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高知城追手門周辺清掃
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合同献血 平成26年4月9日（水）

　中央公園にて７R１Zの市内４ク
ラブが合同で献血を行いました。
　春の陽気に誘われたのかいつも
より人通りが多く、30名の方に受
付をしていただき、内21名の方が
献血してくださいました。なお、
L内田のご紹介が18名、L村上のご
紹介が9名でした。
　ご協力ありがとうございました。

　L細川、L田中智洋、L佐々木、L田中良岳、L松村、L鳴瀧、L福島、L妙中
が閉会式に参列し、トロフィーやメダルの授与を行いました。

2　高知鷹城ライオンズクラブ　２０１４／2・3・4 ２０１４／2・3・4　高知鷹城ライオンズクラブ　3

クラブ優秀賞　松下　快暉さん

クラブ優秀賞　中村　育実さん

クラブ優秀賞　島﨑　圭也さんクラブ会長賞　宮本　杏珠さん

クラブ最優秀賞　西川　紀花さん

平和ポスター クラブ表彰

　３月１１日　クラブ表彰として５人の子ど
もたちに表彰状と記念品（図書カード
2000円分）を授与しました。

国道一斉清掃 平成26年4月6日（日）
　花冷えの中、国道一斉清掃を行いました。
　一見きれいに見える道路もよく目を凝ら
して見ると、小さなゴミがこっちにもあっち
にも、たまには大きなゴミも…で、結局７袋
分のゴミが集まりました。

　旅行参加者　L細川会長、L菅、L植田康一、L植田登代人、L田中良岳、L妙中と私の7名で、2
月の20日（木）～23日（日）、3泊4日の台湾旅行に行ってまいりました。
　高松空港から飛行時間、3時間！あっという間に親日派の隣国、台湾に到着です！親日派が多
いと聞いていましたが、旅行中利用する商業施設は完璧に日本語が通じました。
　昨年の4月に台湾で初公演された、宝塚歌劇団100周年記念公演はチケットが即日完売！。台

湾の方々が宝塚歌劇団の公演をいかに待ち望んでいたかをうか
がえるエピソードであったとお聞きしました。
　もう一つ、日本への関心の高さとして、台湾大学に「日本研究
センター」を開設し、日本の「人文・社会科学」の学術研究者の育
成を図っておられるそうです。
　また、台湾は野球が盛んな国です。滞在期間中、テレビで「日
本の統治下時代に台湾南部のKANO高校が甲子園に初出場し、
準優勝を飾る」という実話の映画予告を観ましたが、台湾で野球
の底辺が広がっていったのは、この時代の日本の影響が大きかっ
たのではないかと思った次第です。この映画は封切後2日間で約
3億円の興業収入を達成したとのことです。
　そして、台湾旅行の一番の楽しみは「食」！・・・台湾の人たち
は、食材を買って家で食事を作ることをあまりしないそうです。
朝昼晩、外食！理由は忙しいから。確かに老若男女よく働く国民
です。よく働き、よく食べる、エネルギッシュな国です。それを支
えているのが屋台やレストラン、飯店であると知りました・・・賑
わうはずです。二晩続いた円卓を囲んだ夕食が、この旅一番の贅
沢な時間となりました。はしゃぐでもない、黙るでもない、ゆった
りとおいしい料理と歓談に時間をかけ、クラブメンバーと過ごし
た円卓は「来て良かった！」と心から喜びを感じ、これぞライオン
ズライフであることを実感させて頂きました。
　今回の台湾旅行は、”旅の醍醐味”・”旅の価値”を改めて考え
させてくれた、忘れられない旅行となりました。

台湾旅行回想録　L鳴瀧　渡

第30回高知鷹城LC杯
少年サッカー龍馬大会

平成26年3月22・23日
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平成26年2月6日　三翠園にて

賀寿例会

L田中智洋 L大久保長幸 L島本政明

滝の前で記念撮影。笑顔がとっても素敵です。

4　高知鷹城ライオンズクラブ　２０１４／2・3・4 ２０１４／2・3・4　高知鷹城ライオンズクラブ　5

２月ということで豆まき…賀寿
の３人の方々に舞台の上から袋
入りの豆を投げていただきまし
た。実はこの豆袋には、それぞ
れ竹林寺・潮江天満宮・青龍寺
のおみくじが入った大変ありが
たい豆となっております。それ
をキャッチし、今年の運勢を占
いました。

今年は、L大久保、L田中（智）、L島本の3名の
方が賀寿を迎えられ、例会にて盛大にお祝いを
しました。

大変好評だったので昨年に引き続き今年もお餅つきを行いました。そして昨年同様、白の割ぽう着姿がまぶしい女性陣が
お餅をまるめます。今年は計画委員長の発案であんこと一緒にいちご、きんかんなどを入れ、○○大福に・・・。一番おいし
かったのはどのお餅だったのでしょうか？

8：00に高知城に集合し、清掃活動を
行った後、いざ鏡へ！
折しもこの日は高知城花回廊が行われ
ており、きれいな花を愛でつつ行う清掃
につい力が入りました。

道を間違えてしまい、いつもより倍の時間をかけて、やっと平家の滝へ到着
しました。先に到着していたL筒井と奥様がすっかり準備を整えてくださっ
ていました。また、羽釜で炊いたごはんはふっくらでおこげもおいしく、全
く臭みのない猪汁は最高においしく体もポカポカになりました。

途中から降り始めた霧雨が少
し強くなったので、バスに乗っ
てさらに奥…柿の又にある喫
茶「木楽家」へ立ち寄りました。

2年前に植樹した樹がこんなに
大きくなっていました。

自ら豆を挽いて目の前で炒れてくれるコーヒーはとても
香り豊かで、大変おいしくいただきました。

花見例会 平成26年4月5日

本社／〒780-8040　高知市神田703
TEL（088）833-9000　FAX（088）831-4001

日本化工株式会社
NIHON KAKOH CO., LTD
排水処理施設・管工事の設計施工維持管理

代表取締役　菅　　眞　一
高知市昭和町 5-12

TEL088-875-6028（代）  FAX088-873-6867

■ 電気設備設計・施工 ■

代表取締役　植田　康一

昭和電気工業株式
会社

還暦 白寿 古希
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新会員オリエンテーション 平成26年3月16日

ガバナーズアワード

55周年記念事業「実現させたい夢」募集

次期役員決定
高知鷹城ライオンズクラブ　２０１４～２０１５年度　役員・委員会構成表 

　次期会長のL佐々木より、
結成55周年記念事業を県内
の小学生を対象に「実現さ
せたい夢」として募集したい
との提案があり、高知新聞様
に取材をしていただきこのよ
うな記事を載せていただき
ました。おかげさまで３９件
の素敵な夢が集まり、今後は
実行委員会にて順次選考し
ていきます。

3月20日の選挙会にて次期クラブ役員が決定しました。構成はこのようになっております。
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をいただきました。

第60回336-A地区年次大会に参加して 

　4月13日サンポート高松で開催された第60回地区年次大
会に参加してきました。
　大会スローガン「あつき情熱で燃える感動を“ウィサーブ”」の大会スロー
ガンのもと、武久一郎国際理事、韓国からは354－D地区金総裁をはじめ四国
内149ライオンズクラブより約2000名の参加で盛大な大会となりました。
　粛々と行われた指名選挙会の後分科会では高知南ライオンズクラブの溝渕義雄
さんの活動報告があり、LCIF献金が200回を超え今期も30回以上献金されて
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が、『無償の奉仕は金額の大小でなく継続して行っていくことが大事であり、献金
により全世界いかに多くの人が助かっているか』が分かり感銘を受けました。また、

大会式典では、会員増強が今、やるべきことであることが、再認識できました。
　今回の地区大会は所用のある方も多く6名の参加でしたが、次回の大会ではもっと多くの方とご一緒できればと思います。

　後期新会員オリエンテーションが高知商工会館で行われ、当クラブよりL濱田（講師）、L筒井（会員理事）、L甲藤、
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指名委員会
高知城追手門周辺清掃
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ゾーンレベル会員委員会
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