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5月18日（水）　室戸LCながれこ例会、例会場から見える夕日
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高知鷹城ライオンズクラブ第 57代会長を拝命してから、
はや 1 年間が過ぎ、どうにか会長職を無事終了すること
が出来ました。これも、鳴瀧幹事をはじめ役員、会員の
皆様の温かいご指導とご協力によるものでございます。
心から感謝しております。この1年間、終わってみればあっ
という間のようですが、様々なことがございました。他ク
ラブとの交流も増え、たくさんのライオンズ仲間と出会え
た事も、会長を経験して素晴らしい事の一つです。また、
色々なアクティビティに参加し、改めてライオンズクラブの

素晴らしさを実感しました。
今後は、次期会長を盛り立

て、会員の皆様と共に楽しみ
ながらライオンズ生活を送って行こうと思っております。

足元がおぼつかず始まった会長でしたが、皆様の支え
で任期を全うすることができました。本当ありがとうござ
いました。これからも、鷹城ライオンズクラブが益々発展
していくことを願っております。

昨年の 7 月に田中会長のもと 56 年目が始まり、早いも
のでもう1 年が過ぎました。年を取ると 1 年を短く感じる
ものなのでしょうか。私もライオンズクラブに 47 歳で入会
し、早 16 年が過ぎ、入会順では上から16 番目となりま
した。その間、色々な人が入会し、退会してゆきました。
今、この原稿を決算書（案）を見ながら、書いています。
本年度、運営費会計は赤字となりました。ライオンズクラ
ブの運営には、例会、委員会の運営、周年事業への参加、

事務局費用等のある程度の
金額が必要です。それを賄う
のが、会員の月々の会費です。
それが赤字となれば、会員数を増やすか、会の運営を
縮小するかしかありません。拡大の方向性を目指すなら、
会員の増強しかありません。福島会長のもと、皆さんが
んばりましょう。1 年間、お世話になりました。

2015-2016 会長退任の挨拶
L 田中 良岳

2015-2016 会計退任の挨拶
L 松村 幸生

2015-2016 幹事退任の挨拶
L 鳴瀧 渡

この 1 年充分なこともできませんでしたが、田中会長
のもと伝統ある高知鷹城ライオンズクラブの幹事という重
責のなかで、時間感覚は「あっという間」の 1 年間であり
ましたが、体験感覚は「濃く貴重な日 」々の連続でした。
私自身幹事の職を本当に果たせたか疑問で？能力不足で
あったと自覚しております。田中会長、そして役員の方々
や諸先輩、会員皆様に多々ご迷惑をお掛けしながらの 1
年であったと実感しております。その中で、私のこれから
のライオンズライフに多くの影響を与えてくれる多くの他ク

ラブの皆様ともご縁を頂きま
したことは貴重な体験ができ
自己成長を感じられた 1 年間
でした。次年度は、福島会長新体制のもと「ライオンズク
ラブ 100 周年」を迎える年度です。私も微力ながら全力
でお手伝いさせて頂きたいと思います。今期 1 年間、会
員の皆様には大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。今後とも、ご指導の程、どうぞよろしくお願い
いたします。



６月１６日（木）
高知サンライズホテル第１３６１回例会 慰労会 
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良いお天気のバスの中、ワクワクしながら室戸に向かいま
した。到着後すぐに、広いお庭で用意して頂いた網焼きのな
がれこと冷たい生ビール。絶景の夕陽を眺めながらの至福の
ひと時を味わいました。ひとごこち着いた頃始まった例会も、

和気あいあいと楽しいもので、室戸ライオンズの皆様の温か
いおもてなしの心を感じ、感謝の一言でした。嬉しい疲労感
とともにバスに揺られて楽しい時間は、あっという間にすぎ
るなあ、と思いつつ帰ってきました。

2015-2016年度を締め括る最後の例会、慰労会を高知
サンライズホテルで行いました。

2015-2016年度クラブ運営にご協力いただいたライオン
テーマー：L山中、テールツイスター：L秦、計画委員長：L松
村、会報委員長：L藤井、地区年次大会総務部会長：L成岡
に会長より感謝状が授与されました。また、クラブを代表し
て高知キャビネットで活動していただいたL弘内（IT特別委員

長）、L福島（キャビネット副幹事）に感謝状が贈呈されました。
会長アワードとして、ドネーション賞がL中岡とL島本、清

掃精勤賞がL西尾・L中屋、会員増強賞がL筒井に贈られまし
た。そして、昨年に引き続き、今期も皆出席を達成したL長
野に例会皆出席賞が贈られました。L長野、2016-2017年
度も皆出席を目指し、頑張ってください！

６月末で退会されるL 妙中、最後のローア。

室戸ライオンズクラブながれこ例会 ５月１８日（水）
ニューサンパレス室戸

1917年のライオンズクラブ創設から記念すべき100
周年を迎える、2016年7月1日現在のクラブ在籍メン
バー記念証書を
作成し、ここに
志を新たに「Ｗｅ 
Serve」推進を誓い
ました。

正会員４４名、
家族会員９名、計
５３名の名前が刻
まれたこの会員証
は、クラブチャー
ター認証状と共に
永久保存していき
ます。
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濱田利男 

弘内喜代志 

松村幸生 
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中岡次江 

山中隆寛 

鳴瀧 渡 

伊与木増喜 

中本雅章 

 

細川泰世 

計 53 名 

100周年記念
クラブ会員証



みもすそ川公園にて歴史体感紙芝居を童心にかえって楽しみました。
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第９９回国際大会（福岡） 6月24日（金）～26日（日）

『第99回ライオンズ国際大会福岡に参加して』
今年の国際大会は福岡市において、6月24日～ 28日の

期間、世界205の国・地域から約25,000人の参加にて盛
大に行われました。

国際大会は年に一度、世界の会員が集まり現在の重要事
項について話し合い、1年間の奉仕活動に対して労い祝う場
所です。

国際大会の日本での開催は、今回で3回目、前回は平成
14年の大阪大会で、以来14年ぶりとのことで、我がメンバ
ーの中にも、大阪大会の経験者が数名おられました。

総会・基調講演会場のヤフオク！ドームでは、球場の広さ
に感動し、そして開会の祝辞を述べた福岡市長の英語力や
インターナショナルさながらの各国の人々、まるで異国の地
にやってきたようなワクワク感を味わいました。

基調講演は、ノー
ベル平和賞受賞者カ
イラシュ・サティーア
ーティ氏が児童労働
撲滅と教育の大切さ
を訴えられていました。
世界には多種多様な
人々が存在し、その
中で私たちは日本人
に生まれたありがたさ
を痛感しました。ま
た同時に“世界中で戦

争のない世になるためには”と問題提議もある講演でした。
前日のインターナショナルパレードでは数千人参加のため、

大変時間はかかりましたが、雨も降らず無事にゴールできま
した。

道中では、フェリー、バスの乗車中、ライオンズを熱く語
る方、船酔い・バス酔いになり静かにいる方、酒を飲み楽し
く過ごす方、酒に飲まれてしまわれた方等々各自がそれぞれ
に楽しい時を過ごし、帰りのフェリーでは新居浜のライオン
ズの方 と々一緒になり、写真を撮り、“ぜひ合同例会”をとの
声も聞こえました。

ライオンズ国際大会という“めったにない”一大イベントに
参加でき大変有意義な時を過ごせました。

（L南　宏道）

国際交流も国際大会の醍醐味の一つです。
固い握手を交わし、また会う日まで。

下関みもすそ川公園の砲台前にて記念撮影。

みもすそ川公園にて歴史体感紙芝居を童心にかえって楽しみました。
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本年はライオンズクラブが誕生して 100 年目の記念す
べき年であります。この100 年の間に世界は勿論ですが、
日本、そしてライオンズクラブを取り巻く環境は大きく変
わってきました。わが国では少子高齢化が急激に進む中、
次の 100 年に向けてライオンズクラブの役割を今一度考
える絶好の機会でもあります。変えてはならないものは残
し、変えなければならないものは、勇気をもって変えて
いくことも重要だと思います。従来のアクティビティに付

加価値を付けることも考えて
みる必要性を感じます。私の
ライオンズ歴は延べで33 年目
を迎えますが、これまでの経験を活かし、会長スローガ
ン『明るく・楽しく・根気よく、情熱と笑顔で We Serve』 
キーワード「協力は強力なり」で、この 1 年間、愚直に
前へ走り続けます。

今期の福島会長から「田中君、見つけた。あと会計やっ
てないねえ、頼むぜ！」の電話一本で「----- はい。」と引
き受けてしまいました。その背景には、前期にキャビネッ
ト副幹事の要職を受けて戴いていた事、ライオンズ歴豊
富な方が積極的に 2 度目（他クラブにて 1 度）の会長を
務められる事等があったと思います。そして、56 年の鷹
城の歴史で 5 役すべてを務めるのは、L 古谷・L 成岡・
L 松村と極僅かの方々であったという事もお受けした一

因かと思います。
会計という私の 1 年間の役

割は、会員のみなさま方から
の貴重な会費及び浄財を理事会で予算化し、尊い奉仕
の精神を無意味にする事なく公正に費やされる事、運営
費・事業費が来期へ大きな負担にならないよう引き継い
でいく事と思っています。

2016-2017 会長就任の挨拶
L 福島 明

2016-2017 会計就任の挨拶
L 田中 智洋

2016-2017 幹事就任の挨拶
L 藤井 哲二

私が高知鷹城ライオンズクラブに入会したのは平成 23
年でした。当時の会長であった L 筒井のお誘いを受け、
素晴らしい伝統のあるライオンズクラブに加入させていた
だきました。まだまだ、入会 5 年目の若輩でございます
が、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微力ながら幹事を務

めることとなりました。この 1
年、A（明るく）・T（楽しく）・
G（元気よく）の精神で会長
の女房役として全力で取り組んでいきます。会員の皆様
のご指導・ご協力をお願いいたします。

〒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

サン・システム株式会社
高知市南金田4番30号　〒780-0074
ＴＥＬ ： 088・884・3775（代）
ＦＡＸ ： 088・884・3787
E-mail ： sun-system6@y9.dion.ne.jp

【取扱い内容】電設資材販売・住宅電気設備販売施工

代表取締役社長

井 上  勉
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7月7日（木）
城西館

2016-2017年度最初の例会の新旧交替会。まずは田
中良岳会長から福島会長へゴングが引き継がれ、三役
ラペルボタンが引き継がれます。

昨年度の三役の L田中（良）、L 鳴瀧、L 松村と今期の三役
の L福島、L 藤井、L田中（智）に今期 7R－GMT・GLT・
FWT・会則委員の L 細川が大喜利を披露。終始笑い声の絶
えない楽しい例会となりました。

この日は、7R-RCの東條節子様、7R-1ZC島田信雄様、7R-GMT・GLT・FWT・会則
委員の細川拓史様が例会訪問に来られました。

今期最初のゲストスピーカーの
高知市副市長　井上哲郎様。
『高知で1年過ごしてみて…』と
題して、高知の良いところ、足り
ないところ等を、統計調査デー
タをもとに話していただきました。

いい気分になったL菅が「また会う日まで」を熱唱。気持ち
良さそうですね。

第1362回例会
新旧交替会
7月7日（木）　城西館

第1363回例会
7月21日（木）　三翠園
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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 〒780-8075　高知県高知市朝倉南町7-7
TEL：088-840-4104　FAX：088-844-2624

局長

藤井  哲二

高知朝倉南郵便局

浦戸湾・七河川一斉清掃は鏡川沿いの草刈り。
1メートルくらいある雑草を刈って、堤防の上ま
でひたすら運んでいく作業は、なかなかの重労
働です。来年は若い力に期待します。

昨年同様、平和ポスターの応募のお願いに一ツ
橋小学校へ画用紙を持って伺いました。昨年は
ガバナー賞をいただき、今年も期待が高まります。

今年で4回目を迎えるありがとうメッセージ葉書贈呈事業。今
年は、福島会長の母校であるはりまや橋小学校（旧新堀小学
校）に全校児童と先生方合わせて438枚を贈呈しました。

集合写真には写っていま
せんが、朝 6 時から草を
刈ってくれていたL筒井。

浦戸湾・七河川一斉清掃　7月3日（日）

平和ポスター
7月12日（火）　一ツ橋小学校

7月12日（火）
はりまや橋小学校ありがとうメッセージ葉書贈呈
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2016 年 5 月～7月　事業・行事報告

高知城追手門周辺清掃　５月７日（土）、６月４日（土）、７月２日（土）　

暑い日も寒い日も
毎月第1土曜日
がんばります。

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

５ 
月

７日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L西尾　L中屋　L細川　L鳴瀧　L福島　L中本　L岡﨑

９日 月 会長幹事会 サウスブリーズホテル L田中（良）　L鳴瀧

１２日 木 第１３５８回例会 三翠園 メンバー３０名

１５日 日 第61回複合地区年次大会 島根県松江市 L西尾　L筒井　L福島

１８日 水 室戸LCながれこ例会 ニューサンパレス室戸 メンバー１０名

１９日 木 理事会 三翠園 メンバー１３名

２２日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L成岡　L伊東　L松村　L村上　L妙中

２６日 木 第１３５９回例会 三翠園 メンバー２８名

６ 
月

２日 木 第１３６０回例会 三翠園 メンバー３３名

４日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L西尾　L中屋　L松村　L筒井

５日 日 三役オリエンテーション 琴参閣 L福島　L藤井　L田中（智）

９日 木 理事会 三翠園 メンバー１８名

１１日 土 第4回諮問委員会 土佐御苑 L細川　L田中（良）　L鳴瀧　L福島　L藤井

１８日 土 LT・TT・計画委員長スクール グレース浜すし L福島　L山中　L南

５委員長スクール グレース浜すし L田中（良）　L福島　L長野　L秦　L井上（光）　

１６日 木 第１３６１回例会（慰労会） 高知サンライズホテル メンバー３２名

１９日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L成岡　L松村　L田中（智）　南　L福島　L妙中

２４日～
２６日 金～日 第99回国際大会（福岡） 福岡ヤフオク！ドーム等 L菅　L植田　L松村　L田中（智）　L細川　L南　L田中（良）

L鳴瀧　L福島　L妙中　L井上（光）

７ 
月

２日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L福島　L西尾　L中屋　L筒井　L藤井　L井上（光）　L中本

３日 日 浦戸湾・七河川一斉清掃 天神橋南側堤防 L福島　L菅　L弘内　L西尾　L中屋＋LL　L田中（智）
L筒井　L井上（光）　L岡﨑

７日 木 第１３６２回例会（新旧交替会） 城西館 メンバー２７名

１４日 木 理事会 三翠園 メンバー１０名

２１日 木 第１３６３回例会 三翠園 メンバー２４名

２４日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L成岡　L松村　L中岡　L福島　L井上（光）　L岡﨑

２４日 日 ゴルフ部会総会 ザ クラウンパレス 
新阪急高知

L西森　L菅　L成岡　L松村　L中岡　L福島　L村上
L井上（光）


