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今冬２度目の大雪
倉吉でも
60センチ超え

会報委員長
Ｌ 穴 田 　 守

　２月９日㈭夜、鳥取県全域に気象台が大雪警
報を発令した。今冬２度目の豪雪にもうええか
げんうんざり。鳥取では、３日間降り続いた雪
で、33年ぶりの91センチの積雪を記録し、様々

なところで影響が出た。特に鳥取市内では除雪
した雪の持ってゆくところが無く、積み上げて
溶けるのを待つしか方法がなかった様だ。
　倉吉でも60センチ超えの雪となり、自宅まわ
り、会社周辺と一日中雪かき作業が続いた。自
社でも、全ての車を駐車場に入れることが出来
なく女性従業員には休んでもらい、なんとかあ
との車を入れ込んだ。
　雪も止んで晴れ間も見える日に東部の３地区
をまわってみた。さすがに智頭と若桜の奥地
は、この時期すごい雪で、屋根に積もった２
メートル前後の雪降ろしに汗を流されていた。
幹線道路は片側一車線が多く、一台動けなくな
ると追越すことが出来ず、渋滞を招いてしまう。
行政も色々策を練ってはいるが、なくなるのは

難しい。
　ここのところ
の地震と大雪で
少し気が滅入っ
てますが、桜の
花が咲いて楽し
い優しい気持ち
になりたいもの
です。

より一層のご指導
ご協力をお願いします

会長
Ｌ 深 田 　 孝

　事務所立ち退きについて、倉吉打吹ライオン
ズクラブより貸主様から事務所賃貸物件からの
立ち退き要請を聞き、突然のことに驚き困惑を
しました。ここ約10年間で３回目の事務所移転
となります。ナショナル会館から旧たからやシ
ビックセンターへ、そしてシビックセンターか
ら中部造林ビルへ、そして倉吉未来中心合同事
務所へと転居します。
　今までは、倉吉打吹ラ
イオンズクラブと事務所
を共にしてまいりました。
事務所の運営等、共に協力
して助け合ってまいりま
したが、今後は倉吉ライオ
ンズクラブ単独で事務所

を運営して行くこととなりました。
　倉吉未来中心は鳥取県中部地区の文化の拠点
で、さらに鳥取県中部はもとより鳥取県全体の
イベント、会議、コンベクション等たくさん行
われる施設です。
　また、先の県民アンケートの結果、県立美術
館の有力な候補地に隣接している鳥取県中心的
施設でもあります。その倉吉未来中心に事務所
を構えることの意義は倉吉ライオンズクラブに
とって大きいものとなるでしょう。合わせて、
倉吉ライオンズクラブ事業活動に対する各方面
からの期待も大きくなるものと考えられます。
　不安、心配が多々あると思いますが会員皆様
の協力・努力で事務所運営を軌道に乗せていき
ましょう。会員皆様よろしくお願いします。

倉吉未来中心に事務所を移転しました
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２月第１例会ゲストスピーチ

県立美術館の建設場所について
㈱新日本海新聞社　中部本社　元代表　佐伯　健二	様

講演を聴いて

テールツイスター
Ｌ 名 越 宗 弘

　中学時代の恩師、多田先生を前にして、理路
整然としたご講演をいただきました。講演の要
旨は、「建設場所は当初県内12か所が示された
が、検討委員会（林田会長）で４か所へ絞られた。
明後日２月10日の委員会で県民5000人の意識調
査（建設場所）の結果が発表され、これで建設
場所は事実上決定となる。委員のメンバーの４
か所の意見を良く読むとマイナス面が沢山書い
てあり専門委員の考えは明らかだ。①鳥取市役
所は移転が前提だが移転反対の訴訟中であり、
埋蔵文化財も懸念される。②砂丘は県民が日常
的に行きにくい場所で、自然公園法上地下に建

設となり建設コストが高い。③北栄は青山コナ
ンと相乗効果があるが、塩害被害が出そう。④
ラグビー場は東西からのアクセス道路の問題以
外ほぼマイナス面がない。5000人の方が専門委
員の意見をしっかりと読めるかどうかがポイン
ト。調査結果は既に出ているが極少人数しか知
らず現状把握していない。マスコミとして情報
をすっぱ抜きたいが本当に分からない。西部の
方が感心を持ってくれれば東部vs中西部とな
るが、少し心配している。ドキドキしながら10
日の発表を待っている。」である。最後に恩師
多田先生の評価は95点!!

空き家問題を考える

Ｌ 藤 田 義 彦

　空き家の問題は先般の例会でお話しさせてい
ただきましたが、突き詰めれば労働問題でもあ
り、特に中山間地の存亡に関わる問題でもある
とお話いたしました。今日は先日に話そびれた
点をあげてみたいと思います。
　一つは活用の問題です。日本の一般常識は木
造住宅は築30年も経過すれば、建物としての
価値はゼロとして取り扱われ、場合によっては
解体費用をも減額されることさえあります。
　しかし、アメリカでは適正なメンテナンスを
して資産として大切にする文化が定着している
ようで、築50年でも資産として取引の対象に
なるようです。

　これは中古物件の方が事前に周辺の居住環境
や不具合の確認をすることができ、新築物件よ
りリスクふが小さいとみられているためで、新
興団地等の建売住宅の場合は、隣地にどんな住
民が住むかや隠れた不具合および地盤の状況等
リスクが大きいとの判断があるようです。
　日本でも中古物件の活用に動きがみられるよ
うですが、不動産業者の情報の囲い込みや染み
ついた使い捨て文化を変えるのは容易ではない
でしょう。
　カギを握ると思われるのは、こまめにメンテ
ナンスして、古くても住み心地の良い次の人に
つなぐ社会的な財産として大切にする文化の醸
成ではないでしょうか。

会員スピーチ（２月第２例会）
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■ ２月第２例会 ２月22日㈬（第1373回）

実出席　81％� メーキャップ後　84％
ドネーション　9,000円
【理事会提案】
１．新事務所について
　経費ならびにレイアウトについて承認され
ました。

２．クラブLCIFコーディネーターの設置について
　設置することが承認されました。

【幹事報告】
１．国際本部よりニュースレター２月号が届き

ました。
２．336複合地区第63回年次大会　呉大会　

本登録のご案内
　〈記念ゴルフ大会〉　　　
◆日　時：2017年５月13日㈯
　　　　　受付／８：00
　　　　　スタート／８：30
◆場　所：郷原カントリークラブ
◆登録料：5,000円（プレイ料は各自負担）

　〈前夜祭〉　　　　　　　　
◆日　時：2017年５月13日㈯

　　　　　　　受付／18：00
　　　　　　　開催／18：30～20：30
◆場　所：クレイトンベイホテル
◆登録料：11,000円

　〈代議員総会・大会式典〉　
　　●日　時：2017年５月14日㈰
　　　　代議員受付　　７：30～８：30
　　　　代議員分科会　９：00～９：45
　　　　代議員総会　　10：00～11：00
　　　　一般登録受付　８：30～11：00
　　　　大会式典　　　11：15～12：45
　　●場　所：呉市総合体育館オークアリーナ
　　●登録料：無料
予備登録（代議員）　
　Ｌ名越勉、Ｌ深田、Ｌ加藤康、Ｌ羽合

３．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①LCIFレター２月分
②ガバナー通信　第３弾
③～100周年記念事業への取り組みについて
～再度のアンケート調査依頼
④2017年夏期YCE受入事業についてならび
に夏期YCE来日生受入のお願い
⑤2016～2017年度夏期�台湾派遣追加募集に
ついて

⑥335-D地区主催「第１回�マスターズセミ
ナー」開催のご案内　

　　日時：2017年３月２日㈭
　　場所：姫路商工会議所
⑦第３回キャビネット会議�議事録�ならびに�
当日配布資料
⑧2017-2018年度役員必携ならびに運営マ
ニュアル第18版の注文について

４．7R-2Z第３回ガバナー諮問委員会並びに
ゾーンレベル会員委員会 報告
　　日時：平成29年２月21日㈫18：30～20：30
　　場所：ホテルセントパレス倉吉
　　協議・報告事項：
①第５回薬物乱用防止啓発活動　実施要領
並びに予算（案）について

　　　承認されました。
②４クラブ親善ゴルフ大会について（ホス
ト：倉吉グレートＬＣ）
7R-1Z・2Z対抗親善チャリティゴルフ大
会と兼ねる。

【日　時】2017年５月21日㈰
【場　所】旭国際浜村温泉ゴルフクラブ
　　　　　湖山コース
【ホスト】鳥取ライオンズクラブ

５．指名委員会
　　日時：平成29年２月23日㈭　18：30～
　　場所：ホテルセントパレス倉吉
６．計画委員会
　　日時：平成29年３月１日㈬　14：30～
　　場所：中部造林ビル２Ｆ

理 事 会 報 告
２月定例理事会 ２月８日・臨時理事会 ２月22日

１．新事務所について
　利用料金について承認されました。

２．2017年　夏期YCE受入事業について
　希望があれば受入れすることに決まりました。

３．㈳倉吉青年会議所「桜ずもう」寄付金につ
いて
　支援することが承認されました。

４．計画委員会より
　今後の例会計画について　
　・３月第１例会　ゲストスピーチ

　講師：樹木医�吉岡�武雄�様
　・３月第２例会　ゲストスピーチ

　講師：倉吉北高等学校長�横山�尚登�様
　承認されました。

事 務 局 だ よ り
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５．こどものみらい古本募金『子供の未来応援
国民運動』について
　事業委員会の事業として取り組むことが承
認されました。

６．第63回336-Ｂ地区ならびに336複合地区
年次大会 議案提出について
　回覧をして、あれば検討して提出すること
が決まりました。

７．地区年次大会登録料の拠出について
　予算の中から支援金を出すことが承認され
ました。

■ ３月第１例会 ３月８日㈬（第1374回）

実出席　81％� メーキャップ後　81％
ドネーション　16,000円� ファイン　600円
【幹事報告】
１．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①こどものみらい古本募金『子供の未来応援
国民運動』についてのお願い
②2016-2017年度上半期ガバナーズ・アワー
ド選考結果のご報告
　【ガバナーズ大賞】
　　6R2Z　総社ライオンズクラブ

「永年にわたる献眼運動の推進と献眼
者芳名お納め式の開催」

　　7R1Z　鳥取いなばライオンズクラブ
「AED街中マップの制作と掲示活動」

③クラブ支部　合同ミーティング　開催のご
案内
日時：2017年４月１日㈯　11：00～14：00
　場所：アークホテル岡山
④『ＧＭＴ会員増強セミナー』開催のご案内
　日時：2017年４月15日㈯　13：30～16：00
　場所：岡山商工会議所
⑤2017～2018年度�地区役員・委員ならびに
クラブ三役名簿データ作成・送信のお願い
⑥キャビネットニュース２月号

２．7R・8R広報委員 Ｌ林　正人より　THE 
LIONTIMES Vol.5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あ
りました。

３．計画委員会より、エキスカーションの日程
が決まりました。
日にち：平成29年６月11日㈰
コース：�とっとり花回廊・緑水園・赤猪岩神

社（南部町方面）
４．倉吉博物館 関本明子様より 倉吉の土天神

の展示のお知らせがありました。
　期日：平成29年３月23日㈭～４月20日㈭
　会場：倉吉淀屋

５．中国電力㈱倉吉電力所より「碧い風」
VOL.89が届きました。　

６．倉吉ライオンズクラブ事務局　新住所と
メールアドレス変更のお知らせ
　〒682-0816　倉吉市駄経寺町212-5
　倉吉未来中心　団体事務局サロン内
　E-mail　oice@kurayoshi-lions.jp
＊TEL・FAX番号は変更ありません。　

LIONS CALENDAR（４月行事予定）

ライオンズカレンダー
４月８・９日㈰　第63回地区年次大会

　　　　　　　岡山シンフォニーホール他
　　12日㈬　４月定例理事会
　　　　　　17：30～　清水庵
　　12日㈬　４月第１例会（花見例会）
　　　　　　18：30～　清水庵
　　26日㈬　４月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉

２月

優しい気持ち事業
・１月25日、例会の後は大雪でした。帰りに雪
にはまった車を助けてあげました…が、その
後、私の車も４回もはまりました。そのたび
に、歩いていた人たちに助けてもらいました。
とてもありがたかったです。
・肩を骨折し、人のやさしさを深く感じました。

世にも不思議なこと（頭の体操）の解答
Ｌ 安 本 大 治

　以前の会報に投書しました二人の共通する事
の解答をします。
　皇太子のご内助　　小和田　雅子
　皇太子弟のご内助　川島　紀子
　まず二人の名前をひらがなに置き換えてみる
ことがポイントです。

　この二人の名前をそれぞれ斜めにして線で交
互結んでみるとこのようになります。

　お 　 わ 　 だ 　 ま 　 さ 　 こ

　か 　 わ 　 し 　 ま 　 き 　こ

　これで二人共相手の名前を使っても自分の名
前になります。

寄稿
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・大雪の事でした。近所の県道に倒れている老
人を助ける事と成りました。事無きを得たの
ですが、後続車の車７～８台、誰一人手伝う
人はいませんでした。驚きました。
・２／11・12日の大雪で、家の裏の除雪が追い
ついていなかった為、スコップ１本で道路の
除雪作業を行いました。車庫から車が出せな
いという事だった為、大変喜ばれました。

ドネーション

ありがとうございました
Ｌ清水　・正月にアクシデントに見舞われ、玄

関引戸リニューアル、他ガラス戸を
防犯ガラスに入れ替えました。

　　　　・吉岡さんの話を聞く機会を得ました。
Ｌ新藤　・快気内祝い。
Ｌ戸﨑　・先日は事務局引越し、お疲れ様でし

た。新しい事務局、バンザーイ!!
Ｌ深田　・引越し作業、おつかれ様でした。
Ｌ山本庄・復帰してから初めてのドネーション

です。
Ｌ中井　・多田先生が先日亡くなった義父の事

を詠んで下さった歌が日本海新聞に
掲載されておりました。多田先生、
ありがとうございます。

Ｌ李　　・前々回の定例会の帰りのこと、ス
タックしてしまった車の救出を井手

添さんに助けてもらいました。あり
がとうございます。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
３月結婚記念日
Ｌ河本　裕 ３月23日� Ｌ山本賢一郎 ３月11日
Ｌ明里　寛 ３月24日

３月生まれの MEMORIAL DAY

輝いていた頃の私

■発行日　第４水曜日（第２例会）

1980年８月（高３）、高知
インターハイ（卓球）に向
かう瀬戸内フェリー（瀬戸
大橋はまだ）の船上での記
念写真。
Ｌ名越宗弘（Ｓ38. ３. ２生）

タイトルが「すでに終わった
人」みたいでさみしいです。
私はいつも「輝いている人」
でいられるよう頑張りたいと
思います。第36回全日本ト
ライアスロン皆生大会の写真
です。制限時間６秒前感動の
ゴールを果たしました。
Ｌ中井修二郎（Ｓ41.3.31生）

　２月11日、鳥取出身の漫画家、谷口ジロー
さんが、他界されました。谷口ジローさんは、
倉吉を舞台にした漫画「遙かな町へ」が有名で
すが、全国的には「孤独のグルメ」も有名な
作品です。「孤独のグルメ」は、2012年よりテ
レビ東京制作で連続ドラマ化されており、現在
シーズン６が制作されています。このドラマに
登場したレストランを巡ることを、ネットでは、
「聖地巡礼」と言います。
　2015年に放映された「孤独のグルメ」シー
ズン５第五話では、台湾の台北市を舞台にした

ドラマでした。２月17日、ＡＮＡのＳＦＣを
取得した事もあり、妻と２人で台北市に行く計
画をしていましたので、急遽、聖地巡礼をして
来ました。台北市は、何処に行っても親日的で、
言葉に困ることもありませんでした。PM2.5を
除くと、気候も良く、食べ物がとにかく美味し
かったです。
　今年11月に開催される、第56回OSEALフォー
ラムは、台南で行われます。私も、台湾にもう
一度行きた
いです。皆
さん、一緒
にフォーラ
ムに行きま
しょう。

》次回はＬ山本賢一郎にリレーします

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…

聖地巡礼
Ｌ 井手添　誠

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


