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

11月28日（金）平和ポスター表彰

12月14日（日）高知鷹城LC杯ペタンク大会

ライオンズクラブ国際協会

「誇りを高める」
336-A 地区

11月26日（水）7R-1Z合同献血

1月18日（日）チャリティセール

ジョー・プレストン会長テーマ

木内千春ガバナースローガン
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「新たな気持ちで We Serve」 キーワード「ヴィジョン共有」
高知鷹城ライオンズクラブ

佐々木敏雄会長スローガン

「未来につなげる鷹城 recipe

−ライオンズだからできること−」

2014・2015

We Serve

2014年11・12月／2015年1月合併号

新年の挨拶
会長

新年おめでとうございます。
皆様心身ともにリフレッシュされ、新たな抱負と目標を

L 佐々木 敏雄

これからのクラブ運営も、未

掲げて新年を迎えられたことと思います。
昨年は、10 月 12 日に開催された「結成 55 周年記念

来を意識しながら伝 統を確認

式典」や「鷹城のおきゃく」も無事成功裡に終えること

しながら、幅広いアンテナで情

ができ、更には周年記念 ACT である「子どもの夢事業」

報を収集し、クラブ員皆様の意

も滞りなく順次実現化されており、これもひとえに、皆

見にもよく耳を傾けて、時代に

様方の温かいご支援とご協力の賜物と、心より感謝いた

対応する「鷹城の群れ」を目標に、本年 6 月まで精一杯

しております。

努めさせていただきます。今年一年が皆様にとって最良
の年となりますようご祈念申し上げ、新年の挨拶といた

さて、今年の干支は「羊」であります。羊は、人間と

します。

のつき合いが深くて長く、おめでたい善良な動物であり、
視野が広く、聴力にも優れていると言われます。

幹事

昨年 7 月にお預かりした幹事の職も、はや半年を過ぎ
ました。

L 大塚 丈

会員の皆様のご協力と、佐々木会長の強力なリーダー

がり角でもあり、男性の場合は

シップに引っ張られ、55 周年記念式典をはじめ、周年関

社会的にも責任が重くなり、そ

連事業の一部も無事に終えることができました。残りの

れゆえ精神的・肉体的にも疲労

事業を含めた後半も、何卒よろしくお願い申し上げます。

などが多く、体力の低下や反射

ところで、昭和 49 年生まれの私は、今年大厄の年と

神経の鈍化など、衰退が顕著
になる時期でもあり、健康管理などの面でも注意が要さ

なります。

れる年頃でもある」
（出典：Wikipedia）と言われています。

男性の数え年 42 歳が大厄とされる理由は、
「死に（42）

過度な飲酒等は（可能な範囲で）控え、残りの任期を

通じる」という語呂合わせだけでなく、
「青春期を過ぎ、

全うできればと考えています。

中高年期への過渡期に当たる事から、人生のうちでも曲

会計

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく
お願いします。

L 南 宏道

会計に就任しまして、半年が過ぎようとしています。

個人の力と努力に相乗効果をも

上半期の会計報告も無事終了いたしました。これもひ

たらし、けして個人では成し遂

とえに皆様のご協力の賜物です。

げられない事も完遂させる力を

さて、今年の干支は未年、未年の人は「穏やかで人情

持っております。

に厚い」とか「財テクの才能がある」
「平和」
「安泰」
「ふ

我がクラブも未のもつ「平和

くよか」
「笑顔」 等々のイメージがでてきます。

の象徴」
「団結」をイメージしながら、55 周年夢事業を

これらはヒツジが競争や争いを嫌い、反面、チームワー

会長のリーダーシップのもと、引きつづき進めていきたい

クを好み、団結をしたがるということだそうです。団結は

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
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信頼と実績

と思います。最後までご協力をよろしくお願いいたします。

しん

こう

有限会社

伸綱商会

代表取締役

田中 智洋

〒780-0823 高知県高知市菜園場町 6 番 1 号
電話（088）882-2100（代）
FAX（088）882-2177
建設業許可 No.（般̶26）第 8128 号（機械器具設置工事業）

匠司法書士事務所
司法書士

細川

拓史

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

平和ポスター クラブ表彰決定

最優秀賞

優秀賞

宮川 珠渚さん

森 加南さん

坂本乙女像除幕式

優秀賞

優秀賞

宮越 かの子さん

田岡 楓菜さん

平成26年11月15日
（土） 龍馬の生まれたまち記念館

坂本龍馬の誕生日であり、命日でもあるこの日、当ク

高知の観光が元気になるように！と寄贈した像であり

ラブの結成 55 周年記念事業として、高知市に寄贈した
坂本乙女像が「龍馬の生まれたまち記念館」にお目見え

ますが、この除幕式の様子が全国ニュースで流れると各
地から大勢の観光客が来ており、新しい記念撮影スポッ

しました。

トとなっているとのことです。
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貝例会（第1322回例会）

平成26年11月6日
（木） 須崎市浦ノ内
「浮橋」

結成 55 周年記念式典を無事に終えて、お疲れ様～♪ということで、須崎市浦ノ内湾に浮かぶ「浮橋」で移動例会。
長太郎、ほたて、サザエ等の美味しい貝料理に舌鼓をうちました。

クリスマス忘年例会（第1325回例会）

平成26年12月18日
（木）
高知サンライズホテル

平成 26 年最後の例会はクリスマス忘年例会として、ダンスあり、仮装ありで今年も賑やかに行いました。

かわいいダンスを披露してくれたのは「子ど
もの夢事業」に応募してくれたティアラ土
佐 RG の子どもたち。

今年で 2 回目の仮装コンテスト。2 回目でもう
ネタが尽きたのか、参加者が昨年より減ってい
ましたが、7 名の L が盛り上げてくれました。さ
て、誰が誰の仮装しているか・・
・分かりますか？

2 位は L 伊与木。
「安来節」 残 念ながら
踊りは見せてもらえませでしたが、またの機
会にぜひ。

3 位は L 鳴瀧。
「平成 26 年大活躍の錦織
圭」ユニクロのマークはお手製だそうです。
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優勝は L 中屋。
「間違って例会に紛れ込
んだ近所のおばちゃん」だそうです。

今年も謎のマジシャンが登場！楽しいマ
ジックを披露してくれました。

新年例会（第1326回例会）

平成26年1月8日
（木） 三翠園

平成27年最初の例会は新年例会。昨年は書き初
め・福笑いをしましたが、今年は初笑いというこ
とで淀家萬月さんをお招きして「萬月のお遍路落
語」と題して落語を一席披露していただきました。

奥 様お手製の帽子。とってもお
似合いです。

今年年男のL川添による乾杯。
7月の交替例会にお越しいただいた
安芸内原野陶芸館の講師であり「土
佐の匠」である西邨出様による陶
芸体 験。1月・2月・4月の3回に分
けて行うこの陶芸体験。まずは板
皿を作ってみましょう！ということで
宴会もそこそこに土いじりに夢中に
なっていました。2月はお茶碗にチャ
レンジ、4月は内原野陶芸館に行っ
て絵付けを行います。どんな作品が
出来上がるか楽しみです。

高知支社 高知営業所

池

一 予

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

上 村

亜 弓

a l b a

kamimura ayumi

［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

南 社会保険労務士事務所
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
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結成55周年記念事業「子どもの
高知若草養護学校

平成26年12月5日（金）

高知県立高知若草養護学校小学部5年生土居柚葵さんの「移動遊園地のエアートラ
ンポリンやエアー滑り台等で思いっきり遊びたい！」という夢を実現いたしました。
前日15：30 ～大きなエアートランポリンやエアー滑り台、輪なげ、ルーレット、だるま落とし、
輪投げ、乗り物バーカーなど数多くの遊具を設営し、当日9：30 ～いよいよ
「わかくさ遊園
地」の開園。当日は、わた菓子サービスや、バルーンアートの方にもご協力をいただき、子
どもたちも初めて見、体験する遊具ばかりで、時の過ぎるのを忘れ、賑やかに楽しく過ご
しました。日頃、肢体不自由のため、遊園地での乗り物も限られている事もあり、付き添
いの先生方や保護者の方たちと存分に遊んでいただきました。小学部、中学部、高等部
の児童生徒約70名全員のはじけるような笑顔を見て、そして閉園時には、心温まる感謝の
ことばいただき、この事業のすばらしさを実感した一日でした。
＜会員委員長 L田中智洋＞

遊具の安全点検もバッチリ！

大道芸人のMr.SAMEPONさん。普段よ
り少し手の込んだミッキーやアンパンマン
をバルーンアートで作っていただき、子ど
もたちも大喜び。SAMEPONさんの前の
行列は最後まで途絶えることがありません
でした。
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お礼にいただいた、手作りのメッセージ
カードです。こちらこそありがとうございま
した。

安芸市立穴内小学校
岡山の小学校から穴内小学校に転校
してきた6年生の長野碧波さんの「複
式学級のみんなと修学旅行に行きた
い」という夢を実現しました。
1月10日
（土）6：30高知空港待合室に集
合し出発式を行い、7：40北海道へ。お
昼すぎに北海道に到着すると、そのまま
札幌市内のカーリング場へ。2時間カーリ
ングを体験した後ホテルへ向かいました。
1月11日
（日）9：00にホテルを出発し、市
内のばんけいスキー場へ。午前中はリフ
ト乗り場付近でスキーの基本を学び、午
後はリフトに乗って上の方へ。傾斜20度
ある斜面に果敢に挑んでいくうちに最初
は40分かかって滑って降りたコースも10
分程で降りてこれるようにまで上達してい
ました。
1月12日（月）白い恋人パークで工場見学
とお菓子作り体験をしました。

たまたま練習に来ていたオリンピック選
手の小笠原
（旧姓：小野寺）選手と遭遇。
一緒に記念写真を撮ってもらいました。

最後は高知空 港で解散 式。お疲れ 様、
そしてありがとう。

夢事業」
平成27年1月10日（土）
～ 12日（月）

高知香南ジュニアオーケストラ

平成27年1月25日（日）

高知香南ジュニアオーケストラでバイオリンを習っている小学4年生の岡村こゆきさ
んの「プロのバイオリニストと共演したい」という夢を実現しました。

プロのバイオリニストで高知
県 の 観 光 特 使でもある大谷
康子さんに高知香南ジュニア
オーケストラの定期演奏会で
共演していただきました。

前日行われたリハーサルでは、子どもた
ち一人一人に寄り添うように指導をされて
いたのが印象的でした。

大倉山のスキージャンプ台。その高さ
は想像以上でした。

大谷康子様、小山さゆり様（ピアノ演奏）
ご協力ありがとうございました。
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2014 年 11 月～ 2015 年 1 月
月

日
1日
2日
6日
10日
13日

曜日

会・活動・事業

場所

11
月 15日

土
日
木
月
木

高知城追手門周辺清掃
国道一斉清掃
第1322回例会
（移動例会）
会長幹事会
理事会

高知城
土佐道路 河ノ瀬交差点付近
須崎市浦ノ内
「浮橋」
ザ クラウンパレス新阪急高知
三翠園

土

坂本乙女像除幕式

龍馬の生まれたまち記念館

16日
20日
23日
24日
4日

日
木
日
月
木

〃
5日
6日
12
11日
月
14日
〃

〃
金
土
木
日
〃

18日

木

21日

日

5日
8日
10日

月
木
土

土佐山田LC結成50周年記念式典
高知工科大学
第1323回例会
三翠園
高知桂LC結成50周年記念ゴルフ
黒潮カントリークラブ
高知桂LC結成50周年記念式典
ホテル日航高知旭ロイヤル
第1324回例会
三翠園
「子どもの夢事業」高知若草養護学校
高知県立高知若草養護学校
移動遊園地設置作業
「子どもの夢事業」高知若草養護学校
高知県立高知若草養護学校
移動遊園地
高知城追手門周辺清掃
高知城
理事会
三翠園
高知鷹城LC杯ペタンク大会
潮江下水処理場グラウンド
第2回ガバナー諮問委員会
高知プリンスホテル
及びゾーンレベル会員委員会
第1325回例会
（クリスマス忘年例会）高知サンライズホテル
定例ゴルフ

L西尾
L佐々木 L西尾 L中屋 LL中屋 L筒井 L藤井
メンバー 19名
L佐々木 L大塚
メンバー 14名
L佐々木 L菅 L西尾 L中屋 L松村 L田中
（智）
L中岡 L鳴瀧 L島本
メンバー 12名
メンバー 22名
L佐々木 L植田
（康） L南 L井上
メンバー 11名
メンバー 18名
L田中
（智） L細川

L長野

L甲藤

L佐々木 L菅 L松村 L田中
（智） L筒井 L細川
L長野 L島本
L佐々木 L西尾 L筒井 L長野
L佐々木 L大塚 L松村 L藤井 L島本 L伊与木
L佐々木 L西尾 L藤井
L佐々木

L大塚

L田中
（智）

三翠園
三翠園
高知城
高知龍馬空港

メンバー

13名

北海道

L佐々木

L筒井

三翠園
高知大丸前
三翠園
高知ゴルフ倶楽部

メンバー 10名
メンバー 11名
メンバー 23名
L西森 L菅 L成岡

のいちふれあいセンター

L佐々木

L大塚

のいちふれあいセンター

メンバー

11名

L上村

L松村

L島本

L松村

L南

L上村

L南

L井上

L井上

L海老塚

平成26年11月2日
（日）

高知鷹城ライオンズクラブ
平成27年 2月19日発 行

出席者

メンバー 31名
L佐々木 L西森 L菅 L成岡
L村上 L妙中 L井上
L佐々木 L大塚
メンバー 31名
L川添

高知ゴルフ倶楽部

会長幹事会
第1326回例会
（新年例会）
高知城追手門周辺清掃
「子どもの夢事業」安芸市立
〃
〃
穴内小学校修学旅行出発式
10日～ 土～ 「子どもの夢事業」安芸市立
穴内小学校修学旅行
12日
月
1
15日
木
理事会
月
18日
日
チャリティセール
22日
木
第1327回例会
24日
土
定例ゴルフ
「子どもの夢事業」香南ジュニア
〃
〃
オーケストラ 定期演奏会リハーサル
「子どもの夢事業」香南ジュニア
25日
日
オーケストラ 定期演奏会

国道一斉清掃

事業・行事報告

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
URL

yojo@shirt.ocn.ne.jp

http://kochiyoojyo-lc.org/
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