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■5月度会長挨拶 第41代会長　L村山和幸■
　皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。日本中は

疎か世界中に脅威を撒き散らす新型コロナウイル

スの影響でここ数か月の間で、世の中が一変しまし

た。緊急事態宣言は、政府が四月七日に東京など七

都道府県に先行して発令し、十六日に対象が全国に

拡大され、日本中の人々が不要不急の外出制限を

余儀なくされていることで皆さんも、精神的にもか

なりストレスがたまり、大変な日々を送られているこ

とかと思います。この5月6日以降に、緊急事態宣言

が解かれる予定でしたが未だに、終息が収まらず政府は、緊急事態宣言を今月末の31日まで延長する意

向を固めましたが、今の状態ではまだいつ終息するのか分かりません。経済的にも全ての業種で計り知

れないダメージを受け、このままでは各企業ともいつ倒産してもおかしくない状態になっております。こ

れはある意味テロリストであり第三次世界大戦のように思われます。この先以前のような暮らしに戻るの

はいつなのか、半年前の経済に戻るまでこの先何年かかるのでしょうかとても不安です。

　ライオンズクラブでも3月からの例会が出来ず、本来ならば3月第二例会に3名の入会式を予定してお

り、数年前からのクラブ員減少に歯止めがかかることを大変喜んでおりましたがとても残念です。何とか

早く入会式を開催できることを願うばかりです。

　4月の花見例会も中止となり大変残念な思いをしております。（色々な企画予定しておりました）本来な

ら今の時期は各クラブの周年記念式典や記念行事がありますが、1Zでも丹羽ＬＣ40周年記念式典中止、

岩倉ＬＣも30周年式典中止。2Zでも春日井けやきＬＣの25周年記念式典中止、瀬戸ＬＣの60周年記念

式典も中止と各クラブが数年前からの企画や予定がコロナウイルスのせいで中止となりとても残念で

す。

　そして今、一番悔しく悲しいのは当クラブの最長老でありチャーターメンバーのＬ高柳がお亡くなりに

なり、コロナウイルスが原因ではありませんが、この時期のため公に葬儀もできず密葬のままで私達ライ

オンズクラブの仲間が誰も参列できずにお見送りが出来なかった事です。春日井市を愛し、人々を愛し、

我々にライオンズクラブの知識や伝統を教えてくれた偉大な先輩がまた一人お亡くなりになられました。

　今思えばＬ高柳が私に語ってくれた最後の二つの言葉がとても心に残っております。一つ目は「村山

君、僕はこの年になって何故透析を受けていると思うかね。それは、今年東京でオリンピックがあるから

だよ。8年前オリンピックが東京に決まった時生きる希望が湧いて、辛い透析を受ける気持ちになったん

だよ」とおっしゃいました。二つ目は「ライオンズクラブの例会で皆に会えるからだよ。この仲間は最高だ

よ。」ともおっしゃいました。Ｌ高柳の一つ目の希望を無くしたコロナウイルスが憎いです。今思えば私は

会長職になって、やっと故Ｌ高柳や故Ｌ亀山、重鎮の先輩Lと少しずつお話が出来るようになったのにと

ても残念です。若いライオンの皆様には、私のように心残りにならないように、クラブ例会には積極的に

参加して先輩ライオンの皆さんに色々教えていただき人生の勉強をしていただければと思います。

しかし今は耐える時です。Ｌ高柳は今でも天国から春日井中央ＬＣを応援してくれていますので、ご冥福

をお祈りしながら皆様コロナウイルスに負けないで頑張りましょう。

1月度第2例会 ドネーション



　漢字の面白さ！今や日本も世界も新型コロナウイ
ルスにあらゆる経済活動が沈没、こんな緊急事態の
中で私事ですが、この機会を活用して忘却しつつあ
る漢字力の復習をしています。宜しかったら皆さんも
一緒に如何でしょうか！
（その一例）
・明鏡止水　一点の曇りもない全く卑しい心もない
澄み切った静かな心境の事。
・国士無双　類まれな人物、国士は国を背負って立
つ人、無双は他に並び比べる人がいない優れた才能

のある人の事。
・捲土重来　汚名返上のチャンス、一度失敗した人が再び勢いを取り返して挽回する事。
・大山鳴動　「大山鳴動して鼠一匹」の諺は有名、大騒ぎした割合いに小さな成果で終わってしまう事。
・一蓮托生　運命共同体、どんな事態になっても行動を共に我が身の生死を託す事。
・百家争鳴　いろいろな人達が自分独自の意見や主張を自由に活発に発言を仕合っている事。
※これ等の言葉はすべて中国故事より伝来した言葉です。

■歴代会長からのメッセージ■

　生者必滅会者定離」とは仏教において大昔から言
われている言葉です。誠にこの世は無常と言うべき
です。私もこの世に生を受けて84年になります。30歳
台から60歳台頃までが税理士と青果物仲卸業の二
足の草鞋の中で、もがきながらも充実した時期で
あったと思います。46歳のとき春日井中央ＬＣに入
会しました。もがきながら生きている僕にとってライ
オンズクラブは希望の光でした。「ライオンズの誓
い」「ライオンズヒムの歌」「ライオンズクラブ道徳綱
領」「個性豊かな先輩達」「東洋東南アジアフォーラム

に見る他の国のライオンズの皆さん」。いずれをとっても新鮮でした。例会100％出席と事業の継続を念頭
に生きてきました。生者必滅ですが、人類は言葉と文字の発明によって、継続することが可能です。継続こ
そ力なりです。春日井中央ＬＣが末永く継続されることを期待いたします。

第21代会長　L伊藤一城

第23代会長　L谷井外二



　皆さん、こんにちは。光陰矢の如しと申しますが、
わたしは今年2月に傘寿80才を迎え、春日井中央Ｌ
Ｃに入会して36年になりびっくりしているところで
す。
中国武漢において発生した新型コロナウイルス感染
拡大のニュースがつづき、奉仕団体のライオンズク
ラブも例外でなく、東京オリンピックをはじめ小・中・
高・大学・旅行業界、クラブやカラオケなどあらゆる
職種など開催中止となり、改めて感染拡大の危機が
日本は勿論アメリカ、ヨーロッパをはじめ世界中に流行

が広がりいつまで続くにか不明ですが、一日も早くワクチンが開発され、世界中の人の笑顔が見たいもの
です。常に健康第一と考えて、2月より落合公園を歩いていますが、四季それぞれ景色がよく、心の洗濯に
なります。皆さんも上を向いて歩いたらどうですか。最後になりますが、Ｌ高柳守男、Ｌ亀山隆、Ｌ鳥居道
昭、色々と御指導を頂き、ありがとうございました。

　今年は歴史に残る年になりました。世界の祭典、東
京オリンピックの先延ばし、世界恐慌以来の経済の
落ち込みがＩＭＦで発表されました。私達は人生の
中で何度も危機を経験して来ました。危機はあるも
のだと常日頃から考え、経営していた経営者は、問題
は少ないでしょうが、今回は自らが選んだ商売の業
種によって、業績が左右されています。この様な時に
経営者自らがリーダーシップを発揮することです。そ
の時その場の変化に対応して、適切な手段を取るこ
とが重要です。会社は“生産”“販売”“経理”のバランス

で運営しています。基本に戻り、バランスを取ることが重要だと思います。堂々と社員さんに不安を与えず
明るく振る舞う事も重要だと考えます。冬の時期、老人ホームではインフルエンザ対策を取っています。新
型コロナウイルスの性格は、感染力は高いが死亡率は低くインフルエンザ並みです。恐れるに足りないと
思います。ライオンズクラブのメンバーの皆様は未来を恐れず、未来と自分のスキルを合わせ堂々と進ん
で行こうではないですか。

　春日井中央ＬＣのチャーターメンバーであるＬ高柳
守男が去る4月20日にご逝去されたことに慎んでご
冥福をお祈り致します。当クラブも昨年創立40周年
が挙行出来ましたが、本年でチャーターメンバーが居
なくなってしまったことは非常に残念です。チャーター
メンバー達が築いた当クラブの歴史を踏襲しつつ、現
メンバーで新たな当クラブの歴史を創って行かなけ
ればなりませんが、ライオンズ道徳綱領とライオンズ
国際協会の沿革をよく理解し、その上で当クラブの
新たな歴史を築いて行く必要があると思います。

第24代会長　L加藤建武

第28代会長　L木野村好己

第29代会長　L小松隆義



　まず以て、春日井中央ライオンズクラブをこよなく
愛された、故L高柳守男に
謹んで哀悼の意を表するとともに心よりご冥福をお
祈り申し上げます。
そして、「温かいご指導ご鞭撻、誠にありがとうござい
ました」と感謝の気持ちを天まで届けたいです。とこ
ろで昨今、地球上で起きている地球温暖化や異常気
象、そして今日の新型コロナウイルス感染拡大など
不吉な出来事はあくまでも私個人の推測では宇宙は
るか彼方から来た未知の生命体による仕業で地球侵

略のために先ずは人類滅亡を企んでいるのでは。なんて冗談はさておいて私ごとで恐縮ですがスティ
ホームを守り、夜の外出を極力控えています。随分とストレスも溜まり、我慢の限界にきてますが皆さんは
いかがでしょうか。いずれいたしましても大変、厳しいご時世ですがそれぞれにご自愛なされ、この難局を
乗り越え、お互いに元気でお会いしましょう。グットラック。

　私は、2011年に会長を75才の時にやらせていた
だきました。昨今、新型コロナという強烈なウイルス
で日本中、世界中が大混乱しています。人それぞれが
責任のある行動で頑張っていきましょう。私は春日井
中央ＬＣに入会して約26年になりますが、当時は先
輩、同年の方が多く色々勉強をさせていただきまし
た。あっという間に過ぎ自身の身のふり方を考えなけ
ればと思っております。皆様方、困難な時代でありま
すが仕事に頑張っていきましょう。今後ともよろしく
お願いします。

　クラブメンバーの皆様いかがお過ごしですか。私
は3人の孫のお守り、テレビの番人をしています。た
まに孫の昼飯を作ったり、そして朝、夕は庄内川河川
敷を散歩しています。
私たちが経験したことの無い新型コロナウイルスに
感染しない様に密を守り、人との距離を保ち、手洗
い、うがい、消毒を欠かさずにしています。感染が少
なくなり例会の再開を楽しみに待っています。

第33代会長　L西田昭夫

第34代会長　L冨田義信

第36代会長　L加藤　太



　高栁守男ライオンありがとうございました。
私の会長在任中の平成２７年８月の納涼例会にて
高栁守男ライオンの米寿を会員一同でお祝いできた
ことが一番の思い出として心に残っています。その時
に会長として高栁ライオンにお贈りしたご挨拶を改
めて見直しました。思い出がよみがえります。米寿の
お祝いのご挨拶を思い出し、また当時を思い出すと
ともに、心より哀悼の意を表し、冥福を心よりお祈り
申し上げます。

　　　　　　（挨拶文　原文のまま）
「高栁守男ライオン、米寿おめでとうございます。
人生の節目の米寿。これからも益々元気で楽しく過ごしてください。
高栁Ｌは昭和３年１０月８日生まれで、今年数えで米寿になられました。
ライオンズクラブのご入会は昭和４９年９月であります。
わがクラブの若手会員、丹羽洋士ライオンが丁度この昭和４９年に生まれています。そんな丹羽Lも今年
４１歳になりました。
高栁Lは平成２年、第１２代春日井中央ライオンズクラブ会長を務められ、会長スローガンは「和の心　明
日に向かって　ウイサーブ」であります。
アクティビティーは「池に鯉を放ち、ちびっこに手づかみで鯉を取ってもらう」という、子ども心に忘れられ
ない思い出となるアクティビティーを行われました。
高柳ライオンは、春日井中央ライオンズクラブに多大な功績を残されました。わがライオンズクラブにとっ
て大きな財産であります。これからも、われわれ後輩に大所高所からご指導を頂ければ幸いです。
高柳ライオンにおかれましては、これからもご夫婦ともども、益々元気で楽しく過ごされることをご祈念い
たしまして、お祝いのご挨拶とします。」
高栁守男ライオンご指導ご鞭撻ありがとうございました。

　高柳守男Ｌが亡くなられた。私は１９８１年１０
月入会したのであるが、出生地の名古屋の柳橋から
妻の実家の熊野町へ転居して、間もなく、春日井には
全く友人、知人を持っていなかった。春日井では寝
て、名古屋で稼ぐスタイルであったが、ＬＣ入会後、
高柳Ｌが会社の顧問弁護士に採用してくれ、建設関
係を始めてとして多業種の顧客を紹介して下さり、私
は春日井市内に根を生やすことができた。また、ある
裁判を通じて、社長が採るべき最終決断の重要性を
教えられた。末端の意見は聞きつつ、大所高所から

の独自の決断を下す大切さを教えられ、その後の私の弁護士業務に大きく役に立った。立派な人を亡くし
て寂しい思いであり、ご冥福を祈っています。

第37代会長　L杉田貴信

第38代会長　L宮道佳男



　メンバーの皆様こんにちは！39代目会長を務めさ
せていただきました瀧本です。
まず初めにＬ高柳守男のご逝去の報に接し、謹んで
哀悼の意を表します。
さて、私が春日井中央ＬＣに入会させていただいて
から早や25年が経過しました。入会当初は錚々たる
メンバーの方々を前にし、自分は場違いのところに来
てしまったと思いました。現在もそうですが！入会当
初は例会のたびに会場の片隅で小さくなって座って
いました。早く例会が終わらないか、そんなことばか

り考えていました。今では考えられないですが自分か ら先輩メンバーの中に入って行こうとせず、ただ遠く
から見ていただけのように思えます。ゴルフ部会において先輩からお声をかけていただき、少しずつメン
バーの一員としての自覚ができたのだと思います。メンバーの方々は各分野の代表者ばかりで、ライオン
ズクラブ活動をしながらご自身の会社の運営も立派にこなされていることに感心しながら、どうしたら自分
も先輩方と同じようにできるのかを考えながら今日に至っております。これからも先輩方のように後輩の
手本となるよう仕事もライオンズクラブ活動も頑張っていきたいと思っております。村山会長、最近は欠席
ばかりで申し訳ございません。また、現在はコロナウイルスの感染対応に追われ、大変な時期とは思いま
すが頑張っていきたいと思っています。今後とも宜しくお願い申し上げます。

　2020年初頭より新型コロナウィルス感染症のパン
デミックにより社会・経済に甚大な影響がでている昨
今、皆様、毎日を不安の中でお過ごしの事と推察致し
ます。その最中、当クラブの大黒柱L高柳守男が旅立
たれました。謹んでお悔やみ申し上げます。今でもL
高柳守男から頂いた、暖かい叱咤激励は昨日の事の
ように思い出されます。実の親子以上の歳の差があ
り、又、縁もゆかりも無い私に入会当初から気にかけ
て頂き、様々な節目には高柳組本社１階奥にある会
長室で何度もご教導頂きました。時世を見抜いた上

で頂いた幾つものアドバイスは社会人として、ライオンマンとしてとてもありがたく大変貴重な事ばかりでした。
入会当初、先輩Ｌに「ライオンズクラブは続ける事に意味がある。継続しなければ何も判らないよ」と頂い
た言葉は、先に旅立たれて逝く先輩Ｌのお陰で、今やっと少し理解できたかと思います。「人間は誰もが老
いを避ける事が出来ないし、死からも逃れる事は出来ない。たまたま何かの偶然で同じ街、同じ地域に存
在し、何十年後かに消えてゆく人間がお互いに相手を受け入れ、気持ちを共感させる事ができる。」これそ
こが相互理解・寛容の精神の入口ではないかと思います。同時に「人間は一生のうちに逢うべき人には必
ず逢える。しかも一瞬も早過ぎず一瞬も遅過ぎないときに逢える」まさにその通りだと思えてなりません。
高柳守男先輩、沢山の気づきと思いやりの心を教えて頂き、心から感謝申し上げます。ありがとうございま
した。ご冥福をお祈りいたします。

第40代会長　L山田　実

第39代会長　L瀧本安隆



故　L高栁守男

享年　92 歳

令和 2年 4月 20日にご逝去されました。

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

【ライオン歴】

1974年 9月  春日井ライオンズクラブ入会

1978年10月 春日井中央ライオンズクラブ結成 　

　　　　  　チャーターメンバー

1990年 7月　第12代 春日井中央ライオンズクラブ会長

                    合掌
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企業は地域に貢献し親しまれています
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