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 幹　　事 （敬称略）
担当部門 総括幹事 幹　　事

広　　報 上口　敦弘 鳥取市（兼）
松田　賢一 倉吉市　　本田　元子 米子市（兼）
能島　訓子 鳥取市　　橋谷　一義 東伯郡
東　　　巧 米子市

催　　事 米澤　道隆 鳥取市（兼）
福田　　豊 鳥取市　　河本　　純 倉吉市
村上　孝子 境港市（兼）

鳥 取 学
出前講座 井関　宏介 鳥取市 前田千恵子 秋田県　　本田　元子 米子市（兼）

森田　征子 米子市　　田中　伸彦 鳥取市（兼）

郷土芸能 川島　清春 鳥取市 海部　栄子 鳥取市　　河上　　勲 日野郡

組　　織 岡田　信吾 東伯郡
南部真知子 鳥取市　　立光　　斉 倉吉市
安田　壽昭 倉吉市　　河上　　勲 日野郡（兼）

会　　計 米澤　澄江 鳥取市 田中　伸彦 鳥取市

事 務 局 髙塚　　徹 米子市（兼） 村上　孝子 境港市　　米澤　道隆 鳥取市（兼）

（注） 　　　 の方は、新任となります。

 役　　員　（敬称略）
役　　職 氏　　　名（出身地）

名誉会長 高野　泰明 鳥取市

会　　長 福山　琢磨 倉吉市

副 会 長 本田　元子 米子市　　米澤　道隆 鳥取市　　上口　敦弘 鳥取市

幹 事 長 髙塚　　徹 米子市

監　　事 坂根　清明 倉吉市　　遠谷　　茂 西伯郡

参　　与 中原美由紀 鳥取市（鳥取県関西本部長）　澤　　志郎 岩美郡（県政顧問） 

顧　　問 木下　善博 日野郡　　藤縄　啓一 鳥取市　　三原健太郎 西伯郡

◆「とっとりのカニ漁期」　鳥取県はカニの水揚げ量日本一、鳥取を代表する冬の味覚の漁期は「ベニズワイガニ」が９月から、「松
葉がに（ズワイガニの雄）」・「親がに（ズワイガニの雌）」が11月から、「若松葉がに」が翌年1月からとそれぞれ定められています。

大阪鳥取県人会 平成30年度 定期総会開催
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鳥取ゆかりの店食べ歩きシリーズ（第21回）

北浜「郷音（さとね）」で
お魚三昧の特別ランチコースを！
　おいしい料理と中之島を見下ろす眺望抜群のお
店です。
　店主の白岩さん（県人会員・八頭郡ご出身）に
腕をふるっていただきます。

詳細は同封の開催案内をご覧ください

日　時：平成30年11月10日㈯　12時～13時30分
会　場：「郷音」（中央区北浜）

　大阪鳥取県人会の平成30年度定期総
会が、８月25日（土）10時より、リー
ガロイヤルホテル「楓の間」で開催さ
れました。
　司会の高塚幹事長の発声で物故会員
に黙とうを捧げたあと、福山会長が「昨
年度は多くの催事を順調に実行するこ
とができた。今年度もさらに活動の充
実を図りたい」と挨拶して議長席に着

き、議事に入りました。
　「役員・幹事体制」については、
①参与に中原美由紀氏が就任する（鳥取県関西本
部長交代による）
②郷土芸能担当総括幹事に川島清春氏、
　幹事に海部栄子氏が就任する（役割交代による）
③広報担当幹事に東巧氏が就任する
④副会長の和田澄子氏、顧問の藤縄健一氏、催事
担当幹事の前田茂好が退任する（ご逝去による）
⑤顧問の皿井昭子氏が退任する（退会による）
　　　　　　　ことが承認されました。

　全ての議案審議が終了した後、
新体制の役員・幹事が紹介され、
中原新参与の挨拶に続き、新入会
員の自己紹介と記念写真撮影が行
われ、大阪鳥取県人会の益々の発
展を期して閉会しました。

 （３・４面に総会議案書要約を掲載）
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挨拶する中原新参与
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　次いで平井知事が「県の近況報告」として、
「大山開山1300年祭」「山の日全国大会」の賑
わい、リニューアルした「水木しげるロード」
が前年比74％増の動員、倉吉の「円型校舎」
が「フィギュアーミュージアム」に生まれ変
わり、「コナン館」が大人気で来場100万人を
突破、東部での「砂像ブーム」などのトピッ

クスを次々に紹介しました。
　また鳥取の「食文化」についても、「白
いか」や「梨」のシーズンイン、今年
も「カニ取県」を呼称するとして、甲
子園での「金足農業」の活躍にちなん
で「カニ足漁業も頑張ります」と話し
ました。
　赤澤衆議院議員・舞立参議院議員の
スピーチ、来賓や各市町村紹介の後、
澤鳥取県県政顧問の乾杯の音頭で懇親
に移り、鳥取県から馳せ参じた各市町
村長や地方選出議員とともに、ゆかり
の地域ごとのテーブルで、鳥取県産の
豊富な食材を使ったホテル料理や、各
市町特産品の試食・試飲を楽しみなが
ら、和やかにふるさと談義が進んでい
ました。
　アトラクションとして、大阪鳥取県
人会の会員有志による恒例の「しゃん
しゃん傘踊り」が披露され、平井知事
や中原関西本部長、神戸鳥取県人会の

神崎会長や、会場からの飛び入り
参加もあって大いに盛り上がりま
した。
　参加者それぞれが、ゆかりの地
域ごとに次々と記念写真をとり、
全員で「ふるさと」を歌い、東京
鳥取県人会足立会長の中締めで、
1年後の再会を期して14時に閉会
となりました。
 （上口 敦弘 記）

◆「第３回 山の日記念全国大会」　8月10日、山が育んだ「里の恵み」感謝祭を鳥取県米子市と大山町で開催し、全国から参加者を募っ
た記念登山が国立公園大山で行われ、麓の人々の安寧を守り続ける“大山さん”への思いを未来につなげる決意を新たにしました。

NEXT VALUE
～お客さま・地域との共通価値の創造～

永伸商事株式会社 大山工場
　　　　 〒689-3512 鳥取県米子市泉706-473

永伸商事株式会社 大山工場
　　　　 〒689-3512 鳥取県米子市泉706-473
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ふるさと合唱 地域ごとの記念撮影（倉吉市）

　８月25日（土）11時30分より「鳥取県ファ
ンの集い」がリーガロイヤルホテルで、関西
在住者など約240名、うち大阪鳥取県人会か
らは100名が参加して開催されました。
　ラジオ番組等のパーソナリティーとして活
躍中の水谷ひろし氏の司会・進行で、全員で鳥
取県民歌「沸きあがる力」を斉唱して開幕、
各県人会（大阪・京都・神戸・尼崎・伊丹・姫路・
奈良）を代表する関西鳥取県人会の福山会長
が「先日、郷土訪問バス旅行で大山周辺を訪れ、
歴史や文化を勉強した。ふるさとへの理解を
深め、力添えしていこう」と挨拶をしました。

平成30年度　鳥取県ファンの集い㏌関西 開催

平井知事

乾杯・澤 県政顧問 司会・水谷ひろし氏
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◆「フラフェスティバル日本大会」　毎年ハワイ島で開催されるフラダンス世界大会への出場権をかけたフラダンス全国大会が、９
月７日～９日に倉吉市で初めて開催され、琴浦町、北栄町、三朝町でもフライベントを開催、鳥取県中部がハワイアンに染まりました。

毎日の食卓に、進物に、ゴルフの景品に　　　　　　　
　　　　　　　　ふるさと鳥取のお米を御利用下さい。

mail：beikoku@nakashima88.com　URL：http://www.nakashima88.com

食卓に美味しさと健康を

中嶋米穀㈱
〒680-0911　鳥取市千代水4-3
TEL (0857)28-9220
FAX (0857)28-7885

お問合せ　　

鳥取のお米を宅配便でお届けします！
毎日の食卓に、進物に、ゴルフの景品に　　　　　　　
　　　　　　　　ふるさと鳥取のお米を御利用下さい。

mail：beikoku@nakashima88.com　 URL：http://www.beikoku88.com

食卓に美味しさと健康を

中嶋米穀㈱
〒680-0911　鳥取市千代水4-3
TEL (0857)28-9220
FAX (0857)28-7885

お問合せ 90120-28-9220

⑴大阪鳥取県人会総会＆鳥取県ファンの集い
　日時：平成29年8月26日（土）　会場：リーガロイヤルホテル（大阪）　参加者数：約250名（うち大阪鳥取県人会より110名）
⑵鳥取学出前講座（29～ 30期）

第29期　開催日 テーマ・講師
４月20日、21日 「農と食をつなぐ観光地を目指して」　（大江ノ郷自然牧場　小原利一郎代表取締役）
５月18日、19日 「災害からの復興」　（倉吉市長　石田耕太郎氏）
６月15日、16日 「悩める聖徳太子」　（和宗総本山四天王寺管長　森田俊朗氏）
７月20日、21日 「3,000人の楽しい町」　（江府町長　白石祐治氏）
８月17日、18日 「カナダへ移住した鳥取の人々」　（エッセイスト　末永和子氏）　
９月21日、22日 「ものづくりへのこだわり」　（㈱ロブテックス　代表取締役社長　地引俊爲氏）
第30期　開催日 テーマ・講師
10月19日、20日 「尾崎放哉と街を彩る100の句碑」　（放哉蔵活用懇話会事務局長　岡村洋次氏）
11月16日、17日 「投入堂―解けた謎・深まる謎」　（㈲堂計画室　代表取締役　生田昭夫氏）
12月14日、15日 「源泉回帰関金温泉1300年祭の取り組みと未来」　（源泉回帰「関金温泉開湯1300年祭」実行委員会　上所俊樹氏・芦田倍芳氏）
１月25日、26日 「大山開山1300年祭を迎えて」　（大山寺圓流院住職　大館　宏雄氏）
２月15日、16日 「鳥取市が生んだ世界的漫画家・谷口ジローさんを偲んで」　（鳥取短期大学　非常勤講師　西尾肇氏）
３月15日、16日 「ソムリエが見る鳥取の地酒の将来性」　（㈱谷本酒店 取締役社長 谷本暢正氏）

⑶ゴルフ同好会主催コンペ
　・第32回平成29年４月27日(木)枚方国際ゴルフ倶楽部
　　参加者数：21名　優勝　今井　辰見さん
　・第33回平成29年10月9日(日)宝塚高原ゴルフ倶楽部
　　参加者数：26名　優勝　岩高　純子さん
⑷囲碁同好会：原則として毎月第２土曜に自由対局
⑸会報の発行：７月・10月・２月の年３回
⑹郷土訪問日帰りバスツアーの開催
　・６月８日（木）　鳥取県東部へ（大江ノ郷自然牧場他）　参加者33名
⑺「鳥取ゆかりの店」食べ歩き会の開催

　・11月25日（土）　焼肉「龍」（阪急淡路）　参加者　17名
⑻高校ラグビー全国大会・出場校激励（陣中見舞い）
　・12月26日（火）　倉吉東高校
⑼ワクワク（婚活）食事会の開催
　・12月２日（土）　大阪北浜　光林坊（参加者：女性６名・男性６名）
⑽新年互礼会
　・平成30年１月19日（金）
　・鳥取県関西本部交流室　参加者：約60名
⑾役員・幹事会の開催
　・6月1日（木）、8月26日（土）、11月21日（金）、1月19日（金）

平成29年度事業報告の件

平成29年度決算報告の件 （平成29年４月１日～平成30年３月31日）
＜収入の部＞ （単位：円）

科　　目 予　　算 決　　算 前年実績 備　　　考
前年度繰越金 2,525,090 2,525,090 2,597,227
年会費収入 910,000 885,500 889,000 3000×292、1500×4、1000×3、500×1
会報広告収入 630,000 655,000 625,000 1万x7、15000x15、2万x9、3万x4、6万x1
広告折込手数料 20,000 20,000 0 10000×2
雑収入 0 20 20 利息

合　　計 4,085,090 4,085,610 4,111,247
＜支出の部＞ （単位：円）

科　　目 予　　算 決　　算 前年実績 備　　　考
事務費関係 1,180,000 1,074,052 1,115,290
　通信費 240,000 221,770 216,210 会報３回、イベント案内、事務局通信費
　印刷費 850,000 800,081 828,023 会報３回、各種行事案内状
　会議費 50,000 30,097 45,561 役員幹事会弁当・お茶　他
　消耗品費 40,000 22,104 25,496 事務用品、プリンターインク、コピー他

　事業費関係 680,000 575,404 470,867
　総会費 150,000 126,246 131,387 リーガロイヤル総会会場費、議案書、会員名簿印刷代
　新年互礼会費 100,000 86,319 82,962 各種食材、ドリンク、仕出し　
　鳥取学、クラブ活動補助 150,000 184,971 106,411 鳥取学補填（183,381）　食べ歩き会補助
　交流会費 120,000 117,400 89,040 高校同窓会、県人会、ラグビー差入れ
　会報広告取材費 50,000 4,410 0
　日帰り旅行補助 0 0 23,245
　郷土芸能教室 30,000 0 0
　婚活食事会補助 30,000 18,000 0
　雑　費 50,000 38,058 37,822 振込み手数料負担分
特別費関係 300,000 300,000 0
　鳥取県中部地震義援金 300,000 300,000 0 倉吉市15万円、北栄・湯梨浜・三朝３町各５万円
翌年度繰越金 1,925,090 2,136,154 2,525,090

合　　計 4,085,090 4,085,610 4,111,247

会計監査報告　平成29年度（平成29年４月１日～平成30年３月31日）の決算につき、各種伝票、帳簿、証憑類並びに預金通帳を監査したところ、
　　　　　　　その内容に不備はなく正確であることを認めます。 平成30年6月28日　　監事　坂根　清明　㊞　　監事　遠谷　茂　㊞

第１号議案

第２号議案

平成30年度 定期総会議案書（抜粋）
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◆「県内の主な祭り・行事」（10月～年末まで）　●大山紅葉祭り 大山町（例年10月20日～11月５日）●三徳山炎の祭
典 三朝町（10月の最終の日曜日）●全国柿の種吹き飛ばし大会 南部町（11月23日）●鳥取砂丘イリュージョン 鳥取市（12月）

弁護士　大 塚  忠 重

弁護士　大 塚  千 代
〒530-0047　大阪市北区西天満4丁目9番12号
　　　　　　　 リーガル西天満ビル７階705号室
TEL（06）6365-1193　FAX（06）6365-1506

（倉吉市上井出身）

大 塚 法 律 事 務 所

　白内障は、眼の中でカメラのレンズの役割をする
水晶体という部分が濁ってくるため、ものが見づら
くなる病気です。眼科医7年目の頃、京都大学の研
究室で白内障に若くしてなるネズミを相手にいろい
ろと研究しました。その後自分の眼科医院を開院し
てからも、白内障手術が主たる仕事となり、手術の
数も4万件近くになりました。
　白内障手術では2㎜ちょっとの創口から手術器具
を眼内に入れ、水晶体嚢という透明な袋に包まれて
いる碁石のような形の水晶体の中身を砕き吸引し、
空になった水晶体嚢に透明な眼内レンズをはめ込み
ます。手術後は見え方が明るくなり、通常は視力も
改善されます。
　一昨年の春、不思議な縁で、南米ペルーの日系
ペルー人医師主催の学会での講演を頼まれました。
若手眼科医向けには、私の手術記録DVDを編集し、

難しい手術を成功させるポイントについて話しまし
た。難しい手術の代表例は、眼の中で水晶体を吊り
下げるように固定している、細いクモの糸のような
チン小帯が弱い眼の手術です。チン小帯が弱いと手
術の時に切れ、水晶体が眼の中に落ち、眼内レンズ
を水晶体嚢の中に入れることができずに眼の中に縫
いつける手術をすることになるのです。私はさまざ
まな医療材料を補助に使い、数々の難しい白内障手
術を成功させてきましたが、データ整理をしている
と、手術の方法に手術後のチン小帯を長持ちさせる
カギがあるらしいことに気がつきました。その年の
秋にはヨーロッパ白内障屈折矯正手術学会において
報告し、翌日の学会ニュース速報にとりあげられま
した。世界の眼科医が私の発表に興味をもってくれ
たことは本当に栄誉なことです。
　白内障手術では、眼に合った眼内レンズを選ぶこ
とが非常に大切です。合わない眼内レンズが眼の中
に入ると、視力は1.0でもギラついたり二重に見え
たりして、手術後にうつ状態になる人がいます。見
え方の不具合で全国から来院される人の状態改善を
する仕事も、私のライフワークのようになってきま
した。「経験は力なり」と思い、人に喜ばれる仕事
を元気で続けられることに感謝しています。

会
員

リ
レ
ー
随
筆

そ
の
⑰

白内障手術と私

遠谷　茂さん
（遠谷眼科医院長）

プロフィール：大山町生まれ、米子東高・京都大学
医学部卒業、京都大学医学博士、神戸市立中央市民
病院・兵庫県立塚口病院等で勤務ののち、昭和61年、
遠谷眼科を開院。尼崎市在住。

１．平成30年度の基本方針について　
　⑴「会員に役立つ」をコンセプトとした地道な活動の推進

・鳥取学出前講座、郷土訪問バス旅行、鳥取ゆかりの
店食べ歩き、ゴルフコンペ、ワクワク（婚活）食事
会を始めとする各種イベントの開催

　⑵会員減少の歯止めが掛かる組織体制の再構築
　　・将来を見据えた役員・幹事適任者の発掘
　　・各種イベントの開催を通じた会員増強
　　・若手会員の勧誘策の検討と推進
　⑶メリハリのある収支会計の推進
・費用対効果を考えながら、組織強化に繋がる活動に
対する補助金の支出

２．平成30年度事業計画（案）について　
　⑴ゴルフ同好会：ゴルフコンペの開催（春・秋）
　　・第34回　5月13日（日）　宝塚高原ゴルフクラブ
　　　悪天候のため途中中止　参加者32名
　　・第35回　10月14日（日）　宝塚高原ゴルフクラブ
　⑵囲碁同好会：原則として、毎月第２土曜に自由対局
　⑶鳥取学出前講座の開催（第31～ 32期）
　⑷会報の発行（年３回）
　　・７月（発行済み）　・10月（総会号）　・２月（新年号）

　⑸郷土訪問日帰りバス旅行の実施
　　・６月９日（土）　鳥取県西部地区　大山寺圓流院
　　　～サントリー水工場の見学（実施済）
　⑹大阪鳥取県人会総会の開催
　　・８月25日（土）　10時～ 11時（予定）
　　　リーガロイヤルホテル（大阪）
　⑺「鳥取県ファンの集い in 関西」を関西鳥取県人会と合同
　　開催
　　・８月25日(土)　11時30分～ 14時（予定）
　　　リーガロイヤルホテル（大阪）
　⑻新年互礼会の開催
　　・平成31年１月中旬～下旬（予定）
　⑼「鳥取ゆかりの店」食べ歩き会の開催
　　・年間２回程度開催、参加者数枠30名程度
　　　次回：11月10日（土）　12時～
　　　　　　大阪北浜　鳥取ゆかりの店「郷音」
　⑽「ワクワク（婚活）食事会の開催」
　　・会員の紹介による独身者を対象とした婚活イベント

の開催（年２回程度）
・第１回目は４月21日（土）に大阪北浜・郷音で開催
　（参加者：女性４名・男性６名）

平成30年度事業計画ならびに予算（案）の件第３号議案
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◆「鳥取の温泉（10ヶ所）」　東から西へ①岩井温泉（岩美町）②鳥取温泉（鳥取市）③吉岡温泉（鳥取市）④浜村温泉（鳥取市）⑤
鹿野温泉（鳥取市）⑥東郷温泉（湯梨浜町）⑦はわい温泉（湯梨浜町）⑧三朝温泉（三朝町）⑨関金温泉（倉吉市）⑩皆生温泉（米子市）

鳥 取 学

　「淀江傘」は、米子市の指定文化財である。
伝承の会会長の山本絵美子さんが全工程を
伝えながら、その魅力と歴史を話された。
大正期には地元の淀江町に70軒を超す製
造業者があり、西日本全域に出荷されてい
た。戦後は洋傘の普及で数が減り続け、
1984年に最後の業者が廃業したことを受け、伝承の会が発足
した。傘づくりが盛んだった要因は、節の間が長く素材に適し
たマダケと、1万本以上の傘を干すことができる広い砂浜に恵
まれたことなどの点を列挙。蛇の目傘、野だて傘、番傘、踊り
傘などの種類があり、インテリアや海外へのお土産、結納品と
しての人気があるほか歌舞伎役者などからも注文があること
にも触れた。見学も受け付けている。 （淀江傘伝承の会 会長）

７月 無形文化財「淀江傘」の魅力伝える 山本絵美子 氏

　グラウンド・ゴルフは、昭和57年（1982年）「生
涯スポーツ活動推進事業」の一環として東伯郡
泊村（現湯梨浜町）が中心となって開発されま
した。高齢化社会に向けて健康志向の共通のニー
ズにも合致して全国的に普及し、現在では国際
化の活動も進められている。

　芝づくりは、郷里の大山の土壌や鳥取砂丘地に恵まれ、ベースとな
る良質の芝を生産し、ゴルフ場・公園をはじめ校庭やビル屋上の緑化
の需要に応えて施工例も県内から全国的に展開。設置済みの芝生の維
持管理にもプロとしてのノウハウを生かし注力、厚い信頼を得て、今
では「宝塚高原ゴルフクラブ」をはじめ多くのゴルフ場や公園の運営
管理全般も事業として手掛けておられます。
　関係する内外の研究機関とも連携して「元気な緑をプロデュース」
される大田会長ご自身の元気そのもののお話ぶりと映像に見る芝生の
グリーンが印象的でした。 （株式会社チュウブ 代表取締役会長）

８月 グラウンド・ゴルフと鳥取県の芝づくり 大田英二 氏

　日本が太平洋戦争のさなか、泰麺（たい
めん）鉄道を建設中であった。中国の蒋介
石を助けるための援蒋ルート阻止と、イン
パール作戦遂行のためである。
　澤田廉三が「ビルマ特命全権大使」に任
命されたのはその最中の昭和18年7月20日
である。鳥取からも部隊が派遣されていた。しかし澤田は翌
19年10月21日、内地へ帰り「外務次官」に就任している。終
戦直後は戦後の体制作りのため、重光と毎日のように会って
いたが、突如21年から26年まで公職追放になっている。だが
講和条約が締結された翌28年3月、吉田茂の要請で国連の日
本政府代表「特命全権大使」として派遣されている。40年か
ら鳥取県県政顧問に就任した。明治21年10月17日岩美郡浦富
出生。鳥取1中、１高、東大を経て外交官となり各地に赴任。
大正11年7月岩崎美喜と結婚。夫人は、エリザベスサンダー
スホーム設立で知られる。 （県立公文書館 総括専門員）

９月 石美の偉人、澤田廉三と美喜の足跡 伊藤　康 氏

第
31
期
の
紙
上
紹
介

講
　
　
座
　
　
内
　
　
容

区分 月　　日 テ　ー　マ 講　　　師

1 10月18日㈭ リヤカー引いて世界の果てまで 吉田　正仁 氏
冒険家

2 11月15日㈭ 最年少町長就任からの一年半と
これからの大山町

竹口　大紀 氏
大山町長

3 12月20日㈭ 鳥取県が生んだ鬼塚喜八郎の生涯 神崎　和則 氏
神戸鳥取県人会 会長

4  1月24日㈭ 橋田邦彦とその周辺 山脇　幸人 氏
倉吉市立図書館 館長

5  2月21日㈭ エコツーリズムで世界へ発信！
鳥取県大山の魅力

伊澤　大介 氏
有限会社森の国 代表取締役社長

6  3月14日㈭ 鳥取をアートの拠点に
～地方からの日本改造

中島　諒人 氏
鳥の劇場 代表

※日程やテーマ、講師は都合により変更になる場合があります。 

◎会　　場
鳥取県関西本部交流室
（大阪市北区梅田1‒1‒3‒2200 大阪駅前
第３ビル22階）

◎共　　催
大阪鳥取県人会、鳥取県関西本部
◎募集人数 50名程度(事前申込みは不要です)
◎問 合 先 鳥取県関西本部
TEL 06‒6341‒1977
大阪鳥取県人会 出前講座担当
090-1588-3550（井関）
090-1671-1112（福山）

◎受 講 料 ６回通しで5,000円
（県人会会員は3,000円。受講料には最終の懇
親会費を含む）新たに県人会に入会されます
と4,500円（県人会費半期分1,500円＋受講料
3,000円）。一回のみ1,000円の受講も可能。

出
前
講
座
受
講
風
景

鳥 取 学出前講座出前講座 第3木曜日 午後
（14：00～16：00）

第
32
期

１回のみの受講可能、事前申込み不要

これからも変わらずに、
 心を込めて唄います。 （本名　古田　進　湯梨浜町宇野出身）

大阪鳥取県人会会員・中部倉吉会会員★★★
郷土が生んだ
演歌の星　  松　島　進一郎

ＣＤのお申込みは下記事務所で取り扱っており
ますので宜しくお願い致します。
○松島進一郎後援会事務所
　〒587-0012 大阪府堺市美原区多治井737番地
　　㈱サンエレック内　㈱FCSハーモニー
　　　ＴＥＬ：072-362-6688
　　　ＦＡＸ：072-361-7292 後援会会員

募集中！

男と女、夫婦、親と子の人の心情を唄にして、
皆様の心のなかへお届けいたします。

～足跡12年…　
（総集編アルバム）“こころの杖”新曲発表会～

と　き　2018年11月23日（祭）
　　　　開場 ＡＭ10：30　開演 ＡＭ11：00
ところ　朝日生命ホール　大阪市中央区高麗橋４丁目２－16
　　　　地下鉄御堂筋線淀屋橋12番出口に直結
レギュラー番組：「松島進一郎 男心の一直線！」（ラジオ大阪 毎週日曜日21:00～21:30）
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同窓会

◆「第100回夏の甲子園」　8月5日㈰開会式で、過去最多56校の代表校の入場に先立ち、大正4年の第1回大会から参加してい
る15校が紹介され、鳥取県からは鳥取西高（旧鳥取一中・第1回大会準優勝）と米子東高（1960年選抜準優勝）が行進しました。

関西
地区

盛大に創立65周年開催
　「平成30年度双葉会総会」は、９月１日
㈯48名が大阪キャッスルホテルに参集し開
催しました。

　県人会より上口副会長、郷里から岩田校長を始め
同窓会本会役員、同窓の鳥商元校長、加えて、関東支部若葉会の
ご出席を頂き、さらに関西本部からは同窓の仲間でもある、大江
副本部長、同じく中原鳥取市関西事務所長のご出席を得て、若手
会員出席の魁として希望に満ちた65周年の集いとなりました。
　議事の後、第29代坂林校長による「鳥取商業高校、今昔」と題
して、旧商時代から新商に至るまでの校舎内外の歴史の講演を頂
き、当時を映し出す画像に会員から懐かしの声が上がっていまし
た。懇親会では、昭和43年卒業組を中心に「傘踊り」が賑やかに
披露された後は、西村第27代校長の乾杯のご発声で、宴は佳境に。
再会を誓い、万歳三唱で散会しました。� （幹事長 佃 春雄 記）

　関西南部会は「南部町立法勝寺中学校同窓会
関西支部（HP：http://hocchu.com/）」（昭
和56年11月設立）を母体とする会です。
　同窓会は２年ごとに総会を開催しています
が、その懇親会を「関西南部会」と銘打ち、南
部町から町長、町会議員、中学校長ほか町の主

だった方々と故郷の同窓生が駆けつけ、昨年は総勢43
人で開催しました。
　会場には故郷物産店も出店し、町長から故郷、校長か
らは中学校の近況を聞いて故郷へ想いを馳せ、上は80
歳から50歳が互いの無事を喜び歓談し、余興に興じて
和やかに交流を深めました。� （支部長 塚田 哲也 記）

双
葉
会

大
山
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

関
西
南
部
会

　倉吉市の食材を使った料理を味わう観光PRイベン
ト「ふるさと倉吉の魅力再発見2018」が９月８日夜、
大阪市中央区の料理店「とっとりゆかりの店 郷音（さ
とね）」であり。関西在住の同市出身者など約40人が
参加し、古里の味覚と話題を楽しみました。
　イベントは倉吉観光マイス協会（牧野光照会長）の
主催で３回目。郷音の白岩俊夫オーナーが、同市観光
親善特使を務めている縁で毎回会場となっています。

　　　　　今回は地元からヤマメやイワナ、根ワサビ、岩モズ
クなど豊富な食材が届けられ、白岩オーナーによる特別料理が
続々と登場。郷土料理「こも豆
腐」も各テーブルに並び、「懐
かしい」「珍しい」と参加者に
好評でした。牧野会長は「人脈
を頼りに、食を通じながら着実
に倉吉ファンを増やしていきた
い」と意気込みを語りました。
　　　　　（大阪日日新聞より）

大山開山1300年祭を共有

倉
吉
の
魅
力
Ｐ
Ｒ

観光イベントでファンづくり

　８月26日㈰だいせんファンクラブ関西交流会が大山町
企画課の主催で大阪城南のKKRホテル大阪で関西に在
住の大山町出身者など総勢54名集まり開催されました。
　地元より竹口大紀町長を初め、野口（昌）、門脇、池
田各町議会議員、サポーターの岡崎氏が来阪されまし
た。鳥取県関西本部より中原美由紀本部長を来賓にお
迎えし、大山町に工場のあるニッパ㈱ 林社長、ファミ
リーイナダ㈱ 山崎課長も出席されました。
　高力勉関西支部長の挨拶に始まり、竹口町長からは、
「大山開山1300年祭」や「全国山の日」の記念行事を
はじめ、大山町の近況などを詳しく話して頂きました。
講演は遠谷茂眼科医院長の「白内障に関してのお話」
を興味深く聴きました。参加者の皆さんは郷土料理に
舌鼓を打ちながら、和やかな親睦会のひとときを過ご
すことが出来ました。
� （大阪鳥取県人会顧問 三原 健太郎 記）

ココ
（ビルマビル）

大阪証券
取引所

難
波
橋

北浜
一丁目

土佐堀川

新住所：〒541-0041
　　　　大阪市中央区北浜１丁目１-28
　　　　ビルマビル北浜10F

ＴＥＬ：06-6226-1189

鳥取からの〈海・山・里〉の郷土料理で
お待ちしています

とっとりゆかりの店「郷音」
さと ね

眼下の景色も
最高です！

坂根会計事務所

税 理 士　坂　根　清　明
　事務所：�〒532-0011 大阪市淀川区西中島4丁目5番1号
� 新栄ビル７階Ａ
� 電　話（06）6306-5707
�  ＦＡＸ（06）6305-1763
� 携　帯�　090-3052-2286
　自　宅：� 〒532-0002 大阪市淀川区東三国2-10-11-305
� 電話/FAX（06）6391-5690

日本と世界の青果物、花をお届けしています

　　　　　　相談役
�今 井　達 見

本　社
〒553-0005�大阪市福島区野田2丁目1番82号
TEL：06-6463-6011　FAX：06-6462-3688

互いの無事喜び 交流
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鳥取県下各高校の関西地区同窓会や地域の交流会、仲間の集まりなどの情報をお寄せください。
　　　　　◆記入事項　①開催月日　②場所　③参加者数　④来賓　⑤会合内容･会のふんいき･話題など　⑥次の予定　⑦世話役の連絡先

だ
よ
り交流会

おねがい

☆ご注文・お問い合わせは☆
 0120-545-646

たった３分煮出すだけで、簡単にだしが取れます

いつもの料理を絶品の味に　
 家庭で使う、プロの裏技！

鳥取県出身者
３人であなたを
癒します！

明るく笑顔
いっぱいの店です

カラオケCOSEKI 10,000円／１
人が３Ｆにオープン！

（真夕美ママは米子出身）

　五月晴れの５月19日㈯、第13回定時総会を奈良市内 大
本山「霊山寺」にて開催。
　ご来賓には、４月着任の中原本部長を始め鳥取県関係、
米子市、八頭町の事務所長、神戸、大阪県人会役員の７名
を迎えました。懇親会前に、お寺の導師に霊山寺の歴史と
優しい法話を頂き、皆さんが良いお話を聞けたと喜んでお
られました。懇親会は、芳志品に気持ち良く酔いしれ、「ふ
るさと」を大合唱。後、見事なバラ園とやまぼうしに囲ま
れた花園や、広大なお寺の文化財等を見学して散会しまし
た。 （会長 川島 清春 記）

奈
良
鳥
取
県
人
会

秋の懇親会『観月の宴』開催

　平成30年度の定期総会が５月27日㈰ホテル北野プラザ
六甲荘に於いて開催されました。 
　神崎会長の開会挨拶、ご来賓の中原鳥取県関西本部長の
ご祝辞に続き、神崎会長が議長となって議案審議を進め、
全会一致で承認・可決され、第１部を終了いたしました。
　続いて第二部が開催され、ご来賓として、当会顧問の井
戸兵庫県知事、荒木兵庫県副知事、中村課長（鳥取県庁）、
姫路鳥取県人会足立会長がご出席、代表して井戸知事から
ご祝辞を頂き、足立会長の乾杯の発声で、懇親会へと移り
ました。
　多数のご来賓からメッセージを頂き、また、カラオケの
ど自慢で楽しい時間を過ごして、上口副会長の中締めで懇
親会を終了いたしました。 （幹事長 門脇 悦郎 記）

井戸兵庫県知事が祝辞

関
西
い
な
ば
会

国宝文化財・花一杯の中で

　中秋の名月にあたる９月24日㈪大阪上本町にある「ホ
テルアウィーナ大阪」にて関西いなば会恒例の秋の懇親会
『観月の宴』が開催されました。
　残念ながら当日は雲に阻まれ、お月様を拝むことはでき
ませんでしたが、毎年この会に参加することを楽しみにし
ている会員20名が集い、おいしい料理と飲み物に舌鼓を
打ちながら故郷の話を語り合いました。
　後半は一人一人が自己紹介や特技などを披露して大いに
盛り上がり、最後は全員で「ふるさと」を合唱。
　次回もまた元気な姿で会えることを約束して閉会となり
ました。 （鳥取市関西事務所 片井 恵子 記）

県代表の鳥取城北高が健闘
　７月25日㈭の県大会決勝戦で鳥取城北高は、
ノーシードで勝ちあがった米子西高と対戦、（８
－０）で勝利して３年ぶり５回目の甲子園出場
を決めました。
　甲子園では、大会７日目の８月11日㈯、第
一試合に登場した鳥取城北高は、京都代表の龍
谷大平安高（４年ぶり34回出場）と対戦しま
した。
　試合は４回までに龍谷大平安高が２点先行、
８回表に鳥取城北高が山下の適時打と吉田の３
塁打などで同点に追いつく大接戦となりました
が、９回裏龍谷大平安高に２死三塁から適時打
が出て、同校がサヨナラ勝ちし、甲子園春夏通
算100勝に達しました。

　鳥取城北高は
先発の難波投手
が好投するも最
後に力尽き、６
年ぶりの勝利は
なりませんでし
た。
 （上口 敦弘 記）
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100
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♥食事会婚活

　鳥取県は今年も「蟹取県」に改名してキャン
ペーンを展開中です。
内　容　県内の対象宿泊施設に宿泊し応募す

ると、抽選で旬のカニが毎月100名、
総勢600名に当たる。同時に蟹取県
の旨いもんが当たる「ラッキーフォ
トコンテスト」、カニグッズが当たる

「ラッキースタンプラリー」も開催中
期　間　平成31年２月28日（木）まで
ＵＲＬ　https://www.kanitoriken.jp/

開催日　10月24日（水）
場　所　阪神梅田本店地下１階食料品売場
　　　　（大阪市北区）
内　容　鳥取県産鮮魚、新興梨の試食宣伝販売

を予定

開催日　10月31日（水）～11月６日（火）
場　所　大丸京都店（京都市下京区）
内　容　鳥取県産品の試食宣伝販売を予定

開催日　11月９日（金）～11日（日）
　　　　１月18日（金）～20日（日）
　　　　２月15日（金）～17日（日）
場　所　ピーコックストア千里中央店（豊中市）
内　容　県内事業者出展（３社程度）による試

■「蟹取県ウェルカニキャンペーン」開催中！

■鳥取県産鮮魚・新興梨のPR販売を開催

■「食のみやこ鳥取県フェア」（仮）を開催

■「鳥取県フェア（とっとりうまいもん市場）」開催

食宣伝販売を予定

開催日　11月14日（水）～25日（日）
場　所　大丸松坂屋高槻店（高槻市）
内　容　鳥取県産品の試食宣伝販売（14日、

17日予定）、観光ＰＲを予定

開催日　11月17日（土）
場　所　堺中央綜合卸売市場（堺市北区）
内　容　かに釣り､ かに汁･松葉がに･親がに･

生鮮野菜の宣伝販売等を予定

開催日　11月22日（木）
場　所　箕面郵便局（箕面市）
内　容　鳥取県産品の試食宣伝販売を予定

開催日　11月24日（土）

■「食のみやこ鳥取県フェア」（仮）を開催

■「第７回鳥取県松葉がに祭りIN堺」を開催

■「食のみやこ鳥取県フェア」（仮）を開催

■「第３回鳥取かに祭り」（仮）を開催

場　所　京阪百貨店守口店前
　　　　カナディアンスクエア（守口市）
内　容　カニ釣り､ 炊きたてズワイガニ､ かに

汁､ 鮮魚BOX､ 干物､ 旬の農産物販
売等を予定

開催日　12月15日（土）～16日（日）
場　所　大阪府立体育館（大阪市浪速区）
内　容　かに汁の宣伝販売を予定

開催日　10月27日（土）
場　所　沢之町運動場（大阪市住吉区）
内　容　西条柿など、八頭町特産品の試食・販

売会を予定

開催日　12月１日（土）
場　所　天満天神 繁盛亭（大阪市北区）
内　容　八頭町や花御所柿をテーマにした落語
　　　　や大喜利などを披露
　　　　来場者には花御所柿１個プレゼント！
入場料　前売券2,000円、当日券2,500円

開催日　12月７日（金）～８日（土）
場　所　天神橋２丁目商店街（大阪市北区）
内　容　八頭町の生産者による新鮮野菜・果物

を販売予定

■「第９回天下の台所・大阪祭り」に出展

■「すみよし区民まつり」に八頭町が出展

■「花御所寄席」

■八頭町・農産物フェアを開催

〒658−0014 神戸市東灘区北青木4−1−8−801　大阪鳥取県人会・広報担当　上口（かみぐち）敦弘
TEL＆FAX. 078−411−8083　携帯. 090−6664−2533　E-mail kamiguchi1944@gmail.com

会報に関する連絡先

会員動向

○新入会員（敬称略） 
　①吉川　栄司（大阪市）
　②石塚　夏樹（豊能町）

○退　　会（敬称略） 
　①田中　正典（７月）
　②高野　彰允（７月）
　③齋木　弘子（７月）
　④吉岡　靖晃（７月）
　⑤山田　一宏（７月）
　⑥肥塚　典子（７月）
　⑦磯江　　保（７月）
　⑧田口　　徹（７月）
　⑨皿井　昭子（７月）
　⑩山根　孝幸（７月）
　⑪山根　幸恵（７月）
　⑫徳安　昌子（７月）
　⑬戸田　徳一（９月）

現在の会員数340名
（うち夫婦会員30組）

　今夏は大阪北部地震、集中豪雨や台風の直撃などの災害が多発、被災さ
れた方々にお見舞い申し上げます。
　本号では、８月の「総会・ファンの集い」を特集しました。11月には鳥
取ゆかりの店「食べ歩き」、来年は１月の「新年互礼会」（後日ご案内）で
幕をあけます。「ふるさとの集い」は「元気と安らぎの源」、奮ってのご参
加をお待ちしております。

編 集
後 記

うまい酒

げ　   ん す　   い

本店／倉吉市東仲町
TEL 0858-22-5020㈹　FAX 0858-22-5021

ホームページ　http://www.gensui.jp/ 本社　〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭2052-1
TEL（ 0858）75-6600　http://www.chizukyu.co.jp　

智頭急行株式会社

無料の無線ＬＡＮサービスの

提供をしています。

　毎月１回例会をしています。
　参加のご希望はお気軽に世話人まで
ご一報ください。

日　程：11月10日（土）、12月８日（土）
時　間：各14:00～18:00
場　所：大阪駅前第3ビル22階
　　　　鳥取県関西本部交流室
世話人：山脇栄一郎（0774-64-2751）
　　　　坂根　清明（090-3052-2286）

囲 碁 同好会
参加者
募集中

♥
　会員の皆様には、参加者のご紹介、推薦（自
薦を含む）をよろしくお願いいたします。
日　　時　平成31年１月19日㈯
　　　　　12時30分～14時
場　　所　とっとりゆかりの店「郷音（さとね）」
　　　　　大阪市中央区北浜1丁目1-28
　　　　　ビルマビル北浜10Ｆ
募集対象　25～40歳位までの独身女性（定員５名）
　　　　　25～45歳位までの独身男性（定員５名）
※応募方法など詳細は、同封のチラシをご
覧下さい。

鳥取ゆかりの
男性・女性のための 月例会の

　　お知らせ


