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退任にあたり一言お礼のご挨拶を申し上げます。この
1 年間は、クラブ結成５５周年記念式典や記念事業の実
施など、会員の皆様からは一方ならぬご指導やご協力を
賜り、何とか任期を全うすることができました。心より感
謝申し上げます。特に、記念事業である「子どもの夢事
業」は、伝統は未来を意識するからこそ続いていくもの
との想いで、今日までの鷹城の数多くの先輩諸氏から受
け伝えられてきた鷹城 recipe を存分に活用し、次世代を
担う子どもたちに、「夢を持ち、実現することの素晴らしさ」
を広く伝える事の出来た、他のクラブにはない鷹城らし
い記念事業であったと確信いたしております。そして会員
の皆様が、この度の「子どもの夢事業」の成功に向けて

取り組まれた前向きな活動姿
勢そのものは、これからの鷹
城の新入会員招請への好機
に繋がり、必ずやクラブにとって大きな財産になるものと
思っております。これからも当クラブが田中良岳新会長の
もと、次の目標に向けてさらに飛躍発展していくことを念
願しております。

最後に、この鷹城の長き歴史の一端に私自身が加われ
たことに感謝を申し上げますとともに、「子どもの夢事業」
の実現化に向けて、ご協力をいただきました多くの関係
者の方々にお礼を申し上げ退任の挨拶といたします。1 年
間本当にありがとうございました。

会計という大役をお引き受けしまして、早くも1 年が過
ぎました。いささか名ばかり会計のふしがあったのでは
ないかと反省をしています。しかし、三役の一人として、
他クラブの周年、交替行事等へ出席するにつれ各クラブ
の雰囲気、あり方、運営方法について参考になることも
沢山ありました。会計就任時に “ 財源を利用した奉仕の

心に基づくライオンズ活動 ”
が出来たらと願っておりまし
た。この 1 年を通し少なから
ず実現できたと信じております。これも皆様方のご協力の
たまものです。心よりお礼申し上げます。ありがとうござ
いました。

2014-2015 会長退任の挨拶
L 佐々木 敏雄

2014-2015 会計退任の挨拶
L 南 宏道

2014-2015 幹事退任の挨拶
L 大塚 丈

この１年間は、これまでになくクラブ活動に充実した時
間を費やすことができた１年でした。６月の札幌エルムラ
イオンズクラブ５５周年の北海道旅行には、妻と２人の子
もご一緒させていただき、家族そろって温かいおもてなし
を受けたのですが、旅行中のバスで「しりとり」をしてい
た長男（５歳）が、「ら」の順番になった際「ら、ら、ら、・・・
ライオンズ！」と言っているのを聞いて、この１年間の英
才教育の成果に思わず妻と爆笑してしまいました。幹事
という職をお受けするまでの７年間、お世辞にも真摯に
ライオンズ活動に取り組んできたとは言い難く、ライオニ
ズムの何たるかも咀嚼できていなかった私が、何とかか

んとか５５周年という節目の
１年間を（主観的には）大過
なく終えられたのは、佐々木
会長という類い希なる統率力のもと他の役員の皆様のサ
ポートや、会員の皆様のご理解があったからに他なりま
せん。

つい先日、４０周年の会長も務められた故ライオン小
松英雄の７回忌を迎えました。しかし、「鷹城レシピ」は
未来へ綿 と々つながっていくだろうと思わずにはいられな
い、そんな１年間でした。ありがとうございました。
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今年は室戸ジオパーク～御厨人窟～ジオパークセンター～
最御崎寺を室戸ＬＣのＬ島田信雄に案内していただきました。
案内してもらいながら見学すると通り過ぎてしまいそうなこと
に気が付いたりするなど大変勉強になりました。観光の後は、

ニューサンパレス室戸で行われた「ながれこ例会」に出席。
夕陽を見ながら新鮮なながれこをお腹いっぱいいただき、お
いしいお酒を飲んで、大変楽しい時間を過ごすことができま
した。

今期一年の締めくくりとなる
例会「慰労会」。会長アワード
では、ＬＴ、ＴＴ、計画委員長
をはじめ、結成５５周年記念
式典・記念事業にご協力いた
だいた方々総勢１５名に感謝状
と記念品が贈呈されました。

今期皆勤賞を達成した L 西尾と L 長野。

この日のためにとっておいた
佐々木会長の「初めてのローア」

陶芸作品紹介

ながれこ例会 平成27年5月13日（水）室戸ジオパーク～最御崎寺～ニューサンパレス室戸

慰労会 平成27年6月4日（木）　三翠園

　内原野焼の陶芸家で土佐の匠に認定されている西邨出（にしむらいずる）様に１月の
新年例会、２月の賀寿例会にお越しいただいて作製し、４月には内原野陶芸館に出向
いて絵付けをしたお皿と器が完成しました。皆様、作品の出来栄えはいかがでしたでしょ
うか？実際にご使用になられた方々はご感想を PR 委員までお寄せください。
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札幌エルムＬＣ訪問記 平成27年6月7日～10日

〒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

先発隊は、函館を出発し、札幌へ。途中、余市のニッカ余市蒸留所を見学しました。
８日出発の後発隊はお昼前に北海道入りをすると、白老町へ。「アイヌ民族博物館」を

見学した後、札幌市内のホテルで先発隊と合流しました。
夜は札幌エルムLCのご招待で「ビアケラー札幌開拓使」で歓迎会。ジンギスカンと生ビールで交流を深めま
した。また、二次会ではショークラブ「ららつー」で素晴らしいショーを堪能しました。

一足早く出発した先発隊は、ちょっと寄り道・・・函館
に降り立ちました。北の玄関口として栄えた港町の、華

やかな雰囲気が残るベイエリア「金森赤レンガ倉庫」や「五稜郭」を観光した
後は函館山へ。夕暮れから夜へ少しずつ移り変わる「100万ドルの夜景」を
鑑賞しました。

６月７日（日）

６月8日（月）
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夜、「北の迎賓館」とも呼ばれる札幌グランドホテルにて行われた札幌エルム
LCチャーターナイト５５周年記念式典・祝賀会に出席しました。冨田会長の

開会宣言・ゴングに始まり、高橋はるみ北海道知事ほか来賓の方々の祝辞、クラブの５５年の歴
史をまとめた映像や記念アクティビティ紹介DVDの上映など、終始厳粛な雰囲気で執り行われた
式典に札幌エルムライオンズクラブの素晴らしさを再認識しました。

８月に女子プロゴルフトーナメント『ｍｅ
ｉｊｉ ｃｕｐ』が開催される「札幌国際カ

ントリークラブ島松コース」で行われた親睦ゴルフには、冨田
会長をはじめ多数の方々が参加をしていただき、思い出に残
るコンペとなりました。

そして、会場を移して行われた祝賀会では、
めずらしく緊張気味の佐々木会長が高知鷹城
LCを代表してお祝いの言葉を述べました。

祝賀会後の“残”で、冨田会長ご夫妻と佐々木会長、大塚幹事

途中、石野真子さん
のミニコンサートも
あり、美味しい料理
と素晴らしい演出に
時間の経つのも忘れ
て楽しませていただ
きました。

札幌エルムLCの皆様には、式典準備等でお忙しい中、私たち
高知鷹城LCの来訪を、盛大にかつ心温まる歓迎していただき、
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今後は５年後とは言わず、
また近い日に必ず再会し、交流を深めたいと思いました。

６月９日（火）

６月１０日（水）

訪問を終えて…



6　高知鷹城ライオンズクラブ　2015／5・6・7

この度、第５７代会長に就任いたしました田中良岳（たなか
りょうがく）でございます。私は、今期の会長スローガンを『「慈
愛」の心で・・・We Serve』としました。慈愛とは、常に
慈しみを注いでかわいがる心、親が子を慈しみ、かわいがる
ような深い愛情のことです。言いかえると、自分の幸福を他
者に分け与えることでございます。それにはまず自分が幸福
でなければなりません。ここで言う幸福とは、物質や概念に
よる幸福ではなく、心の豊かさや広さ、純粋さなどがもたら

す本質的な幸福のことでござい
ます。会員の皆様が心広く、豊
かに、そして何よりも幸福になっ
ていただける1 年になるよう努力していく所存でございます。
もちろん私自身にそんな力はありません。実現のためには皆
様のご助力が必要でございます。どうか 1 年間スローガンの
とおり、皆様が幸福になれるよう、ご助力、又は厳しいご指
導を賜りますよう、よろしくお願い致します。

平成１２年の入会以来、会長をはじめ理事まで、あらゆる
役職を仰せつかってきたが、会計だけはしていなかったので、
立候補して会計の重責を全うしたいと思っています。

ライオンズクラブの健全会計のためには、ある程度の会員
数の維持、増強が欠かせないことは言うまでもありません。
１５年前の鷹城の会員数は、今の倍はいたのではないでしょ
うか。それ以後、時代の変化とともに急速に会員数が減少し、
会費の値上げも経験したものでした。ゆとりのあるクラブ運

営に当たっては、やはり５０人
体制を目指すべきでしょう。

５５周年では、りっぱな記念
事業を成し遂げました。６０周年に向けて、これからの５年
間は記念事業の英知を探り、財政を強固なものにすべきでしょ
う。そのスタートの年の会計として、職責を全うしたいと思っ
ています。

2015-2016 会長就任の挨拶
L 田中 良岳

2015-2016 会計就任の挨拶
L 松村 幸生

2015-2016 幹事就任の挨拶
L 鳴瀧 渡

クラブに入会して５年目、これまで会計・ライオンテーマを
クラブメンバーの方々に支えられながら、自己成長につながる
ライオンズライフを過ごしてきました。今期は田中良岳会長ス
ローガン『「慈愛」の心で・・・We Serve』を全ての活動の
基本に据えてクラブ運営を行っていきたいと考えております。
特に今期は、今までのような「何でも会長が決め、全てを会
長がやる」といった体質を変えて、会員のメンバーシップが発
揮出来るように全ての委員会が自主的にアクティビティを責任

持ってやれるクラブを目指して
会長を支えていきたいと思いま
す。そのために、それぞれの
活動がしやすくなるように環境を整えることに努めます。“ 高
知鷹城ライオンズクラブらしさ”を大切にして、この１年頑張っ
ていきますので、御指導の程何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

健康への道しるべ
エンジョイ正蓮寺

高知市重倉945
TEL（088）845-1163　FAX（088）845-4773

高知ゴルフ倶楽部
〒782-0051 香美市土佐山田町楠目25番地12
TEL 0887-52-2030　FAX 0887-52-1709
E-mail: k-taenaka@kochi-styrol.co.jp
URL: http://www.kochi-styrol.co.jp/

代表取締役社長　妙中  幸一

高知スチロール株式会社
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当クラブは新旧役員交替会に三役による余興を代々行ってきた・・・ということで、久
しぶりに寸劇に挑戦した会長幹事。演目は「必殺！仕事人～We Serve～」。仕事人良安・・・
田中会長、遊び人の鳴・・・鳴瀧幹事、悪代官・・・松村会計、山中屋・・・山中ＬＴ、
ナレーション・・・田中智洋計画委員長、その他に秦ＴＴ、佐々木前会長、大塚前幹事
にもお手伝いいただき、見事に演じきりました。また、この日は新会員の入会もあり、入
会式と合わせて盛大に行われました。

Ｌ西野彰恭の誕生です。Ｌ西野につい
ては、次号で詳しくご紹介致します。

７月９日（木）に会長・幹事
が一ツ橋小学校を訪問し、平
和ポスターへの応募のお願い
とありがとうメッセージ葉書を
贈呈してきました。

新旧交替会＆入会式 ７月２日（木）　三翠園

浦戸湾七河川一斉清掃 ７月１2日（日）　天神橋南詰

平和ポスター＆ありがとうメッセージ

草刈り前・・・ 草刈り後。 お疲れ様でした <(_ _)>
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2015 年 5 月～7月　事業・行事報告

高知城清掃　５月２日（土）、６月６日（土）、７月４日（土）

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

5
月

2日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L西尾　L藤井
7日 木 第1334回例会 三翠園 メンバー　24名
11日 月 会長幹事会 ホテル日航高知旭ロイヤル L佐々木　L大塚　L田中（良）　L鳴瀧
13日 水 室戸LCながれこ例会 ニューサンパレス室戸 L佐々木　L西尾　L長野　L鳴瀧　L藤井
14日 木 理事会 三翠園 メンバー　13名
21日 木 第1335回例会 三翠園 メンバー　22名
24日 日 第61回複合地区年次大会 サンポート高松 L田中（良）　L鳴瀧　L松村　L西尾　L秦

6
月

3日 水 室戸LC新旧役員交替例会 料亭　花月 L細川　L西尾
4日 木 第1336回例会 三翠園 メンバー　28名
6日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L佐々木　L西尾　L福島
 〃  〃 7R次期LT・TT・計画委員長スクール 高知プリンスホテル L田中（智）　L福島　L秦
7日 日 次期三役スクール 三翠園 L田中（良）　L鳴瀧　L妙中
8日 月 札幌エルムLC訪問　歓迎会 ビアケラー札幌開拓使 メンバー　16名
9日 火 札幌エルムLCCN55周年記念式典 札幌グランドホテル メンバー　15名
10日 水 札幌エルムLC親睦ゴルフ 札幌国際C.C島松コース L佐々木　L中岡　L長野　L秦
 〃  〃 土佐国府LC新旧役員交替会 西島園芸団地 L成岡
11日 木 理事会・準備理事会 三翠園 メンバー　17名
13日 土 次期5委員長スクール グレース浜すし L中屋　L中岡　L細川　L長野　L秦
15日 月 次期ガバナーエレクト橋本充好氏を励ます会 ザ クラウンパレス新阪急 L弘内　L成岡　L細川　L筒井　L大塚　L福島
16日 火 土佐香南LC新旧役員交替会 一寿司会館 L田中（良）　L福島
18日 木 第1337回例会 三翠園 メンバー　20名
19日 金 土佐山田LC新旧役員交替会 すし正 L佐々木　L妙中
23日 火 高知LC新旧役員交替会 ホテル日航高知旭ロイヤル L筒井　L甲藤
26日 金 高知南LC新旧役員交替会 ザ クラウンパレス新阪急 L成岡　L松村
29日 月 次期計画委員会 三翠園 メンバー　11名

7
月

2日 木 第1338回例会（新旧役員交替会） 三翠園 メンバー　34名
4日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L西尾　L中屋　L鳴瀧
6日 月 会長幹事会 ホテルおおりや L田中（良）　L鳴瀧
9日 木 理事会 三翠園 メンバー　15名

12日 日 浦戸湾・七河川一斉清掃 天神橋南詰
L菅　L弘内　L中屋＋LL　L中岡　L筒井　 
L山中　L南　L福島

16日 木 第1339回例会 三翠園 メンバー　23名
23日 木 新会員招請委員会 鏡水香 メンバー　14名


