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　途中、大嵐あり、
凪ぎあり、今年は特に
寄港先が多く船内で
の奉仕活動に専念できなかった感があります。し
かし、新たに３名のすばらしい乗組員にも乗船い
ただき、総じていい航海だったと思っています。
　植田幹事、鳴瀧会計、田中（良）ＬＴ、南ＴＴ、
はじめとする役員、理事の方々の惜しみないご
協力、そして松村計画委員長の機を見た航海中
の盛り上げ、新たにお迎えできました事務局刈
谷さんの大嵐を凪ぎにしていただいた人間力
等々すべてに改めて感謝。
　最後に、伝統ある高知鷹城ＬＣの益々の活性
化を次期細川丸に託し、無事の帰港を祈念しつ
つ、私の会長退任の挨拶とさせていただきます。
　１年間のご理解、ご協力本当にありがとうご
ざいました。

　「会長職を終えて」の一筆をとの依頼があり、
１年間を振り返って、会員の皆様方全員へのご
協力に感謝の気持ちを込めまして投稿させてい
ただきます。　
　昨年の７月５日の新旧役員交替会にて、「力強
さは、使命感を持つところから生まれる」とい
う松下幸之助氏の言葉を引用させていただき、
「奉仕の喜びに　感謝の気持ちでＷＥ SERVE」
とスローガンを掲げて、筒井丸より新たに 6 名
の優秀な乗組員を乗せていただき、華々しく？
出航させていただきました。そして６月３０日無
事に帰港してまいりました。
　順風満帆の航海はあり得ないと思いながら、
又高知鷹城丸の船長は、甘いものではないと
知っておりながら、お引き受けした以上、座礁
することなく、無事に帰港し「誰一人として下船
者を出さない」という信念で務めてまいりました。

退任のご挨拶
田中  智洋（2012-2013 会長）

　皆さま方には温か
いご支援をいただき、
役をなんとか無事終え
ることができました。これもメンバーの皆さまの
ご協力の賜物と感謝いたしております。今後とも
ご指導の程よろしくお願い申し上げまして、退
任の挨拶とさせていただきます。
　本当にありがとうございました。

　田中智洋会長のもと幹事という大役を仰せつ
かり、もう 1 年が経ちました。この 1 年間、い
つも楽しくしなくては・・・との思いを持ってお
りましたが、なかなか思うようにはいかず、皆様
にご迷惑のかけっぱなしでした。いまごろになっ
てライオンズクラブというものが判ってきたような
気がします。メンバー一人一人の協力があればこ
そ活動ができるのだとつくづく思いました。

退任のご挨拶
植田登代人（2012-2013 幹事）

   藤 田　剛 志

仕事
　有）トーゴー　代表取締役
　
私の健康法
　たくさん、水を取っています。
　
座右の銘、好きな言葉
　『不屈の精神』
　
大切にしているもの、又は宝物
　家族です。
　
好きな本、影響を受けた本
　「原因」と「結果」の法則

新

会

員

紹

介

   伊与木　増 喜

仕事
　医）いよき会　伊与木クリニック　理事長
　
私の健康法
　毎朝、診療所のリハビリ室で約30分軽いランニング・ストレッチを行い、その後で
冷水のシャワーを浴びることです。それとポカポカ温泉です。

　
座右の銘、好きな言葉
　座右の銘は特にありません。好きな言葉は『継続』です。
　
大切にしているもの、又は宝物
　物質的にはこれといったものはありません。
　「好奇心」、「家族や周りの人々」が宝です。
　
好きな本、影響を受けた本
　村上春樹の本は好きです。
　異邦人（カミュ）は若いときに衝撃的でした。
最近読み返しましたが、今でもインパクトが
あります。

〒781-8125　高知市五台山357
TEL 088-882-3085　FAX 088-884-9893

五台山　竹林寺
四国第三十一番霊場・知恵の文殊尊

〒780-8019 高知市北竹島町363番地
TEL 088-833-0369（代） FAX 088-833-0717
E-mail: hikari@hikaritec.co.jp
ホームページ: http://www.hikaritec.co.jp/

代表取締役社長　弘内　喜代志



2　高知鷹城ライオンズクラブ　２０１３／4・5・6 ２０１３／4・5・6　高知鷹城ライオンズクラブ　3

　途中、大嵐あり、
凪ぎあり、今年は特に
寄港先が多く船内で
の奉仕活動に専念できなかった感があります。し
かし、新たに３名のすばらしい乗組員にも乗船い
ただき、総じていい航海だったと思っています。
　植田幹事、鳴瀧会計、田中（良）ＬＴ、南ＴＴ、
はじめとする役員、理事の方々の惜しみないご
協力、そして松村計画委員長の機を見た航海中
の盛り上げ、新たにお迎えできました事務局刈
谷さんの大嵐を凪ぎにしていただいた人間力
等々すべてに改めて感謝。
　最後に、伝統ある高知鷹城ＬＣの益々の活性
化を次期細川丸に託し、無事の帰港を祈念しつ
つ、私の会長退任の挨拶とさせていただきます。
　１年間のご理解、ご協力本当にありがとうご
ざいました。

　「会長職を終えて」の一筆をとの依頼があり、
１年間を振り返って、会員の皆様方全員へのご
協力に感謝の気持ちを込めまして投稿させてい
ただきます。　
　昨年の７月５日の新旧役員交替会にて、「力強
さは、使命感を持つところから生まれる」とい
う松下幸之助氏の言葉を引用させていただき、
「奉仕の喜びに　感謝の気持ちでＷＥ SERVE」
とスローガンを掲げて、筒井丸より新たに 6 名
の優秀な乗組員を乗せていただき、華々しく？
出航させていただきました。そして６月３０日無
事に帰港してまいりました。
　順風満帆の航海はあり得ないと思いながら、
又高知鷹城丸の船長は、甘いものではないと
知っておりながら、お引き受けした以上、座礁
することなく、無事に帰港し「誰一人として下船
者を出さない」という信念で務めてまいりました。

退任のご挨拶
田中  智洋（2012-2013 会長）

　皆さま方には温か
いご支援をいただき、
役をなんとか無事終え
ることができました。これもメンバーの皆さまの
ご協力の賜物と感謝いたしております。今後とも
ご指導の程よろしくお願い申し上げまして、退
任の挨拶とさせていただきます。
　本当にありがとうございました。

　田中智洋会長のもと幹事という大役を仰せつ
かり、もう 1 年が経ちました。この 1 年間、い
つも楽しくしなくては・・・との思いを持ってお
りましたが、なかなか思うようにはいかず、皆様
にご迷惑のかけっぱなしでした。いまごろになっ
てライオンズクラブというものが判ってきたような
気がします。メンバー一人一人の協力があればこ
そ活動ができるのだとつくづく思いました。

退任のご挨拶
植田登代人（2012-2013 幹事）

   藤 田　剛 志

仕事
　有）トーゴー　代表取締役
　
私の健康法
　たくさん、水を取っています。
　
座右の銘、好きな言葉
　『不屈の精神』
　
大切にしているもの、又は宝物
　家族です。
　
好きな本、影響を受けた本
　「原因」と「結果」の法則

新

会

員

紹

介

   伊与木　増 喜

仕事
　医）いよき会　伊与木クリニック　理事長
　
私の健康法
　毎朝、診療所のリハビリ室で約30分軽いランニング・ストレッチを行い、その後で
冷水のシャワーを浴びることです。それとポカポカ温泉です。
　
座右の銘、好きな言葉
　座右の銘は特にありません。好きな言葉は『継続』です。
　
大切にしているもの、又は宝物
　物質的にはこれといったものはありません。
　「好奇心」、「家族や周りの人々」が宝です。
　
好きな本、影響を受けた本
　村上春樹の本は好きです。
　異邦人（カミュ）は若いときに衝撃的でした。
最近読み返しましたが、今でもインパクトが
あります。

〒781-8125　高知市五台山357
TEL 088-882-3085　FAX 088-884-9893

五台山　竹林寺
四国第三十一番霊場・知恵の文殊尊

〒780-8019 高知市北竹島町363番地
TEL 088-833-0369（代） FAX 088-833-0717
E-mail: hikari@hikaritec.co.jp
ホームページ: http://www.hikaritec.co.jp/

代表取締役社長　弘内　喜代志



4　高知鷹城ライオンズクラブ　２０１３／4・5・6 ２０１３／4・5・6　高知鷹城ライオンズクラブ　5

会員スピーチ　L山中（潮江天満宮神職）
「天満宮と菅原道真公について」 

　６月６日第１２８８回例会でのL山中のスピーチで、伊弉諾尊、伊弉冉尊の御子神である
天照皇大御神や、瓊瓊杵尊の天孫降臨の話など神代の話は、私が小学校時代に（約７０
年前）修身という学科が学んだか、絵本で見たのか定かではないが、大変興味深く拝聴
させていただきました。多くの県民市民に親しまれ尊ばれて参拝者の多い潮江天満宮は
菅原の道真公のご長男高見朝臣が土佐の国に貶せられ、道真公が薨去された後、そのご
遺物を霊璽として祀ったのが由来であると承りました。
　私はよく天満宮に参拝しますが、二月上旬から三月にかけて境内の梅はみごとな香
りと美しさが楽しみです。またずいぶん以前に大宰府に参ったことがありますが、神社
のご尊厳と立派な境内の梅の香に思わず

“こちふかば にほひおこせる梅の花 あるじなしとて春な忘れそ”
と口ずさんだことでした。山中さんスピーチ有難うございました。　　

 ‐L西森　正忠-

　今年も鏡の平家の滝で行う予定の花見例会でしたが、暴風雨との天気予報に急遽予定を変更して、西条のアサヒビー
ル園へ。小１時間程工場を見学した後は、ジンギスカンを食べながら、出来立ての美味しいビールを楽しみました。その
後今治のタオル美術館を見学して、帰高しました。

　照明を消して、一人ひとりがルミカライトを持って迎えるなか、新入会員入場。
厳かな雰囲気のなか、新会員入会式が行われました。

例会後は恒例のビアガーデンにて懇親会・・・ですが、今年は雨のためテラスで行われました。
幸い風はありませんでしたが、時折轟く雷鳴にざわめきながらも、お酒と料理を楽しみました。

第1288回例会　平成25年6月6日　三翠園にて 

7R-1ZC L菅 眞一
IT特別委員長 L弘内 喜代志
キャビネット副幹事 L坂本 幸繁
地区年次大会副委員長 L筒井 継男
地区年次大会記念ゴルフ部会長 L成岡 巌
ライオンテーマー L田中 良岳
テールツイスター・会報委員長 L南 宏道
計画委員長 L松村 幸生

花見例会 平成25年4月6日 入会式 平成25年5月23日　三翠園にて

激励・慰労会 平成25年6月20日　三翠園にて

◆感謝状授与

ドネーション賞
 ゴールド L島本 政明、L三浦 偉久郎
 シルバー L中屋 久長、L中岡 次江

例会出席賞
 ゴールド L日比野 昭三、
  L松村 幸生、
  L長野 玲子
 シルバー L甲藤 典夫、
  L坂本 幸繁

清掃精勤賞
 ゴールド L中屋 久長、L松村 幸生
 シルバー L川添 良宏、L三浦 偉久郎、L藤井 哲二

◆会長アワード授与

いざなぎのみこと

あまてらすめおおみかみ ににぎのみこと

たか  み   あそん へい こうきょ

いざなみのみこと み  こ  がみ
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第1288回例会　平成25年6月6日　三翠園にて 

7R-1ZC L菅 眞一
IT特別委員長 L弘内 喜代志
キャビネット副幹事 L坂本 幸繁
地区年次大会副委員長 L筒井 継男
地区年次大会記念ゴルフ部会長 L成岡 巌
ライオンテーマー L田中 良岳
テールツイスター・会報委員長 L南 宏道
計画委員長 L松村 幸生

花見例会 平成25年4月6日 入会式 平成25年5月23日　三翠園にて

激励・慰労会 平成25年6月20日　三翠園にて

◆感謝状授与

ドネーション賞
 ゴールド L島本 政明、L三浦 偉久郎
 シルバー L中屋 久長、L中岡 次江

例会出席賞
 ゴールド L日比野 昭三、
  L松村 幸生、
  L長野 玲子
 シルバー L甲藤 典夫、
  L坂本 幸繁

清掃精勤賞
 ゴールド L中屋 久長、L松村 幸生
 シルバー L川添 良宏、L三浦 偉久郎、L藤井 哲二

◆会長アワード授与

いざなぎのみこと

あまてらすめおおみかみ ににぎのみこと

たか  み   あそん へい こうきょ

いざなみのみこと み  こ  がみ
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第59回地区年次大会第59回地区年次大会第59回地区年次大会
記念ゴルフ大会 平成25年4月13日（土）　　　

高知ゴルフ倶楽部、土佐カントリークラブ

国道一斉清掃 平成25年4月7日　サニーマート土佐道路店

代議員総会・分科会・記念式典

ガバナーズアワード

平成25年4月14日（日）

L中屋　旭日小綬章叙勲

▲高知ゴルフ倶楽部

　　　　　　　　　▼土佐カントリークラブ
おもてなしの心、道路でお出迎え

　この日は朝5時33分ごろ淡路島付近を震源とした地震（最大震度6弱、マ
グニチュード6）が起こったため、大会の開催が心配されましたが、道路等に
も大きな影響がなかったので、無事開催することができました。
　朝早くから集まっていただいた方、寒い中道路で出迎えてくださった方な
ど、皆様お疲れ様でした。

　この日は前日の大雨と打って変わって、すっ
きり晴れた朝でした。
　清々しく活動ができるかと思えば、落ちて
いるゴミも吹き飛んでしまいそうな強風。しか
も寒い・・・
　そんな強風と格闘しながら、たくさんのゴミ
を集めることができました。
　お疲れ様でした。

　L中屋久長氏が平成25年春の
叙勲で『旭日小綬章』を叙勲され
ました。
　6月20日の例会では、勲章を
お披露目していただきました。
　叙勲おめでとうございます！

ガバナーズアワード
　●会員増強賞　金賞
　●200％例会開催優秀賞　銀賞
　●他クラブ例会訪問優秀賞　銀賞
　●IT特別賞　努力賞
をいただきました。

各 種 鋼 板 工 事

株式会社  建板センター
代表取締役　成 岡  巌

〒780-8027　高知県高知市高見町 237-13
TEL（088）831-6162　FAX（088）831-6585

佐々木税理士事務所

税 理 士

佐々木　敏 雄
Toshio Sasaki

〒781-0245　高知市長浜蒔絵台1丁目26-2
TEL（088）805-2266　FAX（088）805-2267
E-mail　sasaki-tax-office@fork.ocn.ne.jp

事務所

■診療科目　内科、皮膚科
循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、神経内科、
整形外科、腎臓内科（人工透析）、放射線診断科、リハビリテーション科、
リウマチ科、美容皮膚科（予約制）

　通所リハビリテーションうらら　併設　TEL088-848-0037

事務長

甲 藤 典 夫
Norio Katto

〒781-0270　高知市長浜4823番地
TEL088-841-2327　FAX088-837-2112
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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」
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高知城追手門周辺清掃

第１２８４回花見例会

新会員オリエンテーション

国道一斉清掃

須崎LC結成５０周年記念式典
高知りょうまLC１５周年記念式典
第１２８５回例会
第59回336-A地区年次大会記念
ゴルフ大会
第59回336-A地区年次大会
第３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

高知城追手門周辺清掃

第１２８６回例会
四万十LC結成50周年記念式典

会長幹事会

室戸LCながれこ例会訪問

第１２８７回例会
次期LT・TT・計画委員長スクール
第59回336複合地区年次大会

高知城追手門周辺清掃

高知とさみずきLC結成10周年記念例会
第１２８８回例会
クラブ三役オリエンテーション
LC献眼・骨髄バンク特別委員会
第１２８９回例会

次期５委員長スクール

高知城

西条アサヒビール園etc

高知プリンスホテル

サニーマート土佐道路店

須崎市立市民文化会館
ザ クラウンパレスホテル新阪急
三翠園
高知ゴルフ倶楽部、
土佐カントリークラブ
高知県民文化ホール

ドリーマーベイシャトー

高知城

三翠園
新ロイヤルホテル四万十

ホテル南水

ニューサンパレス室戸

三翠園
高知プリンスホテル
広島国際会議場

高知城

ホテル日航高知旭ロイヤル
三翠園
高松国際ホテル
ホテル日航高知旭ロイヤル
三翠園

高知プリンスホテル

参加　L弘内　L坂本　L松村　L田中（智）　
L長野　L三浦　L藤井　L村上　L島本　L妙中
出席　L弘内　L坂本　L松村　L田中（智）　
L長野　L三浦　L藤井　L村上　L島本　L妙中
出席　L濱田　ZC菅
参加　L弘内　L坂本　L成岡　L中屋　L松村　
L田中（智）　L細川　L三浦　L川添　L藤井
出席　L細川　L長野　L鳴瀧　L藤井
出席　１３名
出席メンバー　３１名

参加メンバー　１５名

参加メンバー　３５名

出席　ZC菅　L田中（智）　L植田（登）　L坂本

参加　L成岡　L中屋　L松村　L田中（智）　
L川添　L福島　L藤井　L島本
出席メンバー　２４名
出席　L弘内　L三浦
出席　L田中（智）　L植田（登）　
L細川　L田中（良）
出席　L松村　L田中（智）　L細川　L筒井　L長野　
L南　L三浦　L鳴瀧　L福島　L藤井
出席メンバー　２９名
出席　L海老塚　L松村　L大塚（代）
参加　L濱田　L弘内　ZC菅　L細川
参加　L成岡　L中屋　L田中（智）　L三浦　
L福島　L島本　
出席　L濱田　L田中（智）　L細川　L筒井　L島本
出席メンバー　２９名
出席　L細川　L田中（良）　L中屋
出席　ZC菅
出席メンバー　３２名
参加　L濱田　L弘内　L中岡　L細川　
L長野　L福島
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高知鷹城ライオンズクラブ
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4・5・6
平成25年4月6日（土） 平成25年5月4日（土） 平成25年6月1日（土）

高知城追手門周辺清掃

北海道親睦旅行　 平成25年6月14日～ 6月16日


