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に賢さ

令和三年度を振り返って
境港市ことぶきクラブ連合会

会長 川口 昭一
み渡る空と海の絶景を目の前にし

林で繋がる弓浜半島と遠くまで澄

風景が改めて観ると白砂と緑の松
業を実施してきました︒

ことをやろう!﹂と前向き思考で事

でした︒その中で市寿連は︑﹁出来る

新型コロナウイ
室﹂も継続して実施しました︒秋の

また︑昨年から始めた﹁写真教

長に紙面を借りて改めてお礼を申

掛け協力してくれた単位クラブ会

てこられた委員の方と参加を呼び

令和三年度は
ルス禍の中︑実施

野外研修では﹁白鳳の里﹂の彼岸花

し上げます︒

行事を︑数ヶ月前から準備をし

可能な市寿連行
と﹁御机﹂の藁葺小屋を題材に撮影

て郷土に感謝した一目でした︒

事を各理事・各委員会と会員の協
しまた︒絵心の無い初心者の私でも

康で元気な日常を楽しみましょう︒

たがコロナを恐れながらも楽しく健

員の皆さん︑今年も大変な一年でし

境港市ことぶきクラブ連合会会

力で行なうことが出来ました︒

さて︑令和三年度は︑新型コロナ

研修を楽しむことができました︒

月に屋外で﹁ターゲットバードゴ

ウイルスと向き合いながらの一年

五月連休後の感染が減少した六
ルフ﹂七月未には﹁ことぶき研修会﹂

九月末には二年ぶりの﹁市寿連・交
通安全グラウンド・ゴルフ大会﹂十

ク健康寿命〃

﹁八十歳で歯二十本﹂

長い年月︑健康を維持し

た象徴的な言葉です︒一

方︑佐藤愛子の ﹁長寿︑

何がめでたいか﹂なる本がベスト

セラーになりました︒

平成十二年︑日本に介護保険

制度が導入されて︑デイサービ

ス︑ショIトステイなどこれで安

喜びました︒

心と︑人生八十年時代の到来を

その制度︑施設の短期利用は

代﹂を迎えようとしている今︑介

良しとして︑﹁人生100年時

護施設での長期入所が社会問題

となっています︒

第五十回全国老人クラブ連

り組みが︑重要施策とされてい

高齢者社会は世界でも︑日本

計画されていた行事を実行しまし

合会記念大会が十一月十七日︑

ます︒

月に﹁ことぶき文化祭﹂﹁作品展﹂等

た︒残念ながら体育館で実施予定

四国言問松市において開催され︑

(広報委員 遠藤量)

最大限の努力をしたいものです︒

市寿連も﹁健康寿命﹂の推進に

あわせはありません︒

健康なくして︑日々の喜び︑し

ましょう︒

身ともに元気なお年寄りになり

組み︑公私分かたず連携して心

ツ︑奉仕活動など︑積極的に取り

フ︑ウオーキング︑ニュースポー

クラブ連合会もグラウンドゴル

この時にあって︑わがことふき

でも︑境港市でも健康寿命の取

の﹁市寿連高齢者運動会﹂﹁ニュース

その席上︑育成功労者として前

の予定でありました︒しかしコロ

ポーツ大会﹂は参加者が多数と予
今年度は︑春と秋には西部総合

ナ禍のため記念大会が中止とな

広報委員長の遠藤量氏が表彰

事務所主催の﹁白砂青松の弓ヶ浜

りました︒

想されるため中止としました︒

サイクリングコース応援隊﹂に参加

よって十一一月十七日︑当連合

昭一会長から遠藤量氏へ表彰状

いたしました︒境港市から米子まで

ングしながら散歩を兼ねて周囲の

の伝達が行われました︒.

会理事会の席上に於いて︑川口

ごみを拾う︑環境美化になるボラ

おめでとうございました︒

開通した□Iドを数キロウオーキ

ンティア活動です︒いつも何気ない
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遠藤 量さんの
全国会長賞を祝して
前・境港市ことぶきクラブ連合会

)

ろいろな体験を積んでおられ︑ある

誌に紹介されている海外視察や紀

行記など︑視野の広がりをも知る
この表彰は︑氏にとって最も相応

ホールにおいて︑第五十五回境港市

令和三年十月七日︑境港市文化

こととなりました︒

しい賞であり︑境港ことふきクラブ

副会長 渋谷 博子
この度︑遠藤量さんが︑全国老人

あった個人の部十三名︑団体部四団

永年ことぶきクラブの活動に功績の

ことぶき文化祭開会式の席上にて︑

十二年間︑広報委員長として︑躍

の誇りであると歓びひとしおでし
︒
た

クラブ連合会長から︑育成功労表
彰を授与されとの報に接し︑こころ

からお慶び申し上げる次第です︒

の相違はあっても同年代であり︑何

とは買重な︑懐かしい思い出を残す

行には︑コンビを組んで尽力したこ

クラブ連合会五十周年記念誌﹂発

ていただき︑特に︑﹁境港市ことぶき

ではありましたがお手伝いをさせ

も︑連合会副会長としてささやか

第二白寿会

南昭花クラブ

元町クラブ

外江第二明生会

渡ことぶきクラブ

渡ことぶきクラブ

渡ことぶきクラブ

足立

遠藤

泉賀

高松

仲田

山本

牧原

遠藤

公様(傾聴委員会)

光枝様(傾聴委員会)

博江様(傾聴委員会)

蕎様(健康季貝会)

武美様(広報委員会)

允子様(傾聴委員会)

弘之様(若手委員会)

一寿様(文化委員会)

雄治様(健康委員会)

体が表彰を受けられました︒

時も何かを探求されるお姿を間近

ことができました︒ありがとうござ

上道五葉会

近藤

孝子様(女性委員会)

動感ある広報誌づくり︑その取材

に見聞する距離にいた者として︑そ

いました︒

中野町老壮クラブ

都田

ここまで歩んでこられた長い人

の行動力︑発想表現力︑統率力等々

この時に当たり︑敬意を表して
﹁折句﹂に詠んで進呈したいと思い

中野町老壮クラブ

竹内由紀子様(健康委員会)

のために率先して音頭をとられ︑私

には感服しながら︑同好の士として

ます︒

竹内ことぶきクラブ

足田 京子様(傾聴委員会副委員長)

生の道程を思い返してみる時︑男女

仲間入りさせて頂いたり︑ご指導を

﹁折句﹂とは︑各句の上に姓名など

幸神町

湯浅 明美様(理事︑若手委員会委員長)

百寿クラブ

‑
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‑

︻個人表彰︼

仰いだりしてきました︒

を一字づつ置いて︑その業績などを

夕日ケ丘一丁目すこやか会

その幾筋もの道程においても︑い

讃える言葉を詠んで短歌にするも

外江第一一明生会

誠道老壮クラブ

︻団体表彰︼
会員の皆様と共にお祝い申し上げ

上道第八白寿会

のです︒まずい字句ではありますが
たいと思うものです︒

令和3年度境港市ことふきクラブ連合会会長表彰表彰式

委員長︑遠藤量︑各氏が加わりました︒

入選者の表彰式は十月七日︑ことぶき文化
祭の席上で行われました︒
入選作品と作者は次の通りです︒

おすそわけ

幸恵

外江町 入江都百子

さっそくとなり

境港市長賞一点
くりひろい

境港市議会議長賞一点
先生の 家庭訪問 厚化粧

外江町 池

宜しくね

上道町 加納 恵子

新居町 清水 焼子
花が咲く

どげなかや一声かけて

きずなの輪

中野町 佐々木美知枝

いつまでも 元気通信 良い絆

渡町 木下美和子

手をつなぎ 今はたのみの 杖がわり

竹内町 植野 紀美

浜弁や 太い絆で 結ばれて

新屋町 阿部 春代

小篠津町 角

甫

あなたとの きずなつくって はや八十路

奨励賞一点

コロナ禍で 思い出すかな 妻の昧

長寿社会課課長 片岡みゆき
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境港市ことふきクラブ連合会長賞一点
ささえ合い一一人だけど

入賞 十点

子ども五人 いつも家庭は 運動会

上道町 広島 春子
波町 松本 玲子

今更に 選べぬ夫と 六十年

囲む家庭に

あなた誰 マスク姿の お隣さん
食卓を

元町 篠原 道江
コロナでも 最後に勝つは 家族の輪

渡町 渡違 泰人

一

市長室で行われた真剣な審査の様子

第二回幸せつなぐ川柳大会
市長賞に入江さん

境港市ことぶきクラブ連合会の特色ある
継続事業にしようと︑昨年度創出した﹁幸せ

今大会は︑テーマを﹁家庭(ホーム)﹂︑﹁絆﹂と

つなぐ川柳大会﹂ ︑第一一回の大会を開催しまし
︒
た

定めて公募しましたが︑会員から一三五点の
公募がありました︒

審査員には昨年と同様︑伊達境港市長︑森
岡境港市議会議長にお願いしました︒

市長賞及び議長賞は︑お忙しい中ご本人
に︑九月八日︑市長室に於いて審査いただきま

した︒連合会からは川口会長︑安田正志広報

幸せつなぐ川柳大会の表彰式

命の輝き

文化委員長 渡部 靖郎

ませんか︒

生会病院の在り方﹂と題してご講演を頂きま

した︒会場には先生に命を助けてもらった患者

で治れ︑人の生きる力を信じ抜き︑弛みない努

"露にふす 未野の小芋 いかにぞと あ

力を続けてこられた先生のお人柄が伺えまし
︒
た

さタかかる わがこころかな〃 (済生会初代総

﹁野の果てで︑露に打たれてしおれる撫子の

裁伏見宮貞愛親王殿下)

芸十月七日︑作品展十一月一一十七日)を実施

ように︑生活に困窮し︑社会の片隅で病んで

本年度は規模を縮小しながらも文化祭(演
することができました︒各地域で生きがいを感

のただ中にある人を支え寄り添う佐々木院長

伏している人はいないだろうか︑いつも気にか

踊りや作品から感じられる温かな笑顔は心

のお姿には︑医療と福祉の重要な役割を担う

じながら取り組まれている日頃の成果をみな

に安らぎや感動を与えてくださいます︒この一

済生会病院新院長としての力強い決意を感じ

かってしかたがない﹂と︑その言葉通りに困難

月に長年文化委員を支えてくれた仲間が旅立

ました︒
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さんには発揮して頂けたでしょうか︒

女性委員長 庄司 正子

第九回ことぷき研修会

ちました︒歓びや悲しみを共に経験してきた一

つひとつの大切な仲間との記憶が鱗雲のよう
に思い出されます︒困難な時には互いに寄り添

い支えあうことを︑人と人を繋ぐのは"心〃で
あることを教えて頂いたようです︒

私たちはこれまで以上に心が通い合い︑どんな
ことにも立ち向かう力が湧きおこっています︒

人々を救うために︑命がけで職務にあたる医

初めに急激な感染拡大が危ぶまれる中︑

可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮ら

療従事者やその他関係者の皆様には改めて深

文化委員会においても︑会員のみなさんが
しを人生の最後まで続けることができるよう

さて︑本年七月の研修会は済生会病院佐々

謝申し上げます︒

ります︒輝かしい希望を見つめながら心と心で

木祐一郎院長を講師に﹁地域における今後の済

連帯をより強固なものとし元気に頑張っ て 参

繋がる命の樺を次代に継いでいこうではあり

講演する
佐々木祐一郎院長ト

47
47

大正町
誠道町

48

竹内町

禍のなか雨で中止になるのかと思っておりまし

大野 喬司
渡辺 忠士

私たちも生涯を自分らしく歓びをもってど

竹内町

たが実施出来て大変うれしかったし︑新たな友

47

う生きていくのか︒﹁人生一〇〇年時代﹂を誠

弘美

達もできて楽しかった︒﹂との役員に対して労

渡違

実なる真心で女性委員の皆で地域貢献に邁進

中野町

いの声を頂きました︒

皿

してまいります︒

健康委員長 竹内 健治

第32国境港市ことぷきクラブ連合会・

46

明

交通安全協会境港地区協会合同

グラウンドゴルフ大会

康宏

富谷

令和三年九月一一十九日に境港市民スポーツ
広場にて開会式を開催しようとした頃より冷
たい秋雨に晒される中︑伊達市長︑桑田警察署
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岡

田

渡町
46
篤
水落

夕日ケ丘
45
照
永井
‑

中野町
44
三郎
藤川

竹内町
42
真紀夫
渡違
準憤勝子

竹内町
42
恵美子
冨谷

圏田田園斑
田園薩田
器漢書題詞園田田国表
朝貢位

長︑森岡市議会議長︑奈良井交通安全協会長
を招き実施いたしました︒幸いなことに水たま

りのできる程の雨量ではありませんでしたが︑

刈り込んだ芝が濡れ草目が立ち︑打ったゴルフ

ボールの勢いが止まり︑多めの打数が必要と
なったようでした︒前半の八ホールを終えてみ

ると︑二十二点︑二十四点︑二十五点と点数が
伸びないことから︑入賞ラインを四十八点と設

定し︑空から晴れ間がのぞき雨も上がった中︑

皆様の高打点を期待して後半戦へと移行しま
し
た
︒

雨のグラウンドゴルフ大会は用具等の用意
もなく︑一七〇名の選手の皆様には大変ご迷惑
をお掛け致しましたが参加者の中から﹁コロナ

⑥大会結果(敬称は省略させて頂きました)

若手委員長

湯浅

明美

清掃活動を兼ねて健康づくり
ウオーキング
白砂青松の弓ヶ浜サイクリングロードに

て十一月十六日に清掃を兼ねて健康づくり
ウオーキングを実施しました︒天候にも恵ま
れ︑そよふく潮風を感じながら︑展望台まで二
回コース・四面コースに別れて歩きました︒

当日は他団体が既に清掃を終え︑ゴミは少
なかったですが︑一生懸命ゴミを探す姿に︑郷

土を大切に思う温かな心の内を感じました︒

お元気ですか‑" 笑顔に勝る財産なし︒

日々︑楽しく過ごしましょう!

ささやかな贈物を手に︑対象者の元気なお

姿を確認しに出かけました︒

‑筆、 ‑筆

訪問中︑お元気な姿で

友愛活動員十二名は︑寝たぎりや一人暮らし

ホットひと安心‖⁚

共に楽しく活動しながらフレイル予防等に役

の方(一二十六名)へ︑コロナ禍の中でも少しで

プレゼントしました︒

立ててほしい︒﹂とご挨拶を頂き︑最後のゴミ

結の強さを図ってまいります︒

を広げ︑互いを大切に思う気持ちをこころに団

ずは出来る事から行事等に参加し︑友好関係

りパンは優しい味で心が温まるようでした︒先

願っています︒参加賞の陸がい者事業所の手作

も自分らしく輝ける人生を送って頂きたいと

さな花が美しく心に残りました︒みなさんに

道中には︑誰が見ていなくとも凛と咲く小

も心が和むようにと可愛い金魚のマスコットを

心をこめて

の分別まで手伝ってくださいました︒

境港市長寿社会課片岡課長さんには﹁仲間と

訪問先の方の笑顔を思い浮かべて

グラウンドゴルフ
との出会い
竹内ことふきクラブ

渡遽真紀夫

昨年一一月に写真教室を行いまし

して境港に帰って十四年目

と出会ったのは︑定年退職

写真教室
三軒屋あじさいクラブ

た︒その実技編として九月二十一日

(平成二十八年)︑地元の

私がグラウンドゴルフ

に撮影会に行きました︒九名で上

ことぶきクラブへ入会した

功

溝廃寺跡︑撮影ポイントとして有

六十九歳の年に市寿連のグ

松本

名な御机(江府町)を訪れました︒

ラウンドゴルフ大会へ参加
したのがきっかけです︒

若い頃よりゴルフが好き

ウンドゴルフは鳥取県(泊)が発

スに出て楽しんでいましたがグラ

肢の運動機能が鍛えられ︑人と

明らかになりました︒日常的に下

につながる可能性が高いことが

十五回はコI

祥のスポーツでお年寄りの為に

接する機会が増え︑体を動かす

で︑毎年十

考案されたスポーツとは知りま

時間が確保されることで心の健

康も維持され﹁健康寿命の延伸﹂

せんでした︒

今では地元クラブで︑最近入会

につながることが期待されます︒

身近の会員には九十歳でも楽

した妻と共に健康のため︑生涯ス
ポーツとして楽しんでいます︒

よると全国に三百万人の愛好者

皆様もグラウンドゴルフをお勧

ぜひ︑ことぶきクラブの会員の

しんでおられる方もおられます︒
がいて楽しむことにより︑ロコモ

め致します︒楽しいですよ︒

日本グラウンドゴルフ協会に

ティブシンドロームや転倒の予防

)
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初回にご登場いただくのは︑上道地区の松

田浩(泰軒)様︑栄子(桂翠)様ご夫婦です︒

五十三年前に奥様が
書道教室を始められ︑そ
の害に押す印をご主人が

我流で作っておられまし
た︒四十年前に自作の印

を蒙刻の先生に見ていた

だいたところ︑先生は印

︒
す

﹁壮にして学べば(則

ち)老いて衰えず 老いて

学べば(則ち)死して朽ち

ず﹂という漢詩の一部を座

右の銘とし︑﹁中国文化研

究会﹂ ﹁八雲を読む会﹂で

き感心されたそうです︒これを機に本格的に

どこに行くのも一緒という仲の良いお二人

学ぶなど︑いつまでも熱い

刻︑書道の大家であり︑満八十七歳︑八十歳

取り組みを始められたそうです︒現在教室に

は︑言いたいことを言い︑すっきりとした心で

の出来栄えにずいぶん驚

とお年を重ねておられるとは思えない下し活躍

は五歳から九十歳まで︑市内はもとより遠方

一

(上道地区広報香貝 遠藤博江) 10

には感銘を受けます︒

温かく飾らない︑そして包容力のあるお姿

向上心をもって活動されています︒

ぶりです︒

な方との交流﹂をあげてくださいましたが︑

元気の秘訣に﹁すべきことがある﹂ ﹁いろん

動されています︒

暮らしていらっしゃるそうです︒

奥様の害は中国の晋詞博物館をはじめ︑ロ

シア︑イタリアなど世界各地に収蔵・展示さ
れており︑作品にはもちろんご主人の彫られ
た印が押されています︒

年に十回以上ある展覧会への
出品や︑たくさんの来客一人一

人に心を込めておもてなしさ

れるお姿に︑多忙を楽しむ心

二人展での来訪者と

のゆとりを感じました︒健康

管理(検診︑食事など)にも気
を配っておられ︑今の活動を長
く続けていきたいとのことで
し
た
︒

来年三月には︑ぎ王人の米
寿︑ダイヤモンド婿︑みなとテ

ラスの完成を記念して三回目

の夫婦展を開催される予定で

教室の塾生達と

お二人とも数々の賞を受けておられる纂

座右の銘

からの方も参加し︑楽しく和気あいあいと活

松田さんご夫妻

)

逆に肥料用の干しかが荷降ろしされた︒

安来では奥出雲地方で造られたたたらが

まれ︑逆に内地
からは米や塩な

中心であり︑その当時の生産量は全国流通量

林王にもなったという︒また出雲平野で栽培

ど現地の生活に

船主や船頭た

され平田地区で集積された綿花の積出も安

の六1七割を占めていたという︒特に紀州田

令和元年九月︑北海道旅行で訪れ

ちは儲かりそう

来からと思われる︒

必要な様々な物

た小樽の街はびっくりするほどの観

な荷物を安く仕

中海の水上交易に北前船が花を添え︑﹁中

辺から吉田地区に住み着いた田辺家はたたら

光客で振っていた︒修学旅行団も多

入れ高く売れそ

海三都物語﹂とも呼べよう︒また︑かつてこ

資が運ばれたと

く︑北前船の出入りで発達した小樽

うな所で売りさ

の山陰の地から鉄や綿花などの生活の上で特

生産を増やす為山林を買い増して日本一の山

運河を背景に記念写真の撮影が絶え

ばくというやり

に重要な物資が全国に送り出されていたこと

い
う
︒

なかった︒その翌年からのコロナ禍も

方で︑利益も船

は誇らしい︒

今日︑かつての北前船に相当するのはカー

主や船頭の才覚

次第で︑大阪か

北前船の運航は江戸時代から明治の中後

である︒島根半島が日本海からの波風を遮り

時︑風待ちの港として利用されたのが美保関

どこであっただろうか︒まず台風等のしけの

北前船が︑私たちの近辺で寄港したのは

新設されて有り難い事だが︑﹁クルーズ船は

境港では本格的なクルーズターミナルが

でいるという︒

化︑動力の強化︑船室や食事の古蓉苧化が進ん

ているという︒それに対応して︑船体の大型

フエリIであろう︒大型トラックの利用増加

期までとされる︒鉄道の発達により裏返して

稀有の良港になっていた︒今日でも︑美保関

高くて﹂いう方には舞鶴からは力‑フエリI

ら北海道までの一往復で一千両(現在の価値

いったものと思われる︒

地区は様々な名字の家が立ち並んでいるとい

に身を委ね日本海の船旅や食事を楽しみな

に加え観光用マイカIの利用も増加してき

江戸時代はそれまでの名残りもあり︑大阪

われる︒風待ちの問に羽振りのいい船員達の

がら︑翌日には小樽に上陸し︑北前船の故郷

では六千 一億円)も稼ぐ者もいたという︒

が天下の台所として全国からの物資が一旦大

落とすお金で潤い︑それを聞きつけた人々が

無縁のような束の間の輝きを放っていた︒

阪に集められた︒その運送の大動脈となった

を巡ってみてはいかがでしょうか︑行けるう
ち
に
︒

各地から集まって来たと思われる︒

境の港では日野山地で造られたたたらや弓

浜部で栽培されていた白州綿が積み込まれ︑

(広報委員 安田 正志)

のが北前船による西廻り日本海航路で︑北端

は北海道(当時の蝦夷地)迄伸び︑昆布二一
シン・干しか(干鰯二一シン)などが積み込

胴

大谷 和三(竹内町)

空回りいつもしている風車

襲潮騒俳句会
量(外江町)

風に乗りジャズにワルツに散る花よ
遠尿

春眠の刻やはらか︿流れけり
崎 多瑠子(上道町)

量(外江町)

ペンだけが知る僕だけの避難場所

遠藤

コロナ禍は何時まで続くひっそりと

渋谷 博子(上道町)

勝(上道町)

足向かせ目標歩数今日も行く

徳尾

爪に火を灯して生きる喜寿の坂

由濃 容子(誠道町)

歳重ね互にかばう姉妹愛

門永 清美(蓮池町)

老化脳やさしく鍛えいちにさん

南家 朝子(︑渡 町)

老人会若いとことわり今はヂィ(サービス)

中井 一業(上道町)

雀二羽可愛い声で朝を告げ

梅原 道江(元 町)

愛あれば許せぬことも許せます

田口 清子(松ヶ枝町)

介護する手には気特が見えてくる

雲内 恭子(湊 町)

はまループ話しがはずむたのしいね

竹内 力松(外江町)

年重ねリズムがちょっとくるい出し

古志 和恵(上後藤)

自粛のお願いが発令されました。広報委員会では「ことぶき54号」の三月末発行が間に合うか 壁
不安の中での作業が続きました。ことぶきクラブ連合会ではホームページも発信しています。
広報委員の担当者が熱心に取り組んでいます。携帯からでもご覧いただけます。 (広報委員会)

し 案 重 量

俳句

紫外江海峡句会
散策の命いとほし冬日和
板倉 弘明(外江町)
量(外江町)

元旦祭白尾の舞いの初披露
遠藤

凧あげて校舎の窓の広がりぬ
足立 春美(外江町)

春光を椎の峯の掴みけり
出木 俊子(馬場崎町)

残り鴨付かず離れず争はず
坂井 貴子(竹内町)

大空へ白木蓮の花ゆらぐ
渡部 端子(日ノ出町)

大谷 和三(竹内町)

志猫の手練手管はただ一途

川柳

馨境港さつき川柳会
前略で高血圧がやって来る
門永 恵子(上道町)

健康寿命多少の無理とストレッチ
永見 泰二(新屋町)

)
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老いの箸息災願う七日粥
渡部 端子(日ノ出町)

フグ鍋や湯げ立つ先に君の顔
篠原 道江(元 町)

馨余子俳句同好会
彼は昔応援団長風光る
崎 多瑠子(上道町)

藷のさほど長居はしてくれず
坂井 責子(竹内町)
静(竹内町)

亥の子さん嘗てはどこも子沢山
大隈

畝づくり次は大根おでん待つ
池淵 靖夫(中野町)

)

コロナのオミクロン株の大流行は、鳥取県にも及び、平井知事より米子市と境港市では外出

