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　「地方創生」こそ、鳥取県のような小県には不可欠であり、
持てる「固有資源」（自然、伝統文化、農林水産業等）の
活性化に集中して取り組まなければなりません。とりわけ

「デジタル技術」を活かした「地方創成」への挑戦が求め
られます。

　最後になりましたが、当会の「組織担当幹事」のみなさ
まにより「大阪鳥取県人会への紹介」が改訂されました。
　このパンフレットには、ここのところ中止・延期してお
りました様々な「県
人会活動」の魅力も
紹介しております。
　今回、会報の送付
封筒に同封いたして
おりますので、皆さ
まには、お知り合い
の方々にご披露いた
だき、当会への入会
をお勧めいただきま
すようお願いいたし
ます。

◆「全国高校ラグビー」　花園ラグビー場で開催された全国高校ラグビー大会に鳥取県代表として、米子工業高校が出場しまし
た。結果は一回戦で、徳島・城東高校に０―70で敗れました。 なお、大阪鳥取県人会は、バナナ（2箱）を差し入れしました。

　大阪鳥取県人会の皆様へ謹んで新春のご挨拶を申しあげ
ます。
　昨年12月中旬頃までは、コロナウイルス新規感染者は
減少の傾向にありましたが、オミクロン株の発生により、
現在第６波が猛威をふるい、今年の１月中旬から新規感染
者数が過去最高の日々が続いております。

　ところで、コロナ禍は大きな「ピンチ」ですが、大きな
「チャンス」（夜明け）に変える好機と考えることも出来ま
す。コロナ対策としての「在宅勤務やテレワークの導入」
による「郊外型生活」の定着、従来の「大都市集中型」か
ら「地方分散型」への産業構造への転換、大都市から地方
への「移住・定住の促進」が始まっており、これから真の「地
方創生」の時代、所得の再分配を含めた「新しい資本主義」
を進める「新しい日本」の始まりです。
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　　大阪鳥取県人会　会長
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「デジタル社会と
� 地方創生」

《お気軽にお問合わせ下さい》
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◆「全国高校駅伝」　12月26日（日）、京都で行なわれた全国高校駅伝で、午前の女子の部では鳥取城北高校が１区から40位台で、
最終44位でゴールし、午後の男子の部では米子松蔭高校が出場、１区から30位台でスタート、最終38位でゴールしました。

地域の夢、 お客様の夢をかなえる

創造的なベストバンクを目指して

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

　大阪鳥取県人会の皆さま、明けましておめでとうござ
います。
　昨年はデルタ株に翻弄された１年間でした。県外往
来やイベント開催が制限され、「鳥取県ファンの集い in 
関西」も中止となりました。そういえば、私は昨年４月
の着任ですので、マスク下の私の素顔を見たことがない
職員もいます…。
　この新年早々、予想を遥かに上回るスピードでオミク
ロン株が広がっています。重症化しにくいとの情報も目
にしますが、まだまだ分からないことが多い変異株です
から、基本的な予防はしっかりとしてまいりましょう。
　さて、コロナ禍において、自然豊かで人の絆が強い「地
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　鳥取県関西本部　本部長

 　高務 裕子

新年によせて
方」の良さが見直されていると言われています。コロナ
後には、人の流れは地方へと加速するのか、それとも首
都圏一極集中に戻っていくのか。
　東日本大震災後の10年間をみると、コロナ後も20～
40代の地方への動きは持続すると考えています。人の
動きと並行して、「デジタル技術を活用した地方の活性
化」が大きなテーマとなります。様々な分野にデジタル
技術が投入され、技術の進歩により、地方の暮らし方や
働き方が変わっていくと思います。３年後に開催される

「大阪・関西万博」のコンセプトは、「未来社会の実験場」
です。ここ大阪で我々は、社会の新しい形を目にするこ
とができるでしょう。鳥取県も関西広域連合の一員とし
てパビリオン出展に参加する予定です。鳥取県に周遊い
ただく大きなチャンスをしっかりと掴みたいと思いま
す。
　今年一年、皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ
るとともに、新型コロナを乗り越えて力強い発展へ舵を
切る年となりますよう祈念申し上げます。　

　県西部の「金持神社」をはじめと
した縁起の良い名前の県内八社に加
え、その年の干支に因んだ神社を
巡る「因幡伯耆國開運八社巡り」。
2022年の干支「寅」に因んだ“寅年
の所縁神社”になっているのは、全
国的にも珍しい虎の狛犬がいる鳥取
市内の賀露神社です。

　開運八社巡りの方法として、鳥取県観光協会では次のよ
うに案内しています。

１．手ぬぐいや福紗を入手して、開運祈願の参拝をしま
しょう。

２．神社に設置されている朱印スタンプを手ぬぐいなど
に押しましょう。

３．朱印スタンプを集めた手ぬぐいはお守りにしたり、
飾ったりしましょう。

４．福紗は、大切なものを包んだり、開運ハンカチとし
て使用しましょう。

　なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、開運
八社巡りの手ぬぐい・福紗の取扱所において、一部臨時休
業や営業時間が変更となっているところがあります。ご了

承くださるとともにお知らせいたしておきます。
　☆開運八社巡りの神社一覧
　　○幸運と富貴を招く『福富神社』（倉吉）
　　○福が積み重なる『福積神社』（倉吉）
　　○豊かさと繁栄を招く『豊榮神社』（琴浦）
　　○富貴が増す『富益神社』（米子）
　　○金運上昇『金持神社』（日野）
　　○福に成る、成功祈願『福成神社』（日南）
　　○幸運を呼び、繁栄を招く『福榮神社』（日南）　
　　○楽しい生活と、幸福を招く『樂樂福神社』（日南）

因幡伯耆の国 開運八社巡り因幡伯耆の国 開運八社巡り

虎の狛犬

賀露神社
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日本遺産認定
日本海の風が生んだ絶景と秘境
幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地
「因幡・但馬」

「麒麟のまち」情報発信拠点

鳥取県東部・兵庫北部エリアの
料理と地酒を楽しめる店舗です。

地元ならではの魅力的な商品も購入できます。
ぜひお立ち寄りください。

大阪市北区中之島２-３-１８
中之島フェスティバルタワーＢ１

TEL 06-6202-5335
https://ja-jp.facebook.com/kirinnomachi00/

　平成26年（2014年）に55年振りに国立公園大山　平成26年（2014年）に55年振りに国立公園大山
（1729ｍ）の麓、30軒の集落の村外れ、築100年の（1729ｍ）の麓、30軒の集落の村外れ、築100年の
空き家の実家に帰って８年が経ちました。海と山、空き家の実家に帰って８年が経ちました。海と山、
田園風景、景色は良いが、何せ人がいない。勿論今田園風景、景色は良いが、何せ人がいない。勿論今
は大阪千里中央の家族にも２年間会いに通うこともは大阪千里中央の家族にも２年間会いに通うことも
できません。そこで20㎞西の米子市に出かけます。できません。そこで20㎞西の米子市に出かけます。
●西部地区の喫茶店は殆んどがカラオケ喫茶です。●西部地区の喫茶店は殆んどがカラオケ喫茶です。

サークルなど愛好会が今は中止ですが、毎週日曜サークルなど愛好会が今は中止ですが、毎週日曜
日にどこかの文化ホール等で歌謡祭を開催してい日にどこかの文化ホール等で歌謡祭を開催してい
ます。出場者は１万円払い、100人位が出場しまます。出場者は１万円払い、100人位が出場しま
す。観る人は無料です。午前10時から午後６時す。観る人は無料です。午前10時から午後６時
頃まで続き、どこのロビーにも屋台が沢山出てい頃まで続き、どこのロビーにも屋台が沢山出てい
て、ここも社交場になっています。120回も観にて、ここも社交場になっています。120回も観に
行きました。出場者を集計すると歌と踊りで延べ行きました。出場者を集計すると歌と踊りで延べ

1555人を数え、中には50回以上出場者も。1555人を数え、中には50回以上出場者も。
●大物歌手の米子公演は大会場で５人、TSUTAYA●大物歌手の米子公演は大会場で５人、TSUTAYA

角盤町４丁目店３階ホール（150名）の公演はテ角盤町４丁目店３階ホール（150名）の公演はテ
レビのBS放送で見かける歌手を毎月、４年間でレビのBS放送で見かける歌手を毎月、４年間で
40人ほど観ました。40人ほど観ました。

●皆生温泉に住んでおられる落語家六代目桂文吾さ●皆生温泉に住んでおられる落語家六代目桂文吾さ
んは関西から毎月２～３人落語家を呼んで落語会をんは関西から毎月２～３人落語家を呼んで落語会を
各地会館で開催されます。何度も聴きに行き、親各地会館で開催されます。何度も聴きに行き、親
しくなり、時々奥様と我が家にも遊びに来られます。しくなり、時々奥様と我が家にも遊びに来られます。

●大衆演劇「笑劇座」も主催され、米子の主に奥様●大衆演劇「笑劇座」も主催され、米子の主に奥様
方十数人が喜劇を披露され、来客100人の予想が方十数人が喜劇を披露され、来客100人の予想が
250人の来場で大盛況となりました。250人の来場で大盛況となりました。

●喫茶店で親しくなった米子マジック同好会の方が●喫茶店で親しくなった米子マジック同好会の方が
我が家に来られ、13人の発表会の案内を貰い文我が家に来られ、13人の発表会の案内を貰い文
吾師匠を誘って見に行きました。吾師匠を誘って見に行きました。

●他にも年配同級生エレキグループの米子G.Gバ●他にも年配同級生エレキグループの米子G.Gバ
ンドや境港市の港ベンチャーズなどの演奏会も聴ンドや境港市の港ベンチャーズなどの演奏会も聴
きに行きます。きに行きます。

●こうれい史跡巡りの会に入り、鳥取島根にも探索●こうれい史跡巡りの会に入り、鳥取島根にも探索
に行きました。孝霊山751ｍ、船上山687ｍにもに行きました。孝霊山751ｍ、船上山687ｍにも
史跡を探して登りました。史跡を探して登りました。

●健康促進に米子シニアボウリング教室に通って７●健康促進に米子シニアボウリング教室に通って７
年。年。

　先ずは健康第一！　先ずは健康第一！
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「田舎暮らしの楽しみ」「田舎暮らしの楽しみ」

三原 健太郎さん
（大阪鳥取県人会 顧問）

◆「皇后杯女子駅伝」　1月16日（日）、京都で行われた、皇后杯第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会において、鳥取県代
表は１区で46位でスタートし、２区から９区まで抜かず抜かれず順位変動なく襷をつなぎ、46位でゴールしました。

　「鳥取学出前講座」は平成14年度にスタート、平成16年
度からは毎月開催を続けてきました。
　当初は同じ講義を木曜夜と金曜午前中の２回開催で運営
していました。「鳥取県」にまつわる歴史・人物・行政・産業・
観光・その他の話題豊富な講座で、みなさんのご支援を得
て、お蔭様で20年間続いた長寿講座でした。
　ところが、一昨年３月、新型コロナウイルスの影響で止
むなく休講せざるを得なくなり、２年近く経過した現在も、
スムーズな再開ができない状態が続いています。
　すなわち令和元年度後期の３月度から休講、令和２年度

前期は全休、後期は辛うじて10月、11月度の２か月のみ
実施いたしました。ただ、コロナ感染予防対策のため、県
関西本部の交流室も収容人数20名の制限となり、受講者
は入室前に体温測定、手指消毒、座席は間隔をあけて着席、
鳥取県からお越しの講師陣もマスク着用での講義でした。
　それ以来、再開の案を検討し、講師との日程調整を重ね
てきましたが、結果的には昨年末に、本年３月までの講座
再開を見送ることにいたしました。直近では、本年４月度
からの再開を目途に、講座の企画・諸準備を進めています。
　一日も早いコロナ禍の収束を心から願っています。

コロナ禍における鳥取学出前講座の開催状況コロナ禍における鳥取学出前講座の開催状況
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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

　ここ３年間は、当県人会も大半の
活動を自粛しており、会報も4面編成
が続き、寂しい限りです。
　皆でコロナ禍を克服して活動を再
開するなど、元気と安らぎが生まれ
る「春よ来い」と願うばかりです。
　入会のおすすめを兼ねた大阪鳥取
県人会の「紹介パンフレット」を同
封送付いたします。春を待ついまこ
そ、知人友人に入会の働きかけをい
ただきますようお願いいたします。

編集後記

期　間　３月21日（月・祝）まで
時　間　午後５時から午後10時まで
　　　　（ラストオーダー午後９時)
場　所　リーベルホテル アット
　　　　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
　　　　内レストラン「Café & Bar
　　　　LIBER」（JR桜島駅前すぐ）
内　容　リーベルホテル アット ユニバー

サル・スタジオ・ジャパン内レスト
ランにおいて鳥取県産食材を使っ
た期間限定「鳥取づくしスペシャ
ルコース」を提供しています。

　https://hotel-liber.jp/event/tottrifai
r-2022/

　旬の農産物や鳥取県おすすめの肉類、お

■ディナータイムにリーベルホテルで
　「鳥取づくしスペシャルコース」を提供中

■おすすめ食材等のお取り寄せサイトのご案内

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。
　https://www.pref.tottori.lg.jp/294
669.htm

開催日　３月１９日（土）～２１日（月・祝）
場　所　新名神高速道路

■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」■新名神高速道路・宝塚北SAで鳥取県をPR

　　　　宝塚北SA（宝塚市）
内　容　鳥取県産品の販売、観光ＰＲを予定

開催日　３月２５日（金）～２７日（日）
場　所　インテックス大阪（大阪市）
内　容　鳥取県観光PRを予定

　2006年以来、世界トップクラスの彫刻
家が創り出す砂像を展示する砂の美術館。
　例年４月に展示内容を入れ替えて開館し
ていますが、第１４期は７月上旬を目指して
準備が進められています。（正式な開館日は
２月頃に最終決定予定）

※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。

■第１回日本観光ショーケース in
　大阪・関西で鳥取県をPR

■砂の美術館第14期展示は
「砂で世界旅行　エジプト編」に決定

関西本部だより関西本部だより

会員動向
○新入会員（敬称略） 
　①久野須賀子（寝屋川市）

○退　　会（敬称略） 
　①藤田　和義（10月）
　②佐々木　勝（11月）
　③木下　善博（11月）

現在の会員数319名
（うち夫婦会員33組）１位　鹿野城跡公園 　　　満々と水をたたえた堀が、満開の桜を映し出す

２位　打吹公園　　　　　　　　明治時代に開園した山陰随一の桜の名所
３位　船上山万本桜公園　　　　山の麓の公園を彩る桜
４位　城山公園・法勝寺川土手　 川にせり出すように咲き乱れる迫力ある桜
５位　久松公園（鳥取城跡）　　 「さくら名所100選」に選ばれた城跡の桜
６位　湊山公園（米子城跡）　　 100本を超えるぼんぼりが灯り夜桜が楽しめる
７位　極楽寺　　　　　　　　　樹齢約140年の華麗な姿が見られる
８位　若桜鉄道若桜駅　　　　　旧国鉄終着駅でSLと桜を楽しもう
９位　湖山池青島公園　　　　　日本最大の池に浮かぶ桜の島
10位　長瀬の大しだれ桜　　　  東西南北に枝を広げる天然記念物
11位　桜土手（鳥取）
　　　　延々と続く桜並木、まさに春爛漫
12位　とっとり花回廊
　　　　日本最大級のフラワーパーク
13位　境台場公園（鳥取）
　　　　灯台の灯りが夜桜を盛り上げる
14位　若桜鉄道（鳥取）
　　　　春になると桜がきれいな路線
15位　萩原桜並木（鳥取）
　　　　桜のトンネルを通って大山へ

● ● 鳥取県のお花見人気ランキング鳥取県のお花見人気ランキング ● ● 

鳥取袋川土手の桜

鳥取県東伯郡琴浦町大字保37-1

http://www.dainyu.or.jp
TEL 0858-52-2211/FAX0858-53-1501


