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ガバナー公式訪問� 9月8日㈭　倉吉シティホテル

　９月８日（木）に、336-B地区７R- ２Z 「ガバナー
公式訪問懇談会」が、倉吉シティホテルにて開催
されました。
　本年度は、鳥取LC所属の西尾憤ー地区ガバナー
の公式訪問です。
15時30分より開催され、名越元国際理事、地区ガ
バナー・キャビネット幹事・キャビネット会計、
７Rより出向されている各委員、４クラブ理事・
事務局の総勢35名の出席があり、地区ガバナーの
方針と各クラブの方針の説明などの意見交換が
ありました。
　ガバナーの重点取り組みとして、会員増強・地
域との繋がりの強化・LCIFの支援・楽しいクラ
ブを作るの４点を挙げられておられました。
　本年度、倉吉LCは１名の新規入会を目標とし
ております。
　より楽しいクラブ作りが、会員増強につながる
と思います。
　盛り上がっていきましょう。

ガバナー公式
訪問

Ｌ 浦 木 純 二
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９月第２例会スピーチ� 9月28日㈬　ホテルセントパレス倉吉

　倉吉LCに所属してから４年目にして、初めて
会員スピーチをさせていただきました。
　その時もお話ししましたが、使用した資料はも
ともと弊社に業務体験にいらっしゃる中学生へ
向け、弊社と業界が説明できればと思い作った資
料です。今から５～６年前に作りました。ここ
数年はコロナ禍で体験学習が中止になっていて、

しばらく資料は塩漬けとなっていましたが、この
ような機会をいただきましたので、久しぶりに手
を加えてみようという気になり、動画なども入れ
て、あと数年はこのままでも使えそうだなと安心
しております。
　リハーサルした時はちょうど30分くらいで説
明できたので、ご迷惑は掛けないだろうと高を
括っておりましたが、いざ始まると15分しかなく
焦りました。ですが、重要な部分はほぼお伝えで
きたと思います。
　かなり早口でのご説明となりましたので、お聞
き苦しいスピーチとなってしまいましたことを
お詫び申し上げます。

会員スピーチ

Ｌ 山 田 友 博

倉吉LC親睦ゴルフコンペ� 9月27日㈫　東児が丘マリンヒルズG.C.

　倉吉LC親睦ゴルフコンペに今回初参加させて
いただきました。L松井實の傘寿のお祝いを兼ね
た記念コンペということで、岡山県の東児が丘マ
リンヒルズゴルフクラブというなかなか行く事の
できない瀬戸内海が見下ろせる素敵な景色の場所
での開催でした。参加人数は12人で早朝５時半に
集合の流通さんのバスにて出発しましたが行きは
かなりの雨の中天候を心配しておりましたが、到
着してスタート時はそれほどでもなかった雨脚が
お昼にかけて激しくなり、雷も鳴りゴルフ場側か
らプレー中断の知らせがあり、プレー続行の連
絡があるまでレストランにて過ごしてましたが、 
L松井のお祝いを祝すように雨は止み終盤には晴
れ間ものぞき無事に参加者全員がプレーを終了す
ることができました。その松井さんなんと89とい
う凄いスコア！これからもお元気にお過ごしくだ

さい。そしてコンペの結果ですが、なんと私武村
が見事に初参戦、初優勝をさせていただき倉吉ラ
イオンズに入会してからの良いスタートができま
した。また来月は会長杯があるようなので２連覇
目指して頑張ります！

倉吉LC親睦ゴルフ
コンペに参加して

Ｌ 武 村 俊 樹

相互理解で深める絆、そして、We Serve
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ライオンズデーの奉仕作業� 10月4日㈫　法華寺畑遺跡歴史公園整備事業

　今年度もライオンズデーの奉仕作業を10月4日
に倉吉ライオンズクラブのメンバー、社老人クラ
ブ協議会、そして倉吉市文化財課の皆さん総勢60
人で伯耆国庁跡と法華寺畑遺跡の清掃を実施し

ました。
　皆さん、手順は慣れたものでスムーズに進み、
きれいになり、大変爽やかな気持ちで、後のビー
ルがより美味く感じられました。
　今回は新たに遺跡内の溝をきれいにしようと
いう作業が加わりましたが、これがなかなかの作
業だったようで、担当された方はかなりの労力を
使って体力も消耗されたのではないでしょうか。
本当に御苦労様でした。これについては後日、文
化財課の方より「大変丁寧な作業をしていただ
き、本当に有難う御座いました。とてもきれいに
なって喜んでおります。」とわざわざ連絡が入っ

ライオンズデー

Ｌ 北 村 龍一郎
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『鉄道のお話　その１』
　10月14日は鉄道記念日になります。
　1872年（明治５年）10月14日に、日本初の鉄
道が新橋・横浜間に開業しました。
　今年で鉄道開業150年を迎えます。鉄道記念日
は、日本国有鉄道が1922年（大正11年）に「鉄
道記念日」として制定しました。
　詳しくは、1872年（明治５年）10月14日（旧暦
９月12日）、新橋駅（後の汐留貨物駅、現：廃止）
～横浜駅（現：根岸線桜木町駅）を結んだ日本
初の鉄道が開業しました。
　また、1921年（大正10年）10月14日に鉄道開
業50周年を記念して東京駅の丸の内北口に鉄道
博物館（初代）が開館したことを記念したもの
でもあるようです。

　JR発足後の1994年（平成６年）からは運輸省（現：
国土交通省）の提案で「鉄道の日」と改称され、JR
グループ以外の民間鉄道の記念日にもなりました。
　開業して150年高速鉄道網が全国各地に展開
をしています。営業運転速度も今や最高スピー
ドは時速320キロ（東北新幹線はやぶさE ５系＋ 
こまちE ６系）騒音対策で一部の区間になります
が、まだまだスピードの追及は続いています。
　リニア中央新幹線が開業すれば、営業運転の
最高スピード
が一気に上が
ります。

（時速505キロ）

PRESIDENT CORNER

今月の会長コーナー� L 東 田 幸 一

事務局だより
Ｌ北村　・特に何もないですが、なんか楽しくて。
Ｌ戸﨑　・ 例会で皆さんの顔が見れて嬉しいで

す。新入会員のL中村、L武村の顔も
見れました。今年も10月23日福高祭、
開催致します。

　　　　・ライオンズデー、お疲れ様でした。
　　　　・ 10月23日福高祭を開催いたします。皆

様、お待ちしております。
Ｌ井手添・ 9月27日に4回目の新型コロナワクチン

接種に行きました。その後、松江市に
山下達郎コンサートに行ってきまし
た。久しぶりのコンサートでしたが、
会場でL○○に会いました。

Ｌ深田　・例会久しぶりで楽しみでした。
　　　　・久しぶりの夜例会、楽しみです。
Ｌ羽合　・ L松井の傘寿コンペ、お疲れ様でした。

懇親会、楽しかったですね。
Ｌ明里　・ この度は、父の葬儀にあたりまして、

皆様からの心温まるご配慮、誠にあり
がとうございました。

Ｌ本田　・ライオンズデーお疲れ様でした。
Ｌ高田　・ 久しぶりの月見例会、大変嬉しく思い

ます。
Ｌ山田　・ 今日はスピーチさせていただきます。

宜しくお願いします。
Ｌ北中　・ ライオンズデーご参加ありがとうござ

いました。
　　　　・ 11月３日のウオーキング参加者も20日

まで受け付けてますので、お声掛けよ
ろしくお願いします。

Ｌ武村　・ 倉吉ライオンズゴルフコンペにて初参
加で初優勝できました！！

ていたそうです。疲れたかいがあったというもの
だと思います。
　法華寺畑遺跡が倉吉の大切な文化財としてい
つもきれいに整備され、より市民が愛して誇れる

施設となるよう倉吉ライオンズクラブも少しで
はありますが、協力できる喜びを感じながらの
奉仕作業で楽しい一日を過ごさせていただきま 
した。

相互理解で深める絆、そして、We Serve
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会長／東田 幸一　幹事／山田 友博　会報委員長／杉本 友子
■発　行／倉吉ライオンズクラブ

■例会日／第2・第4水曜日　
■例会場／ホテルセントパレス倉吉
■事務局／
　〒６８２-０８１６ 鳥取県倉吉市駄経寺町２１２-５ 
　鳥取県立倉吉未来中心（団体事務局サロン内）
　ＴＥＬ. ０８５８-２４-６８８１　
　ＦＡＸ. ０８５８-２４-６８８２　
　E-mail. office@kurayoshi-|ions.jp

http://kurayoshi-lions.jp
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日　時 会　場 内　容

11月� 3日（木）
８：00～

倉吉市
高城地区

ふるさと再発見
お散歩ウオーク
in高城

11月� 9日（水）
12：15～

ホテルセント
パレス倉吉

11月第１例会

11月� 9日（水）
13：20～

ホテルセント
パレス倉吉

11月定例理事会

11月�16日（水）
12：00～

日本料理
飛鳥

第５回会報委員会

11月18日（金） 未定 第５回計画委員会

11月�24日（木）
12：15～

ホテルセント
パレス倉吉

11月第２例会

長芋針山
　打吹山で、母を待
つ子どもたちの姿に
心打たれたじろべえ
とごくべえ。涙をぬ
ぐい、前へ進むぞと
顔を上げると、そこには、細長い茶色の棒が無数に
並び立つ山が。「こ、これはまるで針山地獄じゃねぇ
か！」とじろべえ。「こんなところに針山があるわけ
ねぇだろ」とごくべえ。所せましとそそり立つのは、
鳥取特産・砂丘長芋。鳥取県中部の砂地で丁寧に
育てられた長芋は、まっすぐきれいに伸びて味も最
高！　恐る恐る登り始めたごくべえも、1本かじった
瞬間に「おぉ、シャキッとみずみずしい！」と大喜び。
砂地から、農家のおじさんひょっこり出てきて「こ
んな食べ方もあるぞ～」と長芋をすって流してくれ
た。じろべえは「ネバ～ギブアップ！」と、真っ白
なとろろ川と “にらめっこ”ならぬ“ねばりっこ”してい
たけれど、結局、トロトロ流された。食べれば元気
モリモリの長芋針山へ、ようこそ、ようこそ。

LIONS CALENDAR BIRTHDAY MEMORIAL

COVER PHOTO

ライオンズカレンダー 10月誕生記念� 18歳のわたし

表紙「くらよし地獄巡り」

　高校時代の写真。夢もあったし、
髪もあった。今の私に分けて下 
さい。

L 穴 田 　 守 � 昭和30年10月18日生

　高校３年生の写真です。体重
は今よりも20kg少なかったです。

L 山 田 友 博 � 昭和51年10月15日生

　2011年3月11日に東日本大震災が発生しました。東
北地方に壊滅的な被害をもたらしましたが、この西日
本にも同規模の地震が発生する可能性があります。そ
れが、東南海大地震です。東海と南海に分かれて発
生しているようですが、同時に発生した時期もありま
す。歴史をさかのぼってみると、近年では100年周期
の発生が確認されています。厄介な事に、東日本大震
災が発生する前に日本海側の新潟で地震がおきたよう
に、南海地震が発生する前には九州北部と山陰地方で
地震が発生しています。1943年に鳥取地震がありまし
たが、その後東南海で地震が続きました。2016年に熊
本と鳥取県中部で地震が
ありましたが、地盤のひ
ずみはまだ収まっていな
い事が話題になっていま
す。もっと大きい地震の
発生が、山陰地方で発生
することが危惧されてい
ます。昭和南海地震から
もうすぐ80年、山陰地震
はいつおきても不思議は
ありません。 M.I.

DISASTER PREVENTION

防災コーナー� 地震の話


