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地区ガバナー公式訪問
7R―1Z・2Z合同の地区ガバナー公式訪問・第1回地区

ガバナー諮問委員会が9月18日に開催されました。まず宇髙

昭造地区ガバナーより「市民・家族が参加できる地域に密

着した奉仕、学ぶ姿勢という事で他クラブ例会訪問、奉仕・

例会では会員の特技・持ち味を活かした活動を工夫してほし

い。特徴・得意な奉仕・クラブの持ち味を活かした看板奉仕

とネーミングを考えてほしい」というお話がありました。その後

1Zよりクラブ会長の今年度の目標・抱負をのべまして地区ガ

バナーより質疑応答がありました。また第1回地区ガバナー

諮問委員会では佐野邦男7R―1ZCよりアワード表彰の説

明・おもしろい例会の具体例・新会員獲得の方法・アクティ

ビティ、例会出席率の向上等の話を各クラブより説明があり

ました。その後全体会・懇親会がありました。7月に不安と期

待の中、現体制がスタートし、約3ヶ月過ぎ少しずつ落ち着き

つつある中、各クラブの話、時には悩み事の様な話も聞かせ

て頂き、地区ガバナーはじめ役員、委員の方からアドバイス

を頂き、色 と々参考になったのではないかと思います。各クラ

ブによって考え方、アクティビィティの違いは若干あると思い

ますが最終的には行きつく先は同じではないかと考えます。

私のスローガン「ライオンズクラブを通じて社会に貢献する」

私達の活動を通じて世の中の為になる事を本来の形だと考

えます。地区ガバナー方針「明るく、やさしく、心をこめてWe 

Serve」後9ヶ月楽しくやりたいと考えております。

L坂本 幸繁

ご挨拶される宇髙地区ガバナー 発言する坂本会長
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9月25日（土曜日）、夕闇が迫る高知新港に再び、「こう

ち・手をふり隊」が参上した。

今日のお客様は、日本クルーズの豪華客船「ぱしふぃっ

くびいなす」の乗客約380人である。

22日に横浜港を出て屋久島、高知に寄港し、横浜に帰

る4泊5日の船旅である。高知観光を楽しんだ後の見送り

に登場したものである。

高知県の要請により、伊野商業の「よさこい踊り」の披

露のあとに、鷹城のメンバーを含めて約200人で、紙テー

プの舞うなか、赤いTシャツ、赤ジャンパーの一群が「また

来てねー」と大きな声と笑顔で呼びかけると、船上のデッ

キに鈴なりの乗客からも手をふる姿が見られた。この「こ

うち・手をふり隊」の活動が、大きな広がりをもつことが期

待される。

L松村 幸生

待機中に笑顔と手をふりの練習。右端：Ｌ松村

また来てネー

りようま君の着ぐるみも参上

出航準備中のため、客船からはなれて待機

伊野商業高校のよさこい踊り。衣装が手をふり隊と同じ赤色
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国道一斉清掃とクリーン高知獅子の会 L成岡 巖

８月８日、国道一斉清掃の日。

少し参加会員が少ない様でしたが、私はいつも通り袋をさ

げ、筆山トンネルの方へ清掃しながら向かいました。平成１６

年から始まった国道清掃。かれこれ十数回の参加ですが、

この日は今までにない程、ゴミが少ない日でした。おそらく数

日前、清掃がなされていたのでしょう。

トンネルを折り返し、小石木交差点の道路際に設置されて

いる表示板の存在が、ふと気になりました。これには大きな文

字で、クリーン高知獅子の会・高知鷹城ライオンズクラブ、さら

に横には活動内容等が記載されています。設置のいきさつ

は、市内１４ＬＣの誰よりも自分が関わっているだけに、とても

感慨深いものでした。

市内を走る国道には、１４路線区に１４ＬＣの名前がこのよ

うに表示されているわけであります。一字一句、目が追ううち

に、平成１５年～平成１6年の幹事時代がとても懐かしく思い

出されます。 

平成１５年、市内１４ＬＣ会長・幹事会に於いて。

前年、前々年より先送りされた国道清掃。色んな意見が出

されたが結論には至らず、この件は、このまま立ち消えになる

と誰しもが思った事ですが、かねてより親しい鏡川ＬＣのＯ会

長他、４ＬＣの会長より、「クラブ間の合意が出来て３年経って

も実現出来ないとは情けない。我々の時に何とか決着をつ

けたい。ここは一つ、鷹城さんに一切を任せるから何とかまと

めてくれないか」という話になりました。

以後数度の会合を重ね、国交省との交渉はわがクラブの

坂本守正君（現伊野ＬＣ）にお願いしました。彼の貢献度は、

実に大きなものでした。そして、１４ＬＣの参加とりまとめは私

が担当し、国道１４路線区の担当クラブも私の独断で決めさ

せていただきました。

その翌年の平成１６年６月４日、国交省との調印式は、かる

ぽーとで盛大にとり行われました。もちろん、ライオンズクラブ

の代表は、高知鷹城ＬＣの細川政澄会長でありました。

この事業を実現させた当時の会長・幹事の２８名の同志

は、グループ名を“クリーン高知獅子の会”と命名。そして、平

成１６年６月６日に第１回ＬＣ合同国道一斉清掃がスタートし

たのです。

土佐道路にある表示板
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月例高知城清掃
常連のメンバーがいないと「どうしたろう？」と心配をし、まれ

にこられたメンバーには「どうした！！」と驚きと歓迎の一声。第

一土曜日の清掃時間４月～９月は６時３０分から、１０月～３月

は７時から観光客の皆様が高知の名所を訪れる前に少しで

もきれいにしたいという思いで続けております。

今回の「どうしたろう？」はＬ竹島、「どうした！！」はＬ長野

清掃中、表示板にて　左がL成岡

国道清掃活動に対して表彰を受けました。

ごみの分別後、暑いけれどハイチーズ。
L山中の子どもさんも参加
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51回目の結成記念例会 L海老塚 和秀

10月7日、サンライズホテルにおいて我がクラブ51回目の

結成記念例会が佐野邦男7R-1ZC、高瀬治7R-3ZCをは

じめ県内9クラブから23名もの多数のビジターをお迎えし開

催されました。

残念ながらチャーターメンバーL藤本の出席はかないませ

んでしたが、佐野1ZCのご挨拶に始まり、報告事項、行事予

定とプログラムは粛々と進行。特に、9月25日に高知新港で

実施された「高知・手をふり隊」第２弾は多くのメンバーの参

加のもと成功裏に終了することができた旨、坂本会長から報

告がありました。この模様は高知新聞紙面にもニュースとして

紹介されましたが、当クラブから生まれたこのユニークな取り

組みがやがて「あったか高知」のおもてなし運動として県内

各地に飛び火していくためには、当面は当クラブがその牽引

役に徹していかなければならないでしょう。

懇親会に移ってからはこの日のために馳せ参じていただき

ました紙芝居作家・岡本篤志さんによる土佐の民話を題材に

した紙芝居が二題披露され、何十年ぶりかに接する紙芝居

に皆しばし童心に帰ったよう。その後はビジターともどもなごや

かな懇親のひとときが過ぎました。

なお、この例会で事務局の田中さんの後任となる明神絹

さんが初お目見え。明神さんには田中さんからしっかり引き継

ぎを受け、早くクラブに馴染んでいただきたいと思います。

メンバー全員が一丸となって取り組んだ結成50周年記

念式典とおきゃくから早1年。クラブの長き歴史とその中で培

われた伝統と個性を誇りに、これからもメンバーの絆を深め

ながらさらに一歩と前進していきましょう。

佐野７Ｒ−１ＺＣご挨拶 明神 絹さん

計画委員長　Ｌ上村

乾杯　高知ＬＣ　Ｌ伊野部

ライオンズローア　高瀬７Ｒ−３ＺＣ
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８月９日　花火家族例会 三翠園１４階

９月１６日　第１２２３回例会へ　高知東ＬＣ・高知桜ＬＣ訪問

2010年8月～9月　事業・行事報告

今期、宇髙ガバナー方針「他クラブへの例会訪問を
して学びあいましょう。」をうけて、さっそく、高知桜ＬＣか
ら細木６Ｒ－１ＺＣをはじめ５名、高知東ＬＣからは南幹
事ほか３名、計８名の皆様が当クラブに例会訪問に来
て下さいました。ビジターがいらしたことで、いい意味で
ちょっと緊張感のある例会となり、又出席率もよく、とて
もいい試みで、当クラブも例会訪問をしていきます。

■ 西 川  昭 寛
１．仕事 

四国銀行 木屋橋支店 支店長
２．健康法　ウオーキング
３．趣味　たしなむ程度のお酒
４．座右の銘、好きな言葉 

一生懸命・あきらめない
5．大事にしているもの、または宝物　よく飲む友人達
6．好きな本、影響をうけた本 

ジャンルでは経済小説　高杉 良　他

■ 田 中  良 岳
１．仕事 

四国八十八ケ所霊場 
第三十六番札所 青龍寺副住職

２．健康法 
特別なことは何もしていません

３．趣味　映画鑑賞・釣り
４．座右の銘、好きな言葉　報怨以徳
5．大事にしているもの、または宝物　仏法
6．好きな本、影響をうけた本　中国古典 「 一日一話 」

8月

７日（土）高知城追手門周辺清掃 高知城 坂本・成岡・中屋・竹島・細川・矢野・三浦・西川
８名参加

８日（日）市内ＬＣ合同国道一斉清掃 市内土佐道路 １４名出席
９日（月）第１２２０回花火家族例会 三翠園１４Ｆ ビジター７名　会員２５名　家族他92名　計１２４名
１２日（木）理事会 理事会 １３名出席
１４日（土）小児糖尿病サマーキャンプ出発式 高知大学医学部 支援金のみ
１９日（木）第１２２１回例会 三翠園 ２６名出席
２１日（土）自閉症夏季療育キャンプ 青少年センター（野市） 支援金のみ
２８日（土）土佐山田ＬＣ第１２回納涼焼肉祭 土佐山田・日曜市広場 坂本　５名参加

9月

２日（木）第１２２２回例会 三翠園 ２７名出席

４日（土）高知城追手門周辺清掃 高知城 坂本・成岡・中屋・竹島・細川・矢野・三浦・西川
８名参加

６日（月）市内ＬＣ会長幹事会 ホテル日航旭ロイヤル Ｌ坂本・池幹事　２名参加
９日（木）理事会 三翠園 １４名出席
１６日（木）第１２２３回例会 三翠園 ビジター東ＬＣ３名・桜ＬＣ５名　３０名出席　

１８日（土）７Ｒ－１・２Ｚ　地区ガバナー公式訪問・ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会 高知プリンスホテル 弘内・坂本・海老塚・筒井・池・矢野

２５日（土）第２弾　こうち・手をふり隊 高知新港 Ｌ１７名　家族20名　計３７名参加
３０日（木）新会員招請委員会 三翠園 松村・坂本・田中（智）・長野・三浦・大塚６名

新

会

員

紹

介
 

去年同様荒天のため順延かとあやぶまれていましたが無事、開催できました。土佐山田ＬＣ・川添会長、高知桜ＬＣ・Ｌ甲藤はじめ
ラーゴ高校の留学生ほか合計１２４名の参加でした。
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江戸・明治時代の傑物の健康信条 （叙勲誌２２・６月）

L大久保 長幸より

徳川家康（７５）  季節外れの物と冷たい物は食せず。

伊達正宗（７０）  夏は勿論、冬でも水を大きな茶碗で何杯も。

大久保彦左衛門（８０）  貧乏ゆえ粟、稗の雑穀で壮健。

僧　天海（１０８）  心を広く、気を長く、折 下々風（屁）を怠らず。

徳川光圀（７３）  魚は鰹、野菜は大根とニンニクが良し。

貝原益軒（８５）  脇を下にして、側臥の姿勢で眠るのが良い。

杉田玄白（８５）  長寿のための禁示事項「養生七不可」の含蓄。
  ①過去の事を、くよくよと考えてはならぬ。
  ②先の事を、あれこれ思い悩んでもならぬ。
  ③飲みすぎ、食べ過ぎをしてはならぬ。
  ④怪しい食べ物は、口にするべからず。
  ⑤病でも無いのに、薬を飲むな。
  ⑥体力に任せて、度の過ぎた性交をするな。
  ⑦怠け癖を着けてはならない。

伊能忠敬（７４） 「徒歩の旅こそ薬なり」歩きに歩いた老後１７年。

上杉鷹山（７２）  何時も「木綿」を着て、「粥」を常食とすべし。

二宮尊徳（７０）  酒は手酌で、眠りはこまめに、何処でも横になる。

山縣有朋（８５）  すり潰した野菜を食べ、風呂は腰湯、自重の老後。

富岡鉄斎（８９）  だらしない程「緩めの着物」が結構だ。

渋沢栄一（９２）  朝風呂と「屈伸道」体操。自分の健康は自分で守る。

東郷平八郎（８８）  医師の指示を守り、従順に。「病気でも勇者たれ」。

牧野富太郎（９６）  口ではなく「常に鼻で呼吸を」の多大な効能。


