高知鷹城ライオンズクラブ
Kochi Yoojyo Lions Club

ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区 7R-1Z

学校用品リサイクル交換会

1月31日

10：00

大丸前

ライオンズクラブ国際協会 エホバハルト・Ｊ・ヴィルフス会長スローガン

「We Serve われわれは奉仕する」「個人的成長と会員増強」
336-A 地区 武久一郎 ガバナースローガン

「ライオンの未来に、情熱と夢をもって ウィサーブ」 キーワード「初心」
クラブ会長 海老塚和秀スローガン

「鷹城 DNA！ さあ、新たな一歩へ ウィサーブ」
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高知鷹城LC ５０周年記念事業
学校用品リサイクル交換会
高知鷹城LC結成50周年事業の一環として、1月31日
（日）10時から高知大
丸本館南側（高知市内ライオンズクラブチャリティセール会場内）
において
「学校
用品リサイクル交換会」
を実施いたしました。
この事業は50周年記念事業として
高知県民から募集したアイデアの一つで、
ご家庭で不用になった
制服、体操服、図工・習字用具や楽器などの学校用品などを必
要な方へお渡ししようというリサイクル交換会です。
ラジオ、新聞などで高知県民にご協力を依頼して多くの方から
130点ほど寄せていただきました。
当日はチャリティー会場と一緒と
いうこともあり大変多くの方が子供さんやお孫さんの為にと持って
いかれました。
ライオンズのメンバーからもこのようなことならぜひ協
力したいとの嬉しいお申し出がありました。当日は高知放送、高知
新聞社も取材に訪れてテレビ放映、新聞記事として出していただ
きました。

非日常的な雰囲気を味わっていただく
これは知らない土地で地元の人びとに盛大な歓迎を受ければ大変嬉しく、旅の良き思い
出にもなり、
さらには高知県観光の一助にもつながるアイデアであり、試験的に昨年１２月３
日にクラブ員が集まり、
はりまや橋で夕方手を振って観光客にアピールしましたが、想像以上
に観光バスが来ませんでした。
（空席のバスばかり）
、
問題はチェックインする時間、最終観光
して帰って来るコースなどをホテルに事前に調べておく必要が有ると思います。又趣旨説明
のたれ幕、
のぼり等も必要と考えます。多くの場所で多くの人でやる意味、又継続してできる
かなど、
この日の試験でいろいろヒントがわかった様な気がします。
今後ほかのアイデアも実施に向けて活動いたしますので皆様ご協力をお願いいたします。

● 鷹 城トピックス
2月15日三翠園桜の間において、元ガバ

後の経済復興も本格化する厳しい時代を、

ナ−三谷智省をはじめ4名が発起人となり

久美子夫人とお二人で長年互いに助け合

「50年目の初結婚披露宴を楽しむ会」
が開

い、
目出度く今日を迎えられたことの労をねぎ
らうことが出来ればとの思いで催されたもの。

催された。
この宴は、我が鷹城のL溝渕宏さんが結婚

平日にもかかわらず大勢の出席者のもと心

50年の節目を迎えられたものの、当時は入籍

温まる宴となり、結成50周年に花を添えるに

のみで、結婚式も挙げず高知に帰高され、戦

ふさわしい一夜となりました。

夢のうるおい 人のうるおい 心の創造企業ダイセイ

株式会社
〒780-8010 高知市桟橋通3丁目1-24（水道局向い）

TEL：088−831−9451
FAX：088−831−2130
営業時間／平日9：00〜18：00

土曜9：00〜12：00
（日祝休業）
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〒780-0082
高知市南川添９番５号
TEL088-884-3811
時間貸駐車場
FAX088-885-3747
URL：http://www.daisei-group.co.jp/

宿泊・会議・会食に

高知サンライズホテル
高知市本町 2 丁目（大橋通電停前）
TEL088-822-1281 FAX088-822-1282
URL：http://www.kochi-sunrise.com

薬物乱用防止教育認定講師養成講座について
保健福祉委員長

中屋 久長

去る1月30日
（土曜日 12：30 〜 16：30）高知商工会

課 題」、
「行 政 事 情（3）

館において標記の講座が財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止

薬物乱用防止教育の現

センター、
ライオンズクラブ国際協会336−Ａ地区主催、内閣

状」。最後に実践講座と

府、厚生労働省、
警察庁、
文部科学省の後援で開催された。

して
「ライオンズクラブ国

対象は、6Ｒ・7Ｒで参加者は78名、鷹城ライオンズクラブ
からは坂本第１副会長、細川幹事、私が出席した。開講式に

際協会薬物乱用防止の
実践活動」
についての講演があった。

続き教育ビデオ講座「ダメ・ゼッタイ」、基礎講座、万本講師

閉講式では、終了証が授与され乱用防止活動が促された。全

の「医学知識・薬物乱用と身体への影響」、専門講座「行政

体を通じて生命の大切さ、生きることの意義が強調され、
その活

事情（1）薬物犯罪の現況」、
「行政事情（2）県の取り組みと

動の重要さを感じた。

1月7日
（木）18：30

城西館

豪華な
品々も出品

賀寿例会

2月4日
（木） 18：30

高知サンライズホテル

賀寿を迎えられた方々は土居
通則（米寿・奥様が代理） 中
屋久長（古希） 伊東俊雄（還
暦）のお三方です。会長よりお
祝いのことば、
クラブよりお花贈
呈、中屋、伊東両氏より謝辞が
ありました。
L古谷による乾杯の音頭の
後、L三浦の司会により祝宴が
始まり、全員で
「青い山 脈・喜
びも悲しみも幾年月」の合唱を
行い会場が大いに盛り上がりま
した。
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Ｌ上森千秋のご逝去を悼んで
大久保 長幸
躍も多く、学会活動も農業土木

去る１月７日の朝刊でご逝去の報に接しひとしおの哀感

学会をはじめ４学会に参加し、

が込み上げて参りました。

各種の情報収集並びに研究に

上森さんは私とは後免の晩酌仲間で、昭和４０年頃はよ

余念がなく色々な委員もしてお

く飲んだことでした。

られました。

高知大学農学部の名誉教授ですが、九州大学農学部
農業工学科を卒業後松山農科大学に教鞭を執られて、昭

当クラブでも２００１年〜２００２年の会長をされ、
クラブ運

和２７年より高知大学農学部に赴任せられ、昭和３６年４月

営にご尽力されたことで後輩の方々には学生の様に思い

創立された農学工学科には先頭に立って設立に努力され

口喧しい人だったように思われるでしょうが、心の真実を語

たお方です。

る誠実な良い先生でした。

現在まで多くの学生を育てられたことでした。
ご専門は河

こんな良いお方がご逝去されたことは、
まことに哀悼の情

川の出口にある海や湖に入る所の
「河口閉塞」
の権威者で

に堪えません。
ご生前の業績に敬意とご指導に感謝の意を

国や四国地方、県関係の河川港湾方面の審議会、調査委

表す次第です。
どうか安らかな、和やかな、
とこしえのご冥

員会の専門分野の委員長などの役職で２０余の会での活

福を心よりお祈り申し上げます。

寒風にも負けず・・・高知城清掃継続中！

編 集 後 記

川村 公雄

約 30 年続けている

半世紀の歩みの記念式典も盛大に行われ、次の

高知城清掃、今年は

周年へ向けて、又、新たな一歩を踏み出しました。
新し

「土佐・龍馬であい博」

い年を迎え気候的にも厳しい折柄、世の中は就職難

も開催され、多くの観

をはじめ色々と気が晴れにくい状況ですが「龍馬伝」

光客の皆様がお越し

の追い風もあり、前向きに、元気に頑張ることで道も

になることから、高知の

大きく開けてくると思われます。
この度は、会員の気合

魅力を伝えるためにも

と努力でドネーションが大台に達したことは、素晴らし

益々力が入ります。

いの一語に尽きます！
！ ウィサーブ。
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