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■ 国際協会モットー
　 We Serve“われわれは奉仕する”
■ 地区ACT.スローガン
　 地域に寄り添い
　 未来に繋げる新たな挑戦

■ 地区ガバナー・スローガン
　 調和と融合　明るく・楽しく・元気よく
■ 会長スローガン
　 相互理解で深める絆、
　 そして、We Serve
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月見例会� 10月12日㈬　日本料理　飛鳥

　去る10月12日（水）に、「日本料理 飛鳥」さん
において月見例会が開催されました。今年度に
入って初めての夜例会です。
　例会終了後に本田計画委員長の司会進行のも
と、東田会長のあいさつと乾杯のご発声で懇親会
が始まり、笑顔が溢れるいつもどおりの我らが倉
吉ライオンズクラブの懇親会が進行していきま
した。最後に明里第一副会長の閉会あいさつとラ
イオンズローアで閉会。いつもと変わらない懇親
会でしたが、８月に開催される予定であった納涼
例会が新型コロナウイルス感染症の影響により
中止になったこともあり、ひと際楽しい懇親会で
あったように感じました。美味しい食事とお酒を
いただきながら会話を楽しむ。コロナ禍ではあり
ますが、なんとか夜例会が開催されたこと、大変
嬉しく思います。
　今後も変わらず夜例会が開催されることを心
より祈っております。

月見例会

Ｌ 高 田 充 征
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国際平和ポスター・コンテスト作品展
10月11日㈫～18日㈫　倉吉未来中心アトリウム

　２ゾーンのライオンズ国際平和ポスター・コン
テスト作品展示をグレートライオンズクラブホ
ストにより、2022年10月11日から10月18日まで倉
吉未来中心で開催しました。４クラブ合計は36枚
のポスターが展示されました。
　国際平和ポスター・コンテストは国際協会が募
集しており、今年で35回目になります。テーマ『思
いやりのあるリーダーになろう』のもと〝子供た
ちにとって平和とは何を意味するのかを独創的
に表現し、独自のビジョンを世界の人々と分かち
合おう“という目標を掲げ11 ～ 13歳の生徒を対象
に行われます。
　今年度、倉吉ライオンズクラブからは社小学校
より応募いただき９月第２例会で最優秀賞、優秀
賞を決定し、展示いたしました。この２点は他
クラブ選出の作品とともにゾーンより地区ガバ
ナーに送られた後、複合地区、国際本部へと選ば
れていきます。この度の作品がどこまで上がって
いくのか楽しみです。

国際平和ポスター
作品展

事業委員会　委員長
Ｌ 北 中 彰 拡

倉吉LC最優秀賞
倉吉市立社小学校
田中 莉奈さん（６年）

倉吉LC優秀賞
倉吉市立社小学校
西村 歩羽さん（６年）

相互理解で深める絆、そして、We Serve
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４クラブ合同献血奉仕アクティビティ
10月30日㈰　倉吉未来中心アトリウム

　去る10月30日（日）倉吉未来中心にて４クラブ
合同アクティビティ献血が行われました。
　この度は58名受付で54名が合格、献血をしてい
ただきました。たくさんの方に協力していただ
き、献血センターの方々も喜んでおられました。
　私の知人も先日、術後の経過が悪く、吐血、下
血となり、緊急輸血をされました。本人様ももう
これで終わりかなと思ったと言っておられまし
た。輸血のお蔭で大事な命が救われました。献血
により１人でも多くの命が助かり、喜んでいただ
ける事が目的です。もっともっとたくさんの方に
協力していただけたら嬉しいです。
　最後に各クラブより参加された方にも感謝し、
次回はもっとたくさんの方に協力していただけ
る事を願います。
　皆様、お疲れ様でした。

皆さん、献血に
協力しましょう!!

Ｌ 羽 合 江 美
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『鉄道のお話　その２』
　山陰地方では、1902年（明治35年）11月１日
境～御来屋間が山陰地方では初めて鉄道が開業
しました。今年の11月１日に開業120周年を迎え
ました。
　日本の鉄道は明治５年（1872）に新橋駅－横
浜駅間で開業しました。しかし山陰地方に来た
のはそれから30年後、やっと最初の鉄道が境～
御来屋間に開通（1902年）するなどまだまだ近
代化が遅れていました、その10年後、明治45年

（1912）山陰線が全線開通します。このことは京
都まで座って移動できるだけでなく、物資の運
搬や情報などが都会と結ばれ、山陰発展の大き
な起点となりました。
　ちなみに、境～御来屋間は、１日４往復あり、
乗る定員は50名の車両でした。

　運賃は、境～米子間は、二等席で三十二銭、
三等席で十八銭でした。当時の米の一升（約1.5㎏）
が十銭のようですので、結構な値段がしていま
したが、当時は常に満席だったようです。
　単なる移動手段にとどまらず、人々の夢や
希望も乗せて走り続ける鉄道という言葉があり 
ます。
　たまには、普通列車に駅弁を持ち込み山陰沿
線の車窓を眺めながらの列車旅をして、心のリ
フレッシュをしてみてはいかがでしょうか。

PRESIDENT CORNER

今月の会長コーナー� L 東 田 幸 一

事務局だより
Ｌ小山　・ 久しぶりにマイクロバスを運転しまし

た。楽しかったです。
Ｌ名越宗・ 鳥取県産業振興功労の表彰状を10月26

日にいただきました。
Ｌ松井　・ 傘寿のお祝いコンペありがとうござい

ました。初の県外遠征ゴルフ楽しかっ
たです。

　　　　・ウオーキングお疲れ様でした。
　　　　　 会長杯ゴルフコンペ、楽しかったです。

ありがとう。
Ｌ戸﨑　・ 福高祭、晴天の中、開催することがで

きました。ありがとうございます。
　　　　・ ふるさと再発見ウオーク、秋晴れで楽

しかったです。
Ｌ深田　・松葉ガニ解禁しました。
　　　　・ 地区リーダー研修会、山下さん、明里

さん、参加ありがとうございました。
Ｌ加藤康・ 昨日の会長杯ゴルフコンペで、ドラコ

ン賞をゲットしました。順位は残念な
がら9位でした。

Ｌ羽合　・ 浦木会計、昨日は優勝おめでとうござ
います。奇跡がおきましたネ。メンバー

の皆さんもお疲れ様でした。美味しい
お酒が飲めました。

Ｌ本田　・ 日野ボランティア・ネットワーク森本様、
本日はご講演、宜しくお願いします。

Ｌ杉本　・ 先日はふるさと再発見お散歩ウオーク
で山奥の高城まで来て下さって、あり
がとうございました。地元の私も知ら
ない事があり、参加させて頂き、あり
がたかったです♡筋肉痛にならなくて
よかったです！！

Ｌ浦木　・ 昨日、行なわれた会長杯ゴルフコンペ
で優勝させていただきました。申し訳
ありません。お世話していただいたL
山下、L北中、ありがとうございました。
一緒にラウンドしていただいたL山下、
L武村、L山田、ご迷惑をおかけしまし
た。

Ｌ北中　・ お散歩ウオークin高城、無事に開催で
きました。多くのメンバーの皆様のご
参加とご協力ありがとうございました。

Ｌ武村　・ 先日の母の葬儀では、皆様からご心配
をいただき有難うございました。

山陰地方最古の
駅舎、御来屋駅

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
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■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

12月� 7日（水）
17：30～

ホテルセント
パレス倉吉

12月定例理事会

12月� 7日（水）
18：00～

ホテルセント
パレス倉吉

12月第１例会
（創立記念例会）

12月�13日（火）
18：30～

日本料理
飛鳥

第6回会報委員会

12月�17日（土）
18：00～

ホテルセント
パレス倉吉

12月第２例会
（クリスマス家族
例会）

子どもが元気すぎる～
　 長 芋 針山を登り
切った先にあったの
は、大きな遊具のあ
る芝生の広場。自然
が豊かで空気がきれ
い。のびのび遊べる場所がたくさんある鳥取県中部
の子どもたちは、飛んだり、跳ねたり、走ったり。あっ
ちへこっちへ駆けまわる。それに付き合う大人たち
はへとへとへっとり疲れ顔。そのパワフルさに、じ
ろべえとごくべえが「大変そう～」と同情していると、
ごくべえのつのをそーっと狙う手が…。１人がガシッ
とつかむやいなや、まるで地獄に垂れてきた１本の
蜘蛛の糸に群がる亡者のように、「わたしも」「ぼくも」
と飛びついていく。「いてー！　つのだけは勘弁して
くれ～」　逃げ回るごくべえを見て、「こりゃぁ、地
獄の亡者を相手にしている方がよっぽど楽だぜ…」
とガタガタ震えるじろべえ。鬼も逃げ出す元気の良
さは～、くらよしの将来を明るく照らす～。子ども
が元気すぎるまちへ、ようこそ、ようこそ。

LIONS CALENDAR BIRTHDAY MEMORIAL

COVER PHOTO

ライオンズカレンダー 11月誕生記念� 18歳のわたし

表紙「くらよし地獄巡り」

　高校は単身東京の高校に
進学しました。人生の一番
の青春時期を東京で一人や
り放題。相模湖へバイクで
仲間とツーリングの思い出
の写真です。

L 新 藤 祐 一 � 昭和31年11月30日生

　東日本大震災では、地震より津波の被害がクロー
ズアップされました。少し前まで日本海側では津波
の被害はないだろうと言われてきましたが、鳥取県
沖に断層があることが分かってきました。県は平成
24年に島根大学の協力を得て地盤調査を行いました。
その結果、米子空港周辺と北栄町で江戸時代の地層
に津波由来の可能性のある堆積物が見つかりました。
鳥取県でも津波の被害があったのです。波関は津波
が止まった坂との説もあります。日本海沖で地震が
発生した場合、早い場合は５分で津波が到達し、最
大８mの津波が来ると予想されています。津波に対
しても準備が必要です。 M.I.

DISASTER PREVENTION

防災コーナー� 津波の話


