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田中良岳会長スローガン

『「慈愛」の心で・・・We Serve』

2015・2016

We Serve

2015年11・12／2016年1月合併号

新年の挨拶
会長

新年明けましておめでとうございます。
今年は60年振りにまわってきた丙申だそうでございま

L田中

良岳

力あってこその事でございます。

す。丙申の年は、これまでの頑張りが形になり明らかに

残り半期もどうかご助力ください

なってくる年だと言われています。クラブ会長を拝命し

ますようお願い申し上げます。

てから半期が過ぎ、後期へと時が流れだしました。前

最後に会員皆様が素晴らし

期やってきたことが形となり、成果が実る年になるようよ

い1年となりますようご祈念申し上げ、新年のご挨拶とい

り一層努力する所存でございます。新年早々、新会

たします。

員の入会があり、新年に鷹城として新しいスタートをき
ることができました。これらすべて、会員の皆様のご助
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◇

◆

幹事

あけまして、おめでとうございます。
平成28年申年が明けましたが、今年の申年は60年

L鳴瀧

渡

るんだろう？」
・・・・・大丈夫

申年は、株価はいつも右肩上がりで日本の経済の好調

です！このような1年こそ、会長

感を表してきた年といわれています。しかし、今年は年

スローガン
「『慈愛』の心で・・・

始早々株価が急落し、先行きに怪しい暗雲立ち込め

We

るスタート年となっています。60年に一度の「丙申」年、

Serve」のもと、高知鷹城LC員の皆さん、力を合

わせて乗り切りましょう
！

丙は「火」を意味し、申は「赤」を意味し、いつの時代

今年もどうかよろしくお願い申し上げます。

も歴史の転換期となった出来事が起きる年といわれてい
◇

◆

ます。だとしたら今年は「どうな

に一度の丙申（ひのえさる）年です。12年ごとの過去の
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◇

会計

新年、明けましておめでとうございます。昨日は114
年ぶりに奄美大島で積雪を記録したようで、寒い日が続

◆

L松村

幸生

助かっています。楽しいライオ

きますが、体調には十分に気をつけましょう。さて、私

ンズライフを送ってください。2月

事ですが、今年の正月は長男夫婦が帰省をし、穏や

には指名委員会があり、来期

かな正月を過ごしていたのですが、箱根駅伝でまさかま

に向けて始動します。4月には

さかの我が母校、明治大のシード落ち、来年は箱根を

高知で年次大会があり、6月には福岡で国際大会があ

走れるのでしょうか？福島さん。

ります。今年も充実した年にしたいものです。

田中良岳丸も半期を終え、順調に航行しております。
うれしいことに新しい乗組員が増えており、財政的にも
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「子どもの夢事業」
高知県立盲学校小学部の児童、
ゆずのコンサートへ
12月19日
（土）結成55周年記念事業「子どもの夢事業」の最後の一つ、県立盲学校の小学児童4名を広島で行われる
ゆずのコンサートに連れて行きました。
県立盲学校の子ども達の夢は「学校で作った歌『ゆず化粧水の歌』をゆずと一緒に歌いたい」というもので、関係機関と打
合せしてきたのですが、やはり人気歌手ということもあってスケジュールの調整が難しく、実現にはもう少し時間が必要とのこと。
そこで、今何か形に残せるものを…とお願いして、
（株）
電通様やゆずのオフィシャルスポンサーである日本生命様のご厚意によ
り広島グリーンアリーナで行われるコンサートに招待していただきました。
当日は朝8時に学校に集合し、貸切バスでま
ずは呉市の「大和ミュージアム」へ。学芸員の方
に案内していただきながら、10分の1戦艦 「大
和」に触らせてもらうなどして館内を見学しました。
そして、いよいよお待ちかねの広島市内のコンサ
ート会場へ…約2時間30分におよぶ、ゆずが奏
でる夢の世界を鑑賞させてあげることができまし
た。子ども達は笑顔に溢れ、付き添われた先生
方も、「コンサートは楽しい趣向があり、子ども達
も私たち大人も一緒になり歓喜に満ちた時間を
過ごすことが出来ました」
とのことでした。
今回のコンサートは、子ども達が望んでいた夢
の形とは少し違う形になりましたが、私たちはこれ
で終わりではなく、今後も夢の実現に向けて活
動していきたいと思っております。

高知支社 高知営業所

池

一 予

〒780-0870 高知市本町4-2-44・9F
TEL （088）875-5171
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上 村

亜 弓

a l b a
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［アルバ ］高知市追手筋1丁目8-4プランタンパートII 1F 〒780-0842
Phone. 0 8 8 - 8 2 3 - 3 6 0 0 営業時間 19:00-24:00 定休日 日曜・祝日

南 社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士

南 宏 道

〒780-0901
高知市上町4丁目2番15号 南会計事務所3F
TEL 088-823-1785 FAX 088-825-3227
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結成55周年記念事業

「子どもの夢事業」
・鷹城伝

2014年～ 2015年に実施された「子どもの夢事業」も昨年末にひとまず終了し、
クラブ内は次の60周年に向けた組織づくりが始まろうとしています。

今回の「子どもの夢事業」に関わった多くのライオンたちの思い、 更には、 55周年以降にクラブに入会された
ライオンたちには「子どもの夢事業」の印象はどのように映っているのか、 事業を振り返り率直な感想・意見をお
聞きし、これからの鷹城に「つなぐ」一助となることを願って記録にまとめました。

◎室戸岬小学校 ◎県立養護学校 ◎穴内小学校
◎高知香南ジュニアオーケストラ
◎ティアラ土佐R.G ◎県立盲学校

「子どもの夢事業」を振り返って

どもさんたちに、大変喜んでいただきました。 先生方からも
心温まる感謝の言葉も頂きました。 鷹城は、子どもさんたち
に対するアクティビティは今後も継続すべきであり、ハゼつり
大会や少年サッカー、そして子どもの夢事業も含め皆で議論
し意見を出し合い、これからもクラブ全員で取組んでいく方

結成40周年に実施した 「21世紀の子どもたちへウィサ

L田中智洋

向で良いのじゃないでしょうか。

ーブ」 が原点となる2度目の夢事業だった。 子どもたちが今
何を考え、何をしたいのかという真剣な思いが伝わってきたし、
予算面を大変心配しましたが、

子どもたちが夢事業の体験を通じて多くの事を学び、たくまし
さを身に付け、また、クラブメンバーも子どもたちと一緒に行

熱き思いと子どもたちに夢を与え

動し喜び、感動を分かち合うことが出来たことは、これこそが

ることが出来ましたので事業として

鷹城が意図するアクティビティの真髄であったと思う。

はとても良かったと思います。 ぜ
ひこれからも続けて欲しいです。

L西森正忠

良かったよ。 継続すれば良い。

L植田康一

L中岡次江

どのクラブも周年記念事業では何かを「寄贈」するケース
が多いですが、今回の「子どもの夢事業」のように、皆で一

結成40周年時と比べクラブ内の盛り上がりが少し欠けた
一面があったように感じたが、
かつてと比べ子どもたちの「夢」

緒になり行動を起こすことは大変良かったと思います。 今後
も鷹城としては続ける価値のある事業であると思います。
L藤井哲二

が変化したことや、夢の実現に向けて一緒に汗をかくことが
少なかったことが要因ではないか。しかしながら、子どもたち
には良い体験と思い出を残すことができたと思う。 子ども対
象の事業は鷹城の伝統ともなっているので、今後も工夫しな
がら事業を継承していくことが望まれる。

L海老塚和秀

この子どもの夢事業は、心に残るやさしさを伝えることが出
来た鷹城らしい記念事業であったと思います。

L村上定基

40周年を経験した先輩ライオンからは、周年がある毎に

子どもの夢事業6件のうち、今回はティアラ土佐RGの事

前回の「子どもの夢事業」の話をぎっちり聞かされ正直ウンザ

業に直接携わったため、夢を叶えることができた子どもたち

リ感があった。しかし、事業をやり遂げ今振り返ってみれば

の笑顔は今も忘れられません。この事業をきっかけに、この

やって良かったし、これは鷹城として大切にしていくべき事業

子どもたちの中から将来活躍してくれる選手が出てほしいです

L松村幸生

ね。 6件の事業すべてに特色もありましたし、子どもたちの

だと思っている。

記憶にいつまでも残る素晴らしいアクティビティだったと思い
ます。 余談になりますが、同級生に小学校の先生が居るの

色々とあった55周年記念事業の決定までの経緯。

ですが、「高知の小学生の修学旅行先で北海道はあり得な

結果的に、子どもの夢事業はそれはそれで良かったと思い

い。」と言ってました（笑）、夢事業で北海道に修学旅行はち

ます。
私は、高知若草養護学校への「移動遊園地」の事業に携
わりましたが、日ごろなかなか遊園地に行く機会の少ない子
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ょっと頑張りすぎたかもしれません。しかし、子どもたちに夢
を与える試みは、これからも鷹城の継続的な事業にしたいと
思います。

会長 L田中良岳

これからの記念事業の在り方について

子どもの夢事業を幾つかこなし
ていくうちに、奉仕の心地良さが

まず行政等への寄贈については、そのアクティビティが会

伝わってきて正直嬉しかった。 事

員全体の総意によるものなのか、会員全員が感動を覚えら

業費も掛かりましたが、心に残る

れるものなのか等を充分に検討、議論し決定されるべきであ

取組みは終わった後も将来子ど

るとの意見が多く寄せられました。また、「子どもの夢事業」

もたちの心にずっと育まれていく

の継続については、鷹城の長き良き伝統を後世に伝え、こ

ものだと思います。ぜひ次も続け
て欲しい事業だと思います。

L鳴瀧渡

の事業を鷹城の代名詞とするためにも、多くの会員が今後も
事業の継続を考えておられます。そのなかで、日頃のクラブ
奉仕活動においても、例えば、社会的問題となっている貧

私は「高知若草養護学校の移動遊園地」と「北海道への
修学旅行」の事業に携わりましたが、記念事業はやはり自分
たちでやることに意義があると思いますね。 特に修学旅行で
は食物アレルギーの子どもさんが居られたので、3日間の食
事の事前チェックや旅行中の健康管理を努めました。 鷹城

困や虐待等の環境下におかれている子どもたちやその家庭に
も着目し、鷹城として支援する手を差し伸べる諸活動に積極
的に取り組む等、周年行事時に限らず日々奉仕活動の充実
を目指すことが、クラブの活性化そして子どもの夢事業の継
続・成功につながるものであるとの貴重なご意見を頂きました。

は、今回の周年事業で2度目の「子どもの夢事業」を行った
わけですから、もう一度やると「子どもの夢事業」は、我が鷹
城の代名詞となり他からも認められるものになるのでは。お金
も掛かりますがまた貯めてやれば良い事業だと思います。
L島本政明

最 後 に・
・
・
この度の「子どもの夢事業」は、変わりゆく時代の中で、
再び次世代を担う子どもたちに「夢」を問いかけ、私自身も多
くの事を学び得るとともに、皆様のご協力により「実現するこ
との素晴らしさ」を広く伝えることのできたアクティビティとなり

当初は大人の自己満足で終わるのではとの危惧があった
が、終わってみればどの事業も、本当に子どもたちの心に残
るやさしさを伝えることが出来た良い事業となりました。
L甲藤典夫

良い企画を立案されたと思います。 次回60周年に向け、
子どもの夢事業は続けてもらいたいと考えます。 L西野彰恭

ました。
鷹城が持つ素晴らしい力を誇りに思い、英知を集め「鷹城・
子どもの夢事業」を未来につなげることが、私たち会員の使
命ではないでしょうか。

前会長

L佐々木敏雄

「子どもの夢事業」を振り返り、今回の6つの夢事業がい
ずれも好評であって良かったと思います。 鷹城カラ―として、
青少年に目標を絞りアクティビティに取組むことはこれからも
ずっと継続してほしい。 今後は、次なる60周年に向かって今

子どもの夢事業の経緯等を伺い、このような機会がないと
実現できない夢ばかりで、子どもたちにとってかけがえのない
思い出になったことでしょう。ライオンズクラブとして大変意
義のある活動であり、次回は参加したいと思います。
L井上勉

から戦略を立ててゆけば、
きっと素 晴らしい60周
年になると思います。皆
さん、ご 協 力 本 当にあ
りがとうございました。
結成55周年大会委員長
L菅眞一

夢を持つことは成長のエネルギー源になると思います。 今
後も継続していただきたいし、私も参加したいと思います。
L中本雅章
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移動例会

11月5日
（木）

11月の第一例会は移動例会として、香南市夜須町手結
の「リゾートホテル海辺の果樹園」で例会を行いました。ち
ょうどこの時期ホテルでは「北海道フェア」が行われており、
札幌市場直送のエビ・カニ・イクラ・サケ・ホタテなど北海
道の美味しい海の幸やスイーツを堪能しました。

クリスマス忘年例会

12月17日
（木）

高知県内を中心に様々なイベントで活躍し、東京でのライブでも継続的に
活動されている、高知出身のメジャー音楽家・坂野志麻様。 素晴らしい演奏
で例会を盛り上げていただきました。

おしゃれ三人組。
真ん中は・・・どなた？

新年例会

高知県立盲学校の高橋星凪君を招いて、
一緒にアコーディオン演奏を楽しみました。

最後には、坂野さんの伴奏で
スーダラ節を合唱！

年明け初めての例会は新年例会。 新年早々、2名の新会員が入会し、新
1月7日
（木） 年を祝うと共に新会員の入会も合わせて盛大にお祝いしました。 懇親会では、
テーブル対抗クイズや500円争奪ジャンケン大会などが行われ、ジャンケン
大会ではL西野とL佐々木が見事、1万7500円のお年玉をゲットしました。
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山田實紘国際会長公式訪問
（クラブ会長セミナー）
に参加して
2015年11月20日、おかやま未来ホールで開催さ

第一副会長

L福島

明

ミリーメンバー（後継者）を確立しよう。

れましたセミナーには336複合地区から約400名が出席
して行われました。

日本では、ライオンズクラブは金 持
ち集団とのイメージが強いが、アメリ

冒頭に山田会長は、「ライオンズクラブは世界で最大
の奉仕団体として、ノーベル平和賞にもノミネートされる
ようになった。この機会に日本も会員増強（正会員4万
人・家族会員4万人）を図り、それにより日本の力、アイ

カでは年会費が80ドルぐらいである。
本 来は資 金 獲 得 事 業をやって、そ
れを奉仕に使うのが理想の姿である。
奉仕をやるのがライオンズクラブで、お金を出すのがライ

デンティティをあげ、世界に冠たる日本のライオンズ（日本
人）
の意気込みを示そう」と語りました。そして、以下のよ

オンズクラブではない。
― マイクラブ イズ マイウェイ ー

うな意見・提案がありました。
“家族会員について、家族会員は正会員である月2回
の例会に出席を義務づけ、年に何回かの奉仕活動に参
加することが望ましい。そして、女性の力を強くしてファ

やり易いように変えていく必要がある。 来年はライオン
ズクラブ設立100周年、節目の年でもある。 古いもの、
汚いもの、悪いものを切捨て原点に戻って考える年であ
る。”

新会員オリエンテーションについて

平成27年11月21日（土）にサウスブリーズホテルに
て行われた 「6R・7R合同前期新会員オリエンテーショ
ン」 に出席しました。 当日は元地区ガバナー・地区名誉
顧問の三谷智省様と高橋光男様が講師となり、ライオン
ズクラブの創設から目的、組織の流れなどをお話ししてく
ださり、入会して一年余りの私ですが、今まで以上にラ
イオンズクラブを知ることができました。また、1925年
の国際大会に三重苦の聖女とよばれたヘレン・ケラー女

L井上

光啓

史がゲストスピーカーとして招かれた
時 のDVDを見せていただき、 実 際
の音声を拝聴した時には、とても感
銘を受けました。
これから私も伝統ある高知鷹城ラ
イオンズクラブの一員として、より良
い奉仕活動ができればと思います。

「あなたの愛」をパレード
12月20日
（日）
ライオンズクラ
ブの四献運動をPRする「あなた

の愛を」パレードが行われました。
高知鷹城ライオンズクラブは13
名が参加して、帯屋町アーケー
ドを大丸前までパレードしました。

チャリティセール

1月17日（日）高知大丸前にて市内14クラブによ
る、チャリティセールを行いました。 高知鷹城ライオン
ズクラブは開始1時間足らずという、今まで例にない
早さで完売しました。 来年のチャリティセールに向けて、
会員の皆様には品物をとっておいていただきますよう、
よろしくお願いします。
2015 ／ 11・12・2016 ／ 1
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2015 年 11 月～ 2016 年 1 月 事業・行事報告
月

11
月

12
月

1
月

日

曜日

会・活動・事業

場所

1日

日

国道一斉清掃

土佐道路

河ノ瀬交差点付近

〃
2日
5日
7日
〃
12日
18日
19日
20日
21日
〃

〃
月
木
土
〃
木
水
木
金
土
〃

薬物乱用防止教育講師養成講座
会長幹事会
第1346回例会（移動例会）
高知城追手門周辺清掃
高知黒潮LC結成55周年記念ゴルフ
理事会
高知LC結成60周年記念ゴルフ
第1347回例会
クラブ会長セミナー
リーダーシップ研究会
新会員オリエンテーション

県立大学（永国寺キャンパス）
高知パレスホテル
海辺の果樹園
高知城
高知ゴルフ倶楽部
三翠園
高知ゴルフ倶楽部
三翠園
おかやま未来ホール
サウスブリーズホテル
サウスブリーズホテル

22日

日

定例ゴルフ

高知ゴルフ倶楽部

29日

日

2日
3日

出席者
L菅 L西尾 L松村 L池 L田中（良） L鳴瀧 L藤井
L伊与木 L中本
L福島 L鳴瀧 L池
L田中（良） L鳴瀧
メンバー 23名
L西尾 L中本
L成岡 L福島 L妙中
メンバー 13名
L菅 L成岡
メンバー 24名
L福島
L鳴瀧 L藤井
L細川 L井上（光） L中本
L西森 L菅 L成岡 L伊東 L松村 L佐々木 L村上
L井上（光）

高知プリンスホテル

L田中（良） L細川

水
木

第2回諮問委員会及びゾーンレベル会
員委員会
室戸LC忘年例会
第1348回例会

料亭 花月
三翠園

5日

土

高知城追手門周辺清掃

高知城

10日
11日
15日
〃
17日

木
金
火
〃
木

三翠園
すし正
三翠園
ドリーマーベイシャトー
高知サンライズホテル

L佐々木 L西尾
メンバー 19名
L植田 L西尾 L細川 L筒井
L中本
メンバー 11名
L細川 L南
L西尾 L筒井
L田中（良） L田中（智）
メンバー 27名

19日

土

広島グリーンアリーナ

L佐々木

20日

日

大橋通り～京橋～中央公園

27日

日

定例ゴルフ

高知ゴルフ倶楽部

7日
9日
14日
17日
21日
24日
〃
25日

木
土
木
日
木
日
〃
月

第1350回例会（新年例会）
高知城追手門周辺清掃
理事会
チャリティセール
第1351回例会
高知安芸LC結成40周年記念式典
定例ゴルフ
会長幹事会

城西館
高知城
三翠園
高知大丸前
三翠園
ホテルタマイ
高知ゴルフ倶楽部
割烹料亭 臨水

メンバー 13名
L菅 L成岡 L伊東 L松村 L田中（智） L中岡
L上村 L佐々木 L南 L村上 L妙中 L井上（光）
メンバー 34名
L福島 L西尾 L中屋 L中本
メンバー 10名
メンバー 13名
メンバー 25名
L弘内 L西尾 L松村
L菅 L成岡 L中岡 L南 L村上 L妙中 L井上
（光）
L田中（良） L鳴瀧

理事会
土佐山田LC忘年例会
高知LC忘年例会
高知鏡川LC結成記念例会
第1349回例会（クリスマス忘年例会）
「子どもの夢事業」県立盲学校
ゆずコンサート
「あなたの愛を」パレード

高知城清掃

L鳴瀧

L長野

L福島

L西尾

11月7日
（土）、12月5日
（土）、1月9日
（土）

毎月第1土 曜日に行って
いる高 知 城 清 掃、11月は
生 憎 の 雨で 中 止・・・かと
思われましたが、L西 尾・L
中 本の2名が参 加して雨の
中、掃除をしていただきまし
た。 お二人には本当に頭が
下がります。
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