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倉吉ライオンズ
クラブの60年

Ｌ 名 越 　 勉

　倉吉ライオンズクラブは、1959年12月９日に、
鳥取ＬＣをスポンサーとして、呱々の声を挙
げ、翌1960年９月24日に認証状伝達式を挙行し
ました。
　式典は、倉吉市議会議場で行われ、当時の
302-W地区（西日本）内一円から300名を超え
る先輩クラブのメンバーの参加を得て、盛大に
挙行されました。式典終了後、会員は市中パ
レードも行い市民の熱烈な歓迎を受けたと伝え
られています。
　爾来60年、時代も変わり、クラブ会員の顔ぶ
れも変わりましたが、クラブ創設当時の高い理
想と熱い情熱はいささかも変わることなく、現
在に引き継がれており、誠に頼もしい限りで

す。
　私事になりまして恐縮ですが、私が入会を許
されたのは、認証状伝達式の９ヶ月後のこと
です。７人一緒の入会でしたので、“粗製乱造”
と言う心無いブラックジョークも囁かれたとか
聞きましたが、７人は心を合わせてライオニズ
ム高揚のために頑張りました。その中の一人で
ある私は、心ならずも幸運に恵まれ、国際理事
まで務めさせていただきました。この間、つら
い目にも遭いましたが、良い目に会ったことも
多く、たくさんのメンバーに支えられて、今日
に至っています。ライオンズに育てられた人生
と言えるかも知れません。感謝の念で一杯です。
　幸いにも健康
にも恵まれてお
り、何かお役に
立てるのではな
いかと思ってい
ますので、遠慮
なくご利用くだ
さい。

認証60周年を記念して
～あの頃の倉吉ライオンズクラブ～

1960.9.24倉吉LCチャーターナイトパレード1960.9.24倉吉LCチャーターナイト上井駅出迎え

1970.9.24倉吉LCチャーターナイト10周年記念大会1965.9.24倉吉LCチャーターナイト５周年記念大会
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周年記念事業と
植樹

Ｌ 秋 藤 宏 之

　30年のメタセコイア、40年のポプラ、50年の
サクラと記念アクティビティとして植栽されて
きた。
　メタセコイアは、恩師遠山正瑛先生と元会員
石田敏光に負うところが大きい。
　先生との出会いは、学生時代、鳥取砂丘の緑
化にポプラを挿木したことに始まり、2004年97
才で亡くなられるまで多くのことに指導を受け
た。
　メタセコイアは、先生提唱の「世界平和の森

づくり運動」に賛同して「世界平和の森」発祥
の地を倉吉にと、石田委員長のもと30年生の樹
を打吹山の麓倉吉陸上競技場山側に植栽した。
　メタセコイアは、実在しない化石植物として
日本各地で発掘されていたが、1946年中国四川
省で老木が発見され、採種された種子がアメリ
カで育てられ、その苗木100本が日本に送られ、
日中米三国を結ぶ「平和の木」として植えられ
た。成長が早く、５年間で7.5mも成長し、そ
の小枝の挿木が年々何万本と全国に植栽されて
いる。そのうちの１本が倉吉農高祥雲寮前にあ
る。また、我が家には、遠山先生からいただい
た、三木茂著メタセコイア（生ける化石植物）
がある。

2020.12.12倉吉LC認証60周年記念整備事業

倉吉LC認証30周年記念メタセコイア植樹



4

LIONS KURAYOSHI

回顧

Ｌ 藤 田 義 彦

　私が倉吉ライオンズクラブに入会したのは、
39年前の昭和57年です。そのときの心境は、

「えらいところに入ったなぁ」でした。当時の
クラブ運営はとても厳格で、例会は張りつめた
緊張感があり、私にとってはまるで別世界でし
た。
　そのころは、場違い感に苛まれ退会の口実を
考える日々でしたが、奉仕活動に参加する中で
徐々に先輩方にも馴染んで、何となく流れに任

せて経過しました。
　その後、身の回りの変化もあり、入会して30
年を節目に、ぼつぼつライオンズライフの卒業
を考えるようになりました。
　折しも当クラブの創立50周年が迫っておりま
したので、これを期に終止符を打つべく実行委
員長をお引き受けすることとしました。
　記念事業は100周年につなげる事業として、
陸上競技場に桜を植えましたが、競技場に葉が
散って競技に支障があるとのことで、大幅に本
数を減らされたことが今でも残念に思っていま
す。
　この頃は、成年後見を中心にささやかながら
社会貢献に努めておりますが、これがライオン
ズスピリットから学んだ私の財産です。

倉吉LC認証50周年記念桜植樹
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私の好きなワンちゃん
Ｌ 名 越 宗 弘

　右が白（はく）君で左が千（せん）ちゃん、
ミニチュアシュナウザーです。
　まさか一緒に寝るなんて想像もしていません
でしたが毎晩同じベッドで寝ております。
　以前（私が小中高の頃？）我が家には柴犬（ち
お）がいて、家の通用口に寝床があり、餌は人
間の食べ残しでした。
　犬を家に上げるなんて想像もしていなかった
けど、私が出した条件は一つだけ、「毛が抜け
ない犬」でした。
　コロナ禍では癒しになり、良い会話相手に
なってくれます。

私の好きな●●私の好きな●●私の好きな●● 会員リレー

　会員の皆さんの好きな●●を紹介します。

　妻にとっても健
康ウオーク（犬に
は散歩）に好都合
で、妻が動物大好
きとは結婚後も知
りませんでした。
　ところで千の誕
生日は私と同じ３月２日で、先日７歳になり「お
ばちゃん犬」の仲間入りです。
　お兄ちゃんの白も歯が抜け始めるし、「次」
を考えないと「ペットロス」が恐ろしい毎日で
す（笑い）。

私の好きな食べ物
Ｌ 東 田 幸 一

　コロナ禍の中、自粛をしながら、コロナ撲滅
もしくは。Withコロナどうすればよいのか、答
えをいまだに見いだせていない東田です。奥様

LIONS CALENDAR（４月行事予定）

ライオンズカレンダー
４月14日㈬　４月定例理事会
　　　　　　17：30～　日本料理　飛鳥
　　14日㈬　４月第１例会
　　　　　　18：30～　日本料理　飛鳥
　　28日㈬　４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秋藤　・60年の歳月を越え、ダイヤモンド婚

を迎えました。皆さんに感謝したい
と思います。

Ｌ清水　・猪対策完成しました。上半期皆出席
者表彰を頂いて。

Ｌ北村　・皆出席表彰していただきまして。
　　　　・娘と家内が車を買い換えました。二

人共、大変御満足のようです。
Ｌ多田　・上半期皆出席、ありがとうございま

した。
Ｌ井手添・上半期皆出席、ありがとうございま

した。
　　　　・会員スピーチさせていただきます。

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り

「倉吉市役所」の話をします。よろ
しくお願いします。

Ｌ深田　・上期皆出席賞をいただきました。
Ｌ加藤康・父の葬儀に際しまして、皆様の温か

いお心遣い、本当にありがとうござ
いました。

Ｌ山本庄・ネクタイを忘れて、ごめんなさい。
Ｌ本田　・12月末に全日本コーヒー商工組合連

合会が主催するコーヒーインストラ
クター２級に合格しました。これか
らも極めていきたいです。

Ｌ山田　・井手添さんのスピーチを楽しみにし
ております。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
２月誕生記念
Ｌ山本庄英 ２月21日 Ｌ森　耕生　 ２月15日
Ｌ浦木純二 ２月13日
３月誕生記念
Ｌ名越宗弘 ３月２日 Ｌ中井修二郎 ３月31日
Ｌ高田充征 ３月27日 Ｌ杉本友子 　３月29日
Ｌ江原　剛 ３月４日
３月結婚記念
Ｌ河本　裕 ３月23日 Ｌ山本賢一郎 ３月11日
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が医療従事者のため、家族
全員で県外、外食、集団へ
の参加も出来ず、自分は、
我慢という言葉を排除し
て、今できる事、何をすべ
きかを考え、日々を過ごし
ています。今のところ３月
末までは、ライオンズ活動
に参加をできませんが、ご
理解を頂けますと幸いで
ございます
　今回のお題の好きなも
のから逸脱をしてしまい
ました前置きから戻しま
すと、鉄道関連はもちろんのことですが、今更
なので、食べ物で行きます。
　ズバリ、だし巻き卵とハンバーグです。だし
巻き卵は、大根おろしを添えて、軽く醤油たら
していただきますと、至福のひと時、お酒が欲
しくなる一品ですね。
　ハンバーグは、ミンチを使うのではなく、肉
を包丁で刻んで作ると、肉肉しいハンバーグに
なり、炒めた後の肉汁を使って、ソースを作り、
ハンバーグにかけると、ワインとの相性抜群の
一品になります。たまりません。

私の好きなゴルフ???
Ｌ 羽 合 江 美

　私にはこれと言ってなんの趣味もありませ
ん。振り返ってみると仕事も私生活も同じ事の
繰り返しで今より快適にどうしたら生活できる
のかなあーと考えるようになりました。
　仲間の支えがあり今をこうして暮らしている
事に感謝しています。

　今年の正月、毎年恒例の
新年の挨拶で飲んでいた時
の事です。
　Ｌ加藤康彦が、Re.Emiの
コンペをしようと言いだし
たのです。
　全く素人の私は、今必死
で毎日雨の日も雪の日も灘
手ゴルフセンターに練習に

通っています。全くうまくなりません。これは
私の性格のせいでしょう、努力が足りないので
す。
　皆に迷惑がかからない様になんとかついて行
きたいと思います。
　そしてこれを機に練習を続けて趣味はゴル
フと言えるようになりたいです。３月26日は、
ラウンド頑張ってきます。

私の好きなランニング
Ｌ 中井修二郎

　NHK・BSで『ふらっとあの街 旅ラン10キロ』
という番組がありまして、旅ランナーが気の向
くままに10キロ程を走って、走るからこそ見
えてくる街の魅力を紹介しています。これはい
いなぁと私も毎朝10キロのランニングをしな
がら、自分の住んでいる街の風景や季節の移り
変わりを撮っては、ランニングデータと一緒に
SNSにUPしています。
「毎日走って楽しいの？」以前人にそう嘲笑わ
れた事もあるのですが、馬鹿をおっしゃい、登
山家のジョージ・マロリーは「あなたはどうし
てエベレストに登りたいのか？」と問われてこ
う答えています。"Because it’s there"。そうです、
人はなぜ山に登るのか。そこに山があるから…。
いや違う。山には頂上があることを知っている
からさ、だろ。(やかましいわ)
　そんなわけで、人はなぜ走るのか？いやもう
それはいい。速いかどうか、それも大した問題
ではない。走り続ける事だけが生きる事だと
唄ったのは、Ｂ・スプリングスティーンだった
でしょうか。私は明日も走ります、この小さな
街を。井の中の蛙大
海を知らず、されど
空の青さを知る。で
はまた。
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