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会長就任の挨拶

会長 筒井 継男

歴史と伝統のある鷹城ライオンズクラブの５２代会長という

大役をお受けすることとなりました。高知鷹城ライオンズクラ

ブは１９５９年の結成以来多くの先輩諸氏のたゆまぬ努力によ

り築かれた５１年の輝ける歴史と伝統をもち、特に、１９９９

年の結成４０年では、未来の社会を担う子供たちの健全育成を

願い、子供の夢を叶える、こども夢事業を行い、２００９年の

結成５０周年では私達が住み暮らす高知を、明るく元気にしよ

うと壮大な目標を掲げて会員の総力を結集した記念事業はクラ

ブの歴史に燦然と輝き、鷹城の底力と真髄を示すとともに、私

たちの誇れる歴史を創ることが出来ました。こうした輝ける歴

史を引き継ぐ私といたしましては、極めて非力ですが、全力を

傾注し粉骨砕身の努力を惜しまず、会員の皆様のご協力を仰ぎ

ながら努める覚悟です。私は今期の基本方針をクラブの活性化

と会員増強を掲げました。その思いは、ウイサーブの精神を貫

徹するも、クラブの活性化、発展のためにも会員の増強は欠か

せません、組織に新しい血を注ぎ込む努力に総力を上げ更に魅

力あるクラブにする工夫に会員の英知を結集し、活力あるクラ

ブをめざしますから皆様方のご協力をよろしくお願い致します。

この度、幹事を仰せつかりました。「友情と連帯 深い絆で

ウｨサーブ」をスローガンに掲げられた筒井会長のもと非力な

がら一年間努めさせていただきます。会長スローガンが体現で

きるには、皆様方のご協力がなくてはならないことです。どう

ぞこの一年間ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

幹事 三浦 偉久郎

幹事就任の挨拶



傘寿　Ｌ西森　正忠　　　　傘寿　Ｌ土居　幸子　　　喜寿　Ｌ溝渕　宏　　　　　古希　Ｌ植田　康一　　　　　　

賀寿をお迎えの皆様おめでとうございます。　

傘寿（８０歳）　　　Ｌ西森　正忠　　　

傘寿（８０歳）　　　Ｌ土居　幸子

喜寿（７７歳）　　　Ｌ溝渕　　宏　

古希（７０歳）　　　Ｌ植田　康一

還暦（６０歳）　　　Ｌ内田　靖正

Ｌ内田ご自宅へお花を届けました。

右からＬ竹島、Ｌ鳴瀧、Ｌ川添、

　　　Ｌ土居、Ｌ中岡、Ｌ長野

株式会社デリッシュ

代表取締役

　鳴瀧　　渡

株式会社サニーマート

常務取締役

　川添　良宏 　　　　　　　　　　逆命利君（住友家の家訓）

大切にしているもの、又は宝物　宝物と言うほどではありませ
んが、各地で集めた「盃」と愛犬のトイプードルを大切にして
います。

好きな本、影響をうけた本　「こころ」

座右の銘、好きな言葉

今日一日、怒らず、怖れず、悲しまず、正直、親切、愉快に・・・

大切にしているもの、又は宝物　　　　友人

好きな本、影響をうけた本　アルボムッレ・スマナサーラ

　　　　　　　　　　　　　　中村天風、他

私の健康法　　　　　夕刻の散歩

私の趣味　　　　　　旅行、陶器市散策、ゴルフ

座右の銘、好きな言葉

お花をお渡ししたＬ中岡（左）と記念撮影　　皆様お若い！

私の健康法　　　　　ウォーキング

私の趣味　　　　　　　菜園・囲碁観戦

２月３日 賀寿例会 高知サンライズホテル

３月３日 新入会員 入会式 三翠園



美しい装いの美女三人 ５０周年

Ｌ池　Ｌ中岡　Ｌ土居 おめでとうございます。

３月２７日盛大に行われた記念式典

坂本第５１代会長の挨拶

３月２７日 高知黒潮ライオンズクラブ５０周年記念式典 三翠園ホテル

３月２７日高知鷹城ライオンズクラブ杯・龍馬大会 サッカー

４月２日 山菜例会

高知城集合で追手門周辺清掃を

行いバスで移動しました。

今年の山菜例会は春の訪れを待て

ずに行ったので、山菜は少なかっ

たのですが、きれいな自然を満喫

して来ました。会員さんの作った

しし鍋が最高にうまかった！！



５月 いせえび例会 青龍寺参拝

この階段が元横綱朝青龍が

毎日駆け上がった階段かえ！

こりゃたまるか！

参
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高知城追手門周辺清掃

Ｈ２３．３．８

上 Ｈ２３．５．７

右 Ｈ２３．７．２

高知城追手門周辺清掃 お疲れ様でした



元会長Ｌ坂本から会長Ｌ筒井へゴングの手渡し

筒井　継男　会長　口上

チャーターメンバーＬ藤本
　ライオンズローア

余興で順番に並びなさいとの指示になかなか答え
が出せない出演者（会員）の皆様！

　襟章の引き継ぎ　　左から元会長Ｌ坂本からＬ筒井へ
※元幹事Ｌ池からＬ三浦へ　元会計Ｌ矢野からＬ川添へ

　本日は　新旧役員の交替会に　多くの会員なら
びに　ＬＬの皆様の　ご参加をいただきまして
交替例会が格調高く　盛大に開催できまする事を
衷心よりお礼と　感謝申し上げます。

今　私共を取り巻く環境は文明の　発展の裏腹に　深く荒廃した時もまた　稀であ
らう現代社会は隔絶の時代といふ　現代ほど広く　殷賑（さかんでにぎやか）を極
めた時代は　人類数千年の文明の　恩沢に浴する一方、産業革命以降の蓄積した繁
栄の　後塵に喘ぐ　進歩は　遂に錯雑を招き　宇宙をも　踏破した栄光の　現代は
その半面　まさしく　中世の画家の描く　バベルの塔の　混沌に　迫る奇怪さを
うかがわしめる。　このような　混迷の時代にこそ　誇り高く　価値ある　ウイ
サーブを創造し、私こと筒井は　この度歴史ある高知鷹城ライオンズクラブの会長
に就任いたしましたので、謹んでご挨拶申し上げまする。　就任いたしましたる以
上は　誠に非力ではございますが、一命を賭して粉骨砕身の　努力を惜しまず　ク
ラブの発展に尽くす所存でございますから　坂本前会長同様、格別のご厚情、ご教
導など　賜りますよう　衷心よりお願い申し上げまする～

　《土佐弁の通訳　筒井会長口上》　今日は　くらみあいに　せわしい　ひと
ばっかりが　どっさり　来てもろうて　たまりますか　今日から　とうやが　変
わるけに　みんなーで　てんでに　酒を　つぎおうて　たるばあ　やって
や！！！

橋の名前
新京橋
大鋸屋橋
使者屋橋
土佐橋

おわかりに
なりますか？

７月７日新旧役員交替会

新 三 役 口 上



Ｌ坂本元会長 Ｌ池元幹事 Ｌ矢野元会計

Ｌ弘内

三浦　偉久郎　幹事　口上

川添　良宏　会計　口上

ＬＬ様の ライオンズ
内助の功 ローア
あっての Ｌ日比野
活動です。
どうぞ
よろしく
お願いします

　２番手に控えし　わたくしは　幹事の役務を
あい努めまする　三浦偉久郎にござりまする。努
めますからには　死にもの狂いで　死ぬることな
く　狂う事無く　公序良俗に背かず　鷹城の鷹城
による　鷹城らしき　ウイサーブを本文とし　ま
い進いたしまする所存にて　御座りまする。　つ
きましては　皆々様の　格段のご協力を賜りまし
て　鷹城の新たな歴史を創造致したくござ候

　《土佐弁の通訳　三浦幹事口上》　わしが　幹事の三浦じゃあきこの一年　みん
なあが　てんでに　たすけおうて　やってや　鷹城の　お客は　どこへ行っても
面白いゆうて言いゆうきに　へんしも飲もう！！！

　西川会計が　４日間の在任期間では　ありまし
たが　各種会議等にも　進み参加いたしまして
予算案の立案等　万全を期して　おりましたが
高松に栄転と相成りましたる次第。かくなる故を
持ちまして　会計を拝命いたしましたる　川添に
ござりまする。　鷹城の健全会計に尽くす　所存
なれば　ご参集の皆々様の　格段のご厚誼をいた
だきたく候

　《土佐弁の通訳　川添会計口上》　西川さんがおらんなるけ　あとをやったや
ゆうけ　せわしいけに　ようせんゆうて　ゆうたけんど　竹島さんもしちゅうし
なぐれることはちっとじゃーき１年は　ぢきに終わるき　ゆうもんじゃーき　も
がってもいかんとおもうて　やることにした

一年間大変お疲れさまでした。

Ｌ弘内　７Ｒ会員・会則・ＥＸＴ・指導力育成・プロトコール委員

会長　幹事　会計のご三役大変お疲れさまでした。　記念品と感謝状を心を込めて贈ります。



月 日 曜日 会・活動・事業 場所 　　　　　　　　　備　　　　考　　　　　（敬称略）

２月 ３日 （木） 第１２３２回賀寿例会 高知サンライズホテル 出席２４名

５日 （土） 高知城追手門周辺清掃 高知城 坂本　弘内　成岡　中屋　細川　筒井　三浦　西川

１３日 （日） ６Ｒ・７Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会 グレース浜すし 弘内７Ｒ会員委員　田中(智)　植田(登)　竹島

１７日 （木） 第１２３３回例会 三翠園 出席２６名　

２０日 (日) 第３回リジョン会 グレース浜すし 弘内

２４日 （木） 指名委員会 高知サンライズホテル 出席１２名

３月 ３日 （木） 第１２３４回例会 新阪急ホテル 出席２４名　新会員入会式　鳴瀧氏　川添氏

５日 （土） 高知城追手門周辺清掃 高知城 坂本 弘内 成岡 中屋 三浦 西川 川添

７日 （月） 市内１４ＬＣ会長幹事会　　 高知パレスホテル 坂本会長・池幹事出席

１３日 (日) 土佐国府ＬＣ結成５周年記念特別例会 アンジェブラン 坂本　海老塚

１７日 （木） 第１２３５回例会 三翠園 出席２３名　選挙会

１９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 弘内　坂本　松村

４月 ２日 （土） 高知城追手門周辺清掃 高知城 出席１３名　ご家族４名　

２日 （土） 第１２３６回山菜例会 高知市鏡 出席１１名　ご家族７名

３日 （日） 市内ＬＣ合同国道一斉清掃 土佐道路 メンバー参加、８名

〃 〃 土佐ＬＣ４５周年記念式典 グランディール 池　田中(良)

〃 〃 一人親家庭の新入学児童をお祝いする会 高知会館

９日 （土） 第５７回地区年次大会・記念ゴルフ大会 滝の宮カントリークラブ 出席４名

〃 〃 日韓親善国際交流の夕べ ホテルグランフォーレ 溝渕　濱田

１３日 （水） 市内７Ｒ－１Ｚ合同献血 高知中央公園 出席４名　献血受付３３名

１７日 （日） 次期ＺＣ・地区委員研修会 ウェルピア伊予 出席西森

２１日 （木） 第１２３７回例会 三翠園 出席２２名

５月 ７日 （土） 高知城追手門周辺清掃 高知城 坂本 弘内 中屋 筒井 三浦 西川 川添

７日 （土） 第１２３８回例会 三翠園発～青龍寺・宇佐 出席１９名

９日 （月） 市内ＬＣ現・次期会長幹事会 城西館 坂本会長・筒井・池幹事・三浦出席

１２日 (木) 韓国３５４－Ｄ地区年次大会 ソウル市 濱田

１５日 (日) ７Ｒ次期ＬＴ・ＴＴ／計画委員長スクール高知プリンスホテル 西森(ＺＣ) 上村(ＬＴ) 池(ＴＴ) 山中(計画委員長）

１９日 （木） 第１２３９回例会 三翠園 出席２５名

２２日 （日） 複合地区年次大会 アスティとくしま 筒井、三浦、西川

２７日 （金） 第１回土佐香南チャリティビアパーティ 一寿司会館 海老塚、土居

２９日 (日) ７Ｒ現・次期役員・委員引継会 グレース浜すし 弘内(現委員）　西森(次期ＺＣ）

２９日 (日) 次期クラブオリエンテーション ウェルピア伊予 筒井、三浦、西川

６月 ２日 （木） 第１２４０回例会 三翠園 出席２８名

４日 （土） 高知城追手門周辺清掃 高知城 メンバー７名参加

５日 （日） ７Ｒ準備リジョン会 高知プリンスホテル 西森

８日 （水） 土佐国府新旧交替会 西島園芸団地 筒井　三浦

９日 （木） 次期準備理事会及び理事会 三翠園 出席１３名

１１日 （土） 高知県献眼・骨髄バンク特別委員会総会 高知商工会館 顧問田中(稔) 弘内(現監査) 坂本(現会長) 筒井(次期会長)

１５日 （水） 室戸ＬＣ新旧交替会 花月 西森　筒井

１６日 (木) 第１２４１回例会 三翠園 出席２８名

１９日 （日） ８ＲＬＴ・ＴＴ・計画委員長スクール 徳島グランドホテル 濱田（講師）

〃 〃 次期クラブ５委員長スクール 高知プリンスホテル 西森 海老塚 南 長野 筒井 矢野

２１日 (火) 土佐香南ＬＣ新旧交替会 一寿司会館 松村 三浦

２８日 (火) 高知ＬＣ新旧交替会 三翠園 坂本 池

２８日 （火） 土佐山田ＬＣ新旧交替会 ﾘｿﾞｰﾄホテル海辺の果樹園 筒井 

７月 ２日 (土) 高知城追手門周辺清掃 高知城 弘内 坂本 成岡 中屋 筒井 三浦 西川 川添

４日 (月 市内ＬＣ会長幹事会 城西館 筒井　三浦

７日 （木） 第１２４２回例会 城西館 新旧交替会　出席２８名　ＬＬ６名

８日 (金) 高知南ＬＣ新旧役員交替会 新阪急ホテル 西森 成岡

１０日 (日) 浦戸湾７河川一斉清掃 天神橋南河川敷 ㈱サニーマートの社員様７名　メンバー１７名参加

２１日 (木) 第１２４３回例会 三翠園 出席２４名

２４日 (日) 第１回キャビネット会議 ウェルピア伊予 西森

３０日 (土) 高知南ＬＣチャリティパーティ 商工会館 濱田

２７日 （日） 高知黒潮ＬＣ５０周年記念式典 三翠園
坂本　田中(稔)　溝渕　西森　弘内　海老塚　西尾 松村
田中(智)　中岡　筒井　池　矢野　土居　植田(登)　長
野

２６日・２７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
１位トーナメント優勝チームＩＮＯと屋島
坂本 池　海老塚 田中(智) 筒井 植田(登) 細川

１０日 （日） 第５７回地区年次大会 伊予三島運動公園

出席１２名（代議員４名含む）
坂本会長、例会報告。

ガバナーズアワード
例会出席優秀賞・他クラブ例会訪問優秀賞・指導力育成
優秀賞・メンタ－プログラム優秀賞・ホームページ優秀
賞・マスコミ報道優秀賞・青少年指導優秀賞・ＭＪＦ
賞・薬物乱用防止活動部門・古切手収集銅賞

年次大会出席努力賞
弘内１５回・松村１０回・田中(智)５回

２０１１年２月 ～ ２０１１年７月 事業・行事報告

高知鷹城ライオンズクラブ

平成２３年９月１５日発行

事務局

高知市鷹匠町１－３－３５ 三翠園内

ＴＥＬ ０８８－８７５－７１２２
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