　　　・環境保全委員に就任しました。宜し

くお願いします。
　　　　・年間皆出席賞をいただいて。
Ｌ照下　・財務・会員委員長を皆様の御協力に

より、無事終える事が出来ました。
１年間、有難う御座居ました。

　　　　・年間皆出席をして。
Ｌ多田　・本年度最後、わずかです。
　　　　・深田丸出港。
　　　　・皆勤賞をいただきました。
Ｌ斎藤　・委員長を無事終えることができまし

た。１年間、大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。

Ｌ戸﨑　・一年間、おつかれ様でした。
　　　　・第二副会長、１年間よろしくお願い

します。
　　　　・深田会長、１年頑張って下さい。
Ｌ深田　・山本会長、一年間おつかれさまでした。
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　　　　・１年間よろしくお願いします。
Ｌ加藤康・山本会長、１年間、ご苦労様でした。

国際大会支援金、ありがとうござい
ます。しっかり見てまいります。

　　　　・年間皆出席者表彰を頂いて。
Ｌ浜田　・１年お世話になりました。
Ｌ羽合　・一年間ありがとうございました。新

役員さん、頑張って下さいネ。
　　　　・新年度がスタートしました。深田会

長　ファイト～
Ｌ山本弘・明里さんの入会をお祝いして。
　　　　・本年度１年間、会計として頑張ります。
Ｌ中井　・山本会長はじめ役員の皆様、１年間お

疲れ様でした。有難うございました。
　　　　・本日より１年間、クラブ幹事として

頑張ります。宜しくお願い致します。
Ｌ新谷　・楽しい誕生日を過ごすことが出来ま

した。

７月生まれの MEMORIAL DAY

輝いていた頃の私

輝かしいと思ったことはない
が、のぼせるほど熱中したの
は磯釣りである。昭和51年９
月に隠岐の島で55㎝の石鯛を
偶然に釣り上げてから約20年
間、地元の磯や隠岐の島に通
い続けたが何故か写真がない。

ところで、写真は開業したてのころに先輩に連れだって
ブロックの総会に出席したときのもので、最も希望に燃
えた頃かと振り返っている。

Ｌ藤田義彦（Ｓ26. ７.24生）

倉吉ライオンズクラブ　例会場／ホテルセントパレス倉吉　例会日／毎月第２・４水曜日

■発行日　第４水曜日（第２例会）

　今更ではございますが、鉄道ファンである事
は、もうご承知だと思いますが、その中でも貴
重なコレクションを紹介させていただきます。
数ある中での紹介になりますので、今回は第一
弾として、倉吉線関係のコレクションをご紹介
させていただきます。
　昭和60年３月30日に惜しまれつつ廃線とな
りました倉吉線、個人的には、とても残念でし
た。
　まずは、行き先サボ（サイドボード・サイン
ボードと諸説ありますが）客車の側面に行き先
を表示しているホーロー製の板になります。

　上井⇔関金（蒸気機関
車が牽引していた時代）
　倉吉⇔関金（ディー
ゼル機関車が牽引して
いた時代）
　もうひとつの写真
は、 駅 入 場 券（ 販 売
されていた駅は、倉吉  
打吹  西倉吉　上小鴨  
関金）車内販売切符、
記念乗車記念書等にな
ります。
　現在もオークション
等で、倉吉線関係の
グッズを求めていま
す。何か情報がござい
ましたら、是非ご連絡
をください。転売目的ではなく色々なイベント
で展示をして紹介をしてゆきたいと思いますの
で、どうぞ、よろしくお願いします。

》次回はＬ濱中にリレーします

リレーリレーリレー 会員コーナー
　会員の皆さんが思っていること、趣味、コレクショ
ン、家族、ペットなどなど…

お宝コレクションの紹介第１弾
Ｌ 東 田 幸 一

昭和57年の秋、倉吉市上野
遺跡で25個の子持ち壺（国
の重要文化財）を発掘した
時の、現地説明会の写真で
す。
Ｌ名越　勉（Ｓ７. ７.30生）

大学時代　学園祭での一コ
マ！
Ｌ戸﨑隆之（Ｓ43. ７.11生）

高校生時代に春高バレー出
場目指して頑張っていた頃
の試合合間での写真です。
Ｌ新谷昌二（Ｓ38. ７. ２生）


