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人の喜びは我が喜び

高知市議会議員 福島 明

ひとり親家庭の新入学児童をお祝いする会
４月５日（日）　こうち男女共同参画センター「ソーレ」

第６１回
地区年次大会
４月１２日（日）　アスティとくしま

こうち男女共同参画センター「ソーレ」において開
催された、高知市青蘭会主催「ひとり親家庭の新入学
児童をお祝いする会」に出席してまいりました。

高知市青蘭会様は、働きながら一人で子育てをする
ひとり親家庭の立場に立ち、同じような境遇の皆さん
が仲間で助けあい、情報交換等を行いながら、より良
い生活をしていくためのお手伝いをしておられます。

当日は、4 月から小学校に入学するひとり親家庭の
親子をお招きし、子どもたちにお祝いの品を手渡した
後、交通安全教室やマジックショー等を観賞し、出席
者みんなで入学をお祝いしました。

いかなる環境の中でも、子どもたち皆が等しく成長
できる社会の実現を目指して、私共高知鷹城ライオン
ズクラブとしても、この活動に対して、微力ではありま
すが、これからもご支援を続けていくべきであると感じ
ました。

（会長　佐々木敏雄）

アスティとくしまで行われた第 61 回地区年次大会に L
佐々木、L 大塚、L 南、L 田中（良）、L 福島、L 筒井、L
弘内の 7 名が出席しました。

大会式典にて発表されたガバナーズアワードで当クラブ
は、『特別クラブ功労賞』、『マスコミ報道優秀賞（金賞）』、『青
少年指導優秀賞（金賞）』、『LCIF 賞（金賞）』、『平和ポスター
賞（銅賞）』、『保健福祉賞・献眼部門（優秀賞）』、『保健福
祉賞・メタボリックシンドローム・糖尿病予防部門（銅賞）』、

『IT 特別賞（努力賞）』をいただきました。
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	 ４月１３日（月）　中央公園ライオンズクラブ合同献血

次期役員決定

中央公園で行われたライオンズクラブ合同献血。朝から降る雨に人出が心配されましたが、会員の皆様や高知大丸
様のご協力により 22 名の方に 400ml 献血をしていただきました。

3 月19 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。

高知鷹城ライオンズクラブ　2015～2016年度　役員・委員会構成表 （敬称略）

会　長 田中　良岳 幹　事 鳴瀧　渡

前会長 佐々木　敏雄 会　計 松村　幸生

第一副会長 福島　明 ライオンテーマー 山中　隆寛

第二副会長 藤井　哲二 テールツイスター 秦　躍渓

第三副会長 鳴瀧　渡 会員理事 細川　拓史

二年目理事

中岡　次江

一年目理事

植田　康一

村上　定基 田中　智洋

甲藤　典夫 筒井　継男

島本　政明 池　一予

妙中　幸一 南　宏道（副幹事兼任）

井上　光啓

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

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
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	 ４月１６日（木）　三翠園

	 ２月５日（木）　城西館

昨年お休みしていたクラブ内オークションが復活！体重計やお酒、絵画、肌かけ布団等思っていた以上に多くの品物が
集まりました。ダンヒルの名刺入れや、ラリックのワイングラスが 3,000 円と超お買い得のオークションとなり、全品完
売で 61,400 円の売上となりました。この売上は全額事業費収入として計上させていただきます。皆様、ご協力ありがと
うございました。

2 月の第一例会は、長寿の祝いを迎えられるラ
イオンのお祝いをします。今年は例会に出席の L
古谷（卒寿）、L 田村（傘寿）に檀上に上がってい
ただき、お祝いの花鉢を贈呈しました。

1月の新年例会に引き続き、陶芸体験第 2 弾は碗型に挑戦しました。ご飯茶碗・
湯飲み茶碗・・・悩みながらも思い思いの発想で形を作っていきました。今回製作し
た作品は、年に一度の「登り窯の窯たき」にて焼き上げられるとのことです。さて、
どんな碗が出来上がるのでしょうか？

　　L 大久保

　　  L 田中（稔）

　　L 藤本

　　L 田村

　　L 古谷

　　L 川添

大注目の L 西森提供の絵画。今回も最高額での落札となりました。

百寿

米寿

卒寿

傘寿

卒寿

還暦

クラブ内オークション （第1333回例会） 

賀寿例会 （第1328回例会）
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	 ４月４日（土）　内原野陶芸館

8：00 に集合し、高知城清掃を行った後、安芸市の内原野陶芸館へ出発！

陶芸体験の総仕上げとして内原野陶芸
館にて、1月に作製した板皿の絵付けを
行いました。
花や野菜の絵を描いたり、模様をつけた
り、真剣な表情のライオンたち。釉薬の
色も数種類ある中から選び、マイ皿の完
成が楽しみです。

急にお邪魔したにもかかわらず快く
受け入れてくださった畠山様。ありが
とうございました。

佐々木会長の提案で、急遽場所を移動す
ることに。伊与木川沿いに 10 分程遡り、

「桜の名庭」と呼ばれる畠山邸へ。そこに
は圧巻の桜並木、見事な庭には滝まで・・・
素晴らしい景色を眺めながらお弁当をいた
だき、すっかりご機嫌になったライオンた
ちは少し飲み過ぎたようでした。

滝の上からの眺め。左の方に
は桜並木が広がっていました。

花見例会 （第1332回例会）
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結成55周年記念事業「子どもの夢事業」
ティアラ土佐RG	 ３月７日（土）～８日（日）

　結成55周年記念事業の一つ、北菜々美ちゃんの「フェアリージャパンの演技が見たい！」との夢に日本女子体育大学の
木皿監督率いる団体Aチームと元フェアリージャパン・北京オリンピック代表の遠藤由華さんに3月7日・8日の二日にわた
り来高していただきました。
　演技披露はもちろん、指導や一緒に練習させていただき、夢を応募してくれた北菜々美ちゃんのみならず、
所属するティアラ土佐 RG の子どもたち全員の夢を叶えることができました。普段、ろくな説明や実演を見せ
てもらえず、ただ怒鳴り散らすだけの指導しか受けられていない子どもたちも、木皿監督の分かりやすく、丁
寧な指導に「新体操って本当は楽しいがや！」と改めて気づかされたようです。
　高知では受けることのできない素晴らしい指導は、子どもたちのやる気、集中力を持続させ、なおかつ楽
しく練習させるということを痛感しました。この事業をきっかけに将来大活躍してくれる選手に成長してほし
いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　＜ L 田中（良）＞

特別にお声掛けした高知南中学校・高等学校と高知西高等学校
の新体操部の皆さんも記念撮影に参加

終了後、サインをもらいに遠藤由
華さんの周りに集まる子どもたち

2014夏に日本フィルハーモニー交
響楽団と共演した時に踊った「アル
ルの女」を披露する遠藤由華さん

今回の記念に日本女子体育大
学新体操部の皆さんのサイン
色紙をいただきました

日本女子体育大学新体操部の皆さんとティアラ土佐ＲＧの子ども
たちと記念撮影

基礎練習も一緒に
やりながら

会場入りする前に
少 し 観 光 を・・・
桂浜の坂本龍馬像
前で記念撮影

演技会では、リボンとフープ・クラブの２
種目を披露していただきました
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安芸市立穴内小学校卒業式	 ３月２１日（土）

　「子どもの夢事業」で北海道への修学旅行の夢を叶えた安芸市立穴内小学校の卒業式に招待いただき、佐々木会長
が出席されました。
　地域の方々が多く出席され、地域ぐるみで子どもたちを大切に育てているということがわかるアットホームな良い卒業式でした。

卒業式後の謝恩会にて、改めてお礼の言葉をいただきました 新しい夢に向かって！卒業おめでとう！！

高知鷹城ライオンズクラブ杯少年サッカー龍馬大会
３月２１日（土）～２２日（日）
　3 月 21日（土）と 22 日（日）、長浜公
園球技場にて少年サッカー大会が行われま
した。4 年生以下を対象にしたこの大会も
当クラブが後援するようになって 6 回目の大
会となります。県内外より（遠くは神戸から）
集まった 24 チームが 2 日間にわたって熱戦
を繰り広げました。
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2015 年 2 月～ 4 月　事業・行事報告

高知城清掃　２月７日（土）、３月７日（土）、４月４日（土）

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

2
月

5日 木 第1328回例会（賀寿例会） 城西館 メンバー　27名

7日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L西尾　L中屋　L川添

12日 木 理事会 三翠園 メンバー　11名

19日 木 第1329回例会 三翠園 メンバー　21名

22日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部
L成岡　L松村　L中岡　L上村　L南　L村上　L妙中　 
L秦　L井上

26日 木 指名委員会 高知サンライズホテル メンバー　10名

3
月

2日 月 会長幹事会 三翠園 L大塚

5日 木 第1330回例会 三翠園 メンバー　27名

7日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L西尾　L中屋　L筒井　L川添

 〃 〃
「子どもの夢事業」ティアラ土佐RG 
日本女子体育大学新体操部演技会

土佐市民体育館
L佐々木　L弘内　L西尾　L中屋　L中岡　L筒井　L池　 
L山中　L長野　L南　L大塚　L田中（良）　L鳴瀧

8日 日
「子どもの夢事業」ティアラ土佐RG 
日本女子体育大学新体操部演技会

野市総合体育館
L佐々木　L弘内　L西尾　L中屋　L松村　L中岡　L筒井　 
L山中　L長野　L南　L大塚　L田中（良）　L鳴瀧　L村上　 
L妙中

12日 木 理事会 三翠園 メンバー　13名

14日 土 新会員オリエンテーション 高知商工会館 L細川　L秦

リーダーシップ研究会 高知商工会館 L田中（良）　L藤井

15日 日
第3回諮問委員会及びゾーンレベル 
会員委員会

高知プリンスホテル L細川　L南　L大塚

19日 木 第1331回例会 三翠園 メンバー　23名

21日 土 高知鷹城LC杯少年サッカー龍馬大会 長浜公園球技場 L田中（智）

22日 日 高知鷹城LC杯少年サッカー龍馬大会 長浜公園球技場 L佐々木　L西尾　L田中（智）

定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L西森　L菅　L成岡　L村上　L井上

4
月

4日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 メンバー　10名

第1332回例会（花見例会） 安芸内原野公園 メンバー　11名

9日 木 理事会 三翠園 メンバー　10名

12日 日 第61回地区年次大会 アスティとくしま L佐々木　L弘内　L筒井　L南　L大塚　L田中（良）　L福島

13日 月 合同献血 中央公園 L鳴瀧　L村上

16日 木 第1333回例会 三翠園

26日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部


