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◆「全国知事会 新会長に平井伸治鳥取県知事」　全国知事会の新しい会長に鳥取県の平井知事が正式に選出さ
れ、平井氏は、新型コロナウイルス対策に全力を尽くす決意を強調しました。任期は本年９月から２年間です。

　例年８月末に「鳥取県ファンの集い㏌関西」と「大阪鳥
取県人会総会」が同日開催されてきましたが、昨年に引き
続き今年も新型コロナウィルスの感染防止のため「ファン
の集い」が開催中止となり、「県人会総会」についても書
面による総会開催となりました。
　会員各位に「大阪鳥取県人会 令和３年度 書面による総
会・議案書」が送付され、８月末日までに寄せられた「議
決権行使に関する回答書」を集計した結果、
　第１号議案「令和２年度事業報告」
　第２号議案「令和２年度決算報告」
　第３号議案「令和３年度事業計画及び予算（案）」
　第４号議案「役員・幹事体制について」
の全ての議案が、少数の反対意見があったものの、賛成が
絶対多数で承認・可決されました。

　新型コロナウィルスの影響で、当会の活動の大半が停止
状況の中で、「鳥取学出前講座」など、コロナ禍の状況を
見て再開講することなどが「令和３年度事業計画（案）」
に盛り込まれ、今年度の当会・年会費を半額（1,500円）
に減額することが「予算（案）」に組み込まれています。

　第４号議案「役員・幹事体制について」の詳細は、
①安田壽昭氏が組織担当幹事を兼務して、新しく副会長に
就任する。
②米澤道隆氏が催事担当幹事（元副会長）を退任し、顧問
に就任する。
③遠谷茂氏が監事を退任し、顧問に就任する。
④能島訓子氏が広報担当幹事を退任し、新しく監事に就任
する。
⑤中原美由紀氏が参与を退任し、後任に高務裕子氏が就任
する。
⑥福田豊氏が催事担当総括幹事を退き、催事担当幹事に就
任する。

⑦河上勲氏が郷土芸能担当総括幹事を兼務して催事担当総
括幹事に就任する。
⑧新しく清水信正氏が催事担当幹事に就任する。
⑨森田征子氏が鳥取学出前講座担当幹事を退任する。
　となっています。
� （上口 敦弘 記）

続くコロナ禍の中／紙面による総会開催続くコロナ禍の中／紙面による総会開催
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 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 川島　清春 鳥取市

相 談 役 福山　琢磨 倉吉市

副 会 長 本田　元子 米子市　　上口　敦弘 鳥取市　　安田　壽昭 倉吉市

幹 事 長 髙塚　　徹 米子市

監　　事 坂根　清明 倉吉市　　能島　訓子 鳥取市

参　　与 高務　裕子 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
海部　栄子 鳥取市　　米澤　道隆 鳥取市　　遠谷　　茂 西伯郡

 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） 本田　元子 米子市（兼）東　　　巧 米子市
大江　昭夫 西伯郡　　浅野　信之 富山県

催　　事 河上　　勲 日野郡 福田　　豊 鳥取市　　河本　　純 倉吉市
植田　眞一 境港市　　清水　信正 東伯郡

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

田中　伸彦 鳥取市　　濱田　康男 米子市　　

郷土芸能 河上　　勲 日野郡（兼） 田中　満男 鳥取市

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（兼）河上　　勲 日野郡（兼）
松田　賢一 倉吉市

会　　計 石田　憲雄 東伯郡 米澤　澄江 鳥取市

事 務 局 髙塚　　徹 米子市（兼） 西谷友香里 倉吉市

（注） 　　　 の方は、新任（転任含む）となります。
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◆「入江聖奈選手が五輪金メダル」　８月３日、東京五輪2020のボクシング女子フェザー級で、鳥取県米子市出身の入江聖奈選
手が優勝しました。ボクシングの金メダルは日本人で３人目、女子では初の快挙となりました。

〒689-0425
鳥取県鳥取市鹿野町今市 972-1

TEL 0857-84-2211
https://www.sanshien.jp/

山紫苑 検索

鹿野温泉
国民宿舎

鳥取県 国民保養温泉地

ご予約・お問い合わせは

各かにコース ◎小学生は表示価格から 1,500 円引き ◎土曜日、休日前、シーズン日は 1,100 円増し
◎トイレ付き客室は 1,050 円増し、和洋室は 2,150 円増し ( 年末年始はトイレ付客室 3,000 円、和洋室は 4,100 円増し )

●表示価格は、入湯税・消費税込みとなります。　●お食事は本館 1階の食堂でのご用意となります。　●お食事専用個室は２名様以上より承ります。
●幼児 ( 就学前 ) の宿泊料金は無料ですが、お食事を希望される場合 ( お子様定食 1,650 円～ ( 和食と洋食がございます。)) は実費となります。

※料理写真はイメージです。季節により料理内容・器等の変更もございます。

18, 円(税込)お料理価格

1泊 2食付 25,100 円～
お一人様

お食事専用個室料金 26, 円～

ご利用期間 11月上旬～３月上旬

※12 月末～ 1 月中旬は、かに刺しが鮮魚のお造りに変わります。
※鹿野産の十割そばをプレゼント

２名様より承ります。

山陰の名物

山陰の冬の味覚の王様「ずわいがに」をフルコースでご用意いたしました。

水揚げ港を証明するタグの付いたゆで松葉がに ( お一人様１枚付 ) をはじめ、

かにすき鍋・焼きがに・かに刺し・かに天婦羅など、ずわいがにのあらゆる

料理をこのプランでご堪能いただくことができます。

冬の味覚「松葉がに」を食べ尽くす。

２名様より承ります。プレミアム２名様より承ります。

期間
限定

期間
限定

期間
限定 限定

１日10食

6,600 円(税込)お料理価格

1泊 2食付 13,000 円～
お一人様

お食事専用個室料金 13,660 円～ ご利用期間 11月～3月

かにすき鍋コースかにすき鍋コース
鳥取の冬の味覚の代表といえばこれ‼かにすき鍋。

味の深みは、まさに冬の味覚の横綱。かにの色を楽しめるよう出汁の

色を薄くし、味付はかに本来の味を逃さないよう工夫されています。

茹であがる際に色の変化を楽しみながら、新鮮な「かにすき」を

お召し上がりください。

29,700 円(税込)お料理価格

1泊 2食付 36,100 円～
お一人様

お食事専用個室料金 39,070 円～ ご利用期間 11月上旬～12月中旬

松葉がにフルコース松葉がにフルコース
ぎっしり詰まった身と甘く上品な旨味が楽しめる、鳥取を代表する

冬の味覚の王様「ずわいがに」を贅沢に３枚使用し、甲羅味噌、

かに刺し、ゆでがに、焼きがにとフルコースでご用意いたしました。

どの料理も絶品の一品となっております。旬の時期だからこそ

食べられる、松葉がにの繊細で濃厚な味わいをぜひご堪能ください。
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〒689-0425
鳥取県鳥取市鹿野町今市 972-1

TEL 0857-84-2211
https://www.sanshien.jp/

山紫苑 検索

鹿野温泉
国民宿舎

鳥取県 国民保養温泉地

ご予約・お問い合わせは

各かにコース ◎小学生は表示価格から 1,500 円引き　◎土曜日、休日前、シーズン日は 1,100 円増し
◎トイレ付き客室は 1,050 円増し、和洋室は 2,150 円増し ( 年末年始はトイレ付客室 3,000 円、和洋室は 4,100 円増し )

●表示価格は、入湯税・消費税込みとなります。　●お食事は本館 1階の食堂でのご用意となります。　●お食事専用個室は２名様以上より承ります。
●幼児 ( 就学前 ) の宿泊料金は無料ですが、お食事を希望される場合 ( お子様定食 1,650 円～ ( 和食と洋食がございます。)) は実費となります。

※料理写真はイメージです。季節により料理内容・器等の変更もございます。

ずわいがにフルコース

15,400 円(税込)お料理価格

1泊 2食付 21,800 円～
お一人様

お食事専用個室料金 23,340 円～

ご利用期間 11月上旬～３月上旬 

※12 月末～ 1 月中旬は、かに刺しが鮮魚のお造りに変わります。
※表示価格より 1,000 円引き

２名様より承ります。

山陰の名物山陰の名物

山陰の冬の味覚の王様「ずわいがに」をフルコースでご用意いたしました。

水揚げ港を証明するタグの付いたゆで松葉がに ( お一人様１枚付 ) をはじめ、

かにすき鍋・焼きがに・かに刺し・かに天婦羅など、ずわいがにのあらゆる

料理をこのプランでご堪能いただくことができます。

冬の味覚 「松葉がに」 を食べ尽くす。
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２名様より承ります。プレミアム２名様より承ります。
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かにすき鍋コースかにすき鍋コース
鳥取の冬の味覚の代表といえばこれ‼かにすき鍋。

味の深みは、まさに冬の味覚の横綱。かにの色を楽しめるよう出汁の

色を薄くし、味付はかに本来の味を逃さないよう工夫されています。

茹であがる際に色の変化を楽しみながら、新鮮な「かにすき」を

お召し上がりください。

29,700 円(税込)お料理価格

1泊 2食付 36,100 円～
お一人様

お食事専用個室料金 39,070 円～ ご利用期間 11月上旬～12月中旬 

松葉がにフルコース松葉がにフルコース
ぎっしり詰まった身と甘く上品な旨味が楽しめる、鳥取を代表する

冬の味覚の王様「ずわいがに」を贅沢に３枚使用し、甲羅味噌、

かに刺し、ゆでがに、焼きがにとフルコースでご用意いたしました。

どの料理も絶品の一品となっております。旬の時期だからこそ

食べられる、松葉がにの繊細で濃厚な味わいをぜひご堪能ください。

来年50周年を来年50周年を
迎えます迎えます
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●表示価格は、入湯税・消費税込みとなります。　●お食事は本館 1階の食堂でのご用意となります。　●お食事専用個室は２名様以上より承ります。
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　大阪鳥取県人会の皆様、鳥取県関西本部長の高務裕子
（たかつかさ　ゆうこ）と申します。
　今から５年前、「ウオーキングと『癒される』地域づ
くり」をテーマに、「鳥取学出前講座」の講師をさせて
いただきました。終了後に第３ビル地階のお店で受講者
有志の皆様とおいしいドイツビールを飲んだことが楽し
い思い出です。
　今年４月に心躍らせて大阪に着任しましたが、新型コ
ロナウイルス感染症が猛威を振う中、皆様にお会いする
機会がないことを寂しく感じています。
　コロナ禍において、関西本部は、鳥取への観光誘客は
イメージ発信にとどめ、鳥取の特産品（鳥取すいか、新
甘泉、星空舞、鳥取和牛、日本酒、オーガニック等）の
販売促進・情報発信、移住希望者・鳥取出身学生へ県内就
職の支援等を中心に業務を行っています。
その中で私が実感したことは次の２つです。
　①鳥取県の近さが知られていない。
　②スイカ、梨の鳥取ブランドが浸透している。
　企業の方と面談をしていると、「鳥取県ってどうやっ
て行けるのですか？」「車でどのくらいかかりますか？」
という質問を多くいただきます。そして、「車で２時間
半くらいですよ。」とお答えすると「そんなに近いの？」

　平成18年に大阪鳥取県人会に入会し、高野泰明会長か
ら「温故知新を大切にさらなる交流を深めよう」との年
頭のご挨拶を頂きました。平成24年に福山琢磨会長が就
任され、県人会創立60周年を迎えて「会報ダイジェスト
版」の作成にご尽力されました。
　年号が変わり、令和２年に川島清春氏が新会長に就任

　鳥取県関西本部 本部長

 　高務　裕子

「近さ」アピール
効果的なＰＲを

されましたが、新型コロナ禍により会の運営もままなら
ない状況が続いています。
　先般、川島会長から「副会長を引き受けてくれないか」
とのお電話を頂いてびっくり。「現在は県人会の組織担
当幹事、関西倉吉中部会の幹事長をやり、平素は福祉の
仕事をやっており無理です」とお断りしましたが、会長
のご推薦を頂いて、書面による総会で選任されましたの
で、お受けすることになりました。
　お引き受けしたからには、月並みの言葉ですが、会長
を補佐し、その手足ととなって大阪鳥取県人会の発展の
ため、関西の各鳥取県人会（大阪・神戸・京都・奈良など）
が一つになっての会員増強に力を注ぎたく存じます。
　皆様のお力添えを心よりお願い申し上げて、就任のご
挨拶とさせていただきます。

とたいてい驚かれます。鳥取県では、「大阪まで２時間半」
と多くの県民が知っているように感じますので、大阪で
これほど知られていないことに驚きました。この「近さ」
をどうやって効果的にPRするか、もっと考えなければ
と思っています。
　逆に、思っていた以上に良く知られているのが、スイ
カ、梨の鳥取ブランドです。時期になれば量販店にズ
ラッと並び、問い合わせも多く、地元からの通販をご紹
介しても品切れになることもあります。テレビやラジオ
でプレゼント企画を行えば相当の倍率の申し込みがあり
ます。こんなに知られているのですから、スイカや梨そ
のものをPRするのではなく、その知名度を呼び水とし
て、他の県産品や観光を組み合わせてPRしていきたい
と思っています。
　このように、どういうPRをすれば関西圏で響くのか
頭を悩ませておりますので、是非、関西に長くお住ま
いの、鳥取を大切に思ってくださっている皆様のお話を
伺ってみたいと思っています。
　コロナ禍が落ちついて、大阪鳥取県人会の皆様と笑顔
で色々なお話ができる日を楽しみにしております。

●●    

本
部
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●●

　大阪鳥取県人会 副会長
　(兼)組織担当幹事

 　安田　壽昭

副会長に
就任して

白
兎
海
岸

白
兎
海
岸



大阪鳥取県人会報 令和３年10月15日 第100号（3）

◆「米子北高校が高校総体サッカーで準優勝」　福井県で開催された令和３年度高校総体で８月22日、サッカー男子の決勝戦に進
出した米子北高校は、強豪青森山田高に１－２で破れたものの、鳥取県勢初の準優勝に輝きました。

☆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！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

１．令和３年度の基本方針
　（１）新型コロナウイルス禍の中で、会員の健康・安心・安全を第一にした活動の推進　　　
　（２）新型コロナウイルス禍の収束後を見据えた組織・運営体制の構築
　　　　・学校同窓会組織、職域を中心とした若手会員の勧誘体制の準備
　　　　・役員・幹事ならびに会員の紹介による会員増強
　（３）令和３年度会費減額に対応した緊縮財政の推進　
　　　　・年会費（会則では３千円）を1,500円に減額し、費用対効果を重視した支出の削減

２．令和３年度事業計画
　（１）大阪鳥取県人会総会＆鳥取県ファンの集いの開催について
　　　　・コロナ禍のため鳥取県ファンの集いが開催を見送りとなったため書面による総会開催に切り替える。
　（２）囲碁同好会：コロナ禍の収束状況が確認出来れば、毎月第２土曜に鳥取県関西本部交流室にて開催
　（３）鳥取学出前講座の開催（第36期）
　　　　・上期（４月～９月）は、新型コロナウイルス感染症対策のため開催見送り
　　　　・下期（10月～３月）はコロナ禍の収束状況を確認しながら開催を準備・推進
　（４）会報の発行（年２回）　・10月（総会号・簡易版）　　・２月（新年号）
　　　 ※７月号はコロナウイルス禍による当会活動の停止により掲載記事が乏しいため発行見送り
　（５）郷土訪問日帰りバスツアーの開催：コロナ禍のため開催見送り
　（６）「鳥取ゆかりの店」食べ歩き会の開催：コロナ禍対策のため、開催見送り
　（７）春季ゴルフコンペは、コロナ禍のため開催中止、秋季も開催見送り。
　（８）新年互礼会の開催：コロナ禍の収束状況が進展すれば、令和４年１月中旬～下旬に開催を予定。
　（９）大阪鳥取県人会専用ホームページの活用の推進
　（10）大阪鳥取県人会の入会案内・入会申込書の改定

令和３年度事業計画

コロナ禍に対応、安全第一に活動コロナ禍に対応、安全第一に活動

会員動向
○新入会員（敬称略） 
　①竹迫　泰弘（鳥取市）
　②植田　武男（大阪市）
　③木下　幸典（京都市）
　④高務　裕子（大阪市）
　⑤小林　茂則（大阪市）
　⑥青木　　勉（枚方市）
　⑦山口　健一（大阪市）
　⑧渡邊　慶子
　　　　 （奈良県斑鳩町）
　⑨日野あゆみ（大阪市）

現在の会員数322名
（うち夫婦会員33組） 　⑩小谷　和宏（大阪市）

　⑪當別當健司（三田市）
　⑫藤野　英介（大阪市）
　⑬持田　将彰（尼崎市）

○退　　会（敬称略） 
　①山本　一範（２月）
　②中原美由紀（３月）
　③小椋　英之（３月）
　④八木　俊英（３月）
　⑤成相　　昇（３月）
　⑥本家　公一（３月）

　⑦三上　方子（８月）
　⑧安部　邦昭（８月）
　⑨宇都宮栄子（８月）
　⑩中土居　厚（８月）
　⑪岡本美都夫（８月）
　⑫新川　秀則（８月）

○お悔やみ（敬称略） 
　①乾　　亀子（20年12月）
　②伊達　応宣（21年３月）
　③米田　照正（21年４月）
　④三上　敦史（21年５月）

二十世紀梨

大栄スイカ
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〒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

　コロナ禍の中にあって、ここ2年間は活
動の中止・延期が重なり、会報も休刊や4
面の短縮版発行を余儀なくされてきまし
たが、「紙面による総会開催」を主テーマ
にした本号で「100号」の節目を迎えるこ
とができました。
　永年ご愛読頂いた会員の皆様・記事をご
寄稿頂いた方々、広告を寄せられた各企
業・諸団体に、改めてお礼を申し上げます。
　今後とも、魅力ある県人会活動の紹介に
努めてまいりますので、変わらぬご支援を
お願いいたします。

編集後記

　古くからおいしい米どころとして知られて
いる鳥取県。因幡は、稲羽あるいは稲葉と
も記されていました。また、米がよく穫れる
所を意味する「米生郷（よなうごう）」が転
じて「米子」となったと伝わっています。
　そんな鳥取県から、2018年、鳥取県オ
リジナル品種のお米「星空舞」がデビュー
しました。その名のとおり、白米は透き通っ
て美しく、炊き上がりはつややかで、適度
な粘りとはね返るような粒感が特徴です。
　関西地区の大手量販店（ライフ、イズミ
ヤ、関西スーパー、阪急オアシス、マルハ
チ）、大丸神戸店、大丸須磨店、髙島屋京
都店などで販売しています。※時期などに
より、一部取り扱っていない場合がありま
す。
　現在、商品に添付してある応募シールを
送ると、松葉がにやお米券が当たる鳥取県産

「星空舞」＆「きぬむすめ」新米キャンペー
ンを実施中です（令和4年1月14日まで）。
　この機会にぜひ、「星空舞」をご賞味くだ
さい。
　星空舞についての詳細は以下QRコードを
ご確認ください。

開催日　１１月１２日（金）～１３日（土）
　　　　１２月１０日（金）～１１日（土）
　　　　１月７日（金）～　８日（土）
　　　　２月４日（金）～　５日（土）
場　所　松坂屋高槻店 １階　東南入口（高槻市）
内　容　鳥取県産品の宣伝販売を予定

開催日　１１月１３日（土）～１４日（日）
場　所　湊町リバープレイスほか（大阪市浪速区）
内　容　鳥取県産品、観光等のPRを予定

■新米の季節到来！鳥取県オリジナル品種の
お米「星空舞（ほしぞらまい）」をご存知ですか？

■「鳥取マルシェ｣ を開催

■道頓堀リバーフェスティバル」で鳥取県をＰＲ

開催日　１２月４日（土）
場　所　いしはら商店（神戸市）
内　容　鳥取県産品の宣伝販売を予定

　本年度はこのコロナ禍でも全国の皆様に
ご自宅から参加いただける、SNSでのプレ
ゼントキャンペーンをご用意しました。
　コロナが落ち着いてから蟹取県へウェル
カニバックしていただく際にご利用いただけ
る「蟹旅行券」、お家で蟹取県のグルメを
味わえる「松葉がに」　「蟹土産品」の豪華
景品が当たります。是非ご参加ください。
　詳細は以下QRコードをご確認ください。

　鳥取愛を持ち、鳥取と多様に関わる「ふ
るさと・とっとりファン」であれば、どなたで
も入会できます。入会特典は自然や歴史、
食などの情報満載の季刊情報誌「とっとり
NOW」や割引特典などのついた観光パス
ポートの送付など。会費は無料です。皆さ
まの入会をお待ちしています。
　詳細は以下QRコードをご確認ください。

■「鳥取県チャレンジコーナー」モニター商品販売会を開催

■蟹取県ウェルカニキャンペーン

■「ふるさと来LOVEとっとり
メンバーズカード」会員募集中！

　県内のどの市町村からでも天の川が見
え、夜空を見上げれば星に手が届きそうな
鳥取県は、皆様にもっと星空を堪能してい
ただきたいと思いをこめて「星取県」を名
乗っています。「星取県」というイメージを
商品・サービスに活用しているものについて
も、幅広くご紹介しています。
　詳細は以下QRコードをご確認ください。

　旬の農産物や鳥取県おすすめの肉類、お
米、魚介類、加工品、乳製品、スイーツ、
お酒などをお取り寄せできるサイトを紹介し
ています。
　詳細は以下QRコードをご確認ください。

※掲載のイベントについては、新型コロナ
ウイルス感染拡大状況等により開催中止
になる場合があります。

■星取県コラボ商品が続々と誕生しています

■お取り寄せできる鳥取の味

関西本部だより関西本部だより


