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　長くもあり短くもあった期間だったが無事終えて安堵

しています。

　長くは、妻が感じたことで、私は短く感じました。短

く感じたことの最たるものは、「おはよう」を３回しか言

わなかったことです。

　黄さんはインドア派で深夜までパソコンをいじっていま

したから起きるのは、11 時頃でした。預かっている間

は極力減らしましたが、私の場合、所謂「夜勤」と称

する飲み会の頻度が多いので帰宅しても会話をするこ

とが多くなかったことにあります。

　「おはよう」の３回は四万十川、ＵＳＪ・海遊館への旅

と帰国当日です。従って、妻と娘がお相手をしたことで

した。娘は北京語は喋れますが、黄さんの台湾語とは

なぜか会話ができず（もちろん日本語はダメ）、主とし

て英語、然も単語を記しての意思疎通でした。数学が

好きな女の子ですから、遊びは専らインターネットなど

のようで猛暑もあり外出を好みませんでした。妻が誘っ

ても家にいるという返事がなんどもあったようです。

　関心を持ったのは、永野さんにご面倒をかけた生け

花をはじめお琴、着物、美術館のようでＲＫＣのスタジ

オや高知新聞の輪転機などは昔の乙女２人が興奮。ま

た四万十川は家族３人が楽しみました。ＵＳＪと海遊館は

流石に喜んでいて時間が足りないくらいでした。

　結論としては、真夏の受け入れは双方にとって大変

ですので春休み、若しくは大学生だと何とかなるでしょ

うから、いいシーズンとされるが良いと思いました。

２００８・８・２２

Ｌ　竹島 龍輔

黄さん滞在記Y Ｅ 留 学 生
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代 表 取 締 役
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〒780-0861
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田中 智洋
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７月２４日 ＹＥ生歓迎例会　松村会長より歓迎あいさつ

矢野Ｌも尺八演奏でお出迎え



２００８／７・８・９　高知鷹城ライオンズクラブ　3

代表取締役　濱 田 利 男
〒780-0935 高知県高知市旭町 3丁目 15番地

TEL（088）825-2345（代）

私達は「技術とサービス」を使命とする

高知市幸町 11-5
TEL・FAX（088）821-2221

代表取締役　溝 渕  宏

まごころでゆたかなくらしのおてつだい

〒780-8040　高知市神田 1108-15
TEL（088）833-8383　FAX（088）833-8387

滞在 PHOTO GALLERY
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　５０周年記念事業のプレ事業として 8

月2日～8月3日30 名の子供を招待し

海老塚さんの多大なご協力のもと竹林寺

を舞台に実施しました。

　初日は午後 1 時より開式を行いすぐに

班分け、自己紹介等終え海老塚さんの

ご案内で竹林寺の境内を散策し最後に

五重の塔に登ってもらいました。地上３１

メートルの高さですから下から子供達を見

ていると手すりはありますが、立ち上がる

子供を見るともし落ちたらと思うと背筋が

寒くなる思いでしたが無事終わることがで

きました。ただ特筆すべきはあまりスマート

とは言いがたい池一予さんが狭い階段の

中頂上まで登りつめたのは立派でした。

　次に竹細工に入り竹馬、竹とんぼ、

竹灯篭造りの作業に子供達が慣れない

ナイフで手をきる子供もおり世話している

メンバーもひやひやでしたが、これも子供

にはいい経験ということで良かったと思い

ます。この後竹馬、竹とんぼで各々遊び

喜ぶ姿を見るにつけ昔遊びを知らない子

供達にいいプレゼントが出来たと思いま

す。尚竹灯篭については夜の食事の後

点燈して皆で楽しみました。いよいよ初日

も佳境に入り食事は定番の焼肉とカレー

ライスで女性陣の活躍で美味しい食事と

うまいビールで昼間の暑さで疲れた体にこ

の後控えてる肝試しに備える準備ができ

ました。ただ最近の子供の食の細い事に

は将来の不安がちらつきます。いよいよ

本日のクライマックスの肝試しになり、ク

ラブのメンバーの割り振りが決まりそれぞ

れの場所に移動するのですが一番最初

のポイントを佐野さんが自ら手をあげて決

まりましたが（一番暗くて蚊の多い場所

で気の毒でした）このポイントが子供たち

にとって鬼門のようで、提灯を投げ出す

子供や泣き出してお姉さんに抱きついて

離れない子供達が多くでて狙いは成功で

した。

　仕掛けについては海老塚さんの遊び

心が十二分に配慮され、脅かすメンバー

も子供達同様怖々であった事を記します。

無事一日の行事も終わりいよいよ大人の

時間になり（夜１０時過ぎ）さあー呑む

ぞーと張り切りましたが、昼間の暑さとつ

まみ呑みがたたったのか余りピッチが上が

りません。その内一番最初に松村会長

がダウンし自然にお開きとなりました。何

故か田中幹事が元気で最後まで声を張

り上げていました（思うと亡くなった垣内

さんが何時までも元気で呑んでいた事を

昨日のように思い出しました）。お休みな

さい、、、、、、さて２日目に入りまず子供達

は本堂に移り早朝よりお経を唱えてすが

すがしいスタートをいたしました。そして朝

食に移りましたがここでも味噌汁を拒否す

る子供が何人か居りやはり将来の不安を

感じました。最後の行事は牧野植物園

の見学を１時間余り散策しすべての行事

が無事終了。この頃には子供達もクラブ

メンバーもバテバテの状態、本当にお疲

れ様でした。終わりに４０周年の記念事

業の子供の夢事業がいかに大変だった

か痛切に感じると共に、５０周年事業を

クラブ会員全員が一致協力して取り組ま

ないと成功できないと感じ終わりとします。
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本殿に集合

竹馬づくり

晩ごはんのカレーと焼肉

皆で作った竹灯篭
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会長就任にあたって
　私が鷹城ＬＣに入会した２０００年５月は、

４０周年事業の最後の事業である「イルカと

泳ぎたい」が大詰めを迎えている時であっ

た。三宅島の噴火により行き先が、御蔵島

から沖縄になり、鷹城を代表して私一人が

沖縄に行くこととなった。入会後、三ヶ月に

なっていなかった。

　それから８年間、いろいろなアクティビティ、

事業に携わった。４０周年事業の記念誌作り、

第六小学校のビオトープ、２回のちびっこ遍

路ウオーク、竹林寺、早明浦のキャンプ、アッ

シモ、親子ハゼ釣り大会、招請委員会など

など。

　来年はライオンズクラブでは重要な節目

の５０周年を迎える。これまでの緒先輩に

感謝し、新たな第一歩の年である。そして

本年度の会長スローガンを「半世紀に向け

て、心一つにウイサーブ」とさせていただ

いた。会員、一人一人の心が一つになり、

５０周年を成功させたいためである。５０周

年記念準備委員会もすでに立ち上がり、月

１回の委員会はすでに数回開催されており、

その折には、現段階では放談にちかいが、

懇親会のアイデアは色々出ている。記念事

業は他クラブのように、金銭アクティビティは

鷹城ではタブーであるので非常に難しいが、

会員一人一人が感動出来るアクティビティを

創造したいものである。

　なにはともあれ、１年間はあっという間と

思いますが、皆様のご協力に期待しつつ、

がんばってまいりますので、宜しくお願い致

します。

　「成せば成る、成さねばならぬ何事も、

成らぬは人の成さぬ成りけり」と上杉鷹山

の詩を引用して入会挨拶とさせていただい

て早５年。例会、理事会等の出席率はこ

の５年間、多分NO1だったと思います（か

なり無理をした日もありましたが ------）。今思

えば、これが大きな災いとなり、とうとう殆ど

欠席出来ない幹事という重責を担う事となっ

てしまいました。断ればいいのに断れないこ

の性格を今は戒めています。とにかく会合

が多い（ビジネス、プライベート会合を含め

ると大変な事になっています。酒の量を減

らしますのでご協力を）。

　しかし、「スポンサーの松村会長を男に

する。」と決めた以上、楽しく、有意義な

１年とし、尚且つ、来期は５０周年という大

変な節目も控えておりますので、来期へとつ

なぎ、堂 と々バトンタッチが出来るよう頑張っ

て参る所存です。至らぬ幹事の１年となりま

すが、皆様方のご指導、ご協力を賜り今期、

来期の達成感を一緒に味わいたいと思いま

す。何卒よろしくお願い申し上げます。

松村 幸生

幹事就任にあたって

田中 智洋

各 種 鋼 板 工 事

株式会社  建板センター
代表取締役　成 岡  巌

〒780-8027　高知県高知市高見町 237-13
TEL（088）831-6162　FAX（088）831-6585

高知市升形 1-17　藤森ビル 1F（検察庁前）

822-3558 FAX 822-3554

高知県宅地建物取引業協会会員
高 知 県 知 事 免 許　第 2505 号
四国地区不動産公正取引協議会加盟店

（仲介）

（有）中岡不動産

住宅，工場，ビル等の電気設備設計施工管理

〒780-0952　高知県高知市塚ノ原 3
TEL（088）843-2234（代）
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７月６日（日） 
市内ＬＣ合同国道一斉清掃 ７月１３日（日） 

浦戸湾７河川一斉清掃　　　

８月２日（土） 
高知城清掃

７月２７日（日） 
ゴルフ取り切り戦

ちびっ子ハゼつり大会
１０月１９日（日）

９時～九反田公園

 全員参加事業
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