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平成 15 年入会の細川です。今期、会長の大役を引き
受けることとなりましたが、会員皆様のご指導、ご支援
なしには務まりません。1 年間どうぞご協力の程よろしく
お願い申し上げます。

さて、ご存知のとおり、ライオンズクラブは世界最大の
奉仕団体であり、高知鷹城ライオンズクラブもその一員と
して社会貢献を果たす責任があります。そして、責任を
果たすには少なからず自己犠牲を伴います。そのような
会員皆様に対し、「ライオンズクラブの、なかでも高知鷹
城ライオンズクラブのメンバーで良かったと思える施策を1
年間行うこと」の責任が、会長にはあります。では、「良
い施策」とは何かについて。それは最終会員同士の相互

理解です。具体的にはクラブ
内の各委員会が「したいこと」

「すべきこと」の情報を積極
的に発信し、議論し、結論を出す。そしてこれが今期会
長スローガン「和と仁ウイサーブ」です。「和」は完全な
相互理解はそもそもないことを前提に、しかし、その違
いを原動力として進む動的調和を言います。「仁」は自己
を変革させる最大の努力を指します。実行できれば、ラ
イオンズクラブ国際協会 336-A 地区松前地区ガバナーの
キーワード「真価発揮」にきっと近づくでしょう。

皆様、1 年間、よろしくお願いいたします。

平成25 年度会計を担当することとなりました中屋です。
平成9年12月入会以来初めて役員をさせていただきます。

改めてライオンズ必携や本年度の三役研修会の資料、
役員必携等々会計に関する項を読みました。クラブ会計
事務の原則は極めてクリーンな仕組みとなっていることに
感心いたしました。

会計は経常会計（一般会計）と特別会計に分け、経
常会計間では相互に流用することを認めないことを原則
とする。特に事業資金はクラブ運営のために支出するこ
とは禁止されている。このことはライオンズクラブの誇り
とするところでもあります。

すべての支出は理事会の
承認を必要とする、等々クラ
ブ会計原則に則って予算の執
行を心がけたいと思っております。いずれにせよ会の運営
基盤は会費、テールツイスター（ドネーション）、クラブ内
部で集金したものであり、その基本は会員数である、会
員増は必至であります。また、定例会への出席（会食収入）
も大きな財源となります。

細川会長のめざす鷹城 LC の方針・目標の実現に会計
として役立つよう努力したいと考えておりますので、会員
の皆様のご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。

会長就任にあたって
L 細川 拓史　（2013 ー 2014　会長）

会計就任にあたって
L 中屋 久長　（2013 ー 2014　会計）

幹事就任にあたって
L 田中 良岳　（2013 ー 2014　幹事）

平成 22 年入会の田中良岳です。
入会してまだ 4 年目という右も左もわからない私が幹

事をお受けするのは恐れ多い事ながら、引き受けた以上、
微力ではございますが、全力をもって 1 年間務め上げる
所存でございますので、諸先輩方には何とぞご指導の程
よろしくお願いいたします。

幹事は会長の女房役とい
う事でございますので、少し
でも会長の助けとなり、会長
スローガンであります『和と仁』を遂行できるように、会
員の皆様と共にクラブを盛り立てていきたいと思っており
ます。何とぞ 1 年間のご協力よろしくお願いいたします。
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高知鷹城ライオンズクラブ　2013～2014年度　役員・委員会構成表 （敬称略）

会　長 細川 拓史 幹　事 田中 良岳

前会長 田中 智洋 会　計 中屋 久長

第一副会長 佐々木 敏雄 ライオンテーマー 藤井 哲二

第二副会長 中屋 久長 テールツイスター 松村 幸生

第三副会長 会員理事 筒井 継男

二年理事

海老塚 和秀

一年理事

植田 登代人
池　一予 鳴瀧　渡
南　宏道 甲藤 典夫
大塚　丈 島本 政明
村上 定基 妙中 幸一

第一副会長：佐々木 敏雄
委員会名 委員長 副委員長 委　員
GMT・GLT・会則・
プロトコール 濱田 利男 筒井 継男 藤本、古谷、溝渕、弘内、

日比野、成岡

計　画 海老塚 和秀 西森 正忠 成岡、内田、上村、川村、 
大塚、鳴瀧、伊与木、藤田

出　席 成岡　巌 長野 玲子 土居

財　務 弘内 喜代志 佐々木 敏雄 大久保、甲藤

第二副会長：中屋 久長
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 福島　明 池　一予 伊東、杉本、植田（登）、村上
青少年・LCIF・地域奉仕 島本 政明 松村 幸生 菅、西尾、中屋、南、藤井
環境保全・保健福祉・アラート 長野 玲子 山中 隆寛 植田（康）、森、川添

第三副会長：
委員会名 委員長 副委員長 委　員
YCE・国際関係 中岡 次江 田中 智洋 大久保、田村、田中（良）、妙中

姉妹クラブ交流委員会 伊東 俊雄 日比野 昭三 役員5役、副会長、理事、
田中（稔）

新会員招請委員会 筒井 継男 島本 政明 海老塚、松村、田中（智）、細川、三浦

監　査 松﨑 源太郎 川添 良宏

7R青少年・LCIF・地域奉仕委員 福島 明

2013年7月末現在 計49名

追悼　L溝渕 宏
宏ちゃんへ
「ダチ、仲間、友

人、グル、親友、友
達、ポン友」・・・宏
ちゃんとの二人の仲
は、何と呼ばれるだ
ろうか？LCへの入
会は3カ月違いで、も
う30数年が過ぎた。
多感な青春時代は、学校は違ったが田舎から
お江戸へ。年齢もあまり違わなかったので、互
いに入会後すぐ知り合った。宏ちゃんに紹介さ

れた柳町は「銀」。今は1人で寂しく通っている。
二人はクラブ25周年では「クラブ慶州」の

韓国美人の舞踊を計画。35周年は前代未聞、
宏ちゃんはホテル三翠園のホールを生きた馬
で入場し、皆をアッ！！と言わせた。そしてキャ
バレー椿、キャバレーリラ、ABCなど古き良
き時代の高知の夜を再現。50周年はおもて
なしの原点？である「土佐のおきゃく」を再現
した。ずいぶんと二人で無茶したね！！

また、ライオンズの目的である国際交流に
則り、韓国354－D地区との交流に10数年
力を注ぎ、共通のハングルの友人が多数でき、
今も交流している。

二人の違いは、宏ちゃんはキリンビール、私
はアサヒ、同じビール党であったが、ほんの少

し名前が違った。2年前から宏ちゃんは“肺が
ん”との戦いに突入したが、残念無念！私も遅
ればせながら8月に“胃がん”の宣告を受け手
術をうけた（奇しくもその日は宏ちゃんの葬
儀の日）。

こんなに似ている二人の仲を人は何と言う
だろうかねー？

宏ちゃん！今、あんたが居るところにライ
オンズが在ったら、宏ちゃんの所属のクラブ
へ入会するので待ちよってね！けんど今、鷹
城LC55周年やら韓国との交流で忙しいので、
ちょっと時間が掛かるのでよろしく！！

追悼
アサヒの濱田からキリンの宏ちゃんへ

（L濱田 利男）
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新旧役員交替会
三翠園　平成25年7月4日（木）

会員スピーチ
L島本「網走刑務所雑感」

第2例会にて　平成25年7月18日（木）

4人のライオンレディが花を添えてくださいました。

354-D地区
の韓国訪日
団の皆様が
出席してくだ
さいました。

今年は、聖園天使園の児童5名を招待して、ゆっく
り花火を鑑賞してもらいました。後日届いたメッセー
ジカード・・・うれしい声が聴けました。

輪投げ・ヨーヨーつり・最後はジャンケン
大会と余興満載で子ども達にも楽しんで
もらえたと思います。

三役による余興は漫談。つっこみ役の会長が「しぇ～！」

6月に親睦旅行として行った北海道で網走刑務所を訪問さ
れたL島本。その際にご自身が視察委員会委員として高知刑
務所に視察に行った
事を思い出されたそ
うです。視察では、
施設状況については
もちろんのこと、警
備や収容者の処遇に
ついても確認し報告
するとのこと。また、
年に1回行われる運
動会のことなどを話
していただき、刑務
所という閉鎖された
空間の日常を垣間見
ることができました。

花火例会
三翠園14階　平成25年8月9日（金）

〒781-5213
香南市野市町東野354番地16（野市中央病院前）
TEL 0887-57-7037　FAX 0887-57-7038
本社　高知市升形1-17（検察庁前）
TEL 088-822-3558　FAX 088-822-3554

代表取締役　中 岡 次 江
（有）中岡不動産

〒780-0971 高知市南万々7番地
 TEL 088-826-6400
 FAX 088-826-6410

司法書士　細川　拓史

匠司法書士事務所
高知支社 高知営業所

〒780-0870　高知市本町4-2-44・9F
TEL （088） 875-5171
FAX （088） 875-5172

池  一 予
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移動例会
竹林寺～レストランアルブル　平成25年9月19日（木）

結成記念例会　城西館　平成25年10月3日（木）

竹林寺境内にて、「笑いヨガ」リーダーとして高知県
内で活動されている及川勝栄さんを講師に迎え、「笑
いヨガ」を体験しまし
た。「笑いヨガ」とは、
笑いの体操とヨガの
腹式呼吸法を組み合
わせたことからそう
呼ばれています。笑う
と酸素がたくさん取り
入れられ、健康と活
力が実感できます。
まずは、握手を
しながら「ハッハッ
ハッ！」、そうして最
初はぎこちなかった
笑顔が、心からの笑
いに・・・。

「笑いヨガ」の後はレストランアルブルでお
食事。夏の暑さで疲れた体をヘルシー料
理でリフレッシュ！心も体も癒やされる至
福のひとときでした。

この日、たまたま帰
省中で隣の会場に
て宴会をされていた
豊ノ島関が顔を出
してくれました。皆
様、九州場所は厚
いご声援を。

最後に撮った集合写真、皆の笑顔が輝いていました。
（最前列真ん中が講師の及川さんです）

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

〒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

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

総勢22名のビジターを迎え、行われた結成記念例会。今年は来年の結
成55周年に向けて、35周年～ 50周年までの記念事業や式典を振り返り、
鷹城スーパープレゼンテーションと題し、発表しました。また、お料理は特

別に高知鷹城LC結成当時（昭
和34年）の宴会料理を再現して
もらいました。

分身の術で無事、100％達成！？

チャーターメンバーの
L藤本に花束贈呈
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七河川一斉清掃
平成25年7月7日（日）

四献運動「あなたの愛を」パレード
平成25年10月19日（土）

ガバナー公式訪問・諮問委員会　平成25年8月25日（日）

ライオンズフォーラム
平成25年9月15日（日）

国道一斉清掃
平成25年8月4日（日）

ありがとうメッセージ
平成25年7月10日（水）

L 中屋叙勲祝賀会
平成25年9月23日（月）
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ちびっ子ハゼつり大会
平成25年10月14日（月）

平和ポスター　平成25年10月17日（木）・30日（水） 10月17日に審査会、10月30日に参加賞を贈呈しました。

秋晴れ三連休の最終日10月14日、59名の子ども達
に補助者を加えた多くの参加者にご応募を頂き、第
7回ちびっ子ハゼつり大会を挙行しました。この日、
開催場所の高知市鏡川河川敷は、鷹城ライオンズメ
ンバーのシンボル・赤ジャンパーが目立たないほど大
勢の親子連れで埋まりました。
ここに企画意図を改めて申しますと、「釣りを通し
て親子の絆を深めること」と「魚の命を頂くことへ感
謝をもって接すること」ですが、参加親子の笑顔を見
れば説明するまでもないことでした。釣り場を準備
し救護体制を整え、後は成り行きに任せる。この企
画のもつ単純な自然さが、「今晩のおかずはハゼだ
ね」「次は家族全員分まで頑張ろうね」等親子の楽し
い想い出に繋がる力になることを改めて感じたことで
す。年々参加者は増え、毎年楽しみにしているリピー

ターも大勢いらっしゃいます。
54年の鷹城ライオンズクラブ
の長い歴史で7年と短い企画で
すが、鷹城ライオンズクラブの
シンボル企画です。来年ぜひ
ご参加を。

（L細川拓史）
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2013 年 7月～10 月　事業・行事報告

高知城追手門周辺清掃

平成25年7月6日（土） 平成25年8月3日（土） 平成25年9月7日（土）

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 備考

7月

4日 木 第1290回新旧役員交替会 三翠園 出席メンバー　38名

6日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　L細川　L三浦　L川添　L福島　L伊与木

7日 日 浦戸湾・七河川一斉清掃 鏡川天神橋北詰
参加　L細川　L伊東　L弘内　L西尾　L筒井　 
L杉本　L三浦　L川添　L藤井　L伊与木

10日 水 ありがとうメッセージはがき贈呈式 横内小学校 出席　L細川　

18日 木 第1291回例会 三翠園 出席メンバー　27名

22日 月 LC献眼・骨髄バンク特別委員会総会 日航高知旭ロイヤル 出席　L細川　L菅　L田中（智）

8月

3日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城
参加　L細川　L成岡　L中屋　L松村　L三浦　 
L川添

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　L細川　L成岡　L中屋　L三浦　L川添

9日 金 第1292回花火例会 三翠園14階 出席メンバー　29名

22日 木 第1293回例会 三翠園 出席メンバー　24名

25日 日
第1回諮問委員会ならびにゾーンレベル 
会員委員会・ガバナー公式訪問

高知プリンスホテル
出席　L細川　L田中（良）　L中屋　L福島　 
L筒井　L弘内　L藤井

9月

5日 木 第1294回例会 三翠園 出席メンバー　24名

7日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城
参加　L成岡　L中屋　L田中（智）　L筒井　 
L佐々木　L三浦　L藤井　L村上

15日 金 ライオンズフォーラムin高松 サンポート高松 出席　L細川　L田中（良）　L中屋　L島本

19日 木 第1295回観月例会 竹林寺～レストランアルブル 出席メンバー　27名

28日 土 献血推進研究会 三翠園 出席　L細川　L長野

10月

3日 木 第1296回例会（第54回結成記念例会） 城西館 出席メンバー　38名

6日 日 高知中央LC結成40周年記念式典
ザ クラウンパレス 
新阪急ホテル高知

出席　L細川　L田中（良）　L中屋　L福島　 
L松村　L長野　L鳴瀧　L藤井

14日 月 第7回ちびっ子ハゼつり大会 九反田公園集合 参加　26名

17日 木 第1297回例会 三翠園 出席メンバー　28名

19日 土 「あなたの愛を」パレード 三翠園 参加　L細川　L成岡　L松村　L鳴瀧　L藤井

〃 〃 アイバンク実務者研修会 高知プリンスホテル 出席　L細川　L筒井

27日 日 骨髄バンク講演会＆ドナー登録会 高新RKCホール 出席　L中屋　L藤井　L島本


