
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

【写真上】平成24年8月4日（土）長谷川地区ガバナーご挨拶　【写真下】8月9日（木）花火例会
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高知県小児糖尿病支援の歴史

小児糖尿病サマーキャンプは、東京つぼみの会により開催さ
れ、全国的に広まっていったようです。東京つぼみの会サマーキャ
ンプは今年で50回目を迎えるとのこと。

会の始まりは1963年（昭和38年）、子どもにも糖尿病があるこ
とを小児科医にすらあまり知られなかった頃、当時東京大学小児
科の丸山博博士（現松戸クリニック名誉院長）が、患者の血糖コ
ントロール教育のためサマーキャンプを開始されたことによるそう
です。

高知では当初、愛媛県と高知県で西四国糖尿病サマーキャンプ
が1980年（昭和54年）に開催され1989年（平成元年）第10回西
四国小児糖尿病サマーキャンプまで続きました。

我 が ク ラ ブ
では1982年か
ら支援を始め、
1988年国際会
長の糖尿病患者
への支援の呼び
かけにより、高
知鷹城もこの年
支援の強化をい
たしました。

その後1990年（平成2年）から高知県単独で開催されるように
なり、当時高知鷹城ライオンズクラブのRC谷岡康雄により各クラ
ブにご協力いただき、今年（第23回）まで支援が続いています。

■ 妙 中 　 幸 一
１．仕事

高知スチロール株式会社　 
代表取締役社長

2．私の健康法
ステップアップ運動 

（踏み台昇降）

3．座右の銘、好きな言葉
諸行無常

4．大切にしているもの、または宝物
家族

5．好きな本、影響をうけた本
「道をひらく」松下幸之助著

新

会

員

紹

介

 

浦戸湾・七河川一斉清掃
平成24年7月15日（日）

市内LC合同国道一斉清掃
平成24年8月5日（日）

地区ガバナー公式訪問

第23回高知県小児糖尿病サマーキャンプ支援
出発式 平成24年8月17日（金）

ありがとうメッセージはがき 
高知市立横内小学校へ贈呈

平成24年7月11日（水）
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第1266回（新旧役員交替会）例会　平成24年7月5日（木）

土佐くろしお鉄道・ごめん奈半利線の貸切列車で新旧役員交替会が
行われました。列車1両で人数制限もある中、LLやお客様をお呼びし、
じゃんけん大会等盛りだくさんの会となりました。

ゴング引継ぎ 三役ラペルボタン引継ぎ 会長ご挨拶

皆さん静かに聞いてます
7R-1ZCを務めたL西森へ感謝状

やっとビールが飲める

お弁当が最高にうまい

じゃんけん大会“会計賞”はL日比野
なんと！ LL日比野も商品獲得！ ご夫婦
そろって強運の持ち主です。お見事！！

テールツイスタータイム

会の最後にライオンズローア

列車内は終始 
笑顔がたえません
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高知鷹城LC・高知北LC合同花火例会
平成24年8月9日（木）

クラブ旗

ご家族友人知人をお呼びして、287.8％例会となりました。

高知北LC会長岩井様ご挨拶

料理を待つ間、お酒がすすみます。

韓国より交換学生3名ご招待

高知市天神町 19-20

宮司　山中隆夫

潮江天満宮
学問・文化・諸願成就

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
高知市升形 1-17　藤森ビル 1F（検察庁前）

822-3558 FAX 822-3554

高知県宅地建物取引業協会会員
高 知 県 知 事 免 許（3） 第 2505 号
四国地区不動産公正取引協議会加盟店

（有）中岡不動産

高知北LCの皆様
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いせえび例会　
平成24年9月6日（木）

いせえびのお刺身は甘いネ

料理を待つ間、お酒がすすみます。 待ったかいがありました。旨い！

帰りのバスでテールツイスタータイム
某ライオンより

今日「いせえび例会」と家内に言ったら「えい〜〜私もつれて行ってや〜〜」
と言われました。今年中に家族をつれて来ます。

家族サービスしてあげてくださいね。

閉会ゴングが鳴り早々と乾杯！

“信頼と実績”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

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

〒780-0842 高知市追手筋1丁目8-18 アルトビル2F
TEL・FAX 088-875-1065
PORTABLE 090-2896-8620

長野  玲子
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平成 15 年 6 月入会以来 9 年の歳月を経て、10

年目の節目に「第 53 代会長」をお受けする事とな

りました。この間、TT、計画委員長、LT、幹事

と経験させて戴き、結成 45・50 周年にも深く関

わりを持たせて戴きました。この経験、体験から

時代の流れと共にライオンズクラブもいい意味で大

きく変革していかなければいけなくなって来ている

事を痛感している次第です。

会長スローガンに掲げました「奉仕の喜びに感

謝の気持ちでウィサーブ」にすべての意味が込め

られています。少なからず、子どもたちはもちろん、

社会の誰かに喜んでもらえる事が出来るという幸

せと喜びは、誰もが

得られる訳ではあり

ません。伝統ある高

知鷹城ライオンズクラブの皆様方はそんな気持ち

を大切にされている方々ばかりだと思います。大変

な環境下でのこの一年、“ 肩の凝らないクラブ運

営をめざし、高知鷹城ライオンズクラブ員で良かっ

た。”と思って戴けますよう、非力ですが頑張って

参りたいと思います。

『一緒に喜び合いましょう！』絶大なるご支援ご

協力のほどよろしくお願い申し上げます。

伝統ある高知鷹城ライオンズクラブ幹事という

大役を引き受けるに当り、個人的な理由で会員の

方々に何かとご迷惑やご心配をお掛けしました。

田中会長には個人的にも何かとお世話になってい

ますのでお引き受けをした次第です。

お受けした以上、田中会長のスローガン「奉仕

の喜びに感謝の気持ちでウィサーブ」をこころに、

素晴らしいお仲間とともにできる限り頑張りたいと

思っています。

ライオンズ必携な

ど勉強も不十分であ

りましたり、何かと行き届かない幹事になりそうで

すが、会員の方々のご協力をいただきながらクラ

ブがより活性できますよう、微力ではありますが一

年間努めたいと思っております。何卒よろしくお願

いいたします。

会長就任にあたって

幹事就任にあたって

L 田中 智洋　（2012 ー 2013　会長）

L 植田 登代人　（2012 ー 2013　幹事）
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高知鷹城ライオンズクラブ　2012 ～2013 年度　役員・委員会構成表

会　長 田中 智洋 幹　事 植田 登代人

前会長 筒井 継男 会　計 鳴瀧　渡

第一副会長 細川 拓史 ライオンテーマー 田中 良岳

第二副会長 三浦 偉久郎 テールツィスター 南　宏道

第三副会長 佐々木 敏雄 会員理事 坂本 幸繁

二年理事

海老塚 和秀

一年理事

池　一予

(副幹事兼理事）松村 幸生 大塚　丈

土居 幸子 福島 明

長野 玲子 藤井 哲二

第一副会長：細川 拓史

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

坂本 筒井
藤本、古谷、西森、弘内、 
日比野、土居（通）、成岡

計　画 松村 藤井
細川、山中、植田（登）、村上、 
松﨑、甲藤、島本、妙中

出　席 上村 土居（幸） 植田（康）

財　務 佐々木 川添 田村

第二副会長：三浦 偉久郎

委員会名 委員長 副委員長 委　員

ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加 南 大塚 海老塚、内田、川村

青少年・ＬＣＩＦ・市民奉仕・ 
児童奉仕

長野 池 溝渕、中岡、福島

環境保全・保健福祉 三浦 西尾 菅、中屋、田中（智）

第三副会長：佐々木 敏雄

委員会名 委員長 副委員長 委　員

ＹＥ・国際協調 鳴瀧 田中（良） 大久保、森、杉本

姉妹クラブ交流 濱田
会長歴任者 

（代表西森）
役員（5役）・副会長・理事
田中（稔）、伊東

新会員招請 坂本 筒井
海老塚、松村、田中（智）、細川、
三浦

監　査 中屋 植田（康）

キャビネット幹事 濱田 利男 IT特別委員長 弘内 喜代志

7R-1ZC 菅　眞一 キャビネット副幹事 坂本 幸繁

（敬称略）

2012年9月末現在 計48名
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2012 年 7月～ 9 月　事業・行事報告

高知城追手門周辺清掃

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 備考

7月

2日 月 市内14LC会長幹事会 高知新阪急ホテル 出席　L田中（智）　L植田（登）

5日 木 第1266回例会（新旧役員交替例会） くろ鉄奈半利線貸切列車 出席　メンバー 33名 LL4名 ビジター 5名

7日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 雨のため　用具倉庫清掃1名

15日 日 浦戸湾七河川一斉清掃 天神橋南河川敷 参加　メンバー13名（内地元清掃2名）

19日 木 第1267回例会 三翠園 出席　メンバー 25名

8月

4日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　メンバー10名　

〃 〃
7R-1〜 3Z第1回地区ガバナー諮問委員会・ 
ゾーンレベル会員委員会

高知プリンスホテル
出席　ZC菅　L田中（智）　L植田（登）　L鳴瀧
　　　L坂本

〃 〃 地区ガバナー公式訪問 高知プリンスホテル
出席　ZC菅　L田中（智）　L植田（登）　L鳴瀧
　　　L坂本　L細川

5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11名　

9日 木 第1268回合同（高知北LC）花火例会 三翠園　14F
出席　メンバー 27名　高知北LC20名
　　　ご家族友人知人59名

17日 金
第23回高知県小児糖尿病 
サマーキャンプ支援　出発式

高知大学医学部 参加　L田中（智）　L長野

23日 木 第1269回例会 三翠園　14F 出席　メンバー 28名

9月

1日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　メンバー11名　

3日 月 市内14LC会長幹事会 三翠園 出席　L田中（智）　L植田（登）

6日 木 第1270回いせえび例会 中平 出席　メンバー 21名

20日 木 第1271回例会 三翠園 出席　メンバー 29名 

平成24年8月4日（土） 平成24年9月1日（土）


