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米子の精霊流し

高野泰明 名誉会長 ご逝去

大阪鳥取県人会 名誉会長 高野泰明氏が、３月５日、誤
嚥性肺炎にて逝去されました。享年92歳でした。

ご遺族から、「３月11日に葬儀告別式は家族葬により執
り行いました」とのご報告をいただきました。
高野泰明氏は三洋電機㈱社長・副会長を歴任され、平成
誉
高野泰明（ 会名長）
様弔辞

「県友会」から「県人会」へ改名
「鳥取学出前講座」は長寿企画


大阪鳥取県人会

相談役

福山 琢磨

高野泰明（名誉会長）様の訃報を、５月中旬
に事務局から拝受しました。
謹んでお悔やみ申し上げます。
会長へ就任されたおりの会報第42号（総会特
集号、平成12年８月１日発行）へ総会記事とし
て「大阪鳥取県友会から大阪鳥取県人会へ」と
組織を改名し、新大阪ワシントンホテルプラザ

に120余名というかつてない多数の会員が集い、来賓に片
山知事をはじめ、西尾鳥取市長、早川倉吉市長を迎え、新
しい気持ちでスタートしたことが報じられています。
他の主な活動を列挙してみます。各年度の定例行事（総
会、新年互礼会、郷土訪問旅行―花回廊、秋の小旅行、第
17回国民文化祭への参加、鳥取県フアンの集い、などを
発案され、懇親の場を設けておられました。
なかでも平成14年７月から開始した「鳥取学出前講座」

７年に大阪鳥取「県友会」会長に就任、平成12年に名称
を「県人会」に改称して会長を継続、通算17年間にわた
り会の興隆を主導頂き、平成24年から名誉会長として会
の運営を支援いただいておりました。
謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。
はネーミングのユニークさもあって話題となり、今日も継
続されている長寿企画です。こうした名物的な催しが、高
野会長の時代に花開いたことは特筆すべきことです。コロ
ナ禍で中断しているのは残念ですが、新年度から再開とお
聞きしていますのでコロナ禍の収束を願うばかりです。

紙面による総会のご案内
６月15日、関西本部交流室(大阪駅前第3ビル)にお
いて、大阪鳥取県人会役員・幹事会を開催、関西本部
から、高務本部長・谷川副主幹の出席を得て、今期の
活動方針などを協議しました。
冒頭、関西本部と県人会が合同開催してきた「鳥取
県ファンの集いin関西」が中止となることから、同時
開催してきた「大阪鳥取県人会総会」は今年も「紙面
による総会」とすることが決議されました。
会議で報告された活動計画などを「議案書」にまと
めて皆様にお送りし、賛否やご意見をお伺いいたした
く、この会報送付に同封しておりますので、どうぞよ
ろしくご協力いただきますようお願いいたします。

◆「砂の美術館」 今夏の展示テーマは「エジプト」です。2022年はツタンカーメンの墓が発見されて
100年にあたること、イギリスからの独立100年にあたることから、
「エジプト」をテーマに選定しました。
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関西・倉吉中部会

３年ぶりの大阪城桜花見会開催
新型コロナウイルス感染症が心配される中、

コロナ禍の影響で全ての行事が中止、延期にな
り、暗い世の中になってしまい、仲間たちとも
疎遠になり、近況も解らなくなっておりました。
４月２日（土）関西・倉吉中部会では３年振り
に思いきって、大阪城公園にて恒例の桜花見会
を開催いたしました。大阪城の桜が満開の中、
高務裕子県関西本部本部長はじめ27名の会員が
参加されました。今回も林家笑丸師匠に駆けつ

けて頂き誠にありがとうございました。
松田賢一会長のご挨拶で、花見会がスタート、今回は６

は会を開催するか、中止するか、蔓延防止が出ていたので

つのグループに分けての花見会（初めてのご参加７名）、

大変苦慮致しましたが、松田会長、福山顧問の協力があっ

高務本部長から郷土のお酒を頂き、又郷土から取り寄せた、

て開催できました。ご出席を賜りました、川島大阪鳥取県

かまぼこ・イギス等の懐かしい料理を頂きながら、本当に

人会会長、神崎神戸鳥取県人会会長、又、会員の皆様もご

久し振りに仲間たちと楽しい時間を過ごすことが出来まし

多忙の中ご参加ありがとうございました。今度は年末の忘

た。約２時間30分の短い時間でしたが、松本順一前寝屋

年会（総会）でお会いしましょう。何とか工夫をして開催

川市議会議長の中締めで会を無事終了いたしました。今回

をしたいと思います。

（幹事長 安田 壽昭 記）

に至らず、を繰返しました。講師依頼をした先方様には、

鳥取学出前講座について

中止となることをお伝えし、そのたびに、再開の折にはま
たよろしく、と念を押してきた結果、このほど、やっと１

コロナ禍により、毎月開催していた鳥取学出前講座はま

年８か月ぶりの再開まで漕ぎつけました。会場の交流室使

ともに影響を受けました。前号の紙面でも報告しています

用人数の制限など制約事項が解除されていないこともあり

が、令和２年３月からこの６月までの２年あまりに実施で

ますが、令和４年度前期の７月、８月、９月の３回を以下

きたのは、令和２年10月、11月のわずかに２か月だけです。

のとおり実施します。
なお、コロナ禍が収束すれば、後期から従来どおり半年

その間、なんども計画しては、中止を余儀なくされて実施

（６回）単位で開催できるよう計画したいと考えています。

第36期（2022.7～2022.9）
月

日

（「鳥取学出前講座」担当 井関 宏介 記）
テ

ー

マ

講

師

１

7月21日㈭

中国で砂漠化防止にとりくんで30年
緑がふえ、風景が一変してみんなびっくり！

認定NPO法人
緑の地球ネットワーク
副代表 高見

2

8月25日㈭

家のお手伝い、介護、今と昔
～「家族の当たり前」の変化に迫る～

N.K.Cナーシングコア
コーポレーション合同会社
代表 神戸 貴子 氏

9月15日㈭

紙芝居でもっと知ろう「大山さん」
～三山（大山寺・延暦寺・金山寺）を復興した大山の名僧「豪円和尚」～

紙芝居プロジェクト
伯耆・伝承隊
副隊長 吉島
事務局 小椋

3

行政書士

邦雄 氏

潤承 氏
弘美 氏

西谷 友香里（倉吉市出身）

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9
新大阪日大ビル705
TEL 06-6300-7137 FAX 06-6300-7237

◆「鳥取県のおすすめ滝3選」 ①雨滝（あめだき）鳥取市国府町：
「日本の滝百選」に選ばれた県内屈指の滝 ⓶不動滝（ふどうだき）
湯梨浜町：古くより「聖滝」と称される名瀑 ③今滝（いまだき）湯梨浜町：名物「滝床料理」が楽しめます。
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ある時90歳に近い女性入居者様とお話をしたと
きに学んだこと。「この施設では皆さんプライドが

リレー随筆

会 員

●高齢者の知恵は人生の指針なり

大変強く、転倒予防や機能回復などのプログラムに
積極的に参加されますが、反面骨折等で入院される

米澤 道隆さん

方を多々見受ける。『過ぎたるは猶及ばざるが如し』

（大阪鳥取県人会 顧問）

と言いますが『過ぎたるは及ばざるにしかず（劣る）』
と心得るべきです。特に高齢者の頑張り過ぎは禁物、
これはほんの一例ですよ」と。その後の人生の指針

倉敷は第三の故郷なり

として種々大いに参考になりました。

人には夫々生まれ育った村や町以外に第二、第三
の故郷と言える思い出の地があるのではないでしょ
うか。私は定年間際の2004年４月から2009年３月

●人生100年時代、施設は先人の生きざまの宝庫なり

格を有す優秀な介護スタッフが必要でしたが、スト

までの５年間、遊休地活用と地域貢献のため岡山県

レスが多く典型的な女性の職場を反映し、定着が課

倉敷市に子会社として開設していた特定施設・終身

題でした。また当時流行しはじめた「終の棲家」とは、

介護付き有料老人ホーム（以下施設）の経営責任者

「人生の最後まで安らかに過ごせる住まい」の事。困

を命じられ赴任、多くの方との出会いや学びの機会

難になりつつあった自宅での介護に代わり、適切な

を得、その後の人生に貴重な糧を戴いたことから倉

サービスを提供する有料老人ホーム等がそれを担う

敷が心に残る第三の故郷となりました。

にふさわしい住まいとして注目され始めました。従

●42年振り、しかも倉敷にて再会とは正に奇遇なり

い職務上素敵な出会いの反面、慣れ親しんだ方々と

施設では入居者様の認知機能悪化防止や誤嚥予

の悲しい別れにも多く接してきましたし、誰も避け

防、心身活性化のため各種アクティビティを実施。

て通れない「老いと介護と人生の終末」という重い

この一環として毎月１回「うたごえ喫茶」を開催す
オンの先生が偶然にも中学高校時代の同級生と分か
り42年振りに再会！施設を介してのご縁に感謝し
その後約４年余り楽しい時間を共にしました。聞け

テーマに向き合えたことは貴重な財産となりました。
国際観光都市「倉敷」という背景も相まって、ここ

その㉔

ることに。そこで岡山市からお招きしたアコーディ

2000年に制定された国の介護保険制度を受け同年

施設を開設、入居者確保が急務でした。一方国家資

で過ごした５年間は今思えば至福の時間であったこ
とから私にとって第三の故郷となった所以です。
プロフィール：1946年鳥取市生まれ 大阪府枚
方市在住 前県人会副会長

ば彼は父親の転勤に伴い、高校（鳥取西高）１年の
夏広島に転校したとの事でした。

参加者一同で集合写真

ゴルフ 同好 会だ より
令和４年５月28日（土）第38回県人会春季ゴルフコン
ペを枚方国際ゴルフ倶楽部で開催致しました。
コロナ禍により休止していましたが２年ぶりにゴルフコ
ンペを開催することができました。参加者は10名と少し寂
しい大会でしたが和気あいあいとプレーすることができま
した。優勝は今井さん、準優勝は荻野さんでした。またベ
スグロは今井さんの87でした。参加頂いた方には、参加賞
として鳥取産米「星空舞」
、各賞として用意した松乃江の海
鮮詰め合わせ、大江の郷の天美卵、さらにゴルフ場より提

次回の秋季コンペは10月ごろに開催予定です。詳細が
決まりましたら連絡を差し上げます。
（ゴルフ同好会 幹事 河本 純 記）

供して頂いたゴルフボールを持ち帰っていただきました。

医療法人社団
秀 明 会
院長

遠谷 茂

（大山町出身）

遠谷眼科
日本眼科学会認定
眼科専門医
京都大学医学部卒 医学博士

●白内障手術の実績
白内障手術

４２，７６４件

●過去 1 年の主な手術実績
白内障手術
硝子体手術

http://www.entani.com
白内障、緑内障、糖尿病網膜症、近視・遠視・乱視矯正

１，０２３件
３３ 件

（1987 年～2021 年）

（2020 年～2021 年）

２２件

緑内障手術

代表電話： 06-6428-1515
・有水晶体眼内レンズ手術（自由診療）片眼 30～35 万円
・屈折矯正手術（自由診療）両眼 20 万円
・オルソケラトロジー（自由診療）両眼 14 万円

おねがい

住

所 ： 〒661-0002

兵庫県尼崎市塚口町 1-10-31

アクセス ： ＪＲ大阪・阪急梅田駅より阪急電車で神戸三宮方面へ約 10 分、
阪急神戸線 塚口駅下車 北西徒歩３分

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
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■「とっとりの地酒で乾杯‼
キャンペーン」開催中！
鳥取県産酒を買ってSNSに画像、感想
等をハッシュタグをつけて投稿すると「鳥
取県の地酒と工芸品のセット」が、期間中
100名様に当たります。
（※SNSは、インスタグラム、フェイスブッ
ク、ツイッターで投稿可）
期 間 12月31日（土）まで
対 象 鳥取県内で製造されたアルコール
飲料（日本酒・果実酒・ビールなど）
方 法 「とっとりの地酒で乾杯！」キャ
ンペーンアカウントをフォロー
し、応募条件を満たした上で、ハッ
シュタグ「#とっとりの地酒で乾
杯！」をつけて投稿
締 切 第１回抽選 ８月31日
第２回抽選 12月31日
詳しい内容は、ホームページでご確認い
ただけます。
右のQRコードから
アクセスできます。

関西本部だより
■ ｢鳥取マルシェ｣ を開催
■県産品の通販サイトをご紹介「まるっととっとりお鳥よせ」
開催日
場

所

内

容

８月26日（金）～27日（土）
９月30日（金）～10月１日（土）
松坂屋高槻店 １階
東南入口（高槻市）
梨や県産加工品のＰＲ販売を予定

■「鳥取県チャレンジコーナー」
■おすすめ食材等のお取り寄せサイトのご案内
モニター商品販売会を開催
開催日
場 所
内 容

８月６日（土）
いしはら商店（神戸市）
鳥取県産品のＰＲ販売を予定

■ ｢食のみやこ鳥取県フェア（仮）」を開催
開催日
場 所
内

９月７日（水）～13日（火）
大丸梅田店 地下１階
東コンコース前（大阪市）
容 二十世紀梨、新甘泉、シャインマ
スカット、とうふちくわ、あごち
くわ、打吹公園だんご等のＰＲ販
売を予定

■鳥取県×京都産業大学連携フォーラム
「酒と食文化でむすぶ 鳥取と京都」を開催！

■ ｢鳥取・島根フェア（仮）」を開催
■県産品の通販サイトをご紹介「まるっととっとりお鳥よせ」
開催日
場 所
内

８月31日（水）～９月６日（火）
大丸神戸店 地下１階
中央催事場（神戸市）
容 二十世紀梨、新甘泉、シャインマ
スカット、とうふちくわ、あごち
くわ、打吹公園だんご等のＰＲ販
売を予定

編集
後記

鳥取の酒造りについて、歴史、食文化、
酒造、農業などさまざまな視点から紹介す
るフォーラムを開催します。
日 時 ９月18日（日）13時30分～
場 所 京都産業大学むすびわざ館２階
「むすびわざホール」（京都市）
内 容 講演・トークセッション
参加費 無料
記念品 参加者には鳥取の地酒をプレゼント!
詳細は右のQRコードを
ご確認ください。

本号も４ページ編成でお届けします。
３月の高野名誉会長ご逝去の報を受け、１面の特集として、
高野氏から会長を引き継がれた、福山相談役に弔辞をいただき
ました。
県人会の行事は、春のゴルフコンペが実施され（３面）、「鳥
取学出前講座」も７月から再開予定（２面）、また関西倉吉中
部会からは、花見会の記事を頂きました（２面）。
同窓会や交流会などさまざま活動が復活し、皆に「元気」と「安
らぎ」が戻ってくることを願っています。

令和４年７月25日
■鳥取県の味をお取り寄せしてみませんか？
■県産品の通販サイトをご紹介「まるっととっとりお鳥よせ」
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。
詳細は右のQRコードを
ご確認ください。

©⿃取県

※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・延期となる場合があります。

会員動向

現在の会員数298名
（うち夫婦会員33組）

○新入会員（敬称略）
①黒田登志子（川西市）
②安田 勝助（大阪市）
③朝倉 千里（茨木市）
④安田千年世（大阪市）
⑤溝口 章仁（豊中市）
⑥溝口 圭子（豊中市）
⑦溝口 仁志（豊中市）
⑧岡澤 龍一（枚方市）
⑨岡澤 教子（枚方市）
○退
会（敬称略）
①長谷川桂子
②海部
③高野 清子
④池田
⑤江本 光史
⑥関
⑦中井 和世
⑧田中
⑨福田
豊
⑩都橋
⑪和田 三男
⑫石橋
⑬丘
行博
⑭田村
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克則
直秋
昭
正
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○お悔やみ（敬称略）
①荒河 萬宜（22年１月）
②高野 泰明（22年３月）
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