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ライオンズクラブ国際協会　エホバハルト・Ｊ・ヴィルフス会長スローガン

「We Serve われわれは奉仕する」「個人的成長と会員増強」

336-A 地区 武久一郎 ガバナースローガン

「ライオンの未来に、情熱と夢をもって　ウィサーブ」キーワード「初心」

クラブ会長 海老塚和秀スローガン

「鷹城DNA！　さあ、新たな一歩へ　ウィサーブ」

9・10・11
2009

記念事業発表会最優秀賞　弘内美羽ちゃん
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50結成　 　周年記念式典特集
高知鷹城ライオンズクラブ結成50周年記念式典（記念

事業発表会・結成記念式典・鷹城のおきゃく）は、去る10

月11日（日）高知県民文化ホ－ル及び高知新阪急ホテルに

おいて、300名近くの出席者のもと盛大に挙行されました。

まず、記念事業発表会では、弘内喜代志大会委員長より、

記念事業の経緯や選考基準等の説明があった後、最終選

考に選ばれた8名の提案者から、「高知が明るく元気になり

ますように」という大きな目標に向けてのプレゼンテーション

が始まりました。

最終審査の結果、最優秀賞に選ばれたのは、高知市立

潮江南小学校3年生　弘内美羽ちゃんの「高知の元気に

なる日を決める」が選ばれました。

弘内さんは、「高知県版ギネスブック」の創設を提案。バン

グラデッシュで500万人が手をつないだギネス記録を例に

挙げ、「【高知の元気になる日】を決め、桂浜で観光客も一

緒に手をつないだら元気になる」と会場にむけて手をつなぐ

よう促しました。

また、優秀賞には高知市の西村正江さんの「高知市学生

文化祭」と、同、川上賢哉さんの「街で観光バスを見掛けた

ら笑顔で手を振る」が選ばれました。

ひきつづき行われた記念式典、司会は細川拓史とRKC

高知放送の井津葉子アナウンサ－が担当し、高知鷹城ライ

オンズクラブの50年の歴史をまとめたビデオが放映された

後、開会宣言並びに開会ゴングが打ち鳴らされ式典が始ま

りました。

国旗に敬礼・国歌斉唱、ライオンズクラブの歌斉唱に続き、

物故ライオンへの黙祷が行われました。7月にお亡くなりに

なった故小松英雄の映像も映し出されました。

来賓・地区役員並びに参加ブラザ－クラブの紹介が行

われた後、海老塚会長の挨拶では、50周年記念式典を開

LLの皆様もお出迎え
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会場お
出迎え

催することができたことはこの上ない喜びであり、50周年

の一連の取り組みを通して鷹城という心の城を築くことがで

きたということ、そして、数多くの先輩ライオンによって営 と々

築き上げられてきた半世紀の歴史と、その間脈 と々育まれ

てきた鷹城スピリットを誇りとし、次の百年に向け新たな歩み

を始めたいとの決意が述べられました。

また、ご来賓の武久一郎336－A地区ガバナ－からは、当

クラブの結成50周年記念事業のアイディアの斬新さとともに、

これからのライオンズクラブのアクティビティは人 と々協働し

て取り組んでいく必要があり、その点でも今回の鷹城の記

念事業は一歩先んじたものになっているなどのお褒めの言

葉をいただきました。

さらには、尾崎正直高知県知事、岡崎誠也高知市長、西

山昌男高知商工会議所会頭からそれぞれ、当クラブの長

年にわたる社会奉仕活動への賛辞とともに今後の活動へ

の期待のお言葉を頂載しました。

ひきつづき、スポンサ－クラブ松島武治高知LC会長へ感

謝状並びに記念品が贈呈され、その後、記念事業の発表

が、記念事業部会長松村幸生より行われた後、当クラブの

チャ－タ－メンバ－藤本幾雄に対して表彰が執り行われまし

た。

ライオンズ・ローアは秋庭一富・坂本齋331－A地区元

地区ガバナ－・名誉顧問より「おめでたい時こそ一声で」と

元気よく行われ、最後に式典部会長片岡純一が閉会宣言

を行い、会長閉会ゴングで締められました。

結成50周年記念事業

１. 「高知が明るく元気になりますように」

２. 高知県に高知城の模型一基

３. LCIFへ1,000ドル

４. 高知県ライオンズクラブ献眼
 特別委員会へ協力基金

５. 高知県ライオンズクラブ骨髄バンク
 特別委員会へ協力基金

  合計  1,000万円
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大会委員長 弘内喜代志

事業発表会講評：西山昌男高知商工会議所会頭より

8名の提案者の皆さんありがとうございました。
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記念式典
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海老塚会長挨拶

札幌エルムLC会長 中島尚俊

336－A地区ガバナー
武久一郎

ご来賓の方 か々らもご祝辞を・・・
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記念式典
結成時は昭和34年、伊藤一郎先生が初代会長で、私は
35歳でした。鷹城のライオン数名で北海道に行き、当時の
北海道国鉄の方 と々ゴルフをしたことが思い出に残ります。

チャーターメンバー 藤本幾雄

高知県知事より感謝状の授与

高知LC会長 松島武治 331－A地区元地区ガバナー 坂本齋

式典部会長
片岡純一による閉会宣言

当日お手伝いの植田さんと溝渕さん、ご苦労様でした。

ライオンズローア
331－A地区元地区ガバナー

秋庭一富・坂本齋

336－A地区元地区ガバナー
坂本齋
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50結成　 　周年記念式典特集

鷹城のおきゃく

開宴のご挨拶

土佐の特産品の品々

縮尺20分の1　
精巧さが来場者の目を引いていました。

鷹城俄
（ようじょうにわか）
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鷹城のお城下絵巻

「また会う日まで」

アトラクションでは青空バンドが登場

川辺キャビネット幹事による
ライオンズローア

鷹城のおきゃく
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50結成　 　周年記念式典特集L 筒井継男　お見事！

参加者の皆様、
本当にありがとうございました。

事務局田中さん、
いつもお世話になります。
きめ細かな心遣いには

ただただ頭が下がる思いです。

鷹城という心の城を築城！！



高知鷹城ライオンズクラブ 50周年記念ゴルフコンペ

姉妹提携10周年記念

10月10日（土）高知ゴルフ倶楽部において記念ゴルフコ
ンペが開催されました。
当日は天候にも恵まれ、姉妹クラブである札幌エルムLC
からもエントリ－を戴き、また、ホールインワンも飛び出すなど、
50周年記念にふさわしい盛大なゴルフコンペとなりました。
参加者の皆さん、ありがとうございました。

懐徳館に
精巧高知城模型

10/15搬入
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次は札幌での再会を・・・

高知県観光の一助になりますように・・・

札幌エルムLC
高 知 鷹 城LC祝
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「あなたの愛を！！」パレード
4献運動　10/31（土）

高知鷹城ライオンズクラブ杯ペタンク大会第４回

秋空の好天のもと、11月8日（日）第４回高知鷹城ライオンズク
ラブ杯ペタンク大会が、高知市下水処理場グランドにて開催さ
れました。
当日は、県下のシニアペタンカ－に、我が鷹城からも選抜され

た迷ペタンカーがエントリーし、総勢７０名を超える盛大な大会と
なりました。
ゲーム中飛び出すファインプレ－に、拍手を惜しまないペタンク
愛好者のマナ－の良さには、すがすがしさを感じました。
ところで、かの有名な物理学者アインシュタインも、ペタンクを
愛好し、研究で疲れた体を癒したと聞いております。
ペタンクは、いつでも、どこでも、誰でもがプレ－出来る素晴らし

いスポ－ツだと思います。
そして、次の第５回鷹城杯を楽しみに、シニアペタンカ－は日々

の練習に励むことでしょう。　 
 ブラボ－！　土居幸子

【第４回大会順位発表】

優勝 赤岡燦球
準優勝 佐川コスモス
３位 悠遊クラブＤ・Ｓ

土居 幸子

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

南 社会保険労務士事務所

〒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

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

〒780-0056 高知市北本町3丁目10-31
TEL 088-882-9718　FAX 088-882-9719

有限会社 日比野商事

7R－1Z市内LC合同献血
11/9（月）
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事務局
高知市鷹匠町１－３－３５　三翠園内
TEL　０８８－８７５－７１２２
FAX　０８８－８７３－９３４４
E-MAIL　yojo@shirt.ocn.ne.jp
URL　http://yojo.kochi-lionsclub.org/

発行者
会長　海老塚和秀
幹事　細川拓史
会報委員長　佐々木敏雄
会報委員　南　宏道、川村公雄、大﨑万菜
編集責任者　佐々木敏雄

編集後記

市内LC合同国道一斉清掃　11/1（日）

今年も高知市立一ツ橋小学校の児童より３２点の応募があり
ました。
当クラブにおける選考の結果、同校６年生藤江悠真さんの作
品を、入賞作品に決定しました。

ライオンズ国際平和
　　ポスタ－・コンテスト
2009～2010年度テ－マ「平和が生み出す力」

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

有限会社　森 通 信

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。

〒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/

代表　坂 本 幸 繁

高知市生活福祉課契約店

坂本葬儀社
お金のかからない葬儀　24時間体制

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

高知市天神町 19-20

潮江天満宮

５０周年記念式典（記念事業発表会・記念式典・鷹城のおきゃ

く）大変お疲れ様でした。

海老塚会長や、皆さんの団結力が爆発した思い出に残る1日と

なりました。

我がクラブを自画自賛して大変申し訳ありませんが、記念事業発

表会では、最優秀賞の弘内美羽ちゃんが起こした、会場来場者

全員に手をつないでもらうパフォ－マンス、さらに鷹城のおきゃく

では、口上の裃姿による成り切りのすごさや、演技力が一際目立

ち、これが会長の言う“鷹城ＤＮＡ”だと思えば・・・納得いた

しました候～。

これからは、記念事業の実行に向けて“ウイサ－ブ”がんばりま

しょう！

（南　宏道）
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