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忘年例会　12月19日（木）　高知サンライズホテル

新年例会　1月9日（木）　城西館

入会15年を迎えるL池にモナークシェブロン賞を授与

本日出席者の中で最年長のL西森正忠に乾杯のご発声をいただき
ました。

恒例の書き初め。今年の漢字とその意味を会員自ら説明。 あけましておめでとうございます！

クイズ大会後半は「井上会長 VS L大塚」
井上会長が考えた問題にL大塚が答えるというもの。クイズ王の 
L大塚が実力を見せつけました。

余興のクイズ大会。前半はテーブル対抗早押しクイズ
テレビ朝日の番組「Qさま」にも出演したクイズ王L大塚が問題を作
成。答えられそうで答えられない珠玉の問題に大盛り上がりでした。

L中本のローアで散会。今年１年お疲れ様でした。

女性陣が着物姿で例会に花を添えてくださいました。
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賀寿例会　
2月6日（木）　三翠園
今年の賀寿対象者はL菅（喜寿）とL森（還暦）。
あいにく、L森が欠席だったので、L菅のみの記念写真となりました。

〒780-8019 高知市北竹島町363番地
TEL 088-833-0369（代） FAX 088-833-0717
E-mail: hikari@hikaritec.co.jp
ホームページ: http://www.hikaritec.co.jp/

代表取締役社長　弘内　喜代志

〒781-8125　高知市五台山357
TEL 088-882-3085　FAX 088-884-9893

五台山　竹林寺
四国第三十一番霊場・知恵の文殊尊

サン・システム株式会社
高知市南金田4番30号　〒781-0074
ＴＥＬ ： 088・884・3775（代）
ＦＡＸ ： 088・884・3787
E-mail ： sun-system6@y9.dion.ne.jp

【取扱い内容】電設資材販売・住宅電気設備販売施工

代表取締役社長

井 上  勉

L中本のテーブルが優勝！優勝賞品の商品券をゲットしました。

余興はテーブル対抗格付けチェック。りんごジュース、チョコレー
ト、ワイン、日本酒をそれぞれ試飲・試食して値段の高い物を当
てるというもの。味の違いがわかるかな？

最後はL菅からの「餅まき」ならぬ「チョコまき」。長寿の福を皆さん
にお裾分け。

２テーブルが同点で並んだので、ワインで対決。答えが分かれま
した。
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ひとり親家庭の新入学児童を祝う会
3月22日（日）　男女共同参画センター ソーレ

高知大丸前にて恒例のチャリティセールを実施しました。
年々、品物が少なくなっている昨今ではありますが、

29,800 円の売上となりました。

この売上金の 20％ 5,960 円を高知県 LC 献眼特別委
員会と骨髄バンク特別委員会へ拠出しました。

当クラブが長年支援している高知市青蘭会主催の「ひとり
親家庭の新入学児童を祝う会」が今年も開催され、クラブを
代表して出席しました。新型コロナウイルスの感染が心配さ
れるなか、全員マスク着用、こまめに換気をし、お祝いの歌
も歌わずピアノの演奏を聴くのみにするなど、厳重な警戒の

なか実施されました。参加親子は 2 組と少し寂しい会となり
ましたが、高知警察署交通課より交通安全指導や、マジシャ
ンの“まことら”さんのマジックなどと共に新入学を祝い、楽
しい時間を過ごしました。（L 井上光啓）

新会員入会式　
1月23日（木）　三翠園

1月の第二例会にて新会員の入会式を行いました。

L秋山千恵（Akiyama Chie）

1971年12月24日生（48歳）

Diana（店主）

委員会所属は計画委員会となります。皆様よろしくお
願いいたします。
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結成60周年記念事業 
熱中症計贈呈

鷹城60年の歩み ～周年記念事業一覧～

結成 60 周年記念事業の一つである熱中症計を高知市教
育委員会教育環境支援課に贈呈してきました。60 個の熱
中症計は高知市教育委員会より、各小中学校に配布してい
ただきます。

会長 幹事 記念事業
結成 1959年 伊藤 一郎 水野　一 高知駅へ大電気時計を寄贈（高知LCと共同） ¥236,000

5周年 1964年 谷口 保 安藤 健太郎 県内僻地の保健婦にスクーター５台を寄贈 ¥353,000高知県身体障碍者体育大会山の端子供会に8ミリ映写機を寄贈

10周年 1969年 和田 秀美 原 皎
献血運搬車”YOOJYO”号寄贈

¥2,000,000記念街路樹（青柳橋西詰より都計道路を西へ500ｍ両側）
土佐育英協会京都塾に記念図書室を設置

15周年 1974年 安藤 健太郎 竹村 恒巳 県立盲学校へオプチスコープとオプチスコープ用モニターテレビ5台を寄贈 ¥2,500,000土佐希望の家に高速脱水付完全自動水洗機を寄贈

20周年 1979年 青山 信彦 古谷 俊夫

県立盲学校へオプタコンを寄贈

¥4,675,000血液輸送車を寄贈
城西公園へやまももの木5本を植樹
大島青松園へ患者輸送車を寄贈

25周年 1984年 田中 稔正 角 速男 高知空港緑の広場修景施設造成 ¥8,922,000記念講演　勧山 弘先生　「一隅を照らす」

30周年 1989年 角 速男 長尾 雅宣

潮江橋ゲートイルミネーション寄贈

¥6,600,000LCIFへ
４R献眼特別委員会へ
記念講演　瀬戸内 寂聴先生　「生きるよろこび」

35周年 1994年 安部 幸夫 川村 公康

高知城史跡公園憩いの広場造成

¥5,700,000４R献眼特別委員会へ
４R骨髄バンク特別委員会へ
LCIFルワンダ難民救済

40周年 1999年 小松 英雄 弘内 喜代志

子どもの夢事業（8つの夢）

¥10,000,000

高知こども図書館に図書一式
ちびっ子サマーキャンプイン五台山
LCIFへ
高知県LC献眼特別委員会へ
高知県LC骨髄バンク特別委員会へ

45周年 2004年 伊東 俊雄 片岡 純一

歩行ロボット（アシモ）と遊ぼう

¥3,200,000
県立療育福祉センターへ車いす3台を寄贈
LCIFへ
高知県LC献眼特別委員会へ
高知県LC骨髄バンク特別委員会へ

50周年 2009年 海老塚 和秀 細川 拓史

「高知が明るく元気になりますように」

¥10,000,000
高知城の模型を寄贈
LCIFへ
高知県LC献眼特別委員会へ
高知県LC骨髄バンク特別委員会へ

55周年 2014年 佐々木 敏雄 大塚 丈

子どもの夢事業（6つの夢）

¥5,000,000

龍馬の生まれたまち記念館へ坂本乙女像を寄贈
LCIFへ
高知県LC献眼特別委員会へ
高知県LC骨髄バンク特別委員会へ
ライオンズクエスト支援金
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「チャーターメンバーと語る」
　結成25周年記念誌より　

先日、チャーターメンバーが結成当
時の想い出を語っている記事を高知
鷹城 LC 結成 25 周年の記念誌で見
つけました。結成から60 年を迎えた
今、新たな一歩を踏み出すべく、結成
当時や25 年間の想いを語ったチャー
ターメンバーの言葉に触れてください。

【司会】L 楠 昌祐、L 松田豊秀
【事務局】松本 和

【出席チャーターメンバー】（年齢順）

L 柳井 武郎

L 黒岩 淳治

L 安藤 健太郎

L 岸 正明

L 田岡 登

L 横山 喜太郎

L千頭 治行

L 藤本 幾雄

司　会 ：本日はお忙しい中お集まり願い有難うございます。
今年で当クラブもクォーターセンチュリークラブ、いわ
ゆる1/4 世紀クラブの仲間入りをする訳でございますが、
チャーターメンバーの皆様があって初めて今日の鷹城ＬＣ
の隆盛を見ることが出来たのであり、我々後続の会員と
して先輩の皆様方に感謝しているのであります。
25 年前皆様方も随分お若く、燃えたぎる血潮と情熱と
共にご活躍され鷹城の基礎、基盤をお作りになられた
と存じております。そこで今夜は 25 年の来し方、生み
の想い出とか苦しい味、楽しかった事、つれづれを語っ
て貰いたいと思います。まず、初めに生い立ちについて、
どなたか…。

Ｌ　岸 ：初代会長伊藤さんが出席していれば良いが、まあＬ安藤
がいるので聞きながら思い出しながら語ってみよう。

Ｌ安藤 ：何分古い話なので、結成式とチャーターナイトとの区分
が入り交じって今一つ正確に記憶がない状態で、最初の
テールツイスターとして皆から金を貰った事が印象に残っ
ている。

Ｌ　岸 ：高知ＬＣが出来て２年半ぐらい経ってもう一つ高知にＬＣ
を造ることになり、７人の発起人が集められ伊藤・谷口・
明石・水野・岡・安藤の各氏と私とで集まり三翠園で初
会を開いた。
初めにクラブの名前をどうするかと云うことになり、筆山
や鏡川など色 と々出、伊藤さんが高知の大高坂城の城に
ちなんだらと云うことで、高知城の別名の鷹城に決まった。
例会日は高知ＬＣが火曜であるために、メーキャップに
都合のよいよう 2 日遅れの木曜日にしたのである。

司　会 ：チャーターメンバーの人数は 20 人位ですか。
Ｌ千頭 ：結成式のときは 32 名だと思う。
Ｌ田岡 ：チャーターナイトの時は 48 名になっていたと思う。その

時のメンバーは1/4 以下になり転籍や死亡で淋しい限り
です。

Ｌ千頭 ：高知ゴルフクラブで開場に貢献した原勉さんがその当時
のゴルファーにライオンズにはいらないかと話を持ちかけ
ていた。それでゴルファーの会員が多かったと思う。

Ｌ　岸 ： 一とき、そうそう高知鷹城ゴルフクラブとも云っていた…
（笑）…

司　会 ：それが、いまだに鷹城のゴルフ部として続いているみたい。
Ｌ　岸 ：ニューメンバーがあると会員委員会が最初にゴルフをなさ

いますか？と質問していたね。
Ｌ横山 ：例会での会話がアウトの何番とかゴルフをしていないと

わからない話題があり、それではやってみようと始めたら、
あまりやらなくなってしまった。

Ｌ安藤 ：横山君が始めた頃から私などは熱がさめかけ欠席しがち

だった為会費だけにて失礼していましたがごく最近になっ
てとうとう休会にした次第です。

Ｌ　岸 ：そうそうＬ横山は倉庫の中にネットを張って練習した事
だった。

Ｌ千頭 ：つまり 30 ～ 40 人身近の知人を集め原さんがゴルフの
大将だった。

Ｌ横山 ：私の父は中島町にいた館内科の先生が主治医であり、ま
た、高知ＬＣの会員であった関係で息子の私にライオン
ズクラブへはいれとしきりに勧められた。

Ｌ田岡 ：10 月 7 日チャーターナイトは三翠園でおこなった事でし
た。（初代会長　伊藤）

Ｌ横山 ： 25 周年も10月7日。10月7日は私の誕生日に当たり、
毎年クラブで祝ってくれています。現、田中会長の縁論
ではないが、くしき縁です。

◇　　◇　　◇

司　会 ：では次にクラブ活動での抱負やご認識、ライオニズムの
高揚について又クラブ運営の問題点など。

Ｌ　岸 ：ＬＣの発足当時から見ると世の中も変わったものだ。最
初は皆で古着、古本を集めてアクティビティーは額に汗し
てするものだと、X’mas にはサンタの赤い服を着、施
設に訪問したりしたものだが、何年か経って同じ所に行
くと子供達が「何だ古本か」と言ってあまり喜ばれなかっ
たり、「残りケーキはいらないよ」などと言われた。社会
福祉関係機関も資金的に幾分ゆとりが出来て生活内容
も向上して来たのだろう。我々もウィサーブと云って貧者
の一灯とか政治の谷間に灯を、と話して来たが現在では
うつらない様な時世だ。

Ｌ千頭 ：しかし種﨑の南海少年寮を訪問した時は、涙を出して喜
んで感謝してくれ我々も本当に感激したものだった。

Ｌ田岡 ：アメリカあたりは資金獲得をするためのアクティビティー
を行って基本はかっちりやっている。日本は急速に経済
発展したので、受ける側もとまどう事もあるのだろうか？

Ｌ　岸 ：人によってはチャリティーをするから出席して下さいと云
うと仕事が忙しいから分担金を出すことで責任を果たし
たいと云う人も居るが、なるべく勤労奉仕によりアクティ
ビティー資金を獲得するのが基本型である。

Ｌ田岡 ：国際協会やキャビネットが優秀クラブの判断選定の 6
つ位の基準の中には、何如なるアクティビティーかという
のも、その資金集めのことも含んでいるようだ。

Ｌ安藤 ：アメリカあたりは日本と違いエリート意識が薄くボラン
ティアについての考え方が幼い頃から身についていて日
本のＬとは全く違っている。クラブ員の中には肉体的な
労働者や共働きの方がずい分はいっていて、和気あいあ
いの会になっている。
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Ｌ千頭 ：ライオンの名でオダッちゃいないか、成長の波に乗り何
か変わって来てはいないかと思う。アメリカでは創立の
精神はいまも変わっていないと言う事だ。金のあるもの
は金、頭の良いものは知恵を出し、その他の者は労力で
もよいから自分の出来るもので奉仕せよ、それがライオ
ンのスタートの精神の様に聞いている。その精神が我が
国では薄くなり、何かワイワイになって来ている気がする
がどうだろうか？

Ｌ　岸 ：ライオンズクラブも曲がり角に来たと何年も前から盛んに
云っていた時期があったね。
ライオンの連帯感また他クラブの人とも大いに語ろうや、
と云っていた事だった、We Serve の精神を忘れて社交
クラブになってはつまらない！

Ｌ安藤 ：23 年前だったか 1961年香港での東南アジア大会に
行ったとき、当時は海外旅行をする方は少なく高知県庁
ではビザの手続きも出来ず東京迄行き外務省に顔みせや、
注射にも行くなど 2 度迄上都したものでした。四国のＬ
Ｃでは私だけの出席で日本からは 36 人位だったか地元
の英字ホンコン・スタンダード新聞に写真入り記事が掲
載されて歓迎されたものだった。エレベーターの中でも
ライオンズメンバーに逢うことなら互いに言葉がかよわな
くても握手や肩をたたき合い交歓したものであった。

Ｌ田岡 ：話は脱線するがライオンズバッヂをつけていれば税関はフ
リーパスであって、社会的に認められていた時もあったね。

Ｌ千頭 ：東京オリンピックだから19 年前ニューヨーク空港で 1番
目の人が調べられ、2 番目の私がそのまま行けと通過さ
せてくれ、3 番からあと振り返れば全部調べられていた
時もあったね。

Ｌ　岸 ：水をさす様だが、約 20 ケ国ぐらい回って来たが、アメリ
カはＬＣの発祥の土地柄だからゆるやかだ。しかし、ロ
ンドン、パリ、ドイツ、ブラジル、メキシコ等は、きびし
くそんな事はないです。東南アジアの或る国のライオンが
ピストル密輸事件を起こしてからきびしくなりましたね。

Ｌ千頭 ：うちのクラブで鷹城方式といい、色々あるが、物の考え
方から始まり、プライドとか何かわからないが、オダツ事
はやめようじゃないかと云っているが…。

Ｌ横山 ：規約は規約、会則は会則であるが、それを充分理解、運
用してうちのクラブのものにして楽しい会にしたいものだ。

Ｌ田岡 ：ライオンズのメンバーは皆一国一城の主とか重要ポストで
何でも出来る立場の人達であるので、自己主張の強い人
が多くなりがちだが、うちのクラブは比較的その事が少
なく、円満な家風、クラブカラ―が続いているようだ。

Ｌ柳井 ：一騎当千、一言居士が少ない。
Ｌ安藤 ：我田引水じゃないが皆適当に聞き流し、ようだいを言わ

ないし、派閥がない。
Ｌ　岸 ：初代会長Ｌ伊藤はライオンズクラブの会合でむつかしい

事を並べるのがお嫌いで、私が幹事の時、まだ報告書の
処理事項があるのに、もうよい、後の話は飲みながらや
ろうとなる。人の和、親睦を大切にされたのが今日の鷹
城カラーが生まれた一因でもある。

Ｌ藤本 ：15 周年の記念誌に柳井先輩が書いてあった鷹城カラー
はその通りと思う。

Ｌ柳井 ：実はそれは別になんともなしに書いたものであって、皆が
それぞれ責任をもって本当に人のあげ足を取るような人が
いないと思っただけ。

Ｌ藤本 ：私も田島会長が急に亡くなったので、会長スクールも受
けず、心構えもなしに中途で急遽引き継いだ、すると寛
容の精神でご協力頂き無事任期を果たせたのも有難い
事と思った。

司　会 ：市内 8 クラブの会長・幹事会の取り決め事もわりとすら
すらと行くようですね。

Ｌ田岡 ：皆ナイターが好きだから…（笑）…
◇　　◇　　◇

司　会 ：25 年ともなればクラブ運営上の問題点とか何かあれば
…12 時 15 分の開始時刻などは、如何ですか。

Ｌ安藤 ：先ほどの鷹城方式に戻るが鷹城方式と言うのは、ただ
上から言われるのを鵜呑みにするのではなく、日本式に
咀嚼し、こなすと言うことであり、それでその地域に定
着するということです。
定刻の 12 時 15 分ですが、15 分位遅刻の人がいつも
決まって 5 ～ 6 人いるが、このかたは午前中に仕事の区
切りを無理して出席しているのである、しかも何人もの方
がそれでも100％の出席をなさっておられ、その努力に
対しても如何でしょう。他のクラブの様にナイターだけの
会もあり、その点実に我がクラブは基本線に忠実で真面
目だと思います。15分ずらすことにより随分助かると云っ
ているので、規定になければ 15 分遅らすと云うのはどう
したものでしょう？25 周年を機に是非実行に移すべき
だと存じますが？
又、夜の例会は、桂は 2 回とも又黒潮も夜に変わると
聞いているが。

松　本 ：昼は高知と鷹城だけです。
司　会 ：へー、そんな状態ですか。夜の会はどうしても 2 次会、

3 次会になり易いと思いますがねぇ。
Ｌ　岸 ：夜か昼かは、その当時夜はなく、昼のみで 12 時半にし

て 2 時になると午後の仕事に支障が出るといけないの
で巾を持たして前後やり繰りし、12 時 15 分、1時 30
分とした訳ですよ。

Ｌ千頭 ：ある他のクラブの人が夜ばかり参った鷹城に変えてもら
えないかと言われた事がある。

Ｌ横山 ：ええ加減、月見や花火や花見でやっているので夜の定例
会は必要ないね。

Ｌ田岡 ：例会開始時刻の変更は一回の変更でも届けることが規定
にある。建前から言えばＺＣ、ＤＤＧ、キャビネット、国
際本部へ報告することになっている。他のクラブからの
メーキャップにくる時に勝手に変えると迷惑をかける。

Ｌ千頭 ：成程、メーキャップの関係でねぇ。
Ｌ田岡 ：例会等できまった人がリードしてきまった人が発言してい

るクラブがあるそうだが、うちのクラブでも古い人の発
言の率が多いようだ。5 年の人と10 年の人との多少の
違いはあるが、25 周年を機会に新しい方々の発言の場、
活動の場を多く作ったらどうだろうか。入会して 2 ～ 3
年でやめる人が比較的あり、クラブに融け込んで貰うた
めには活動する場が必要です。

司　会 ：入会された、融け込まずに失望、スリーピング、退会。
こんなケースはいけませんね。

Ｌ安藤 ：25 周年になるし、良いことは早速行うこと。
Ｌ田岡 ：本当に配慮するべきだ。
Ｌ千頭 ：大賛成だ。
Ｌ田岡 ：なじまないのはシステムなり行事に参加する機会が少な

いのであり、行事に行った人には良く理解が出来るし、
またライオンについて話題を多くすべきではないか。

Ｌ藤本 ：年次大会なんか強制的に出て貰えば矢張り解かり始める
ようだ。

Ｌ田岡 ：そうです。何かプランを建てて輪番制に行ってもらう事を
考えてみたら。

Ｌ黒岩 ：言いたい事を皆さんが言ってくれているから、私は大賛成
です。

Ｌ千頭 ：むつかしいけれどやらなくちゃいけないですね。
Ｌ柳井 ：今 20 周年の記念誌を読んでみたが 25 年になっても

やっぱり当時と同じ気持ちを大切にしたいですね。
司　会 ：本日は貴重な時間をさきお集まり願い、色々と想い出を

語って又次の 30 周年への示唆をも戴きありがとうござ
いました。

【1984 年発行　高知鷹城 LC25 周年記念誌より抜粋】
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2019 年12 月～2020 年 3 月　事業・行事報告

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

12 
月

4日 水 室戸LC忘年例会 料亭花月 L西尾　L西森（京）

5日 木 第1444回例会 三翠園 メンバー18名

7日 土 高知城清掃 高知城 L西尾　L岡﨑　L宮﨑

8日 日 薬物乱用防止教育講師養成講座 県立大学永国寺キャンパス L大塚

12日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー10名

15日 日 新会員オリエンテーション・ 
リーダーシップ研究会 L田中（智）　L福島　L中本　L石黒　L中澤

17日 火
高知LC忘年例会 三翠園 L佐々木　L福島

高知鏡川LC忘年例会 ドリーマーベイシャトー L大塚

19日 木 第1445回例会（忘年例会） 高知サンライズホテル メンバー 25名

22日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L伊東　L中岡　L南　L井上（光）　L岡﨑

R 
2 
年
1 
月

4日 土 高知城清掃 高知城 L西尾　L井上（光）　L田村（俊）　L宮﨑

7日 火 土佐香南LC新年例会 一寿司会館 L細川　L田中（良）

9日 木 第1446回例会（新年例会） 城西館 メンバー 30名

16日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー11名

19日 日 市内14LC合同チャリティセール 高知大丸前 メンバー13名

20日 月 会長幹事会 サウスブリーズホテル L井上（光）　L佐々木

18日 土 ゴルフ部会新年会 滋味創菜たちばな L菅　L伊東　L田中（智）　L中岡　L南　L福島　 
L井上（光）　L岡﨑　L西森（京）

23日 木 第1447回例会 三翠園 メンバー 23名

26日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L伊東　L中岡　L福島　L村上　L藤田　LL藤田　 
L井上（光）　L岡﨑　L西森（京）

2 
月

1日 土 高知城清掃 高知城 L西尾

6日 木 第1448回例会（賀寿例会） 三翠園 メンバー 28名

13日 木
熱中症計贈呈式 高知市たかじょう庁舎 L井上（光）　L佐々木

理事会 高知サンライズホテル メンバー 9名

20日 木 第1449回例会 三翠園 メンバー 20名

23日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L伊東　L中岡　L福島　L村上　L井上（光）　LL藤田

27日 木 指名委員会・臨時理事会 高知サンライズホテル メンバー10名

3 
月

2日 月 会長幹事会 サウスブリーズホテル L井上（光）

5日 木 第1450回例会（指名会） 三翠園 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

7日 土 高知城清掃 高知城 L西尾　L井上（光）

22日 日
定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L伊東　L中岡　L福島　L村上　LL藤田　L岡﨑
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男女共同参画センター 
「ソーレ」 L井上（光）

26日 木
理事会

三翠園 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
第1451回例会（選挙会）
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