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平和ポスター
クラブ表彰決定！
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新年のご挨拶
会長　田中智洋
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気合の入ったプレーに思わず見入ってしまいました

A組１位の昭和南海とB組１位の昭和KFC

懇親会で次期会長への引き継ぎもバッチリ！

おめでとうございます！！

表彰状を持って、記念撮影！

第29回高知鷹城ライオンズクラブ杯
少年サッカー龍馬大会 平成25年3月23・24日　

長浜公園球技場にて

平和ポスター クラブ表彰

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆さま方におかれましては、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は、ロンドンオリンピックでの日本勢の活躍、東京スカイツリーの開業、山中教授のノーベ
ル医学・生理学賞受賞等、明るい話題もありましたが、政治、経済、外交すべてにおいて停滞感の強い１年でした。政権
も変わり、今年こそは希望の持てる安定した明るい年になってほしいものです。
　さて、私ども高知鷹城ライオンズクラブは筒井前会長はじめ、先輩諸氏のご尽力や退会者の後任推薦等もあり、この１
年間ですばらしい仲間が７名加わりました。今期は、クラブの活性化が非常に問われる期であると認識して、「奉仕の喜
びに、感謝の気持ちでウイサーブ」と少しだけでも思っていただけるよう鋭意努力中であります。皆さま方のご協力により
“肩の凝らない、楽しく充実したクラブ運営をめざして”あと半期頑張ってまいりますので、倍旧のご指導、ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
　今年が会員の皆さま方にとりまして、健康で幸多き年になりますよう、ご祈念致しております。

　“高知鷹城ライオンズクラブ杯”と改名
されて幾年か経ちました。この鷹城杯龍馬
大会は29回目を数える伝統あるサッカー
大会で、四国のほか海を渡って来られる
チームもあり、県内有数の選抜チーム及び
県外チームが２日間にわたり熱戦を行う少
年サッカー大会です。
　約30年の伝統ですから参加選手の親が
元大会参加者であることも珍しくなく、勢
い初日懇親会における資金獲得のロビー
活動は激しいものとなり、私の鷹城での立
ち位置を知らない父母らから受ける過剰
接待は、大変心地よいものでございました。
　ところで資金スポンサーであり、大会終了間際にそれらしき振
る舞いをすることが例年鷹城の役割りでございますが、今大会
に赤ジャンパーを着用し出席したメンバーで私以外の者が「来年
は鷹城と少年サッカー優勝チームで戦うか！？」とお戯れを述べ
たところ、聴き入った様子の大会役員が若干数居ました。ひょっ
とですが、来年、我々はサッカーボールを追っかけ回さなければ
ならないかもしれません。『来年のことを言えば鬼が笑う』と申
しますが、来年はぜひ、皆さんも参加されて、熱い少年サッカー
を子どもたちと共に楽しみましょう。

─ L細川　拓史 ─

　クラブ内で厳正なる審査を行い、決定した最優秀賞・優秀賞・努力賞（3人）の5人に、クラブ表彰として表彰状と記念品
（2000円の図書カード）を授与しました。
　表彰後に6年生の担任の先生から、
　「絵を描くのが大好きな子どもたちにとって、励みになるとても良い機会を与えていただき、ありがとうございました」
と、大変うれしいお言葉をかけていただきました。

平成25年3月7日　一ツ橋小学校校長室にて



新年のご挨拶
会長　田中智洋

2　高知鷹城ライオンズクラブ　２０１３／1・2・3 ２０１３／1・2・3　高知鷹城ライオンズクラブ　3

気合の入ったプレーに思わず見入ってしまいました

A組１位の昭和南海とB組１位の昭和KFC

懇親会で次期会長への引き継ぎもバッチリ！

おめでとうございます！！

表彰状を持って、記念撮影！

第29回高知鷹城ライオンズクラブ杯
少年サッカー龍馬大会 平成25年3月23・24日　

長浜公園球技場にて

平和ポスター クラブ表彰

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆さま方におかれましては、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は、ロンドンオリンピックでの日本勢の活躍、東京スカイツリーの開業、山中教授のノーベ
ル医学・生理学賞受賞等、明るい話題もありましたが、政治、経済、外交すべてにおいて停滞感の強い１年でした。政権
も変わり、今年こそは希望の持てる安定した明るい年になってほしいものです。
　さて、私ども高知鷹城ライオンズクラブは筒井前会長はじめ、先輩諸氏のご尽力や退会者の後任推薦等もあり、この１
年間ですばらしい仲間が７名加わりました。今期は、クラブの活性化が非常に問われる期であると認識して、「奉仕の喜
びに、感謝の気持ちでウイサーブ」と少しだけでも思っていただけるよう鋭意努力中であります。皆さま方のご協力により
“肩の凝らない、楽しく充実したクラブ運営をめざして”あと半期頑張ってまいりますので、倍旧のご指導、ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
　今年が会員の皆さま方にとりまして、健康で幸多き年になりますよう、ご祈念致しております。

　“高知鷹城ライオンズクラブ杯”と改名
されて幾年か経ちました。この鷹城杯龍馬
大会は29回目を数える伝統あるサッカー
大会で、四国のほか海を渡って来られる
チームもあり、県内有数の選抜チーム及び
県外チームが２日間にわたり熱戦を行う少
年サッカー大会です。
　約30年の伝統ですから参加選手の親が
元大会参加者であることも珍しくなく、勢
い初日懇親会における資金獲得のロビー
活動は激しいものとなり、私の鷹城での立
ち位置を知らない父母らから受ける過剰
接待は、大変心地よいものでございました。
　ところで資金スポンサーであり、大会終了間際にそれらしき振
る舞いをすることが例年鷹城の役割りでございますが、今大会
に赤ジャンパーを着用し出席したメンバーで私以外の者が「来年
は鷹城と少年サッカー優勝チームで戦うか！？」とお戯れを述べ
たところ、聴き入った様子の大会役員が若干数居ました。ひょっ
とですが、来年、我々はサッカーボールを追っかけ回さなければ
ならないかもしれません。『来年のことを言えば鬼が笑う』と申
しますが、来年はぜひ、皆さんも参加されて、熱い少年サッカー
を子どもたちと共に楽しみましょう。

─ L細川　拓史 ─

　クラブ内で厳正なる審査を行い、決定した最優秀賞・優秀賞・努力賞（3人）の5人に、クラブ表彰として表彰状と記念品
（2000円の図書カード）を授与しました。
　表彰後に6年生の担任の先生から、
　「絵を描くのが大好きな子どもたちにとって、励みになるとても良い機会を与えていただき、ありがとうございました」
と、大変うれしいお言葉をかけていただきました。

平成25年3月7日　一ツ橋小学校校長室にて



4　高知鷹城ライオンズクラブ　２０１３／1・2・3 ２０１３／1・2・3　高知鷹城ライオンズクラブ　5

平成25年1月10日　城西館にて

新年例会
平成25年1月10日　城西館にて

新年例会

会員スピーチ・L村上
「ゴルフで観る人間性」 

まずは出品者から品物の説明を…

お買い上げありがとうございました。

平成25年2月7日　三翠園にて

賀寿例会

今年も行われました新年会恒例のクラブ内オークション。
皆さん、思い思いの品物を持ち寄っていただきました。
この日の最高落札価格となったのは、L海老塚が落札した
L西森画伯の絵画でした。

　Ｌ村上に「ゴルフで観る人間性」というテーマでお話をいただきました。
　ゴルフに対しては愛好家・競技志向・お付き合いなど人それぞれに考え方が違うもの
で、また各自の個性が表れ人間観察という意味でも大変おもしろいということでした。
私自身、これほど奥深く一つ一つに意味があるとは、思いもよらない刺激を受けました。
　今後の第一打“よしよし”or“やまった”から第一打“ニコニコ”に変わっていく自分の
姿が見えてきます。
　各自目的はさまざまですが、４人のチームプレーであり、コース上の他人に常に気を
配るということが基本だと改めて自覚しました。
　ENJOYゴルフ・ENJOY正蓮寺

─ L南　宏道 ─

お餅つきも盛大に行われました。

白いかっぽう着は計画委員長のこだわりです。お餅丸めもおてのもの♪

代表してL古谷よりご挨拶をいただきました。

第1279回例会
平成25年1月24日　三翠園にて

賀寿を迎えられた方々
【米寿】L藤本幾雄様
　　　  L 古谷俊夫様
【喜寿】L西尾壽秋様
【古希】L菅眞一様
　　　  L 成岡巌様
【還暦】L松村幸生様
　　　  L 妙中幸一様
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市内LC合同チャリティセール
平成25年1月20日　10：00より　高知大丸前にて

市内LC合同献血 平成25年3月27日（水）　中央公園にて

　販売開始30分前には高知大丸前は黒山の人だかり…今年も大勢の人に集まっていただきました。
　ワゴンいっぱいにあった品物も11時すぎには完売し、大盛況のうちに終了することができました。
　売上金の20％をそれぞれLC献眼特別委員会とLC骨髄バンク特別委員会へ拠出致しました。

　雨のせいか、まったく人通りのない中央公園でしたが、ライオン自らの献血奉仕や、L内田、L三浦、L村上のお声がけの
おかげで、22名の方に400ｍｌ献血をしていただきました。

　去る２月２７日にご逝去されましたL土居通則氏のご功績を称え、謹んで哀悼の意を表し
たいと思います。
　L土居通則氏は、公共的な職務を果たし成績を挙げられた人に与えられる「瑞宝双光章」
を平成２３年１０月に叙勲されました。当クラブの例会にもご披露いただき、奥様（幸子様）
にお祝いを申し上げたのがついこの間のように思い出されます。
　高知鷹城ライオンズクラブには、１９９６年のご入会でしたが、その前に佐川越知ライオンズクラブに在籍され、１９８０
年にご入会、１９８８年～８９年には会長、１９９５年～９６年には４Ｒ（現６Ｒ）のゾーンチェアパーソン（当時はチェア
マン）を務められました。ＭＪＦには４回寄付をされ（内３回は当クラブにて）、ライオンズクラブにも多大なご功績を残
された方です。
　私の１０年前の入会当時からニコニコ笑顔で見守っていただいていた心の優しい方でした。当クラブにとりましても、大
きな道標を失った思いが致しております。
　現会員でもあります、奥様にお悔みを申し上げますとともに、こころよりご冥福をお祈りいたします。

　前職の明神絹さんに替わり、昨年の１２月より事務局を務めさせていただいております。　
　約１カ月間の引き継ぎ後の交替でしたが、ライオンズの世界は奥深く、十分な理解ができないまま、職務に就かせても
らっております。そのため、会員の皆様方にはご迷惑をおかけしていることと思います。一日も早く皆様のお役に立てる
ように頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。

土居通則氏を偲んで
第53代会長　田 中 智 洋

L西森が
ライオンズクラブ国際会長
メンバーシップキー賞を
受賞されました

L筒井が
ライオンズクラブ国際会長より
会員増強賞を受賞されました

新事務局のあいさつ

腕の包帯は献血の証！

一日、こんな感じでした…

刈谷乃理子

住宅，工場，ビル等の電気設備設計施工管理
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２０１３年 1・2・3月合併号

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」

2013

2013年1月～3月　事業・行事報告

努力賞　森脇  えまさん

努力賞　渡辺 麻友香さん

努力賞　廣井 麻那さん

優秀賞　竹崎 明日歩さん

準優秀賞　安藤 康二朗さん
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２月

３月

５日

７日
１０日

２０日

２４日

２日

７日

２１日

２２日

２４日

２８日

２日

３日

４日
７日
７日
１６日
２１日
２３日
２４日

２７日

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 備考

土

月
木

日

木

土

木

木

金

日

木

土

日

月
木
木
土
木
土
日

水

高知城追手門周辺清掃

市内会長幹事会
第１２７８回新年例会

チャリティセール

第１２７９回例会

高知城追手門周辺清掃

第１２８０回賀寿例会
第１２８１回例会

第4回計画委員会

土佐香南LC35周年記念ゴルフ

土佐香南LC35周年記念式典

指名委員会

高知城追手門周辺清掃

高知東LC３０周年記念式典

市内会長幹事会
平和ポスター　クラブ表彰
第１２８２回例会
LCIFセミナー
第１２８３回例会
第２９回高知鷹城ライオンズクラブ杯
　　　少年サッカー龍馬大会

7R-1Z合同献血

高知城

ホテル日航高知旭ロイヤル
城西館

高知大丸前

三翠園

高知城

三翠園
三翠園

ザ クラウンパレス新阪急高知
マンダリンコート

Kochi黒潮カントリークラブ

弁天座～一寿司会館

高知サンライズホテル

高知城

ホテル日航高知旭ロイヤル

ホテルおおりや
一ツ橋小学校
三翠園
高知会館
三翠園

長浜公園球技場

中央公園

参加　L成岡　L西尾　L中屋　L松村　L田中（智）
L植田（登）　L三浦　L藤井　L村上　L島本
出席　L田中（智）　L植田（登）
出席メンバー　２９名

参加　L西森　L菅　L伊東　L弘内　L坂本
L松村　L田中（智）　L土居　L植田（登）
L南　L三浦　L福島　L藤井

出席メンバー　２５名
参加　L西尾　L中屋　L松村　L田中（智） L細川
L筒井　L山中　L三浦　L福島　L島本
出席メンバー　３２名
出席メンバー　２３名

出席　L松村　L田中（智）　L山中　L植田（登）
L田中（良） L藤井　L村上　L甲藤　L島本
L妙中

参加　L菅　L成岡　L松村　L三浦
出席　L濱田　L菅　L弘内　L坂本　L松村
L田中（智） L筒井　L植田（登）　L三浦　L島本

出席　L菅　L弘内　L海老塚　L坂本　L成岡
L松村　L田中（智）　L細川　L筒井　L植田（登）
L佐々木　L三浦

参加　L成岡　L中屋　L松村　L田中（智） L筒井
L川添　L村上　

出席　L濱田　L菅　L弘内　L坂本　L松村
L田中（智）　L細川　L筒井　L植田（登）
L上村　L三浦　L藤井　L島本

出席　L田中（智）　L植田（登）
出席　L田中（智）　L細川
出席　メンバー２９名
出席　L菅　Ｌ筒井　L三浦　L福島　L藤井
出席メンバー　２２名
出席　L海老塚　L田中（智） L細川　L三浦
L福島

参加　L菅　L海老塚　L内田　L田中（智）
L植田（登）　L三浦　L福島　L村上

高知鷹城ライオンズクラブ
平成25年5月23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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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

1・2・3

平和ポスター
クラブ表彰決定！

平成25年1月5日（土） 平成25年2月2日（土） 平成25年3月2日（土）

高知城追手門周辺清掃


