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令和４年10月15日
◀◀ 鳥取砂丘の夕陽 ▶▶ 砂丘ラッキョウの花畑

３期続けて紙面による総会を開催
コロナ禍の収束が見通せず、８月に開催予定の「鳥取県
ファンの集い㏌関西」は中止となり、
「大阪鳥取県人会総会」
も３期続けて「紙面による総会」となりました。
会員の皆様へ配布し、８月15日までに返送された「議
決権行使回答書」を集計した結果
第１号議案「令和３年度事業報告」
第２号議案「令和３年度 決算報告」
第３号議案「大阪鳥取県人会会則改正」
第４号議案「令和４年度事業計画及び予算」
第５号議案「役員・幹事体制」
のすべての議案が承認・可決されました。
議案には、コロナ禍の影響で当会の活動が制限されてい
ることから、令和４年度の当会・年会費を2,000円にする
ことが組み込まれています。
５号議案の「役員・幹事体制」では、
①名誉会長の高野泰明氏がご逝去
②監事の能島訓子氏が退任
③組織担当幹事の南部真知子氏が退任し、監事に就任
④組織担当の岡田信吾氏が総括幹事から幹事に就任

⑤安田副会長が組織担当総括幹事を兼務
⑥組織担当幹事の立光斉氏が退任
⑦催事担当幹事の福田豊氏と河本純氏、郷土芸能担当幹
事の田中満男氏が退任
⑧顧問の木下善博氏、海部栄子氏が退任
となっています。
（上口 敦弘 記）
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の方は、新任となります。

◆「夏の甲子園」 鳥取県大会決勝で倉吉総産高を下した鳥取商高は、8月11日大会6日目第一試合に甲子園に出場
し仙台育英高と対戦、10－0で敗れました。仙台育英高は決勝で下関国際高を下し、東北初の優勝を勝ち取りました。
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令和４年度事業計画

コロナ禍の収束を見据え活動の再開を
１．令和４年度の基本方針
（１）コロナ禍の収束状況を見据えながら、当会の本来の目的である会員の交流の幅の拡大と深化を図るため、
活動の再開を図る
（２）ウィズコロナ時代の中で、役員・幹事の組織・運営体制を総人数で維持し、将来の拡大を目指す
・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強化
・当会ホームページを活用した新規会員の勧誘強化
・役員・幹事ならびに会員の紹介による会員増強
（３）令和４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2,000円に減額し、費用対効果を重視した支出の執行

２．令和４年度事業計画
（１）大阪鳥取県人会総会ならびに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の開催の中止となり、これに伴い、当会総会は紙面による開催へ
切り替えて開催
（２）鳥取学出前講座の開催（第36期）
・上期の４月～６月は中止、７・８・９月は開催・下期（10月以降）は開催予定
（３）会報の発行：７月・10月・２月の年３回発行
（４）ホームページ活用の推進：各種活動情報の迅速な掲載に努める
（５）囲碁同好会：コロナ禍の収束状況により、毎月第２土曜に開催
（６）郷土訪問日帰りバスツアーの開催：コロナ禍の収束状況により、秋の開催を検討する
（７）「鳥取ゆかりの店」食べ歩き会の開催：コロナ禍の収束状況により、秋以降の開催を検討する
（８）春季・秋季ゴルフコンペの開催：春季ゴルフコンペは、５月28日（土）に枚方国際ゴルフ倶楽部で開催済、
次回ゴルフコンペは11月に開催を図る
（９）新年互礼会の開催：コロナ禍の収束を考慮し、令和５年１月中旬～下旬の開催を検討する
（10）関西地区鳥取県人会の大合同へ向けた準備活動の推進
当会に担当プロジェクトチームを置き、情報を収集し、大合同案を策定する

交流の輪を広げる
交流の輪を広げ
る「みんなの広場」開設
コロナ禍が長引き、県人会活動が制限されて、会員同士
の交流の場が限られてきました。こうした中で、会員の皆
様の意見を掲載して、交流の輪を広げたいとの思いをこめ
て、「みんなの広場」を開設します。
「県人会報」では、
①「コロナが収束したら」（行きたい処・やりたい事）
②「私の健康法」
③「私のふるさと自慢」（産品・名所・行事）

のテーマから１つを選んで、コメントを同封のハガキで、
年内にお寄せください。
来年の２月号・７月号・
（10月号）に分けて掲載します
「ホームページ」ではアンケートにより、みなさまの声
を募集します。アンケートの第１回は「私の近況」、メー
ルアドレスを登録いただいたみなさまに募集のあらましを
ご案内しますので、コメントをお寄せください。
（上口 敦弘 記）

◆「カニの漁期」 ベニズワイガニ漁が9月1日に解禁、9月5日香住魚港の初競りで１匹50万円の値がつきました。松葉ガニは
11月６日から３月中旬まで、親ガニは11月６日から12月末まで。
「ウエルカニキャンペーン」を楽しみましょう。
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９月度はコロナ感染状況を懸念された予定講師が来阪を辞

鳥取学出前講座について

退され、急遽、県関西本部の高務本部長に「コロナ禍の鳥
取～鳥取砂丘がアツい～」の講義をいただきました。

コロナ禍の収束を見込んで、中断していた第36期講座

第37期（令和４年度下期）は、関係先と調整して以下

の後半３ヵ月分を実施。７月は在阪講師で予定通り実施。

の予定講座を作成しました。コロナ禍に振り回されること

８月の講師は米子からリモートで講義をされ、受講者はプ

なく、落ち着いて運営できるように願っています。

ロジェクター画面と事前配布の資料を通じ、新形態で受講。

第37期（令和4年度後期 2022.10〜2023.3）
「鳥取学出前講座」
月
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10月20日㈭

鳥取県における県立高校の特色化・魅力化に係る取組について

鳥取県教育委員会事務局
高等学校課高校教育企画室 室長

福本

哲也 氏

11月17日㈭

未来をつくる美術館・鳥取県立美術館 ～ほぼ最後の県立美術館が令和７年春に開館！～

鳥取県教育委員会事務局
美術館整備局長

梅田

雅彦 氏

12月15日㈭

「日本にかくれなき名山」に築かれた城・鳥取城の歴史と未来

鳥取市教育委員会事務局 文化財課
主任兼文化財専門員 細田

隆博 氏

1月19日㈭

人口最少県で廃業寸前のどぶろく醸造所を事業承継 ～25歳の挑戦～
やま ね とし こ

2月16日㈭

日本初女性外交官

3月16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」～

中国で砂漠化防止にとりくんで30年 高見邦雄 氏

８月

36

期 の 紙 上 紹 介

6,000ヘクタールというと、大阪環状線
の内側2面分になる広大な面積。それが、
「緑
の地球ネットワーク」が中国山西省大同市
の黄土高原で行ってきた緑化事業の規模で
ある。期間は1992年から25年間、植えた
木は1,900万本、日本からのボランティア
は延べ4千人という大事業で、しかも、土
地の植生を調べて苗を育て、防護林で水土
の流出を止め森林を再生していくという、息の長い取り組み。
また、地元の学校に果樹園を作り、収益を教育支援にあてる
活動もされてきた。これが成功モデルとなって、2017年か
らは東隣の河北省で、緑化事業を進めておられる。
氏がここまでの活動をされてきたのは、地球温暖化や中国
の砂漠化進行への問題意識からとのことだが、原体験は少年
期に、山に入り働いておられた父上の姿を見て育ったことだ
とか。故郷大山町の、山深く美しい風景に思いを巡らす講演
だった。
（NPO法人緑の地球ネットワーク 副代表）

第

７月

山根敏子

９月

株式会社上代

代表取締役社長

遠藤みさと 氏

鳥取市歴史博物館（やまびこ館）
主幹（学芸員） 横山

展宏 氏

紙芝居プロジェクト伯耆・伝承隊
副隊長 吉島 潤承 氏 事務局 小椋

弘美 氏

コロナ禍の鳥取 〜鳥取砂丘がアツい〜 高務裕子 氏

講師の高務本部長は、昨年（令和3年）4
月に東京本部から大阪に着任され、まずご
自身の自己紹介(特に県庁での職歴）をさ
れた後、鳥取人の観点から「東京」と「関
西」の比較（居住地、通勤事情、地域性な
ど）を紹介された。また、鳥取県庁に在籍
された際には職務として「鳥取砂丘」を担
当されていた経験をお持ちで、鳥取砂丘については熟知され
ている様子だった。
その上で、コロナ禍に関する鳥取の状況について、感染状
況や観光客の現状から、鳥取観光の中心である「鳥取砂丘」
について、あまり知られていない「砂丘データ、目玉」など
を、いろいろご紹介いただいた。
各種データ・要点などをプロジェクターで映写されたが、
事前に一部分だけでも手元資料として配布してほしかった。
（鳥取県関西本部長）

家のお手伝い、介護、今と昔

神戸貴子 氏

神戸氏は、米子市で介護事業を展開され、NHKの番組出演など各方面で活躍されている。今回は、「ヤングケア
ラー」の問題について話された。ヤングケアラーとは、大人に代わって家族の世話をし、自分の生活や学業への影
響を受けている18歳未満の若者をいう。鳥取県の調査では、小学5年生で1.8%、中学2年生で2.0%、高校2年生で
3.2%がそれに該当するそうだ。氏は、全国に先駆けてご自分の会社に相談窓口を設け、支援にあたってこられた。
相談の内容は、介護、アルコールや薬物への依存、経済的困窮などさまざま。もはや家族だけで解決できる問題で
はなく、社会全体が関心を持ち行政サービスにつなげるなど、ヤングケアラーの負担を地域社会全体で分担する施
策の必要性を強調された。地方でも、大都市と同様に人間関係が希薄化していることに驚き、氏の取組に深い共感
を覚えた。
（N.K.C.ナーシングコアコーポレーション合同会社 代表）

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

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

お問合せ 90120-28-9220
お問合せ
ᵎᵏᵐᵎᵋᵐᵖᵋᵗᵐᵐᵎ
食卓に美味しさと健康を
食卓に美味しさと健康を

☆ご注文・お問い合わせは☆

0120-545-646

おねがい

ᯓӕỉấửܡᣐ̝ỂấފẬẲộẴὲ
鳥取のお米を宅配便でお届けします！

中嶋米穀㈱

〒680-0905 鳥取市賀露町811-2
〒680-0911
鳥取市千代水4-3
TEL (0857)28-9220
(0857)28-9220
TEL
FAX (0857)28-7885
(0857)28-7885
FAX

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

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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内

■蟹取県ウェルカニキャンペーン
■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」
このコロナ禍でも全国の皆様に蟹をはじ
めとする鳥取県ならではの特産品をご自宅
から購入、楽しんでいただけるよう「メルカ
リShops」と鳥取県がコラボし、鳥取県公
認「メルカニShops」をオープン。蟹取県
公式サイト及びメルカリアプリで購入できま
す。
県内の対象宿泊施設に宿泊すると抽選で
毎月100名様に「鳥取の旬のカニ」が当た
る宿泊キャンペーンも実施中です。
詳細は右のQRコードを
ご確認ください。

関西本部だより
■「道頓堀リバーフェスティバル」
で鳥取県をPR
開催日 １１月１２日（土）～１３日（日）
場 所 難波駅前広場
（大阪市中央区）ほか
内 容 鳥取県産品の販売、観光PRを予定

■月に一度の定期市「ときめき鳥取マルシェ」

■ ｢星空舞のおにぎり」販売中
■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 １０月１２日（水）～１１月１日（火）
場 所 髙島屋大阪店、髙島屋堺店、あべ
のハルカス近鉄本店ウイング館、
近鉄百貨店上本町店、阪急百貨店
高槻店、阪急百貨店川西店、JR
京都伊勢丹
内 容 食料品売場おにぎりコーナーにお
ける星空舞のおにぎり販売

■「MBSラジオ秋まつり2022」
で鳥取県をPR
開催日 １１月３日（木・祝）
場 所 長居公園自由広場
（大阪市東住吉区）
内 容 鳥取県産品の販売、観光PRを予定

鳥取市内の農家さんが育てた自慢の農作
物が大集合！とっとりの自然の恵みをお届け
します。
開催日 １１月１２日（土）～１３日（日）
※12月以降の開催日は未定
場 所 フェスティバルタワー B1F
（大阪市北区）
内 容 鳥取県産品の販売

■ ｢食のみやこ鳥取県フェア（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 １１月１６日（水）～２２日（火）
場 所 髙島屋堺店（堺市）
内 容 松葉がに、鳥取和牛、星空舞おに
ぎり、王秋梨、地酒、吾左衛門鮓、
貝がらもなか、ふろしきまんじゅう、
とうふちくわ等のPR販売を予定

■ ｢食のみやこ鳥取県フェア（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 １１月２３日（水・祝）～２９日（火）
場 所 大丸芦屋店（芦屋市）

ゴルフ 同好 会だ より
○秋季ゴルフコンペの開催について
開催日時

11月28日（火） 枚方国際ゴルフ倶楽部

プレー費

11,700円

参加費

８時45分集合

3,000円

（連絡先：主催幹事代行 髙塚 徹

編集
後記

令和４年10月15日

携帯 080－3036－1471）

今回も４面編成ながら、何とか103号を発行できました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
会員の皆様の交流の輪を広げるため「みんなの広場」を新設
します。（２面下段に掲載）どうぞコメントをお寄せください。

〒542-0085
大阪市中央区心斎橋筋2−2−23
不二家心斎橋ビル2階
TEL06-6211-9813 FAX06-6210-552
営業時間 月〜日、祝日、祝前日
11:00〜23:00（料理L.O. 21:30）
日曜営業 無休

日本一の鳥取牛をメインに
鳥取直送の魚介や新鮮な
旬野菜を使用した逸品を︑
シェフがお客様の目の前で
調理いたします︒
五感で愉しむひと時を
お過ごしください︒

創意・工夫を施した
最高級の鉄板料理

特別栽培米
コシヒカリ、きぬむすめ
＊個人宅配・業務用販売
承ります。

容

鳥取からあげ、吾左衛門鮓、大山
ハム、
はちみつ等のPR販売を予定

■おすすめ食材等のお取り寄せサイトのご案内
■「鳥取県チャレンジコーナー」
モニター商品販売会を開催
開催日 １２月３日（土）
場 所 いしはら商店（神戸市）
内 容 鳥取県産品のPR販売を予定

■ ｢鳥取マルシェ｣ を開催
開催日 １２月９日（金）～１０日（土）
場 所 松坂屋高槻店１階 東南入口
（高槻市）
内 容 梨や鳥取県産加工品のPR販売を
予定

■食のみやこ鳥取県公式グルメサイト
「TORI TABE（とりたべ）」がオープン
鳥取県民イチオシ県産グルメをご紹介！
とりたべは、鳥取ならではの食材を使った
「美味しい！」を食べる・見つける・知るため
の、食のポータルサイトです。
「TORI TABE」へは、
右のQRコードから
アクセスできます。

※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296名
（うち夫婦会員34組）

○新入会員（敬称略）
①小泉 智香（大阪市）
②入江
淳（奈良市）
③佐々木 宏（奈良県田原本町）
④井上
剛（枚方市）
○退
会（敬称略）
①越本 尚子（７月）
②村上 孝子（７月）
③長谷川 理夫（７月）
④古山 英明（７月）
⑤井上 輝雄（８月）
○お悔やみ（敬称略）
①森田 英路（21年８月）

【ご注文・お問合先】

八頭米ブランド化推進協会
鳥取県八頭郡八頭町宮谷200-1
（一財）八頭町農業公社内

TEL 0858-72-3678
FAX 0858-72-3679

ﾒｰﾙ：yazukousya@athena.ocn.ne.jp

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

