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高知プリンスホテルに於いて行われた地区ガバナー公式訪問・
第1回諮問委員会に出席しました。
最初に諮問委員会が行われ、質問事項について発表しガバナ
ーへの質疑事項をまとめて公式訪問にのぞみました。
真鍋地区ガバナーからは、今期の方針や取り組み事項について

土佐国道事務所に於いて平成28年度道路功労者表彰授与式
がありました。当クラブ以外にも高知東ライオンズクラブ、高知北

グレース浜すしで開催された南国LC結成45周年記念式典に出
席しました。会場の入口には南国市消防本部に寄贈するボンバー
くん（ミニ消防車）が試乗できるように展示されていました。実際の
火災現場には出動しないとのことですが、防災イベントなどで活
用され南国市民の防災意識向上に非常に役立つものだと思いま
す。このように地域社会に密着したアクティビティが記念事業とし
て行われていました。
南国ライオンズクラブは会員数が25名のクラブではありますが
式典は形式的なものではなく独自性を発揮したものでした。真鍋
地区ガバナーの参加もあり大いに盛り上がりました。陸上自衛隊
第50普通科連隊長石田祐司様の講演もありました。今年度の黒
岩会長スローガン「気持ちを一つに楽しい例会　ウィサーブ」どお
りにおもてなしの心を感じる式典でした。	 （幹事　L藤井	哲二）

ガバナー公式訪問
8月21日（日）　高知プリンスホテル

道路功労者表彰式
8月22日（月）　土佐国道事務所

南国LC結成45周年記念式典 10月23日（日）
グレース浜すし

7R-GMT・GLT・FWT・会則委員として出席のL細川

の周知説明がありました。今期は、ライオンズクラブの課題であ
る会員増強については特に力を入れており、3名以上の新入会員
の入会式には真鍋地区ガバナー自ら「招待されれば参加させていた
だきます」と意欲と行動力を示されました。真鍋地区ガバナーはス
ローガンに「100周年、夢と誇り・笑顔と絆で	ウィサーブ」を掲げ
られているように垣根を作らず気さくに対応し、質疑事項について
も真摯な対応をされてました。これからの一年の活動に活力を与
えられた公式訪問でした。

（幹事　L藤井	哲二）

ライオンズクラブ、高知桜ライオンズクラブの3ライオンズクラブと
香南市高齢者クラブ、豊永あけぼの会の2団体が出席されており、
国土交通省が推進する「道路の正しい利用」や「道路愛護活動」に
対し、「国道の美化清掃活動」への功績が特に顕著な団体へとい
うことで、国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所の福本充
所長より感謝状が贈られました。	 （第一副会長　L鳴瀧	渡）
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8月第二例会
8月18日（木）　三翠園

高知鷹城LC・高知北LC合同花火例会 8月9日（火）
三翠園14階

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

高知支社 高知営業所

〒780-0870　高知市本町4-2-44・9F
TEL （088） 875-5171
FAX （088） 875-5172

池  一 予

8月のゲストスピーカーの松山城山LC会長の越智陽一様。
松山坊っちゃん劇場のオーナーでもある越智様には、『坊っ
ちゃん劇場10周年の軌跡・・・そして「お遍路さんどうぞ」』
と題し、坊っちゃん劇場10周年を迎えるにあたっての苦労話や、
ミュージカル「お遍路さんどうぞ」の紹介をしていただきました。

プチビンゴ大会も大盛況！L藤井、
何か良い物が当たりましたか？

L藤田のご招待で、息子さんを連れ
て遊びに来られていた参議院議員の
今井絵理子様。絶えないツーショッ
ト撮影の要望に終始笑顔で対応して
いただきました。

お子さん向けに輪投げもしました。

三翠園14階で行われた恒例の花火例会。今年も高知北LCと
合同で、合わせて120名近い出席者で盛大に行われました。
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9月第一例会

観月例会 

9月1日（木）
三翠園

9月のゲストスピーカーは、L西森からの要望に応えて、高知りょうまLC酒井公
一様をお迎えしました。昨年の高知キャビネットGMT・GLTコーディネーターとして、
橋本ガバナーと336-A地区を回られた時のお話や、336-A地区の会員増強の現状
等についてお話をしていただき、大変勉強になりました。

桂浜荘にて観月例会を行いました。この日はちょうど十五夜ということで、
「月」・「桂浜」を題材として、急きょ俳句を詠んでもらうことに・・・急にお願
いしたにもかかわらず、いずれ劣らぬ名句が集まりました。

雨は無し　されど月無し　桂浜

これもよし　無月のなかの　桂浜

桂浜　淡き思い出　初キッス

暗闇で　月待ちすぎて　酔った美女

くもりの日　大丸を見て　月見かな

月あかり　龍馬の頭は　かつらかな

「月会うの？」　「月会えないの？」　煮え切らず

鷹城に　つどいし観月　龍の盃

秋の月　酒をのみのめ　桂浜

名月や!!　心の中に　お月様

月おらず　浜にあかりの　道ありし

桂浜　雲にかくれた　名月か

かつらはま　まだ見ぬ月は　雲の中

松の木と　ススキと龍馬と　桂浜

鷹城は　光かがやく　名月かな

お月さま　龍馬と一緒に　脱藩か♡

月よりも　皿鉢のにぎわい　土佐の月

桂月を　きどったつもりで　大駄作

桂浜　龍馬も見たか　この月を

龍馬さん　早く出してよ　名月を

満月や　今か今かと　待ちそびれ

月や月　あとは何かと　酒すすむ

かつらはま　名月見ずに　スマホ見る

9月15日（木）
桂浜荘

L田中良岳

L井上光啓

L福島

L杉本

L池

L中屋

L大塚

L鳴瀧

L南

L藤井

L山中

L菅

L西森

L弘内

L村上

L玲子

L西森京子

L島本

L西尾

L中岡

L田中智洋

L古谷

事務局
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10月第二例会 10月20日（木）
三翠園

10月はゲストスピーカーに毎日新聞社高知支局長の村瀬達男
様にお越しいただき、「東日本大震災ボランティア活動報告」と題
し、東日本大震災が起こった当初から行っている現地ボランティ
ア活動について、この5年の間に変化したボランティアのニーズや
福島の現状についてお話ししていただきました。

例会にて、一ツ橋小学校より応募いただいた54枚の
作品から、キャビネットへ送る最優秀賞を1枚、会長賞を
1枚、優秀賞を3枚選出しました。選出作品については、
次号にて披露します。なお、今回応募いただいた作品を
L鳴瀧のご協力により、サニーマート中万々店にて8日間
程度掲示させていただくことになりました。

結成記念例会
10月6日（木）　城西館
真鍋地区ガバナーをはじめ、スポンサークラブ、子クラブ、ブラザークラブ
の方々にお越しいただき、第57回結成記念例会を行いました。この日は新た
に3名の会員を迎えることになり、ビジターの皆さんのご協力のもと入会式が
盛大に行われました。

余興では、「高知スタジオ&高知カネ&プアアロロ旭」の方々にとっても素敵
なフラダンスを披露していただき、会場はすっかりハワイ気分。もちろん、当
クラブの会員も黙って見ているわけがありません…計画委員と有志の会員でこ
の日のために練習した「フキラウソング」を披露しました。最後は会場の皆さん
で一緒に踊り、楽しい時間を過ごしました。

3名の新会員入会に際して、真鍋地区ガバ
ナーからお祝いの言葉をいただきました。

チャーターメンバーのL藤本。元気な姿を見
せていただきました。



10月10日（体育の日）、第9回ちびっ子ハゼつり大会は、
子ども・大人合わせて約100名が参加し、鏡川みどりの広
場で盛大に開催することができました。龍馬も泳いだ鏡川、
都会のど真ん中に位置し、2級河川で源流から河口まで一
つの市に含まれているのは、全国で高知市の鏡川だけです。
鏡川清流条例の効果もあって、現在は平成の名水100選に
ピックアップされています。
昨年までは九反田橋付近で開催していたこの大会ですが、
今回は河川工事の関係で、天神橋付近に場所を変更しての
大会となりました。幸い好天に恵まれ、心配していた釣果も
ハゼ・ニロギ・アマギ・スミヒキ・ウナギ等そこそこ釣れてい
たようでした。島本実行委員長をはじめ会員の皆様に心より
御礼申し上げます。
四万十市から参加された方からは、「午前中の大会では
一匹も釣れませんでしたが、午後からは50匹弱のハゼが釣
れ、夜は家族でハゼの天ぷらを美味しくいただきました。また、
来年もぜひ参加させていただきます。」との嬉しいメールをい
ただきました。
また、サンライズホテルでの慰労会・反省会には16名が
参加し、ハゼの天ぷらをいただきながら、来年の大会10周
年に向けての決意を新たにしました。	 （会長　L福島	明）

第9回ちびっ子ハゼつり大会 10月10日（月・祝）
鏡川みどりの広場
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親子で釣り糸を垂らしてのんびりと・・・たまにはこういう時間も必
要ですよね。

ハ
ゼ
つ
り
大
会
、
一
等
賞
！



新 紹会入 員 介

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
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■ 10月入会　L廣瀬 大祐 （ひろせ だいすけ）

生年月日： 1964年12月18日 51歳

勤務先： ひろせ整形外科リハビリテーションクリニック（院長）

スポンサー： L島本 政明

私の健康法： 姿勢を良くする・深呼吸をする、
 骨盤・肩甲骨など普段意識しない姿勢に気をつける。

座右の銘・好きな言葉： 人間万事塞翁が馬、中庸

大切にしている物・宝物： 家族

好きな本・影響を受けた本： 「竜馬がゆく」、「坂の上の雲」　ありきたりですが・・・

■ 10月入会　L宮地 雅久 （みやじ まさひさ）

生年月日： 1959年3月8日 57歳

勤務先： ㈱四国銀行　木屋橋支店（執行役員支店長）

スポンサー： L海老塚 和秀

私の健康法： たまのゴルフ、たまのウォーキング

座右の銘・好きな言葉： 一期一会

大切にしている物・宝物： 家族と学生時代からの友人らとの思い出

好きな本・影響を受けた本： 主にミステリーものを好んで読んでます。

■ 10月入会　L田村 俊介 （たむら しゅんすけ）

生年月日： 1949年10月19日 67歳

勤務先： ㈱高知新聞企業（常務取締役）

スポンサー： L佐々木 敏雄

私の健康法： 日曜日はほとんどシニアサッカーの試合なので（20分）
 トレーニングのため、週2 ～ 3回は走るか歩きます（5km 
 ぐらい）。時々は練習にも参加

座右の銘・好きな言葉： 「自然体」、「臨機応変」

大切にしている物・宝物： 仲間・飲み友達。大切にしている物、宝物は無し

好きな本・影響を受けた本： 藤沢周平全般
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2016 年 8 月～10 月　事業・行事報告

高知城追手門周辺清掃　8月6日（土）、9月3日（土）、10月1日（土）

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

8	
月

4日 木 理事会 三翠園 メンバー12名

6日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L福島　L藤井　L細川　L植田　L西尾　L中屋　L岡﨑

7日 日 国道一斉清掃 土佐道路	
河ノ瀬交差点周辺 L福島　L藤井　L細川　L植田　L西尾　L中屋　L南

9日 火 第1364回例会（花火例会） 三翠園14階 メンバー32名

18日 木 第1365回例会 三翠園 メンバー22名

		〃 〃 小児糖尿病児童サマーキャンプ出発式 高知大学医学部	
附属病院 L鳴瀧

21日 日 ガバナー公式訪問・第1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福島　L鳴瀧　L藤井　L田中（智）　L佐々木

22日 月 平成28年度道路功労者表彰授与式 土佐国道事務所 L鳴瀧

28日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L成岡　L佐々木　L南　L村上　L井上（光）

9	
月

1日 木 第1366回例会 三翠園 メンバー24名

3日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L福島　L藤井　L植田　L西尾

5日 月 会長幹事会 高知サンライズホテル L福島　L藤井

8日 木 理事会 三翠園 メンバー10名

15日 木 第1367回例会 三翠園 メンバー30名

17日 土 献血推進研究会 あんしんセンター L福島　L井上（光）

25日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L西森　L成岡　L伊東　L南　L福島　L村上

10	
月

1日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L福島　L藤井　L西尾　L中屋　L細川　L鳴瀧

6日 木 第1368回例会（結成記念例会） 城西館 メンバー43名

10日 月 第9回ちびっ子ハゼつり大会 鏡川みどりの広場 メンバー20名

13日 木 理事会 三翠園 メンバー11名

20日 木 第1369回例会 三翠園 メンバー23名

23日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L西森　L成岡　L伊東　L松村　L村上　L岡﨑


