
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　ウェインA・マデン会長

「奉仕の世界」

336-A 地区　長谷川憲男ガバナースローガン

「心ひとつ」　相手の立場で We Serve

高知鷹城ライオンズクラブ　田中智洋会長スローガン

「奉仕の喜びに、感謝の気持ちで WE SERVE」 We Serve

平成24年10月27日（土）　献血・献眼・献腎・骨髄提供推進キャンペーン『あなたの愛を』パレード
高知城丸の内緑地～帯屋町・京橋～大丸前・京町～はりまや橋公園
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平成24年10月31日（水）　
中央公園にて
20名の方に400mlの献血をしていた
だきました。

会員本人献血　L三浦　L村上

ご紹介　L内田10名　L三浦5名

親子ハゼ釣り大会
平成24年10月14日（日）　鏡川堤防にて

100名近い親子連れの方々に参加していただき、今年も鏡
川の堤防は大勢の子どもたちの歓声と笑顔に包まれました。

L細川も親子で参加？

〒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

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

〒780-0082
高知市南川添９番５号

株式会社
TEL 088-884-3811
FAX 088-885-3747

配送サービス
商品管理梱包業務 ビル清掃サービス 廃棄物処理サービス

時間貸駐車場

市内LC合同献血

獲ったどー！

見て、見て！！
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市内LC合同国道一斉清掃
平成24年11月4日（日）
サニーマート土佐道路店に7：00に集合して行われました。

高知県下LC親睦
ボーリング大会
平成24年11月4日　ボウルジャンボにて
なんとL福島が個人優勝とハイスコア賞をとりま
した。おめでとうございます！！

第７回高知鷹城ライオンズクラブ杯
ペタンク大会
平成24年11月4日（日）　高知市潮江下水処理場グラウンドにて

L土居と事務局：明神さんのライオンズクラブチームを含む、
19チームが参加して行われました。
優勝は佐川コスモス、準優勝は芸西S・Tでした。

始球式

優勝！おめでとうございます

L土居の第一投は？

スコアは180と204でした
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平成24年10月4日　城西館

フルートの三重奏に豪華賞品が当たる利き酒コンテスト、さらには
輪投げ大会・・・と盛りだくさんの企画で楽しい例会でした。

結成例会

マネキン？！

利き酒する目も真剣
です

童心にかえって、 
輪投げも白熱？！

チャーターメンバーのL藤本に花束贈呈

会員スピーチ

おいしいワインの飲み方　L長野

第1275回例会　平成24年11月15日　三翠園にて

ワインの製造方法や原料となる
ぶどうの種類や産地によって味
の違いがあること・・・またワ
インを楽しむ時のテイスティン
グの仕方や保存方法など、ワイ
ンをおいしく飲むための知識に
ついて話していただきました。

奇しくもこの日は「ボジョレー
ヌーボー解禁日」。L長野のスピー
チを聞いて酒屋に走ったLが多
かったのではないでしょうか？
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さすが計画委員長L松村！プレゼントまで計画通りでした 謎のマジシャン登場

今年初の試みのクリスマス例会。まずは、田中（智）会長が
サンタ姿で登場！飛び入り参加の謎（？）のマジシャンが手
品を披露した後は、プレゼント抽選会。最後は500円争
奪大ジャンケン大会！一足早いクリスマスを楽しみました。

クリスマス例会
平成24年12月20日　高知サンライズホテル

この日を最後に退職される事務局の明神さんを囲んで集合写真、明神さんお疲れ様でした。
新しい事務局の刈谷さん、これからよろしくお願いします。
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高知南ライオンズクラブ
結成20周年記念式典
平成24年11月25日（日）　新阪急ホテル

総勢19名がクラブから出席し、高知南ライオンズクラ
ブ結成20周年を祝いました。

10/20　6R・7R合同リーダーシップ研究会

12/16　第2回ガバナー諮問委員会 ならびに ゾーンレベル会員委員会

12/1　前期新会員オリエンテーション
L妙中　L島本



伝 達 事 項
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ライオンズクラブ国際財団（LCIF）理事長からの感謝状

●MJF4回目となるL濱田　ライオンズ
クラブ国際財団（LCIF）理事長からの
感謝状とラペルピンが授与されました

●年間会員増強会員優秀ラペルピンを
L筒井が授与されました

高知・大丸
電話（088）822-5111

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3F
TEL 088-823-1785　FAX 088-825-3227

南 社会保険労務士事務所

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　菅　　眞　一

事務局交替のお知らせ
一昨年の１１月より当ライオンズクラブ

の事務局をしてくださった明神絹さんが12
月20日で退職されました。

今後の予定はまだ決まっていないそうで
すが、『せまい高知なのでどこかでお会い
することがあるかと思います。その際には
よろしくお願いします。大変お世話になり
ました。』とのことでした。明神さん、新し
い職場でもがんばってください。



月 日 曜日 会・活動・事業 場所 備考

１０月

４日 木 第１２７２回結成記念例会 城西館 出席　メンバー４４名　LL ３名　ビジター２３名

６日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　メンバー１１名　

１４日 日 第20回高知県骨髄移植講演会＆ドナー登録会 RKCホール 出席　Ｌ田中（智）　Ｌ藤井　L島本

〃 〃 親子ハゼつり大会 鏡川堤防 参加　メンバー２１名

１８日 木 第１２７３回例会 三翠園 出席　メンバー２６名　ビジター９名

２０日 土 ６R・7R合同リーダシップ研究会 ホテル日航高知旭ロイヤル 出席　ZC菅　Ｌ南　L三浦

２７日 土 「あなたの愛を」パレード 高知城丸の内緑地～ 参加　メンバー１１名

〃 〃 アイバンク実務者研修会 高知城ホール 出席　ZC菅　Ｌ田中（智）　L植田（登）

３１日 水 ７Ｒ－１Z市内LC合同献血 高知市中央公園 参加　メンバー６名

１１月

１日 木 第１２７４回例会 三翠園 出席　メンバー２７名　ビジター３名

３日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　メンバー９名　

４日 日 市内ＬＣ合同国道一斉清掃 サニーマート土佐道路店 参加　メンバー１２名

〃 〃
第7回高知鷹城ライオンズクラブ杯 
ペタンク大会

高知市潮江下水処理場 
グラウンド

参加　メンバー６名　

〃 〃 市内LC親睦ボーリング大会 ボウルジャンボ 参加　Ｌ西尾　Ｌ松村　Ｌ福島　Ｌ藤井

５日 月 市内会長幹事会 高知プリンスホテル 出席　L田中（智）　L松村（代理）

１５日 木 第１２７５回例会 三翠園 出席　メンバー３１名　ビジター３名

〃 〃 第3回計画委員会 お食事だいせい 出席　メンバー10名

１７日 日 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　ZC菅　L中屋

１２月

１日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　メンバー１２名　

〃 〃 新会員オリエンテーション ホテル日航高知旭ロイヤル 出席　メンバー５名

６日 木 第１２７６回例会 三翠園 出席　メンバー２７名

１５日 土 第4回高知県LC献血推進研究会 総合あんしんセンター 出席　ZC菅　Ｌ田中（智）　Ｌ三浦

１６日 日
第2回地区ガバナー諮問委員会 
ならびにゾーンレベル会員委員会

高知プリンスホテル 出席　ZC菅　L田中（智）　L植田（登）　L坂本

２０日 木 第１２７７回クリスマス例会 高知サンライズホテル 出席　メンバー３２名 

高知鷹城ライオンズクラブ
平成25年2月21日発行

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://kochiyoojyo-lc.org/
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2012 年10 月～12 月　事業・行事報告

高知城追手門周辺清掃

平成24年10月6日（土） 平成24年11月3日（土） 平成24年12月1日（土）


