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「われわれは奉仕する We Serve」　テーマ「希望の光」

336-A 地区　宇髙昭造ガバナースローガン

「明るく、やさしく、心をこめて WE SERVE」　キーワード「希望」

高知鷹城ライオンズクラブ　坂本幸繁会長スローガン

「ライオンズクラブを通じて社会に貢献する」
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We Serve
2010・2011

2010年11・12月／2011年1月合併号

2010年12月16日  出席率100％例会 〈写真上〉全員集合写真 〈写真左下〉左から坂本会長・田中良子さん・池幹事 〈写真右下〉メンバーの花道を見送られる田中さん
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今年で4回目となる親子はぜ釣り大会が、好天に恵ま
れた10月17日、鏡川下流の九反田北岸で盛大に開催、8
時半の受付が始まると、この日を待ちかねていたような
笑顔にあふれた親子51組がぞくぞくと集合、坂本会長
のはぜ釣りを通じて親子のふれあいを期待するとの挨
拶、釣りのマナー、仕掛け等につき説明を受けたあと、
鏡川北岸150メートルの親子の釣列は爽快そのもの、や
がて釣れたの歓喜の声が鏡川に響き言葉を越えた親子

のふれあいの提供は今年も大成功に終わりました。
多くの会員の皆さんご苦労様でした。

絆深めた親子はぜ釣り大会
L 筒井 継男2010.10.17
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平和ポスター平和ポスター

11月21日（日）、秋の好天に恵まれ、
第5回鷹城杯ペタンク大会が開かれま
した。潮江下水場グラウンドには、県下
38チーム総勢76名が集結。賞品がた
くさん並べられると皆元気が出るよう
で、仲々きびしく白熱した試合が繰り広
げられました。予選が終り、トーナメン
ト戦では10チームが激戦。優勝は佐川
なの花チーム、準優勝は佐川霧生チー
ムと佐川が2つも賞を持ち帰りました。
尚今回は特別参加として、県立北高校
生徒が2チーム参加しており、先生も喜
んでいらっしゃいました。ライオンA、B
と2チーム参加されたうち、とりわけ女
性の初参加チームは、南国の叔父さん
チームに一勝されて、とても楽しかった
と言っておりました。グラウンドにひと
きわ映えるライオンの赤いジャンパー。
次回もまた、赤いジャンパーが多く見ら
れることを楽しみに。

会長初め、参加くださった皆様、お疲
れ様でした。

クラブ内準優秀賞
野並 浩樹さん

クラブ内努力賞
大﨑 真琴さん

クラブ内努力賞
稲葉 崇さん

クラブ内努力賞
川村 秀樹さん

クラブ内優秀賞	 島﨑 達也さん

クラブ代表として地区に提出していたが、残念ながら地区で
は惜しくも努力賞でした。

第5回 鷹城杯ペタンク大会 2010.11.21 L土居 幸子



事務局の田中良子さん23年間心 からありがとう

ご 退 職される田 中さん へ 贈る言 葉 　 例会当日の多数のスピーチより

2010-2011会長

会長　L 坂本 幸繁

長い間お疲れ様でした。自分もライ

オンズクラブに入会して16年がたちま

す。入会当初は、意味もわからず、先輩

の言われるままにしてきただけで、色々

と田中さんにも迷惑かけたのではない

でしょうか。16年の間、自分は妻が40歳

で亡くなり、田中さんはお母さんが亡く

なり、又御主人も亡くなりと、大変な日々

だったと思います。その中で今回ライオ

ンズクラブの事務を退職されて、色 と々

やりたい事が有ると思います。今後は、

自分の時間を大切にして頂いて、楽しく

生活して頂きたいと思います。自分が会

長の時に退職されると言う事で、色 と々

自分も大変ですが、田中さんの人生を

変えることはできません。機会が有れば

又、遊びに来て下さい。いつでも歓迎致

します。又お会いしましょう。

1981-1982会長

L大久保 長幸

田中さん長い間ご苦労様でした。思

えば1988年（昭和63年）以来23年間歴

代会長、幹事の要求や指示を万全に処

理され又会員各位からの問い合わせに

も完璧に善処して来られ、不平不満は

無かった事でした。

特に1992～1993年、当クラブより

336A地区ガバナーL田岡を選出し加え

て336複合地区ガバナー協議会議長に

選出されましたので、地区内模範クラ

ブにもならなければの配慮もあり、嘸か

し御苦労であったとおもいます。当時の

キャビネット幹事としても深く感謝致し

て居る次第です。

退職されましてもその1日1日を目的

の有る日々であります様に送られる事

と、お体大切にご健勝ご多幸をお祈り

します。

1985-1986会長

L古谷 俊夫

田中さん、いよいよ退職ですか、20年

余り本当にご苦労様でした。1988年瀬

戸大橋が完成し、四国が島でなくなっ

た年、70余歳のベテラン松本さんより、

バトンタッチされた40歳余の田中さん

の若 し々さが印象的でした。今日までの

LCへの支持が、黒髪を一本々々 と白くし

て行ったと思います。この20年余バブ

ルの絶頂期から、景気は下落しリーマ

ンショックで完全に不況となり、会員の

異動も多く財政面にも影響を及ぼしま

したが、田中さんは一向（ひたすら）温

容にて仕事を淡 と々こなされました。特

筆すべきは、1992年の年次大会で当

LCより田岡ガバナーの就任、次に昨年

は結成50周年記念式典大成功、そして

「お客の鷹城」の伝統を遺憾なく発揮

した事です。此等の大事業は裏方で細

腕を存分に振るわれた田中さんあれば

こそだと賛辞をおくります。永い間のお

世話有難うございました。今後とも若い

気持ちでますますご健勝ご多幸を祈り

ます。

1992年4月2日（木）例会
前列右から2番目（事務局田中さん）



事務局の田中良子さん23年間心 からありがとう

2009-2010会長

L海老塚 和秀

田中さん、あなたは偉大な調教師で

した。猛獣、珍獣、奇獣あふれるライオ

ンズ動物園とも称されるこの世界に

あって、あなたは暴れるライオンを手な

ずけ、（私のような）気弱いライオンを優

しく鼓舞してくれました。

田中さん、あなたは偉大な見守り役

でした。いつも例会場にあってはその片

隅で私たちを温かい眼差しで、ときに

心配気に、時に呆れた顔で、その進行

を見守ってくれました。

田中さん、あなたこそ偉大なライオン

です。会員数に入らないとはいえ、鷹城

の活動を通じて苦楽を共にし、世の一

隅をともに照らし続ける私たちの大切

な仲間です。

田中さん、あなたはその人生の半分

近くを鷹城に捧げていただきました。こ

れからは鷹城を外野から見守ってくだ

さい。そして、いつの日か田中さんをクラ

ブにお招きする時には「さらにようなっ

私は1988年に前事務局の松本さ
んの紹介で雇っていただきました。
ライオンズクラブのことが何もわか
らない2年目に谷岡先生がRC、又、
1992年には田岡先生がガバナーに
なられました。30周年から50周年ま
での記念式典、中でも40周年の「札
幌エルムLCとの姉妹提携」「こども
の夢事業」は大変だった分、なつか
しく思い出されます。

無事に勤める事ができたのも、会
員の皆様の寛大なお心のお陰と感
謝申し上げます。すばらしい皆様と
のご縁をいただきましたことが、何よ
りもの宝物となりました。又、12月最
後の例会を100％例会として、送別
会をしていただき、記念品並びにき
れいなお花と身に余るおことばを賜
り、感謝、感激でした。本当に有難う
ございました。

高知鷹城ライオンズクラブの益々
のご発展と皆様のご健勝をお祈り
致します。

前事務局　田中 良子

1998-1999会長

L西森 正忠

田中さん、23年の長い間本当にご苦

労様でした。会員の誰かが「田中さんが

万一50周年の前に辞められたら大変

なことになる。」と話して居りましたが、

50周年を終わらしてからの退職で深く

感謝を申し上げます。田中さん！！色 の々

事やそして色 な々会員の事が走馬灯の

様に思い出されるでしょう。45周年の頃

最愛のご主人様を失われ、悲しみは一

際だったことでしょうに、それを会員の

前では、見せることもなく頑張られまし

た。23年と申せば23人の会長と御苦労

を重ねられたわけですが、先日貴女に

誰が一番難しかったかとお聞きしますと

「サアネエ！」とのことでしたので「E」さ

んかねと申しますと「そうよねえ」とのこ

とでしたが、彼はもう別世界でくしゃみ

をして居る事でしょう。

しかしそう言う私も田中さんを悲しま

せた人です。40周年の事業で経費が

嵩み、小松会長と相談して貴女の賞与

をカットさせてもらいました。さぞかし腹

立たしく、くやしかったことでしょう。小

松さんの分も含めて今夜お詫び申し上

げます。田中さんこれからは「フリージャ

第38回地区年次大会（松山市）1992年4月12日（日） 後列左から7人目（田中さん）

キ！」楽しくお過ごし下さい。私の絵をそ

のうちにお届けする事を約束してお礼

を申し上げます。

たねえ」と褒めてもらえるよう会員一同

頑張っていきたいと思います。長い間ご

苦労様でした。

いつまでもお元気で。ありがとうござ

いました。
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100％100％例会 達成

昨年12月16日の第2例会の忘年例会、事務局の田中良子
さんの送別会で、我が鷹城は100％例会を達成した。

どうして私が、自称、実行委員長になったかは定かでは
ないが、たぶん10月頃の例会後の2次会で、酔った勢いで、
「俺が実行委員長をやる」と宣言した様である。

その後、上村計画委員長とどうゆう段取りでやったら良い
か思案したが、これといった良案はなかった。

ある晩、晩酌をしていて、これも酔った勢いで、「100％
例会、おもしろそう」とひらめいた。20数年間、事務局を
やってこられた田中さんが、何が一番、嬉しいかを考えてい
ると、会員全員で送別するのが一番ではないかと考えた次
第である。早速、会長に電話し、「送別会は100％例会にす
る」と宣言した。会長はややあきれていた。

11月の第1例会で「12月16日、例会以外の予定がある人
いますか？」と問うとその時点では皆、オッケイであった。池
幹事もL杉本、L森に連絡するとオッケイとのこと。私も怪し
い数人に電話し、オッケイをもらった。その間、L六本木が退
会するハプニングもあった。

特に100％例会に自信があった訳ではないが、会員の田
中さんへの感謝の思いが強かったのではないか。

12月第1例会では、当日の無断欠席だけはしないように、
念押しした。仮に本人欠席の場合には、電話出席、ビデオ出

席、代理の奥様出席など色 、々考えてはいた。
いよいよ、当日である。6時頃に三翆園の14階に行くと

続々と会員が出席してくれていた。開始の6時30分にはほぼ
100％は達成していた。2、3人の会員からはやや遅れると
の連絡は入っていた。後1人、L植田康一との連絡が取れな
い。会社、自宅に電話するも出ない。あわてた。携帯を知っ
ている、L弘内に電話してもらった。「もしもし。鷹城の松村
です。今日、100％例会ですが。今、何処にいます？」「いか
ん、忘れちょった。ほかの忘年会に出ちゅう。後で必ず行く
き。」確約してくれ、ほっとした。7時20分頃、L植田が例会
に来てくれた。100％例会の達成の瞬間であった。

その後、田中さんへの会員、一人ひとりからのエピソー
ド、思い出などを披露していただき、思い出深い例会になっ
たと思う。

結成当時は多分、100％例会はあったと思うが、ベテラン
会員にも記憶がない今日の100％例会をやってみて、又、鷹
城の「やるときは、やる」の精神を見た気がした。

今回は、20数年、事務局をされた田中さんへの会員の思
いが100％例会を達成させたと思うが、年に1回位、例えば
ビジターが多数出席する「結成例会は必ず100％例会にす
る」とかの提案をしたいが、いかがですか？

L松村 幸生

住宅，工場，ビル等の電気設備設計施工管理

〒780-0952　高知県高知市塚ノ原 3
TEL（088）843-2234（代）

〒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

各 種 鋼 板 工 事

株式会社  建板センター
代表取締役　成 岡  巌

〒780-8027　高知県高知市高見町 237-13
TEL（088）831-6162　FAX（088）831-6585

〒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
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高知城周辺清掃市内14LC合同一斉清掃

新 年 例 会 クラブ内オークション 2011.1.6

市内LC合同 高知大丸前チャリティ 2011.1.23

2010.11.7

2011.1.8

2010.11.6

司会 ライオンテーマ— L植田、計画委員長 L上村、新年ローア第一声 L山中
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2010 年10 月～2011年1月　事業・行事報告
月 日 曜日 会・活動・事業 場所 備考

１０月

２日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　メンバー９名
〃 〃 ＬＣＩＦセミナー
７日 木 第１２２４回例会（結成記念例会） サンライズホテル 出席　メンバー２８名　ビジター２４名
１４日 木 理事会 三翠園 出席　メンバー１１名　

１７日 日 ちびっ子ハゼつり大会 鏡川堤防 参加　子供５７名　保護者４１名　メンバー２５名 
ライオンレディー３名　事務局２名　合計１２８名

〃 〃 ちびっ子ハゼつり大会打ち上げ 鏡水香 参加　メンバー１９名　事務局２名
２１日 木 第１２２５回例会 三翠園 出席　メンバー２４名　
２６日 火 市内７Ｒ－１Ｚ合同献血 高知中央公園 参加　メンバー７名　事務局２名　献血受付２３名
３０日 土 「あなたの愛を」パレード

台風接近のため中止
〃 〃 アイバンク・骨髄バンク講習会
３１日 日 高知安芸ＬＣ結成３５周年式典 ホテルタマイ 出席　坂本・池

１１月

１日 月 市内１４ＬＣ会長幹事会 ホテルおおりや 出席　坂本・池
２日 火 高知東ＬＣ例会 サンピアセリーズ 出席　筒井・池・竹島・上村
４日 木 第１２２６回例会 三翠園 出席　メンバー２７名　ビジター４名

〃 〃 平和ポスター選考 　　〃 クラブ優秀賞　５作品決定内一ツ橋小学校６年生
島﨑達也君の作品を地区へ提出

６日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　メンバー５名　事務局１名
７日 日 市内ＬＣ合同国道一斉清掃 土佐道路 参加　メンバー１０名　事務局１名
９日 火 高知柏ＬＣ例会 三翠園 出席　溝渕・濱田・三浦

１１日 木 高知黒潮ＬＣチャーターナイト記念例
会 三翠園 出席　筒井・土井

１２日 金 高知南ＬＣ例会 高知商工会館 出席　西森・松村・川村
１８日 木 第１２２７回例会 三翠園 出席　メンバー２４名　
〃 〃 高知りょうまＬＣ例会 高知会館 出席　中岡・三浦

２１日 日 高知鷹城ＬＣ杯ペタンク大会 高知下水処理場 
グラウンド

参加　３８チーム　７６名　メンバー６名　 
事務局２名　合計８４名 
優勝チーム　佐川なの花チーム　 
準優勝　佐川霧生チーム

２４日 水 高知桜ＬＣ例会 パレスホテル 出席　海老塚・土居・長野・坂本
２５日 木 高知黒潮ＬＣ例会 三翠園 出席　田中（智）・植田（登）
２６日 金 よさこいチャリティの夕べ 城西館 出席　濱田・溝渕・土居・上村・川村

１２月

２日 木 第１２２８回例会 三翠園
出席　メンバー２４名　ビジター８名 
メルビンジョーンズフェロー賞伝達　松村４回・ 
溝渕３回・濱田３回　

４日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　メンバー４名　事務局１名

１１日 土 ７Ｒ－１～３Ｚ第２回地区ガバナー諮
問委員会・ゾーンレベル会員委員会 高知商工会館 出席　弘内・坂本・池・松村

１４日 火 土佐山田ＬＣ結成記念例会 海辺の果樹園 出席　弘内・坂本
１５日 水 室戸ＬＣ忘年例会 花月

１６日 木 第１２２９回例会 三翠園 出席　メンバー４１名　 
日韓国際交流委員会相談役任命状伝達　濱田

１月

６日 木 第１２３０回例会 城西館 出席　メンバー２８名　ライオンレディ３名
８日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　メンバー６名　事務局１名
１４日 金 高知南ＬＣ新年例会 ホテル南水 出席　坂本・池
１７日 月 市内１４ＬＣ会長幹事会 ホテル南水 出席　坂本・池
２０日 木 第１２３１回例会 三翠園 出席　メンバー２５名　ビジター２名

２３日 日 市内ＬＣ合同チャリティセール 高知大丸前
参加者　濱田・西森・伊東・弘内・海老塚・坂本・ 
田中（智）・筒井・池・矢野・土居・植田（登）・長野・ 
三浦・西川・事務局

〃 〃 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 高知プリンスホテル 出席　弘内・池・筒井


