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です。何事も組織が決定し、
組織で実行することの大切
さ、またそれが組織が盤石
であることの証しであることがよく分かりました。また、
何といっても活動の源である財源は会員数、例会出席
率、ドネーションです。会員の皆様には一年間ご協力
ありがとうございました。

　２０１３～２０１４会計を担当いたしました。入会以
来初めての役員でした。右も左も分からず、いつの間
にか月日は流れ、予算執行も私にはほぼオートマティッ
クに進んだ感があります。これもひとえに先輩諸氏、
理事会理事の方々のご指導によるものと感謝申し上げ
ております。この一年間、組織の中枢に席を置いて、
つくづく感じたことは、組織決定、組織実行ということ

会計退任のご挨拶
中屋　久長

ます。誠に得難い経験させ
ていただきました。今期は
この経験を生かし、計画委
員長として誠心誠意頑張っていく所存でございます。
これからもご指導の程よろしくお願いいたします。最後
になりましたが、心より感謝の言葉を述べさせていた
だきます。一年間誠にありがとうございました。

　第５５代幹事という責任重大な役職を仰せつかり、
早１年が過ぎました。なんとか務め上げることができま
したのも皆様のご指導、ご協力のおかげでございます。
任期中は会長はじめ、会員の皆様に多大なご迷惑をお
かけしたことと存じます。しかしながら、自分にとって
すばらしい経験をさせてもらう結果となりました。自分
の中では、ライオンズ会員としてはもちろんのこと、実
生活でも活用できることが多々身についたと思っており

幹事退任のご挨拶
田中  良岳

た。大変良い想い出です。
ただ、１年間の執行にあた
り、自身の未熟さが表に出
る場面も多くございまして、その都度会員の皆様にご迷
惑をお掛けしたことが自身の達成感を著しく減殺するも
のです。私は、会長に就任するに際し、「和と仁」を会
長スローガンに掲げてスタートしたところ、想いは会員
間の相違を原動力に全員一致で５５周年を迎えることに
ありました。しかしながら前期後半、会が揉めに揉めま
した。家族会員制度の導入、会員５５名達成への一知
半解、５５周年事業に向けて喧々諤々した際も解決へ
向けての妙案が出せませんでした。自分自身が話し合
いでの一致を試みることに根気が足りなかったことが原
因です。不甲斐ないまま会長職を終えたことは大変残
念で、落ち込まないことが取り柄と思っていながら１ヶ
月たっても未だ復活の兆しが見えません。しかし、だか
らこそ、ライオンズクラブは面白いのです。　以上

　高知鷹城ライオンズクラブの会員の皆様、未熟な私を
会長として応援して頂きまして、有難うございました。
会長職を務めた１年間。最初に私自身楽しかったことを
想起するに、先ず月２回の定例会。会員の貴重な時間を
頂いて挨拶するには語彙が足りないことを申し訳なく思
いつつ、回数を重ねるたび、図太くなっていました。また、
会長だけが旗を振っても組織は変わりませんが、任期
中、私は、五役の皆様に言葉に表せない程お世話にな
り、前期前半、アイデアに溢れた充実した例会が出来た。
心からそう思ってます。ファッションショーと称して仮装
パーティをしたことも自分にとって良い想い出です。前後
しますが、当クラブ濱田先輩のおかげで花火例会では
韓国３５４－Ｄ地区、日本３３６－Ａ地区の皆様方ととも
に高知の花火を楽しむことができましたことは忘れられ
ない思い出です。会長幹事会を通じて他クラブと深く交
流するなかで、皆苦労して運営していることを知り、自
分だけでないと安心しながら会長職を務めたことでし

会長退任のご挨拶
細川  拓史

　結成55周年記念事業『実現させたい夢』に応募
してくれた、ティアラ土佐の小学生２名が最終選考
に向けて、「フェアリージャパンの方に演技指導し
てもらいたい」という夢をPRをしてくれました。

　年度当初の目標を大幅に上回る、１,３２１,５００円のドネーションが集まりました。
　テールツイスターのL松村と会員の皆様のご協力に感謝いたします。

舞台で少し演技を披露。

7R　青少年・LCIF・地域奉仕委委員 L福島
ライオンテーマー L藤井
テールツイスター L松村
計画委員長 L海老塚
PR・ライオンズ情報・大会参加委員長 L福島

慰労会

年間ドネーション報告

平成26年６月５日（木）　高知サンライズホテルにて

◆会長アワード授与

以上の方々に、会長より感謝状と記念品が贈呈されました。

ドネーション特別賞 L土居、L福島、L島本

ドネーション賞 L中岡

清掃精勤賞 L植田（康）

例会出席賞 L田中（智）

〒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

〒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 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
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高知鷹城ライオンズクラブ　２０１４～２０１５年度役員・委員会構成表 （敬称略）

・会計としての「財源の有
効活用」

・クラブ魂としての「奉仕の精神」
以上の 3 点をモットーに有意義に歩んでいきたいと思
います。
　会員皆様のご協力ご支援を賜りますようお願いしまし
て就任の挨拶とさせていただきます。

　今年度、55 周年の節目に佐々木会長より、会計とい
う大役を仰せつかりました。その責任の重大さを改め
て感じております。
　鷹城ライオンズクラブに入会しまして、約 7 年になろ
うとしておりますが、まだまだ未熟で経験不足の私で
す。会長さんをはじめ皆様のご指導を仰ぎながら
・会長スローガンの「未来につなげる鷹城 recipe－ラ
イオンズだからできること－」

会計就任のご挨拶
南　宏道

『ちびっ子遍路ウォーク』
の小さい『ォ』がパソコン
で出ないんだけど、代わりに打ってくれないか？」と呼
ばれ、意味も分からずひたすら「ウォーク」と入力し
ていた私が、よもや主体的に子どもの夢事業に関わる
ことになろうとは・・・鷹城DNA恐るべし、です。
　大変微力ではありますが、１年間虚心坦懐に務めて
まいりますので、ご協力よろしくお願い申し上げます。

　私が鷹城ライオンズクラブに入会したのは、平成２０
年のことでした。当時の片岡会長や、細川前会長、佐々
木会長などたくさんの方々にお誘いいただき、自分の
所属する法律事務所の所長だった故小松英雄先生と同
じクラブに入会させていただくことになりました。そん
な小松先生が傾注された４０周年記念事業「子どもの
夢事業」の思いを引き継ぐ５５周年記念事業に，幹事
という大役で関わらせていただくことができ、身の引
き締まる思いです。小松先生から、「大塚せんせーい、

幹事就任のご挨拶
大塚  丈

存分に活用してまいります。
その時その場所にあった鷹
城のすばらしい味が、必ずや表れることと思います。
　今私たちクラブは、結成４０周年時に「次世代を担
う子どもたち」をテーマにしたアクティビティに取り組
んだ経験と成果のもと、再び未来に向けて、子どもた
ちをテーマにした５５周年記念事業の実施に取り組ん
でおります。どうかこの一年、皆様のご協力をよろしく
お願い申し上げます。

　この度、第５６代会長に就任いたしました。今期は、
クラブ結成５５周年を迎えることから、まずは５５周年
記念事業及び記念式典の成功に向けて、クラブがひと
つとなるような舵取りをしたいと考えております。
　私は今期の会長スローガンを、伝統は未来を意識す
るからこそ続いていくものと考え、「未来につなげる鷹
城 recipe－ライオンズだからできること－」としました。
今日まで鷹城の先輩諸氏から受け伝えられた、５５年
の長き歴史と良き伝統に感謝の気持ちを忘れることな
く、その頂いた偉大な鷹城 recipe を、未来に向けて
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新旧役員交替会
平成26年７月３日（木）　土佐バルにて

「実現させたい夢」事業決定
　3月に小学生を対象に募集した「実現させたい夢」が、幾度かの選考会を経て、決まりました。
　以下の６人の夢を55周年の記念事業として実現するよう、会員一丸となって取り組んでいきます。

　　●高知県立盲学校の小学２年生の夢「プロの歌手と一緒に歌いたい」

　　●5年生の終わりに転校してきた穴内小学校６年生の夢「みんなと一緒に修学旅行に行きたい」

　　●バイオリンを習っている高須小学校４年生の夢「大谷康子さんと共演したい」

　　●室戸岬小学校２年生の夢「ブルドーザーに乗ってみたい」

　　●新体操をしている高岡小学校３年生の夢「フェアリージャパンの演技がみたい」

　　●若草養護学校５年生の夢「肢体不自由でも楽しめる移動遊園地で思いっきり遊びたい」

　いつもの例会場を飛び出して、高知市北金田の
藁工倉庫内にある土佐バルにて行われました。

前三役から新三役へラペルボタンの交換です。

新会長より前三役へ記念品の贈呈。

　今年は佐々木会長の意向で、体験型例会と銘打って、例会にて陶芸を行う予
定です。その指導を、安芸市内原野で陶芸をされている陶芸家の西邨出（にし
むら　いずる）さんにお願いしました。
　この日も、ビジターとして例会に出席していただき、作品作りについての説明
や、ろくろ選手権等のパフォーマンスもしていただきました。今後の例会を楽し
みにしていてください。

L中岡も緊張の初テールツイスタータ
イム。
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出席　Ｌ中岡　Ｌ田中（良）　Ｌ鳴瀧
出席　Ｌ細川　Ｌ田中（良）
出席　Ｌ佐々木　Ｌ西尾
出席メンバー　２３名
出席　Ｌ福島　L松村（代）　Ｌ大塚（代）　
　　　Ｌ長野　Ｌ村上
出席　Ｌ大塚　Ｌ西尾
出席メンバー　１８名
出席　Ｌ南
出席　Ｌ海老塚　Ｌ西森　Ｌ上村　Ｌ村上
出席メンバー　３１名
参加　Ｌ植田（康）　Ｌ西尾　Ｌ筒井　Ｌ川添　
　　　Ｌ藤井
参加　Ｌ佐々木　Ｌ菅　Ｌ西尾　Ｌ田中（智）　
　　　Ｌ筒井　Ｌ鳴瀧　Ｌ福島　Ｌ藤井
出席　Ｌ佐々木　Ｌ大塚
出席　Ｌ佐々木
出席　Ｌ村上　Ｌ川村　Ｌ福島
出席メンバー　１２名
出席メンバー　１６名
出席メンバー　１９名
出席　Ｌ佐々木

高知鷹城ライオンズクラブ
平成26年8月21日発行

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　yojo@shirt.ocn.ne.jp
URL　http://kochiyoojyo-lc.org/
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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

5・6・7
平成26年5月3日（土） 平成26年6月7日（土） 平成26年7月5日（土）

高知城追手門周辺清掃

【写真上】7月6日 浦戸湾・七河川一斉清掃、　【写真左下】7月8日 国際平和ポスター一ツ橋小学校訪問、　【写真右下】7月14日 ありがとうメッセージ葉書贈呈式


