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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

２００９年１・２月合併号

「市内ＬＣ合同チャリティーセール」   1月25日 10：00　大丸前

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 Serve」「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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会員の皆様が明るい希望をもって２０
０９年を迎えられたことを心よりお祝い申
し上げます。
昨年は７月の新旧交替会にはじまり、

竹林寺でのちびっこサマーキャンプ、８
月の花火例会、１０月の結成例会、親
子ハゼ釣り大会、１１月のペタンク大会、

旅行部会有馬温泉、１２月の忘年例会とあっという間の半年
間でありました。会員の皆様のご支援ご尽力に心より厚くお
礼申し上げます。
さて、いよいよ５０周年を向かえる２００９年となりました。現

在の会員では若いＬ細川、Ｌ大塚、Ｌ大崎は１００周年を向
かえる可能性がありますが、その他の会員にとりましては唯
一の節目の年となるでしょう。この年に在籍している幸せを
観じ、精一杯楽しみましょう。
昨年の３月以来、第四例会と称して、行ってまいりまし

た事業委員会の結論をまって記念事業の骨格もこの１月に
は決定の運びとなります。
私の任期中では賀寿例会、桜の植樹、山菜例会など

を残すだけとなりました。今後とも皆様のご協力、ご支援を
期待して、新年のご挨拶と致します。

新年あけましておめでとうございます。 会長　松村幸生

平成２１年１月８日（木）新年例会に
引き続き、（株）土佐協栄観光の植田さ
んの司会進行により新年例会オークショ
ンが和気藹 と々行われました。
当日は一段と寒さが身にしみる気温で

あり、又他の新年会等と重なった方もい
る中で３６名の出席を頂きました。

毎度ながらのアルコール飲料、寝具、いろいろなキャラクター
グッズ、帽子、ヘルメット、ギフト商品等が出品され、その中で

も一際目を引いたのは今回の目玉である西森さん作の絵画でし
た。" この絵画がどのような値をつけるか "と注目をあびましたが
上村、松村両氏による競り合戦の結果松村さんが２０，０００円
で競り落としました。
後半になると、酒を飲みつつ飲まれつつ司会進行役が誰だ

か判らない状態になりながら１時間ほどで無事終了しました。ち
なみにオークション売上は９１，４００円でした。
次回もより一層特徴ある出品を楽しみにしています。

（文：南　宏道）
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１月２５日は日本最低気温の日、１９０２年
の今日北海道の旭川で日本観測史上最低の
氷点下４１度を観測した日だそうで、前日から
の冷え込みで晴れるも気温は低く人出を心配
するスタッフの思いは陳列、値付けが始まる
と商品チェックの人だかりに一瞬にして吹き飛

び１０時の開店と同時にかくＬＣの店舗は人だ
かりとなりわずか４５分で最後の商品が売れて
完売の声に会員の歓喜がはじけた。
多くの会員の皆さまからの品物の提供と早

朝から集まりご協力いただきました。皆さんあ
りがとうございました。

（文：筒井　継男）
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〒780-0082
高知市南川添９番５号
TEL088-884-3811
FAX088-885-3747
URL：http://www.daisei-group.co.jp/

夢のうるおい 人のうるおい 心の創造企業ダイセイ

時間貸駐車場

株式会社

〒780-8010  高知市桟橋通3丁目1-24 （水道局向い）

営業時間／平日9：00～18：00　土曜9：00～12：00（日祭休業）

TEL：088－831－9451
FAX：088－831－2130

一般旅行代理業運輸大臣登録 第1479号　国内旅行業高知県知事登録 第3-24号

〒780-0971 高知市南万々7番地
 TEL 088-826-6400
 FAX 088-826-6410

司法書士　細川　拓史

匠司法書士事務所

新会員紹介
小松・大塚法律事務所で弁護士をしております。平成１４年，弁
護士登録する際に帰高し，７年目となりました。現在は，小松英雄
弁護士の復帰を待ちつつ，２名の事務職員とともに３人体制の事
務所です。消費者問題を始め，会社法務，倒産関係，家事事件，
刑事事件・・・と間口だけは広げています。

麻雀（４人打ち，３人打ち問わず）

飲んで忘れてストレスをためないこと。ただし，先日の人間ドックで
飲酒過多の可能性について指摘を受け，今後見直しの可能性あり。

私 の 仕 事

私 の 趣 味
私の健康法

小松・大塚
法律事務所
弁護士

大塚　丈

おたすけダイセイ（廃棄物処理サービス）、おまかせダイセイ（お
掃除サービス）、おとどけダイセイ（ロジスティクスサービス）、おク
ルマダイセイ（コインパーキング）をご利用いただくお客様にご満足
いただけるサービスをご提供することです。

解説者付きの将棋棋戦鑑賞

まだ取り組んでいることはありません。悪くならないうちに見つけたい
です。

今のところ定期検診の改善指摘項目は体重だけです。

私 の 仕 事

私 の 趣 味

私の健康法

（株）ダイセイ
事業統括部長

三浦偉久郎

大塚丈ライオンと私の二名が、溝渕宏・弘内喜代志両ライオンに付

き添っていただき、標題のオリエンテーションを受講しました。出席メンバー

は新会員２４名にそのクラブの会員理事の方でした。地区役員・委員の

方々が同席され、矢野利平７Ｒ－ＲＣの宣言・ゴングにて開会し、武田

智６Ｒ－ＲＣの宣言・ゴングにて閉会しました。講師は三谷智省新会員オ

リエンテーションチームリーダーと我が高知鷹城の濱田利男２００４～２００

５年度ＲＣのお二人でした。会場のクラブ別席順では高知鷹城ライオンズ

クラブの歴史を感じました。講義していただいた『ライオンズクラブとは』

を少しでも早く体現できるように取り組みます。

２００８年１１月２８日開催

６Ｒ・７Ｒ合同前期新会員
オリエンテーション出席報告
三浦　偉久郎

高知城清掃１/1０
寒い中ご苦労さまでした。
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専務取締役

片岡　純一
高知OFFICE：高知県高知市河ノ瀬町173-1〒7808035
TEL088-833-6866（代） FAX088-833-6911
東京OFFICE：東京都武蔵野市中町2-28-4〒180-0006
TEL0422-53-1817（代） FAX0422-36-4833

感謝と安心を　まごころにのせて・・・・・・
株式会社　リスクマネージメント

高知市本町 2丁目（大橋通電停前）
TEL088-822-1281　FAX088-822-1282
URL：http://www.kochi-sunrise.com

宿泊・会議・会食に

高知サンライズホテル

高知市昭和町 5-12
TEL088-875-6028（代）  FAX088-873-6867

■ 電気設備設計・施工 ■

代表取締役　植田　康一

昭和電気工業株式
会社

ゴルフ部会  クリスマスコンペゴルフ部会  クリスマスコンペ
クリスマスコンペが１２月２３日（火）高知ゴルフ倶楽

部において盛大に開催されました。

２００８年最後のコンペであり、参加者は皆、上位入

賞を狙い気合十分？いつもより早めのスタ－ト時間では

あったが、天候にも恵まれ和気あいあいのラウンドプレ－

が見られ、まさに鷹城ワールドが感じられた。

その夜は、６時から『希満里』さんにて表彰式＆クリス

マスパーティ－が行われ、すばらしい食・酒味覚のお出

迎え、成績発表や各自が持ち寄ったプレゼント交換などで

大いに盛り上がり、最後は参加者全員が２００９年の抱負

を熱く語り宴を締めくくった。

私自身、出来れば避けたい難敵ゴルフコースのひとつ

であった正蓮寺も、ゴルフ部会に入会し約一年、回を重

ねるごとに当コースの素晴らしさやお付合いの仕方（攻

略法）が少しずつではあるが見えてきた感がある・・・（優

勝しちゃいました　 ）何事もビジョンが大切と

いうことか？　ゴルフのみならず今後のクラブ

活動にも取り入れたいものです。

（文：佐々木　敏雄）

クリスマスコンペ成績表
氏　名 ＯＵＴ ＩＮ ＧＵＬＯＳ ＨＣ ＮＥＴ 順　位

溝渕　 53 52 105 18 87 12位

川村 73 77 150 36 114 ホタル賞

矢野 46 45 91 13 78 3位

中岡 59 57 116 31 85 8位

西森 43 49 92 12 80 4位

松村 44 44 88 13 75 2位

南 48 47 95 13 82 7位

伊東 49 55 104 13 91 ＢＢ

植田（登） 54 56 110 24 86 11位

佐々木 44 49 93 22 71 優勝

上村 54 62 116 36 80 6位

成岡 43 42 85 5 80 5位

田中（智） 56 51 107 22 85 9位

長野 65 56 121 36 85 10位

 NP 南 松村 西森 成岡 

 大波 長野    

 小波 溝渕    
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事務局
高知市鷹匠町１－３－３５　三翠園内
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第５５回 地区年次大会ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区
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