発
行：大阪鳥取県人会
発行責任者：川島 清春
編集責任者：上口 敦弘
印
刷： ㈱ 新 風 書 房

〈題字〉高野泰明名誉会長

第98号

◆事務局連絡先 〒630-8101 奈良市青山２丁目2-14 髙塚 徹
TEL・FAX 0742-23-9541 E-mail：takatsuka@citrus.ocn.ne.jp

令和２年10月20日

山陰海岸ジオパーク

書面による総会を開催／会長に川島清春氏

⑧会計担当幹事の田中伸彦氏が退任し、鳥取学出前講座担

例年８月末に「鳥取県ファンの集い㏌関西」と「大阪鳥

当幹事の専任となる。

取県人会総会」が同日開催されてきましたが、今年は新型

⑨事務局担当幹事ならびに催事担当幹事（兼）の村上孝子

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

氏が退任する。

催となりました。

以上が承認されました。

８月７日、会員各位に「大阪鳥取県人会 令和２年度 書

役

（上口 敦弘 記）

員 （敬称略）

面による総会・議案書」が送付され、８月末日までに寄せ

役

られた「議決権行使に関する回答書」を集計した結果、

名誉会長 高野

泰明 鳥取市

第１号議案「令和元年度事業報告」

会

長 川島

清春 鳥取市

第２号議案「令和元年度決算報告」

相 談 役 福山

琢磨 倉吉市

第３号議案「県人会会則の一部改定」

副 会 長 本田

元子 米子市

第４号議案「令和２年度事業計画及び予算（案）」

幹 事 長 髙塚

第５号議案「役員・幹事体制について」

監

事 坂根

参

与 中原美由紀 鳥取市（鳥取県関西本部長） 澤

顧

木下
問
海部

の全ての議案が承認・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、９月よりネットで触れ合う「ホームページの

職

開設」、10月より「鳥取学出前講座」を人数限定・申し込

幹

み制で再開講することなどが「令和２年度事業計画（案）」

担当部門

に盛り込まれ、今年度の当会・年会費（3000円）は徴収し
ないことが「予算（案）」に組み込まれています。
「役員・幹事体制」については、
①会長の福山琢磨氏が退任し、相談役に就任する。

氏

名（出身地）

上口

敦弘 鳥取市

遠谷

茂 西伯郡

徹 米子市
清明 倉吉市

善博 日野郡
栄子 鳥取市

藤縄

志郎 岩美郡（県政顧問）

啓一 鳥取市

三原健太郎 西伯郡

事（敬称略）
総括幹事

幹

事

広

本田 元子 米子市（兼）能島 訓子 鳥取市
報 上口 敦弘 鳥取市（兼） 東
巧 米子市
大江 昭夫 西伯郡
浅野 信之 富山県

催

事 福田

豊 鳥取市

米澤 道隆 鳥取市
植田 眞一 境港市

河本

純 倉吉市

②郷土芸能担当総括幹事であった川島清春氏が会長に就任する。

鳥 取 学
井関 宏介 鳥取市
出前講座

③副会長の米澤道隆氏が退任し、催事担当幹事を続投する。

本田 元子 米子市（兼）前田千恵子 秋田県
森田 征子 米子市
田中 伸彦 鳥取市
濱田 康男 米子市

郷土芸能 河上

田中 満男 鳥取市

④浅野信之氏が広報担当幹事に就任する。
⑤郷土芸能担当幹事の河上勲氏が郷土芸能担当総括幹事に
就任し、組織担当幹事を兼務する。
⑥田中満男氏が郷土芸能担当幹事に就任する。
⑦濱田康男氏が鳥取学出前講座担当幹事に就任する。

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
松田 賢一 倉吉市
河上
勲 日野郡（兼）

会

計 石田 憲雄 東伯郡

米澤 澄江 鳥取市

事 務 局 髙塚
（注）

徹 米子市（兼） 西谷友香里 倉吉市

の方は、新任（転任含む）となります。

◆「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。
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上）は28.7％で、２位のイタリアに５ポイントの差をつ

今こそ関西も
県人会を一つに
川島

清春

当会員様には初めての方も居られますので自己紹介を
させて頂きます。
出身地：鳥取市鹿野町殿町（気高郡鹿野町）
出年月：1939年（昭和14年）７月
学

歴：高校全国４校（定時制４年間）
大学（２部４年間）
専門校（夜２年間）

在住地：奈良県橿原市白橿町

51年余 在住

家

族：夫婦（２人の娘結婚、孫８人）

職

業：会社役員

ボランティア：10代より多（現在は県人会）
〃

味：読書・音楽・旅行・自然花・飲食など

去る３月福山前会長が脳梗塞で病後思わしくなく、会

●●

趣

：出発は関西鹿野会85周年・会長

我が大阪鳥取県人会もその波を受け、新入会員は若い

会長就任のあいさつ

会長

け世界１の少子高齢者国です。

●●

大阪鳥取県人会

長（候補）をと指名され、現状を踏まえてお引き受けし

ほど経った頃、左指にしびれを感じたので、右手でさす
り、再度キーを打とうとしたのですが、すでにマヒが始
まっていて打てなかったのです。異常を感じ主治医に電

退任のあいさつ

３月６日、出社していつものよ

うにパソコンを開き、メール処理をしていました。30分

近くの警察病院へ救急搬送されましたが、幸い軽症で

頭の痛い処です。何か良い方法はと、関西も一つとなっ
て、東京の支部制を参考にしたらと思考しております。
役員会で検討し、具体化を考えて県人会を安定維持でき
るように、県側とも相談したいと思っております。各
県人会は歴史もあり、その地独特の県民性もあり、一遍
にはできませんが、一つになるには現在がチャンスだと
思っております。」
コロナ禍の大変な時期に会長を引き受けましたが、誰
かがやらないと前に進みません。
今後共、皆様の力を得て鳥取県の謙虚さと真面目さを

した。しかし右脳内出血のため、左半身の足、手指、口
腔が機能せず、耳と目は大丈夫でした。リハビリ訓練、
その他の治療で４月10日に退院でき、通院することにな
りました。
入院中、気になっていたのは県人会のことです。担当
医師に聞きますと「早くて１～２年、回復してもすべて
元通りになるとは考えないでください」と釘をさされた
のです。
退院から５か月近くなりますが、体力的にはまだ５割
に達していないと感じています。とても会長は務まるは
冬の味覚 「松葉がに」 を食べ尽くす。
ずがなく、川島清春様へご無理をお願いした次第です。
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。

川島様へは私の病状をご理解いただき、お受けいただき
山 陰 の名 物

●●

事の重大さに初めて気づいたのです。

ます。「少子高齢化の今、関西も各県人会の会員減少は

ましたこと、感謝申し上げ、お礼の言葉とさせていただ

話したところ、「福山さん、しゃべってはいけない。ろ
れつが回っていない。脳梗塞かもしれない」の言葉で、

東京は関東一円で支部制を取り、東海は副会長が各地
方毎を担当されて県人会は一つとして運営されておられ

気を取り戻され、やさしい笑顔をお見せ下さい。

●●

中原本部長から贈られた
花束と福山前会長

琢磨

そこで前からの私案ですが、只今関西には10を超す県
人会、郷土会があります。

りがとうございました。病後をどうぞ大切にされてお元

10月20日総務省が発表した日本の高齢化率（65歳以

福山

員数は減少していくだけです。

ラストになりましたが、福山琢磨前会長には長い間あ

るよう努めて参ります。

前会長

段は現会員の伝（つて）のみです。年齢も高齢化、、会

してご挨拶にします。

いつ何時がありましても、安定化した県人会を維持でき

大阪鳥取県人会

人は少なく、また高校同窓会なども名簿がなく、誘う手

前に出して進んでいきたいと思います。よろしくお願い

ました。私も元気が取り得ですが、満81歳の年齢です。

感謝と
お礼の言葉

令和２年10月20日

きます。役員、会員の皆様へは、在任中、いろいろご協
ずわい が にフ ルコー ス
21,800 円～
力いただきましたこと、厚くお礼申し上げます。今後は
15,400
お一人様

1 泊 2 食付

円( 税込 )

お料理価格

お食事専用個室料金

２名様より承ります。

2 3 ,3 4 0 円～

期間
限定

一会員としてよろしくお願いいたします。

～お客さま・地域との共通価値の創造～

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NEXT VALUE

ご利用期間

冬の味覚 「松葉がに」 を食べ尽くす。
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。
２名様より承ります。

か
き鍋物
コ ース
山にす
陰 の名
ずわい が にフ ルコー 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
お一人様
お召し上がりください。

1 泊 2 食付

お一人様

21,800 円～

13,000

期間
) ２名様より承ります。
15,400
400 円( 税込円～
1 お料理価格
泊 2 食付15
限定
お料理価格 6,600
お食事専用個室料金
2 3円(
,3税込
4 0) 円～

お食事専用個室料金

ご利用期間

ご利用期間
円～
13,660
11月上旬～３月上旬

期間
限定

11月～3月

プレミアム

２名様より承ります。

松 葉 が にフ ルコ ー ス

GOTO
トラベル
36,100
キャンペーン
使えます

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。
お一人様

円～

1 泊 2 食付

お料理価格

29,700 円( 税込 )

お食事専用個室料金

39,070 円～

期間
限定

ご利用 期 間

１日 1 0 食

限定

11月上旬～12月中旬

◎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
※12各かにコース
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 ◎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。

ご予約・お問い合わせは

鳥取県 国民保養温泉地

鹿野温泉
国民宿舎

〒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

◆「バルコス社が上場」 昨年の「ふるさと訪問バス旅行」で会社訪問させて頂いた「バルコス」＜7790＞が特殊市場（東証
プレミアム
TOKYO PRO Market）とは言え上場を果たし、860円の初値を付けており、更なる発展が期待されます。
か にす き鍋 コ ース
松 葉 が にフ ルコ ー ス
２名様より承ります。

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。

２名様より承ります。

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。
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郷土芸能担当幹事

田中 満男さん
私は以前から傘踊りに関心があり、踊ってみたい
と思っていました。
2014年の高校の同窓会で、上口副会長から、傘
踊りの練習をする機会があることを聞き、県人会に
入会し、郷土芸能部門旧総括幹事の海部さんの指導
により踊りを習得しました。
2015年８月29日の「鳥取県ファンの集い」で、
平井知事や福山会長と一緒に踊ったことが思い出さ
れます。その後、
「鳥取県フェア」など、６回ほど
踊りを披露する機会がありました。
最近は体調が芳しくありませんが、県人会の郷土

新
幹
事
の
紹
介

第98号（3）

広報担当幹事

浅野 信之さん
この度、広報担当幹事を拝命いたしました浅野信
之と申します。
主に広告デザインを仕事に大阪市内で事務所を構
えております。普段は企業の会社案内、ホームペー
ジ等、会員組織の情報誌、パンフレット等の企画か
ら制作印刷までの制作デザイン事務所をやっていま
す。今回の「心のふるさと 大阪鳥取県人会」のホー
ムページの制作を担当させていただきました。
これからの催事、お知らせ等の情報を更新して、
分かりやすく見やすいものにして、皆さんに喜んで

芸能部門で何かお手伝いができたらと思い、幹事を

もらえるよう、良いものにしたいと思っていますの

引き受けました。今後は河上総括幹事のもとで、鳥

で、どうぞよろしくお願いいたします。

取県の各種芸能を発掘していきたいと思っていま
す。

濱田 康男さん
この度、鳥取学出前講座の幹事になりました濱田
康男です。米子市の出身、大阪在住50年で既に古希
を超えております。
以前から、高校の同窓会活動を通じて本田さん、
髙塚さんと親しくさせていただいていましたが、本
県人会とはご縁がなく右も左も分かっておりませ
ん。
加えて、会社を通じた狭い世間で長年を送ってき
た素人ボランティア。どれだけ皆様のお役に立てる
か心細い限りですが、いろいろな方に教えを請いな
がら努めていきたいと思います。
どうか、よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

鳥取学出前講座
担当幹事

ホームページ開設のご報告
8／30日付でホームページを開設しました。
新規トピックにも掲載しましたのでぜひご覧く
ださい。
（タイトル）こころの故郷 大阪鳥取県人会
（ホームペ―ジアドレス）
 http://www.osaka.tottorikenjinkai.com
当大阪鳥取県人会では、会員の拡大と情報
発信を行うため、会員の皆さまにはご理解頂
き、自由に投稿ができる形式にしております。
投稿される際は、このWEBサイト責任者の私
（東 巧）までご連絡ください。
Legal.w.i@gmail.com
内容を広報担当にて確認の上、掲載の可否を
判断して必ず返信します。
皆様の熱意と心のこもった記事の投稿を期待
しています。
どうか今後共ご協力をよろしくお願い致しま
す。

（広報担当 東 巧 記）

いつもの料理を絶品の味に

家庭で使う、
プロの裏技！
たった３分煮出すだけで、簡単にだしが取れます



☆ご注文・お問い合わせは☆

0120-545-646

◆「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）

大阪鳥取県人会報
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関西米城会

同窓の和を
ふかめた集い

総会に120
総会に
120名が参集
名が参集
令和最初の総会は２月９日（土）、新阪急ホテルに120名余が参集。総会議事は滞り
なく承認され、引続いて木村昭彦さん（70期）による「東大寺を撮る～境内に棲む動
物たち」の演題で講演。当人は会社勤務の傍ら奈良に通い、東大寺からの信頼も得て、
東大寺の建造物や仏像の他に、周辺に棲む野生動物の生態など深夜～早朝に撮影され
た貴重な写真・映像を交え解説されました。
会場を移しての懇親会では、現役音大生の久光美早紀さん（114期）がオペラアリア
と日本歌曲を若々しく歌って拍手を浴びました。終盤は恒例の米東弁サウンズと応援
団ＯＢのリードで、熱気溢れる新旧校歌・応援歌を全員で大合唱。コロナ禍より一足早
く、無事に総会の日を終えました。
（副会長 森脇 忠道 記）

合
試
流
交
園
子
甲
特別な

夏

新型コロナの影響で中止になった「春の選抜高校野球」出場予定校32校が各々１試
合のみ戦う交流試合が、８月10日から６日間阪神甲子園球場で行われ、初日の第１試
合に秋の中国大会で準優勝の「鳥取城北高」が登場し、四国大会を制した「明徳義塾高」
と対戦しました。
試合は序盤にリードを許した鳥取城北高は８回に４点を取って逆転し、手に汗を握
る大接戦を展開しましたが、９回に逆転サヨナラ打を喫して６－５で敗れました。
スタンドで控え選手と家族のみが観戦する中での「特別な一戦」でしたが、鳥取城
北高は持てる力を十分に発揮して戦い抜きました。
（上口 敦弘 記）

編集
後記

令和２年10月20日

会員動向

現在の会員数327名
（うち夫婦会員34組）

○新入会員（敬称略）
①花房 斎一（鳥取市）
②林
公博（大阪市）
③荒鳶 俊郎（神戸市）
④中井 和世（吹田市）
⑤佐々木映子（和泉市）
⑥高見 邦雄（宝塚市）
⑦川島 順子（橿原市）
⑧中曽 和美（長岡京市）
⑨原
善雄（大阪市）
⑩濱田 康男（池田市）
⑪川口
遼（大阪市）
○退
会（敬称略）
①中原
登（３月）
②河本 英昭（３月）
③福井 雅広（３月）
④高橋 恒美（３月）
⑤青柳 正行（３月）
⑥植村 京子（３月）
⑦岡本 航太（３月）
⑧佐藤
隆（３月）
⑨西崎 保孝（３月）
⑩村田 正彦（３月）
⑪下山 誠司（３月）
⑫森兼 尚子（３月）
⑬岩井 雄一（３月）
⑭勝弘 俊子（３月）
⑮石飛 文雄（３月）
⑯浅田 敏躬（５月）
⑰生田 博久（７月）
⑱榎木香代子（８月）
⑲榎木 芳孝（８月）
⑳石川 二郎（８月）
㉑櫻井 益雄（８月）
㉒櫻井 洋子（８月）
○お悔やみ（敬称略）
①川口 明治
（令和元年６月18日ご逝去）

この春から新型コロナウィルス禍の影響で、さまざまな活動が休止状態となり、掲載記事が乏しいこ
とから本年７月号の発行をやむなく見送りましたが、本10月号も「書面による総会」結果を主記事として、
４面編成の短縮版の発行となりました。
しばらくは試練の時が続きますが、皆で「新しい日常」を構築し「治療薬とワクチン」の開発を待ち
たいものです。「ふるさとの絆」を深める「県人会活動」が復活する日が早期に来ることを願って止みま
せん。

会報に関する連絡先 〒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

