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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−」 We Serve

9月6日（土） ガバナー公式訪問

8月22日（金） 小児糖尿病生活指導講習会（サマーキャンプ） 10月18日（土） 「あなたの愛を」パレード
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結成55周年記念式典 in 三翠園 平成26年10月12日（日）

10月7日（火） 記念ゴルフ
 in 高知ゴルフ倶楽部

〒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

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

去る10月12日（日）、強く大きな台風19号が直撃コース
を辿りながら接近してくるなか、高知鷹城ライオンズクラブ
結成55周年記念式典・祝宴～鷹城のおきゃく～が300名近
くの出席者のもと盛大に挙行されました。半年前から準備

し、リハーサルにリハーサルを重ねた式典は粛 と々進み、
橋本充好第一副地区ガバナーのライオンズローアにて式
典は終了しました。

式典が終わるとともにカーテンが開けられ、香南ジュニ
アオーケストラによる演奏が始まりました。
香南ジュニアオーケストラは、4歳から高校生及びその
保護者までが在籍し、自主的な音楽祭の開催や、県内外
の音楽家や団体との交流演奏会や福祉施設などへの訪
問演奏も積極的に行っており、音楽に会える街づくり推進

と子どもたちの健全育成を目指して活動を続けられており
ます。
この度、当クラブの記念事業の「子どもの夢事業」に
て、プロのバイオリニストで高知県観光特使でもある大谷
康子さんを来年1月高知にお迎えし、同じ舞台で演奏でき
る夢を実現することとなり、演奏していただきました。
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祝宴 ～鷹城のおきゃく～
場所を富士の間に変えて、はじまった祝宴～鷹城のお
きゃく～。
まず、尺八の演奏とともに高知市に寄贈される坂本乙
女像が入場、11月15日（土）の除幕式に先立ち、一足早く
出席者の皆様にお披露目されました。
その後、大倉流大鼓宗家・大倉正之助様のお弟子であ
られます竹花眞一様と深津恵理様のお二人と姉妹クラブ
の札幌エルムLCの甚野様・岩﨑様にもお手伝いいただ
き、当クラブ員19名による大鼓をご披露しました。なお、こ
の前日に大倉正之助様自らご来高いただき、御指導いた
だきました。
この日は病気療養中のため欠席のL濱田も音声で参加。
三谷智省元地区ガバナー・地区名誉顧問に乾杯のご発声

をいただき、祝宴が開始されました。
会長・幹事はじめ7名がAKB48の衣裳に身を包み「恋
するフォーチュンクッキー」を踊ったり、「高知家の唄」を
出席者全員で合唱したりと終始和やかな雰囲気のなか繰
り広げられました。
最後は筒井継男祝宴部会長の閉め口上後、酒井公一7
リジョンチェアパーソンのローアで終了しました。
お忙しいなか、また台風が接近するなか、お越しいただ
いた皆様、ありがとうございました。

大倉流大鼓宗家・大倉正之助様（右）
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札幌エルムLC交流 平成26年10月11日（土）

五台山・竹林寺にて、歓迎のレセプションが行わ
れました

エルムさんも一緒によっちょれ、よっちょれ！！ 恐ろしい数の杯が・・・一気に飲み干す男前

台風19号の脅威を物ともせずお越しいただき、ありがとうござい
ました。来年6月の札幌での再会を約束して

濱長の看板芸者参上 まずは升芸で「祝　歓迎」 てぬぐい被って「しばてん踊り」

姉妹クラブ交流部会の4人です。この日
のために準備してきました

札幌エルムLC冨田会長より御挨拶い
ただきました
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ぼくの夢、天までとどけ！ 平成26年10月1日（水）

10月1日（水）結成55周年記念事業の
「子どもの夢事業」。6つある子どもの
夢事業のうちの一つ、室戸岬小学校の
お子さんの夢『はしご車に乗りたい』を
叶えました。

11：30　五台山、牧野植物園へ。カフェアルブルにて昼食を食べながら、学芸員の里見
さんより牧野博士の事について話をしてもらいました。

里見さん自筆の「牧野富太郎物語」

朝7：30に室戸を出発したバスは10：00に高知
南消防署に到着。はしご車に乗って地上30メー
トルから高知市内を眺めたり、救助訓練を見学
したり、消防服を着せてもらったりしました。

13：30　高知新聞まほ
ろばセンターへ
すごい速さで印刷され
ている新聞を見たり、巨
大なロール紙が自動で
セットされたり…子ども
達も興味津々でした。

まほろばセンターを見学すると、記念にこんな新聞を作ってくれます。

最後は弁天座を見学。普段は見られない奈落
（舞台下）を探検しました。
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花火例会 平成26年8月12日（火）

RC、ZC例会訪問 
平成26年8月21日（木）

今年は、よりお祭りらしく・・・ということで、かき氷・綿菓子・くじ引きを用意しました。
「綿菓子をきれいに作るのは意外と難しい」L甲藤

例年8月9日に行われる花火大会。今年は台風接近という異常事態により、例会日を変更し12日に花火例会を行いました。

8月21日（木）の第二例会に酒井公一7R-RCと佐々木浩一
7R-1ZCが例会訪問に来ていただきました。

「福島千里さんに会いたい！」そんな熱意溢れる手
紙を「子どもの夢事業」に送ってくれた岡田琴未ちゃ
ん。残念ながら実現することが難しく選考からもれ
てしまいましたが、福島選手からサイン入りの色紙と
キーホルダーをいただいたので、例会に来てもらい贈
呈しました。夢の実現に向けてがんばってください。
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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

ようこそ高知鷹城ライオンズクラブへ
平成26年9月4日（木）歓迎例会
2名の新会員が入会されたのを祝い、歓迎例会を行いました。
ご活躍を期待しております。

秦　躍　渓（はた　ゆあ　しー）様
ラウンジ「季之華（ときのはな）」オーナー

スポンサー：L田中良岳

井上　光啓（いのうえ　こうけい）様
（株）東高電通　取締役
スポンサー：L鳴瀧渡
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2014 年 8 月～10 月　事業・行事報告

高知城追手門周辺清掃

平成26年9月6日（土） 平成26年10月4日（土）

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 備考

8月

1日 金 薬物乱用防止教育研修会 高知城ホール 参加　L村上

12日 火 第1316回（花火例会） 三翠園 出席メンバー　22名

14日 木 理事会 三翠園 出席メンバー　14名

21日 木 第1317回例会 三翠園 出席メンバー　25名

22日 金 サマーキャンプ出発式 高知大学医学部 出席　L佐々木

9月

1日 月 会長幹事会 三翠園 出席　L佐々木　L大塚

4日 木 第1318回例会（歓迎例会） 三翠園 出席メンバー　29名

6日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 参加　L西尾　L中屋　L細川　L筒井　L大塚

 〃 〃 ガバナー訪問・第1回諮問委員会 高知プリンスホテル 出席　L佐々木　L中屋　L大塚　L田中（智）　L鳴瀧

11日 木 理事会 三翠園 出席メンバー　16名

18日 木 第1319回例会 三翠園 出席メンバー　23名

25日 木 結成55周年記念式典リハーサル 三翠園 出席メンバー　25名

27日 土 献血推進研究会 高知プリンスホテル 出席　L佐々木　L村上

10月

1日 水 記念事業～室戸岬小学校～ 高知南消防署ほか 参加メンバー　12名

2日 木 結成55周年記念式典リハーサル 三翠園 出席メンバー　31名

4日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城
参加　L佐々木　L大塚　L西尾　L中屋　 
L松村　L筒井

7日 火 結成55周年記念ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部
参加　L佐々木　L菅　L西森　L成岡　L松村　 
L中岡　L長野　L川村　L村上

11日 土 札幌エルムLC歓迎 竹林寺～濱長 出席メンバー　25名

12日 日 結成55周年記念式典・祝宴 三翠園 出席メンバー　40名

16日 木 理事会 三翠園 出席メンバー　14名

18日 土 「あなたの愛を」パレード NTT西日本高知支店集合
参加　L大塚　L成岡　L松村　L田中（智）　L長野　
L南　L福島　L藤井　L村上

19日 日 高知北LC30周年記念式典 城西館
出席　L西森　L成岡　L西尾　L松村　L南　 
L大塚　L田中（良）　L鳴瀧　L島本

23日 木 第1321回例会 高知サンライズホテル 出席メンバー　25名

26日 日 土佐清水LC50周年記念式典 足摺テルメ 出席　L佐々木　L藤井


