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

「第3回 親子ハゼつり大会」 10月19日 9：00 鏡川河畔

ライオンズクラブ国際協会 アルバート・Ｆ・ブランデル会長スローガン

「われわれは奉仕する We Serv e 」「奉仕で奇跡を」
336-A 地区 山地章靖 ガバナースローガン

「叡智と勇気・誇りをもって ウイサーブ」
高知鷹城ライオンズクラブ松村幸生会長スローガン

「半世紀に向けて、心一つに ウイサーブ」
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We Serve

２００８年 10・11・12 月合併号

結成記念例会
１０月２日（木）１８：３０より城西館に於いて結成記念
例会が矢野７Ｒ−ＲＣ・島田７Ｒ−１ＺＣをはじめ、ブラザー

クラブの皆様にご出席をいただき賑やかに開催されました。
懇親会では、大相撲の豊ノ島関・昭和小学校相撲クラブ
のちびっ子・相撲甚句の雷高様が花を添えて下さいました。

チャーターメンバーのＬ藤本に花束贈呈

昭和小相撲クラブの代表より豊ノ島関に花束贈呈

平和ポスター
第２１回「国際平和ポスター」の今期のテーマは「平
和は自分から」です。
田中智洋幹事のご尽力により、今年も一ツ橋小学校に
お願いをしたところ、２４名の６年生より作品の応募があり、
理事会、例会で選考の結果大西千波さんの作品を代表と
して選び、キャビネットに提出しました。

市内７Ｒ−１Ｚ合同献血
１０月８日（水）１１：３０より中央公園に於いて、高知
鷹城ＬＣ、高知鏡川ＬＣ・高知南ＬＣ・高知よさこいＬＣの４
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クラブ合同で献血を行いました。
受付２５名・２００ｍｌ
×５名・４００ｍｌ
×１２名・不適 ×８
名でした。

第3回

実行委員長

坂本幸繁

１０月１９日（日）当日は風もなく天候にも恵まれ釣り
日和となりました。3 回目となりますと会員の皆様も段
取りもスムーズに行くようになりました。釣果も満足行
く結果となり楽しい１日となったと思います。（松村会長

声をかけていただいた時にはやって良かったと実感しまし

が１番釣った ?）

た。会員の皆様も初めて釣りした人など子供以上に喜んで

昨年参加した人が今年も出席してくれたり、お礼の手

もらったと思います。今回の企画を通して親子の「絆」
「ふ

紙を頂いたり、帰り際に「ありがとうございました」と

れあい」「会話」のお手伝いが少しでもできたかもしれま
せん。又近隣の方から釣り針等が残っていたとの苦情も入
るなど、大会の反省点もいただきましたので第４回はさら
に充実したものにしようと思っております。

保護者からのお礼状

四国第三十一番霊場・知恵の文殊尊
代表取締役社長

弘内 喜代志

〒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/

五台山

竹林寺

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

部分品販売・機械修理・各種ブルドーザー
建設用重機械・ヂーゼル自動車・ヂーゼル機関
一般自動車・難物歓迎

有限会社

日比野商事

〒780-0056 高知市北本町3丁目10-31
TEL 088-882-9718 FAX 088-882-9719
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の愛を」パレ
た
な
ード
あ
「
７R環境保全・保健福祉委員

菅

10月25日・土曜日・心配された天候にも恵まれ薄曇りの
暖かい週末の午後、恒例の
「あなたの愛を」
パレードが参加

眞一

７Rの高知鷹城にお鉢が廻ってきた次第です。
１０月２５日の予定を決め、
８月始めに道路使用許可を高知
警察署に又警察音楽隊派遣を県警察本部に早々と申請し

者222人で盛大にかつ整然と無事執り行われました。
このことは、我々県下ライオンズクラブが重点目標として、
献血・献眼・献腎・骨髄提供の四献運動を関係機関や
団体と提携しながら奉仕活動を推進していますが、
この運
動をより一層の理解と参加を地域社会にアピールしようと執

許可をもらったことは、
その後の準備計画にゆとりが出来て
良かったと思います。
クラブ例会後のメンバーによる配布品の準備袋詰作業、
当日の小道具の搬入等々ご協力ありがとうございました。
１３：５０ 矢野利平７R−RCの出発式の挨拶。
そして行

り行われているものです。
聞くところによると医師である元、宮地ガバナーの呼びか
けで始まり１３年目であるとのこと・・・毎年、
６R,７Rの保健

進。
１４：３０のはりまや橋公園での、武田智６R-RC解散式
の挨拶で無事に終わることが出来ました。

福祉委員が交代でお世話、段取りしているとのことで今回

お金のかからない葬儀

24時間体制

高知市生活福祉課契約店

坂本葬儀社
代表

坂 本 幸 繁

〒780-0821 高知市桜井町 1 丁目 4-4
TEL 088-882-6860 FAX 088-882-6892
http://www16.ocn.ne.jp/˜saccac/
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LAN・無線LAN・光ファイバー関連・
電気、電話工事などの電気通信設備を
トータルでサポートしています。

潮 江天 満 宮

森 通 信

高知市天神町 19-20

高知市大谷公園町17-28 竹村ビル1F
TEL 088-828-8222 FAX 088-828-9333
E-mail: mori-tuusin@mue.biglobe.ne.jp

御祭神 — 菅原道真公・高視朝臣・北の御方
相殿神 — 天穂日命・大海津見命

有限会社

鷹城ペタンク大会を終えて
土居 幸 子
2008年11月２日
（日）限りなく青

開会式、競技がスタートしました。毎

大会がほとんど行われない高知で、

い 空 の 下、高 知 市 西 部 下 水 処 理

年行われるこの大会も、昨年鷹城杯

鷹城ペタンク大会は唯一シニアペタ

場グランドで、鷹城ライオンズペタン

としてスタートしてから更に人気が出

ンク愛好者に夢を与えてくれる大会と

ク大会が参加数７０名（ダブルス３５

てまいりました。中々ゲームも熱をお

なり、次回も元気なシニアペタンク愛

チーム）
のペタンク愛好者が東は香

びトーナメント９チームは、熱戦を続け

好者のたくさんの参加を期待してや

北町、芸西村、西は春野町、佐川方

試合終了は３時過ぎまでかかり、長い

みません。

面より集まり、我が鷹城からも松村会

ゲームの末、優勝は
「佐川霧生」、準

長初め４チームの選手が参加、
９時

優勝は
「芸西輝く村」
でした。
シニア

南 社会保険労務士事務所
長野 玲子
〒780-0842 高知市追手筋1丁目8-18 アルトビル2F
TEL・FAX 088-875-1065
PORTABLE 090-2896-8620

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 南会計事務所内
TEL 088-825-3223 FAX 088-873-9421
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１０/４

高知城清掃

１１/２

国道一斉清掃

１１/１

高知城清掃

ＬＣＩＦより

2007〜2008 年度

ＣＳＦⅡモデルクラブ（会員一人あたり５００ドル
拠出）
のお礼状とバナーパッチを頂きました。

お 知 ら せ
◇クラブ内オークション
２００９年１月８日
（木）１８：３０ 城西館
3,000円が育つように品物をご持参下さい

◇市内ＬＣ合同チャリティセール
２００９年１月２５日
（日）１０：００ 大丸前
3,000円が育つように品物をご持参下さい。

「ライオンズ眼鏡リサイクル」のお願い
使用済のメガネがある方は１月８日の新年例
会までに、
ご持参下さいますようお願いいた
します。

高知鷹城ライオンズクラブ

事務局

発行者

平成２０年１２月１８日発行

高知市鷹匠町１−３−３５ 三翠園内

会長

松村幸生

TEL

０８８−８７５−７１２２

幹事

田中智洋

FAX

０８８−８７３−９３４４

会報委員長

E-MAIL
URL

yojo@shirt.ocn.ne.jp

http://yojo.kochi-lionsclub.org/

佐々木敏雄

会報委員 南
編集責任者

宏道、山口貴照、川村公雄
佐々木敏雄

