
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

ライオンズクラブ国際協会　シッド L・スクラッグス三世会長

「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」

3・4 
5・6・7

We Serve
2010

2010 年 3・4・5・6・7月合併号
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高知鷹城ライオンズクラブ　2010 ～2011年度　役員・委員会構成表

会　長 坂本 幸繁 幹　事 池　一予

前会長 海老塚 和秀 会　計 矢野 紘之

第一副会長 筒井 継男 ライオンテーマー 植田 登代人

第二副会長 田中 智洋 テールツィスター 長野 玲子

会員理事 松村 幸生

一年任期理事

南　宏道

二年任期理事

菅　眞一

大塚　丈 前田　理

三浦 偉久郎 土居 幸子

西川 昭寛 竹島 龍輔

第一副会長：筒井 継男

委員会名 委員長 副委員長 委　員

会員・会則・ＥＸＴ・指導力育成・ 
プロトコール

松村 海老塚
坂本、弘内、藤本、日比野、 
古谷、土居（通）

計　画 上村 西川 植田（登）、田中（良）、成岡

出　席 中岡 大塚 植田（康）

財　務 南 佐々木 田村、竹島

ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加 三浦 森 内田、六本木、大﨑

第二副会長：田中 智洋

委員会名 委員長 副委員長 委　員

青少年・ＬＣＩＦ・市民奉仕・ 
児童奉仕

土居（幸） 川村 西尾

環境保全・保健福祉 細川 長野 中屋、森脇、杉本

ＹＥ・国際関係 山中 前田 大久保、片岡

姉妹クラブ交流委員会 西森 伊東 田中（稔）、菅　

新会員招請委員会 松村 田中（智）
細川、池、山中、植田（登）、上村、 
長野、佐々木、南、大塚、三浦

監　査 溝渕 濱田

７Ｒ－会員・会則・ＥＸＴ・ 
指導力育成委員

弘内 喜代志
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平成 6 年に入会させていただき、先輩の言われるままに
お手伝いしていた自分が会長と言う事で一番驚いている
のは自分だと思います。本来会長の一年間の基本方針に
対して会員の皆様にお手伝いしてもらいながら進む事が、
従来の形だと思いますが、自分の考えは、会員の皆様と
共に考え、相談しながら進んで行きたいと思います。こ
れは昨今の厳しい社会情勢の中で会員減少などライオン
ズクラブの存在意義が問われている中、会員の皆さん自
身の在籍の意味の認識をしていただく為に参加型の運営
に心がけ会員の皆様と作り上げていただき、会長が責任、

決断をすると言う考え方で一年間進
んで行きたいと思っています。会社
業務と同じで時代に合った方向性、方針を考えていかな
いと会社は時代の波に乗れずに倒産してしまいます。ライ
オンズクラブも、時代に合ったクラブに変えて行く必要が
あると思います。サラリーマン時代の言葉に、「行き詰まっ
たら外から眺めよ」と言われました。その為に、異業種
の方々の集まりで色んな意見、考え方を聞かせていただ
きたいと思っています。一年間信念を持って会長努めさ
せていただきますので、よろしくお願い致します。

50 周年の海老塚会長、細川幹事、又、会員の皆様、本
当にご苦労様でした。
鷹城初、女性幹事をさせて頂きますことになりました。坂
本会長とは高校の同級生でもあり、お世話にもなっていま
して、少しでもお手伝いできればと思い、お引受けしまし

たが、入会して 5 年半でまだまだ未
熟もので行き届かない面、多々ある
かとは思いますが、会員の皆様に楽しんで頂けるよう頑張
りたいと思います。皆様のご協力をお願い致します。又、
何卒　温かい目でご指導賜ります様お願い申し上げます。

引き継ぎ例会　7 月1日（木）　18：30　ドリーマー 

■ 整形外科　■ リハビリテーション科
■ リウマチ科　■ 麻酔科（竹﨑康雄）

医療法人　瑞　洋　会

高知市上町 3丁目 2の 6（上町 2丁目電停北入ル 30m）
電　話 088（822）7660（代表）

院　長　田 中 稔 正
田中　病院整形

外科

健康への道しるべ
エンジョイ正蓮寺

高知・大丸
電話（088）822-5111

高知市重倉945
TEL（088）845-1163　FAX（088）845-4773

高知ゴルフ倶楽部

コング引き継ぎ 新役員・理事紹介

会長就任に当たりご挨拶申し上げます。

幹事就任にあたって
L 池 一予　（2010 ー2011　幹事）

L 坂本 幸繁　（2010 ー2011　会長）
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　当クラブ結成 50 周年の正当年の会長というたいへん

な重荷を背負っての出発でしたが、会員皆さまの温かい

ご理解とご協力に支えられなんとか任期を全うすること

ができました。心より感謝申し上げます。

　私は一年前の会長の就任に当たって３つの基本方針を

掲げました。

　ひとつは「50 周年記念式典・記念事業を成功させよう」

というもの。これにつきましては、昨年 10 月11日、記念

事業発表会、記念式典、そして、おきゃく、と、近年ど

このクラブにもない斬新な企画と鷹城の総力を挙げてこ

れらに臨み成功裡に終えることができました。

　その後、記念事業として実施した「学校用品リユース」

はライオンズクラブの新たな事業になり得る素地をもった

ものですし、また、大成功に終わり多くの反響を呼んだ「こ

うち・手をふり隊」はやがて県下あちこちに飛び火し「あっ

たか高知」の県民運動に育っていくよう願わずにはおら

れません。

　こうした私たちの記念事業の取り組みはこれからのラ

イオンズクラブの活動のあり方に新たな指針を示し得たも

のだったと思いますし、「地域を巻き込んだアクト」と評

価され地区ガバナー優秀賞に輝いたことも 50 周年のよい

記念ともなりました。

　基本方針の２つめは「積年の課題の改善につとめよう」

というものでした。会員増強、退会防止、例会出席率の

向上。これらは当クラブのみならずライオンズクラブ共通

の課題で、鷹城なりの改善策を模索したいとの思いがあ

りましたが、私の努力不足で思うような成果も残せないま

ま時間切れとなりました。

　しかしながら、例会の充実という点ではこれまでにない

趣向をこらした企画での特別例会や旅行例会などの実施

を通して皆さまと楽しい思い出を増やすことができました。

　そして、基本方針の三番目は「こ

れからの鷹城の歩むべき方向を見

つけよう」というものでした。「これからの鷹城を考える

委員会」を立ち上げ、L 西森委員長のもと熱心な討論を

いただき、早期・中長期の視野のもと、当クラブのこれ

からの方向性や取り組みについて答申いただきました。

　そうした答申も踏まえ、Ｌ松村に委員長に就いていた

だき「招請委員会」を立ち上げていただきました。これ

からの成果に期待をしたいと思います。

　一年間という任期中、こうした様々な取り組みができま

したのも会員皆さんのご理解ご協力があってのものとい

うのは申すまでもありませんが、とりわけ細川幹事さんを

始めとする五役の皆さん、そして、理事の皆さんにはた

いへんお世話になりました。

　また、任期中は　LL の皆さまには 10 月11日当日のお

手伝いはもとより特別例会には積極的にご出席をいただ

きました。この場を借りまして衷心より感謝申し上げます。

　このようにすばらしい先輩や仲間の皆さんとこの一年

間をいっしょに勤めることができましたことは私にとって

大きな財産となりました。

　これからは坂本新会長と役員さんのもと次の 50 年に

向けてその第一歩が踏み出されます。当クラブがさらに

飛躍発展することを念願しております。

　この一年、いろんな場面で「鷹城 DNA」というものを

感じました。50 歳になったクラブには確実に他のクラブ

にはない個性があります。「やるときはやる」「新しいもの

に果敢に挑戦する先取性」「団結心と行動力」。時代の

移り変わり、それにつれ LC の姿も変わっていくのかもし

れませんが、当クラブの「鷹城 DNA]「鷹城スピリット」

は変わることなく息づいていることを確信しております。

　皆さん、この一年、本当にありがとうございました。

本社／〒780-8040　高知市神田703
TEL（088）833-9000　FAX（088）831-4001

日本化工株式会社
NIHON KAKOH CO., LTD
排水処理施設・管工事の設計施工維持管理

代表取締役　管　　真　一
〒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 有限会社  松村不動産鑑定所

代 表 取 締 役
不動産鑑定士 松 村 幸 生

〒780-0861
高知市升形 9 番 10 号
TEL 088-872-3010
FAX 088-872-3040

一年をふり返って
L 海老塚 和秀　（2009 ー2010　会長）
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　１年間、幹事を務めてホッと一息というのが、先ず現

在の心境です。

幹事として、対外的なクラブ活動は真面目に務めたつも

りですが、組織内では同職にありながら相当自由に行動

させて貰った余情があります。矢島美容室扮した変てこ

な衣裳に踊りで始まり、花火大会での即興コント、偽エ

ルヴィスプレスリー。やや調子に乗った感も致しますが、

坂本龍馬にも挑戦しました。全てが自ら行動した結果で

はありませんが、先輩ライオンが優しく見守ってくれた事

で無事終えることができたと思っています。　長である

海老塚和秀会長からは、言葉にな

らない程のお世話賜りました。人馬

一体を試みたもののその殆どが会長に「おんぶに抱っこ」

状態で会員に根回し一つできず、もどかしい思いを幾度

となくさせたものと回顧します。しかし幹事本人は鈍感

で気づかないので結果選んだ会長本人の責任ということ

になりましょうか。いずれにせよ鈍感な私には楽しくて仕

方のない幹事職１年でした。

最後に我慢強くこの１年見守ってくださった会員の皆様方

に改めて感謝申し上げます。　ありがとうございました。

ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 国 際 協 会 336-A 地 区

第 56 回 地 区 年 次 大 会
4 月11日（日）アスティ徳島

ガバナーズ・アワード

“信頼と実績”

高知県高知市菜園場町 6番 1号
電話（088）882-2100（代）
FAX（088）882-2177

〒780-0823

代表取締役

しん　こう

田中 智洋

建設業許可No.（般̶11）第 8128 号（機械器具設置工事業）

伸綱商会有限会社

高知市幸町 11-5
TEL・FAX（088）821-2221

高知支社 高知営業所

〒780-0870　高知市本町4-2-44・9F
TEL （088） 875-5171
FAX （088） 875-5172

池  一 予

幹事を終えて
L 細川 拓史　（2009 ー2010　幹事）

武久一郎地区ガバナーより表彰を受ける海老塚会長

●クラブ特別功労賞 優秀賞
●マスコミ報道優秀賞 金賞
●ＩＴ特別賞 努力賞
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こうち・手をふり隊50周年記念事業

　昨年の10/11に高知鷹城ライオンズクラブは設立 50

周年を迎えました。

　この 50 周年記念事業として広く高知県民の皆さんか

ら「高知を元気にする」為のアイデアを募集いたしました。

その内の一つが「こうち・手をふり隊」となって実現した

のです。

　高知県を訪れている観光客の皆さんに飛びっきりの笑

顔で手を振って歓迎しようというものです。

　今年の 5/16「こうち・手をふり隊」発足式を高知駅

南にありますNHKで放映中の「龍馬伝」を取り上げた

土佐・龍馬であい博会場前に一般の人も交えて総勢 250

名が集結いたしました。一般の方々へ「こうち・手をふり

隊」発足式の告知を行い、参加していただきます方へ高

知では有名な「きんこん土佐日記」の作者であります村

岡マサヒロ先生のイラスト入りの赤い「こうち・手をふり隊」

Tシャツを差し上げました。

　海老塚会長より「こうち・手をふ

り隊」発足式の趣旨説明、その後高知県・高知市の観

光部・高知商工会議所など観光に関わっています5団体

へ「ようきたねー　高知へ」の横断幕と旗を贈呈いたし

ました。少しでも高知県の観光に役立ってもらいたいと

の気持ちからです。

　その後はりまや橋、帯屋町アーケード、追手筋沿いの

日曜市と県外の観光バスや県外の車へ手を振りながらパ

レードを行いました。ゴールの高知城追手門前では訪れ

ていますたくさんの観光客の皆さんへ250 名全員で手を

振りました。

　私達のこのアクティビテイー「こうち・手をふり隊」が

子供さんからお年寄りまですべての年代の方々が高知県

全県下で「おもてなし運動」として定着していくキッカケ

になればと思っています。

50 周年実行委員長　L 弘内 喜代志

発足式での会長あいさつ 高知県などへ横断幕を贈呈

いよいよ高知駅前から
パレ−ドがスタート

高知城追手門で「よう来たねぇ！高知へ」大集合！

真っ赤な集団が
街を練り歩き、
笑顔で手を振り

お出迎え

「
こ
う
ち
・
手
を
ふ
り
隊
」
の
原
案
者
で

あ
る
川
上
賢
哉
さ
ん
も
笑
顔
で
エ
ー
ル



1 年間ありがとうございました。
L 上村 亜弓　（2009 ー2010　テールツィスター）

1月に亡くなられたL上森千秋のご遺族より当クラブに多額（50

万円）の浄財をご寄付いただきました。個人及びご遺族の皆

様に心より感謝申し上げます。

先生のご意思に沿ったアクテイビティに使用させていただく為

に上森基金とすることにいたしました。

3月27（土）・28日（日）　
長浜球技場

少年サッカー
参加 24 チーム
優勝　昭和U−10チーム

高知鷹城ライオンズクラブ杯 龍馬大会

3 月 28 日（日）　高知中央公園北口

L上森基金

　前期 1 年間は大変お世話になりました。

　おかげさまで、50 周年という大きな節目の年に 140 万

円を超えるドネーションが集まりましたこと、本当に感謝

しております。

　ご本人の事、子供さん、お孫さんの事等、いつも明

るい話題が多く、テールツィスター

タイムがいつも楽しかったです。完

璧なテールツィスターではありませ

んでしたが、とても良い経験をさせて頂いたと思います。

本当にありがとうございました。
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札幌エルムライオンズ５０周年ＣＮ記念式典訪問
6 月 7 日～ 9 日の 3 日間、姉妹クラブである札幌エルム LC、

チャ－タ－ナイト 50 周年記念式典・祝賀会に出席するため、北海道を訪問しました。

昨年10月以来の再会となっ
た大歓迎会でした

土佐のはし拳も披露

エルム中島会長と鷹城の娘たち

中島会長の開会
宣言・ゴング

CN50 周年記念コンサ−ト

おいらの船は 300トンを大合唱

ウイサ−ブ　海老塚会長
会長の持っている風呂敷
の中身は、洗濯板

この笑顔を忘れない

L 鈴木實　本当にお世話になり有難うございました。

坂本元ガバナーご案内
ありがとうございまし
た（旭山動物園にて）

歓迎会

式 典

親 睦

簡潔かつ格調高い式典、一転、なごやかな雰囲気に満ちた
祝宴、また、式典の中でご紹介がありました、青少年を対象
とした数々の 50 周年記念アクト、さすが北の国の名門クラ

ブと感銘いたしました。30 名を超える大人数でお伺いいたし
ましたにもかかわらず、何から何まで札幌エルムライオンズク
ラブの皆さまのお心のこもったご歓待に深く感謝申し上げます。
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3月

1日 （月） 市内14LC会長幹事会　　 新阪急ホテル 海老塚会長・細川幹事出席、例会報告
2日 （火） 50周年記念事業打合せ会 出席 8名　弘内実行委員長、例会報告
4日 （木） 第1210回例会 三翠園 出席 25名
6日 （土） 第3回ガバナー諮問委員会・会員委員会 高知プリンスホテル 海老塚会長・細川幹事・片岡L出席、例会報告

〃 〃 高知城追手門周辺清掃 高知城 雨天ながら筒井L・西川L頑張りました。
11日 （木） 理事会 希満里 出席16名　海老塚会長・細川幹事出席、例会報告
11日 （木） 鷹城のこれからを考える委員会 希満里 出席 16名　西森委員長、例会にて答申
18日 （木） 第1211回例会 三翠園 出席 23名　選挙会

27日・
28日（土・日）第26回高知鷹城ライオンズクラブ杯 

龍馬大会（少年サッカー） 長浜球技場 参加 24チーム　優勝　昭和U－10チーム 
出席7名　田中（智）L、例会報告

28日 （日） 50周年記念事業 
第2回学校用品リサイクル交換会 高知中央公園北口 出席14名　曜日と場所から、県外観光客の皆様の 

非公認中心街案内所になってました。
29日 （月） 市内7R－1Z合同献血 高知中央公園 出席4名　献血受付27名

4月

1日 （木） 第1212回例会 三翠園 出席23名　マイルストーン・シェブロン伝達、菅L
2日 （金） 土佐山田LCお花見例会 土佐山田ゴルフ倶楽部 細川幹事・植田（登）L出席、例会報告
4日 （日） 市内LC合同国道一斉清掃 土佐道路 メンバー参加、14名

〃 〃 一人親家庭の新入学児童をお祝いする会 高知会館
8日 （木） 理事会 希満里 出席15名　海老塚会長、例会報告。

10日 （土） 第56回地区年次大会・記念ゴルフ大会 徳島カントリー倶楽部 出席10名

〃 〃 日韓親善国際交流の夕べ 徳島グランブィリオ 
ホテル 出席2名　溝渕L・濱田L

11日 （日） 第56回地区年次大会 アスティ徳島

出席15名（代議員4名含む）海老塚会長、例会報告。
ガバナーズアワードクラブ特別功労賞・優秀賞、 
マスコミ報道優秀賞・金賞、IT特別賞・努力賞
年次大会出席努力賞 
濱田L25回・西森L20回・竹島L5回

15日 （木） 第1213回例会 三翠園 出席23名
18日 （日） 次期地区委員長・委員研修会 ホテルグランフォーレ 出席弘内L、

5月

1日 （土） 高知城追手門周辺清掃 高知城 メンバー参加、7名。西川LLとお嬢様
8日 （土） 第1214回例会 三翠園発ー下津井 出席23名　LL7名
9日 （日） 赤十字フェアー 2010 高知中央公園 中屋L出席

10日 （月） 市内LC現・次期会長幹事会 三翠園 海老塚会長・坂本L・細川幹事・池L出席
13日 （木） 理事会 希満里 出席17名　海老塚会長、例会報告

15日 （土） テレビ番組「じゃらんじゃらん」 
『手をふり隊』PR テレビ高知スタジオ 弘内実行委員長・竹島L・池L・西川L・森脇L 

生出演ご苦労さまでした。

16日 （日） 50周年記念事業　『高知・手をふり隊』 高知駅前集合 メンバー参加、34名　家族77名 
高知商工会議所他団体41名　一般98名

〃 〃 7R現・次期役員・委員引継会 高知プリンスホテル 弘内L出席
20日 （木） 第1215回例会 三翠園 出席26名。新会員入会式、田中良岳氏。
23日 （日） 複合地区年次大会 坂出市立体育館 坂本L・池L・矢野L出席、例会報告。
29日 （土） 7R次期LT・TT／計画委員長スクール 高知プリンスホテル 上村次期計画委員長、例会にて報告

6月

3日 （木） 第1216回例会 三翠園 出席22名
5日 （土） 高知城追手門周辺清掃 高知城 メンバー参加、7名
6日 （日） 次期三役スクール ホテルグランフォーレ 坂本次期会長、例会にて報告

8日 （火） 姉妹クラブ・札幌エルムライオンズクラブ
50周年記念式典 札幌グランドホテル メンバー参加、24名。LL参加7名

13日 （日） 高知県献眼・骨髄バンク特別委員会総会 高知プリンスホテル 細川幹事・弘内L・坂本L出席、例会報告
15日 （火） 土佐香南LC新旧交替会 一寿司会館 海老塚会長、竹島L2名参加、例会にて報告
16日 （水） 室戸LC新旧交替会 花月 矢野L出席、例会報告
17日 （木） 次期準備理事会・委員会 三翠園 14名出席

〃 〃 理事会 　　〃 14名出席
〃 〃 第1217回例会 三翠園 出席34名

18日 （金） 土佐山田LC新旧交替会 味心 細川L　植田（登）L参加

21日 （月） 第二副地区ガバナーエレクト「長谷川憲男」
様を激励する会 高知プリンスホテル 濱田L・溝渕L・坂本L・池L参加

22日 （火） 高知LC新旧交替会 三翠園 坂本L、細川幹事2名参加
23日 （水） 土佐国府LCお花見・交替会 西島園芸団地 坂本L、矢野L2名参加

7月

1日 （木） 第1218回例会 ドリーマー 新旧交替会　28名出席
3日 （土） 高知城追手門周辺清掃 高知城 雨天ながら矢野L・三浦L・西川L3名
5日 （月） 市内LC会長幹事会 高知プリンスホテル 坂本会長、池幹事2名参加
8日 （木） 理事会 三翠園 出席12名　坂本会長、例会報告
9日 （金） 高知南LC新旧役員交替会 新阪急ホテル 坂本会長、池幹事2名参加

11日 （日） 次期クラブ5委員長スクール グレース浜すし 新委員長5名
15日 （木） 第1217回例会 三翠園 出席25名
18日 （日） 浦戸湾7河川一斉清掃 天神橋南河川敷 坂本・弘内・伊東・矢野・山中・三浦・西川7名参加

札幌エルムライオンズ５０周年ＣＮ記念式典訪問 2010 年 3 月～7月　事業・行事報告
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浦戸湾 7 河川一斉清掃　7 月18 日（日）　鏡川河川敷

ゴルフ部会取切戦を終えて L 南 宏道  （2009 ー2010　ゴルフ部会取切戦優勝）

5月第一例会　5 月 8 日（土）

たまには例会もお外へ。ライオンレディーをお誘い
して、下津井に蛸を食べに行きました。

7月25日（日）高知ゴルフ倶楽部にて炎天下の中、4

組17名で行われました。

当日の勝負どころは体力の続く午前中であると予想さ

れ、午後からは意識がある限りクラブを振り続ける

パターンになると読みました。私の場合大ベテランの

矢野さん、麦わら帽子の植田さんとの3人組のため

カートにも乗りやすく、笑いながらのゴルフを楽しみ

ました。前半インでは45、まずまずのできばえと昼

食時に確認をし、ドリンク＋ちゃんぽんをいつもどう

り口にしました。午後1時からの高知商業VS明徳も

気になりましたがとりあえず今

日は・・・と冷静を装いました。

午後からは案の定、体力勝負、

我慢比べとなり、私も最終ま

え8番ホールで2打目OBをやっ

てしまい、“やまっ～た”大丈

夫かと自問自答をしたものでした。結果アウト46で

終了。トータル91で恐れ多くもチャンピオンになるこ

とができました。これも皆様の心遣いのおかげです。

今年も控えめにゴルフを楽しみます。

ライオンレディーに一芸のおもてなし？！ 「手をふり隊」にそなえて手をふることが習性化してます。


