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ライオンズクラブ国際協会　バリーJ・パーマー会長

「夢を追いかけよう」

336-A 地区　松前龍宗ガバナースローガン

「ときめく明日へ We Serve」　キーワード「真価発揮」

高知鷹城ライオンズクラブ　細川拓史会長スローガン

「和と仁　WE SERVE」 We Serve

1月9日城西館にて 新年例会　書き初めをバックに出席者全員で
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　あけましておめでとうございます。新年の挨拶申し上げ

ます。2014 年の干支は「甲午」（きのえ・うま）でして、

注釈書によりますと、干支は「十干」と「十二支」から

構成される暦法のところ、干支は「幹枝」を表し、「幹」

が本体で「枝」は枝葉だそうで、前回の昭和 29 年以来

60 年（10と12 の最小公倍数）ぶりの甲午だそうです。

甲午年。諸説ありますが、「甲」は兜や鎧を意味し、殻

を脱ぎ新たな芽が出る年で、革新・始まりを意味し、「午」

は火を表したもので勢いがあり、激しく動くことを指すそ

うです。

　鷹城ライオンズクラブは今年 55周年を迎えます。我々

は、ライオンズクラブ組織一員として、「鷹城ライオンズク

ラブ」の誇りある伝統を活か

した、会員一丸のアクティビ

ティをしようとの雰囲気にな

りつつあります。他クラブも

きっと期待していることと思

います。甲午の年、年初から鷹城ライオンズクラブ 55周

年成功に向け、市民の皆さまに受け入れられる良い施策

を行うため、幹事の協力を得て会長職を務め上げます。

残り半期ですが、会員の皆さまには闊達な意見を求めま

すので、是々非々でお願い申し上げます。「和と仁」の心

をもって・・・ウイサーブ。

新年の挨拶	 会長　L細川	拓史

防災危機管理展2013協賛 11月 7日例会にてKOCHI 防災危機管理展の実行委員
の吉村哲也様と伊藤美沙子様にお越しいただき、高知ぢ
ばさんセンターで行われるKOCHI 防災危機管理展につ
いてお話をしていただき、当クラブも協賛しました。
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L筒井　アドバンスメントキー賞受賞 2012-2013年度クラブ優秀賞受賞

55周年へ向けて —55周年準備委員会
平成25年11月28日（木）　三翠園にて

高知鷹城 LCは次年度、結成５５周年を迎えます。
その５５周年に向けての準備委員会が行われました。

会長 L佐々木
実行委員長 L菅

副実行委員長 L大塚

部会区分 部会長 副部会長

記念事業 
（アクティビティ） L細川

L田中（智）
L田中（良）

記念式典総務
並びに会場 L成岡 L松村

財務 L藤井 L川添

祝宴アトラクション L筒井
L鳴瀧
L島本

記念会報 L南 L弘内
記念ゴルフ L村上 L福島

姉妹クラブ交流 L海老塚 L西森

結成55周年実行委員会編成表

伝 事達 項

高知・大丸
電話（088）822-5111

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

“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.（般̶21）第 8128 号（機械器具設置工事業）

伸綱商会有限会社

高知・大丸
電話（088）822-5111

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

“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.（般̶21）第 8128 号（機械器具設置工事業）

伸綱商会有限会社
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おしゃれ例会
平成25年12月19日（木）
高知サンライズホテルにて

細川会長の強い要望により、計画されたおしゃれ例会。
鷹城 LC 初めての試みに、成功するかどうか不安があり

ちくわ？いえいえ、お寺の釣鐘（右）と
鐘つき棒（橦木～しゅもく～）だそうです。

女装の L 西森と L 菅。「奥さんにそっくり…」 
という声があちこちで上がりました。

『月に代わって、
おしおきよ～！』

ほぼ満場一致で L 中岡が
見事１位に輝きました。

ました。ところが、蓋を開けてみると・・・出席者の約
半数が仮装に参加してくださいました。
まずは、前座として、幹事と計画委員長による仮装漫談
にてショーが開幕すると、思い思いの仮装に身を包んだ
L達がヴァン・ヘイレンの曲に合わせて、会場を所狭しと
ウォーキング。
会場の拍手の数で、1位～3位を決めました。
歓声と笑い声に包まれたこの例会は、鷹城 LCの名物例
会となるかも？しれません・・・
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2014 年、今年最初の例会です。
例年この新年例会では、クラブ内オークションを行って
いますが、今年はお休みして・・・
年明けらしく、書き初めと福笑いをしました。
筆を持つのは十何年振りとの声も聞こえるなか、皆さん
サラッと書かれていました。
伝統行事が少しずつ忘れ去られている昨今、こういう例
会も良いものですね。

新年例会
平成26年1月9日（木）　城西館にて

会場入りした順に今年の決意・思い
を込めた文字を書いてもらいました。

それを一面に張り、書いた言葉の意味・真意をそれぞれ発表してもら
いました。

細川会長が書かれたのは、もちろん今年の鷹城 LC スロー
ガンにも入っている「仁」です。

今年年男の L 田中（智）はおかめの
福笑いに、第一副会長の L 佐々木
がひょっとこの福笑いにチャレンジ。
お二人とも上手にできていました。

最後は、L 西森のローアで。
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国道一斉清掃
平成25年11月3日（日）　土佐道路河ノ瀬交差点周辺

高知鷹城ライオンズクラブ杯ペタンク大会
平成25年11月10日（日）　高知市下水処理場グラウンドにて

高知県下LC親睦ボウリング大会
平成25年11月10日（日）　葛島ボウルにて

この日は朝から雨・・・それも結構強く降っている・・・
これは中止かと思われましたが、晴雨関係なしにやると
のこと。絶え間なく降る雨の中、傘をさしながら開会式
と始球式を行いました。
しかし、第一試合が始まってしばらく経つと次第に雨が
小降りになり、第２試合が始まる頃には、すっかり雨が上
がっていました。
最後の決勝戦は、２チームの実力が拮抗しているのか、
１時間を超える試合となりました。その長丁場を制した
のは「どんと恋」チーム。優勝おめでとうございます。

昨年、個人成績で優勝した L 福島、満を持して今年も参加しまし
たが、残念ながら連覇となりませんでした。お疲れ様でした。

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
〒780-8010  高知市桟橋通3丁目1-24 （水道局向かい）

営業時間／平日9：00～18：00　土曜9：00～12：00（日祭休業）

TEL：088－831－9451
FAX：088－831－2130

一般旅行代理業運輸大臣登録 第1479号　国内旅行業高知県知事登録 第3-24号

a l b a
上 村  亜 弓
k a m i m u r a  a y u m i

［アルバ］高知市追手筋1丁目8-4プランタンパートII 1F 〒780-0842

Phone . 0 8 8 - 8 2 3 - 3 6 0 0
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チャリティーセール
平成25年1月19日（日）　高知大丸前にて

高知市内LCゾーン別合同献血
平成25年11月12日（火）　中央公園にて

今年は例年より品物が少なくて売上が心配されましたが、なん
とか全ての商品売り切ることができ、49,300 円の売上をあげる
ことができました。
この売上金の 20％、9,860 円をそれぞれLC献眼特別委員会と
LC骨髄バンク特別委員会へ拠出します。
ご協力ありがとうございました。

　今期の冬は特に寒く、体調管理も大変ですね。
　さて、献血についての寄稿依頼がありましたので、一言書かせていただ
きます。
　私も若い頃から、「毎日元気に過ごさせてもらっているお返しに、何か
世の中に少しでも役立つことはないか」との思いから、献血をさせていた
だいております。我々 LC のアクティビティのひとつとして献血活動があ
り、市内の LC が高知市中央公園で合同献血を実施しております。しか
し、毎回どのクラブも、予定献血者数の獲得に苦慮しているのが現状です。
近年の通行量の減少などが響き、飛び込みでの献血者がほぼいない状況
を思えば、我々 LC メンバーの声掛けが非常に重要となってきます。
　毎日、どこかで献血が行われているのは、採血した血液は約 20 日し
か利用出来ず、日々新鮮な血液供給のための献血が必要となってきます。
もし、この献血が途絶えたら、助かる命も助からなくなり、多くの人命を
失いかねません。目の前に誰かは分かりませんが、それを必要としている
人がいる。そこに手を差し延べる一役を担っているのであれば、クラブと
して目標献血者数達成に向けて取り組むべきではないでしょうか。今、本
当に助けを必要としてそれを待っている人がいる（患者さん家族、医療関
係者等）。また、何時、自分がお世話になるか分からないという事を考えて、
今一度、このことに目を向けては如何でしょうか。

L 村上 定基 左から、L内田、L池、L村上、L菅
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2013 年11月～2014 年1月　事業・行事報告

高知城追手門周辺清掃

平成25年11月2日（土） 平成25年12月7日（土） 平成26年1月11日（土）

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 備考

11月

2日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城
参加　L細川　L植田（康）　L成岡　L西尾
L中屋　L松村　L筒井　L川添　L藤井　L島本

3日 日 国道一斉清掃 土佐道路河ノ瀬交差点
参加　L細川　L成岡　L西尾　L中屋　L松村 
L植田（登）　L川添　L藤井　L伊与木

7日 木 第1298回例会 三翠園 出席メンバー　30名
10日 日 高知県下LC親睦ボウリング大会 葛島ボウル 参加　L西尾　L南　L福島　L藤井
10日 日 高知鷹城LC杯ペタンク大会 高知市下水処理場グラウンド 出席　L細川　L島本　L松﨑
11日 月 会長幹事会 城西館 出席　L細川　L田中（良）
12日 火 市内LCゾーン別合同献血 高知中央公園 参加　L菅　L内田　L池　L村上
14日 木 理事会 三翠園 出席メンバー　13名
16日 土 前期新会員オリエンテーション 高知プリンスホテル 出席　L濱田（講師）
16日 土 薬物乱用防止教育認定講師育成講座 高知県立大学会議室 出席　L佐々木　L長野　L田中（良）
20日 水 高知とさみずきLCチャリティ大バザール サウスブリーズホテル 出席　L福島
21日 木 第1299回例会 三翠園 出席メンバー　24名
22日 金 高知よさこいLCチャリティの夕べ 城西館 出席　L濱田　L西森　L福島

12月

1日 日
第2回諮問委員会及び 
ゾーンレベル会員委員会

高知プリンスホテル 出席　L細川　L中屋　L筒井　L福島

5日 木 第1300回例会 城西館 出席メンバー　24名
7日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 出席　L細川　L植田（康）　L中屋　L藤井　L藤田
14日 土 土佐山田LC結成記念例会・忘年例会 すし正 出席　L細川　L藤井
17日 火 高知LC忘年例会 三翠園 出席　L上村　L川村
17日 火 高知鏡川LC結成記念例会 ドリーマーベイシャトー 出席　L田中（智）　L植田（登）
19日 木 おしゃれ例会（第1301回例会） 高知サンライズホテル 出席メンバー　27名

1月

6日 月 会長幹事会 サウスブリーズホテル 出席　L細川　L田中（良）
9日 木 新年例会（第1302回例会） 城西館 出席メンバー　28名
10日 金 高知南LC新年例会 ホテル南水 出席　L細川　L佐々木
11日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　L成岡　L西尾　L中屋　L村上
11日 土 会員増強セミナー 高松シンボルタワー 出席　L細川
16日 木 理事会 三翠園 出席メンバー　9名

19日 日 チャリティーセール 高知大丸前
参加　L西森　L中屋　L筒井　L土居　L南 
L福島　L藤井　L伊与木

21日 火 土佐香南LC新年例会 一寿司会館 出席　L山中　L田中（良）
21日 火 55周年記念式典実行委員会 鏡水香 出席メンバー　13名
23日 木 第1303回例会 三翠園 出席メンバー　22名
25日 土 リーダーシップ研究会 ホテル日航高知旭ロイヤル 出席　L濱田（講師）　L佐々木　L福島


