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　平成 29 年の新春を迎え、心新たに本年もよろしく
お願いいたします。
　今年は日本では天皇陛下の生前退位について議論さ
れ、アメリカでも新トランプ政権が誕生するという激動
の一年になる気配が感じられます。その中で高知鷹城
ライオンズクラブは福島会長の「明るく・楽しく・根気よ
く、情熱と笑顔で We Serve」のスローガンのもと会員
の皆さまの協力により、活発な奉仕活動を続けていま
す。新会員の加入もあり、57 年間の積み上げられてき
た伝統とともにクラブの活性化ができてきています。

　今年は酉年「飛躍」の年
です。会員の皆様の強力な
協力をいただいて、明るい
笑顔のあふれる楽しい活動
をしていきましょう。
　今年が会員、ご家族の皆さまにとって輝かしい飛躍
の年となりますようご祈念申し上げます。

　今年のお正月は例年と比較して、大変穏やかなお正
月を迎えることができました。本年が社会におきまして
も、このように穏やかな日々が続くことを願っています。
　さて、私の任期も折り返し点をターンして後半に入り
ました。この半年間、毎月のようにイベントが続きまし
たが、会員の皆様には多大なご協力を賜り、心より御
礼申し上げます。また 3 名の新入会員をお迎えし、ク
ラブの活性化にも寄与していただきました。後期も新入

会員獲得に向けて皆様の絶
大なるご支援をよろしくお願
いします。ライオンズクラブ
創立 100 周年の本年が皆様
にとりまして素晴らしい1 年となりますことをご祈念申し
上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　今年でライオンズクラブ入会以来14回目のお正月を元
気で迎えられました事をまずは喜びたいと思います。産
まれたばかりの赤ちゃんもはや、高校生になりますから
歳を重ねるはずです。健康第一で今年も乗り切ります。
　今年は、アメリカのトランプ大統領就任後に世界の
動向が注目されています。ライオンズクラブ発祥の地ア
メリカで自国だけ、自分だけ…. なんて許される訳があ
りません。ライオンズクラブのウイサーブ精神を学んで
欲しい気もしております。

　さて、高知鷹城ライオン
ズクラブ半期の会計状況で
すが、福島丸の奮闘により、
いたって順風満帆の航海を
続けております。寄港地では新たな 3 名の乗組員を増
強し、大いに助けていただいております。あと半期、
乗組員全員のご協力により、無事帰港したいと思いま
すので、よろしくお願い致します。

新年のご挨拶

幹事　L 藤井 哲二

会長　L 福島 明

会計　L 田中 智洋

〒780-0971 高知市南万々7番地
 TEL 088-826-6400
 FAX 088-826-6410

司法書士　細川　拓史

匠司法書士事務所 有限会社  松村不動産鑑定所
代 表 取 締 役
不動産鑑定士 松 村 幸 生

〒780-0861
高知市升形 9 番 10 号
TEL 088-872-3010
FAX 088-872-3040
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一ツ橋小学校の６年生から５４枚の平和ポスターを応募していただき、
その中から最優秀賞1名、会長賞1名、優秀賞3名を選考しました。今年
は新たな試みとして、サニーマート中万々店にて１１月２０日（日）～２８日
（月）９日間展示していただきました。

今回は当クラブがゾーン当番ということで、30分程早く集合し粗
品の袋詰めを行いました。全体の受付人数52名で200ｍｌ献血3名、
400ｍｌ献血43名という結果でした。献血車1台に付き50名の献血
がないと赤字になるとのことですので、会員の皆様一層のご協力をお
願いします。なお、当クラブの献血結果は以下の通りとなっております。

受付人数	：	１３名、200ｍｌ献血：１名、400ｍｌ献血１１名
会員協力	：	L細川（本人・紹介１名）、L西森（紹介3名）、	
	 	 L村上（紹介6名）、L宮地（本人）

L菅　L西尾　L中屋＋LL　L筒井　L杉本　L田中（良）	
L鳴瀧　L福島　L藤井　L伊与木　L宮地の１２名の参加
で、土佐道路河ノ瀬交差点付近の国道清掃を行いました。

平和ポスタークラブ内表彰

国道一斉清掃
平成28年11月6日（日）　土佐道路河ノ瀬交差点付近

最優秀賞　畑山大樹さん

会長賞　味元香凛さん

７R-1Z合同献血 11月7日（月）
中央公園
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11月第二例会

忘年例会

平成28年11月24日（木）
三翠園

平成28年12月1日（木）
高知サンライズホテル

法テラス高知法律事務所の中島香織弁護士にお越しいただき、「こど
もの居場所について」と題し、こども支援ネット“みんなのひろっぱ”の活
動についてお話ししていただきました。“みんなのひろっぱ”は、こどもた
ちのために心安らげる場所を作りたい、安全で健やかな成長を支えたい、
生まれてきてよかったと感じてほしい、そんな思いでこどもの居場所を提
供しているとの事や、厳しい環境に置かれているこどもたちの現状につ
いてのお話はとても勉強になりました。

12月は例年クリスマス例会をしていましたが、今年は盛大
に美味しい物を食べて年忘れをしようということで、忘年例
会を行いました。

高知サンライズホテルの美味しいクエ鍋を堪能していたら、
突然安倍首相やヒラリー・クリントン、ドナルド・トランプ、
オバマ大統領などの超VIPが乱入！？歓声と笑いが溢れる忘
年例会となりました。

高知鷹城ライオンズクラブの例会場が、突然日米会談の場に？！

大統領選の遺恨を忘れ、和解の抱擁？ 遠いところ、またお忙しいなか例会訪問ありがとうございました



福島明後援会事務所（自宅）
〒781-0252 高知市瀬戸東町1-21-10　
tel/fax 088-842-0321  携帯 090-3184-1158　
e-mail: akira2940@mb.pikara.ne.jp
福島明後援会 中央支部
〒780-0833 高知市南はりまや町1-17-12
はりまや司法書士事務所内

人の喜びは我が喜び

高知市議会議員 福島 明
“信頼と実績”

高知県高知市菜園場町 6番 1号
電話（088）882-2100（代）
FAX（088）882-2177

〒780-0823

代表取締役

しん　こう

田中 智洋

建設業許可No.（般̶26）第 8128 号（機械器具設置工事業）

伸綱商会有限会社

特定社会保険労務士 南  宏 道
〒780-0901 
高知市上町4丁目2番15号 南会計事務所3F
TEL 088-823-1785　FAX 088-825-3227

南 社会保険労務士事務所
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1月第二例会

新年例会

平成29年1月19日（木）
三翠園14F

平成29年1月5日（木）
城西館

NPO法人マックスオンワード理事長の山﨑晴香様にお越しい
ただきました。山﨑様には『「心に愛を…」～今後の子ども食堂の
あり方について～』と題して、ご自身の経験をもとにNPO法人マ
ックスオンワードを立ち上げられたことや、こども食堂の現状と
今後の活動についてお話ししていただきました。

新しい年を迎えての初めての例会、出席率86％と多くの
会員の出席で、新年例会を行うことができました。余興は福
島会長が主導となって、○×クイズ・ビンゴゲーム・羽根つき
をしました。
〇×クイズでは、「五月みどりのヒット曲は『一週間に4日来
い』である〇か×か」という問題など20問に解答してその点数
を競いました。ビンゴゲームは、3×3のマス目にそれぞれ会
員の名前を書いておき、あらかじめ会員の名前が書かれた札
を会長が引き、1列揃えばビンゴ！というもの。羽根つきは、
テーブル単位で2名を選出し、何回続けることができるかを
競いました。

接戦のL井上（光）とL筒井 続けることが大事な羽根つき、
L井上（光）・L秦ペアが優勝しました
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ちらちらと小雪が舞い散るなか、高
知大丸前にて恒例のチャリティセー
ルを行いました。大盛況のチャリティ
セールですが、ここ数年は品物集め
に苦労しております。そのため売上金
が30,400円と昨年を5000円程下
回りました。チャリティセールは事業
費収入を得る貴重な収入源となって
おりますので、会員の皆様には来年
もご協力の程よろしくお願いします。

新会員オリエンテーションに参加して
平成28年10月29日（土）にサンピア高知で開催された新会員オリエンテーションに参加させて
いただきました。新会員、講師、地区役員の方を含め、思ったより大勢の会員の方がおられました。
講義はライオンズクラブの創設から目的、組織内容など。オリエンテーションの後半では、三重苦
のヘレン・ケラーご本人の当時の映像が披露されました。話している様子など昔観た映画‘奇跡の人’
と同じかそれ以上に大変そうで、有名なサリヴァン先生の全身全霊、自らの命をかけたような助け
がなかったら…という思いで感動を新たにしました。私も何か人のためになることをという使命感を
持って、これから会の活動に参画させていただきたいと思ったことでした。

あなたの愛をパレード

チャリティセール

平成28年12月18日（日）
帯屋町アーケード

平成29年1月15日（日）
高知大丸前

四献運動推進PR活動として、帯屋
町アーケードを大橋通りから高知大
丸前まで「あなたの愛を」呼びかけて
パレードしました。

L田村 俊介



記念写真の撮影（福島会長の左側が千頭さんご家族、右側がキャンディさんご家族）
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1982年、当クラブではアメリカから1名、カナダから1名
のYE生を、L千頭（カナダ）・L窪田（アメリカ）宅で受入れまし
た。この度、当時カナダから来高されていたキャンディ・セル
ヴィさんが34年の歳月を経て、再び来高されるとの知らせを
受け、当クラブで歓迎会を開きました。もちろん、今回この
貴重なご縁をつないでいただいた千頭邦夫さんと妻の美弥子
さんと娘さんも一緒に宴にお招きしました。
キャンディさんは旦那様と11歳・9歳の娘さん4人で来日さ
れました。挨拶の時に「34年前は未成年だったので例会で一
緒に乾杯することができなかったが、今回皆さんと乾杯でき
ることが楽しみです」とおっしゃっていました。
34年前当時から在籍されているのは、L藤本・L古谷・L
濱田の3名のみとなりましたが、鷹城DNAを受け継ぐ会員は、
果敢にコミュニケーションを取って話しかけて、精いっぱい
おもてなしをしました。
宴の終わりはもちろん
「また会う日まで」とロ
ーア。また再会できる
ことを願って、L菅の
先導のもと熱唱し、L
藤井のローアでお開き
となりました。

元YE生来高
平成29年1月14日（土）　高知サンライズホテル

キャンディさんご夫婦とL古谷。34年振りの再会に乾杯！

今回の縁をつないで 
いただいた千頭邦夫様
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高知城追手門周辺清掃　平成28年11月5日、12月3日、平成29年1月7日

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

11	
月

5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鳴瀧　L福島　L藤井　	
L井上（光）　L中本　L岡﨑

6日 日 国道一斉清掃 土佐道路	
河ノ瀬交差点周辺

L菅　L西尾　L中屋＋LL　L筒井　L杉本　L田中（良）　	
L鳴瀧　L福島　L藤井　L伊与木　L宮地

7日 月 ゾーン合同献血 中央公園 L細川　L筒井　L鳴瀧　L福島　L井上（光）　L宮地
7日 月 会長幹事会 三翠園 L福島　L藤井
10日 木 第1370回例会 三翠園 メンバー28名
17日 木 理事会 三翠園 メンバー12名
24日 木 第1371回例会 三翠園 メンバー23名

12	
月

1日 木 第1372回例会 高知サンライズホテル メンバー28名
3日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L植田　L西尾　L筒井　L鳴瀧　L福島
3日 土 土佐山田LC忘年例会 すし正 L細川　L藤井
4日 日 薬物乱用防止教育講師養成講座 高知県立大学 L大塚　L藤井
7日 水 室戸LC忘年例会 花月 L細川　L福島　L西尾
8日 木 理事会 三翠園 メンバー11名

11日 日 第2回諮問委員会	
及びゾーンレベル会員委員会 グレース浜すし L細川　L福島　L藤井　L弘内

15日 木 第1373回例会 三翠園 メンバー23名

18日 日 「あなたの愛を」パレード NTT西日本	
高知支店集合

L成岡　L弘内　L松村　L田中（智）　L細川　	
L佐々木　L南　L田中（良）　L鳴瀧　L福島　L藤井　	
L井上（光）　L中本

20日 火 高知LC忘年例会 三翠園 L福島　L藤井

20日 火 高知鏡川LC結成記念例会 ドリーマー	
ベイシャトー L田中（良）　L秦

25日 日 定例ゴルフ 正蓮寺 L西森　L成岡　L伊東　L中岡　L佐々木　L福島　	
L村上　L井上（光）

1	
月

5日 木 第1374回例会（新年例会） 城西館 メンバー37名
7日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L植田　L西尾　L筒井　L福島　L田村
12日 木 理事会 三翠園 メンバー13名
13日 金 高知南LC新年例会 ホテル南水 L福島
14日 土 元YE生歓迎会 高知サンライズホテル メンバー15名

15日 日 チャリティセール 高知大丸前 L西森　L弘内　L田中（智）　L筒井　L杉本　L鳴瀧　	
L福島　L中本　L西森（京）　L宮地

19日 木 第1375回例会 三翠園 メンバー22名

22日 日 定例ゴルフ 正蓮寺 L西森　L菅　L成岡　L伊東　L中岡　L佐々木　	
L福島　L村上　L井上（光）　L岡﨑


