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平成29年11月5日（日）　国道一斉清掃

平成29年12月10日（日）　ガバナー諮問委員会及びゾーンレベル会員委員会 毎月第一土曜日　高知城清掃

平成29年12月9日（土）　新会員オリエンテーション



2　高知鷹城ライオンズクラブ　2017／11・12・2018／1・2・3

平和ポスター

あなたの愛をパレード

クラブ内審査にて最優秀賞１点、会長賞２点、優秀賞２点を選出し、
一ツ橋小学校にて表彰式を行いました。

平成29年12月2日（土）「あなたの愛を」パレードに会長、幹事は
じめ１３名のクラブ員が参加しました。

最優秀賞

会長賞

会長賞

優秀賞

優秀賞

毛利理紗子さん

松本眞奈さん 北澤佑騎さん

刈谷果歩さん

岩井望奈さん
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ライフジャケット贈呈式に出席して

平成30年1月21日（日）午前10時から、市内14クラブ合同に
よるチャリティセールがスタートし、お昼ごろまでチャリティ商品
を買い求めるお客さまで賑わいました。お蔭様で、お客様や大丸
様・商店街様にご迷惑をおかけすることなくチャリティセールを無
事終えることができました。

今年の14クラブの売上総合計金額は670,510円で、その売
上金の20％・総額134,102円ずつをライオンズクラブ献眼特別
委員会と骨髄バンク特別委員会、それぞれに拠出することができ
ました。

チャリティセールに関しての振り返りとして、チャリティ商品が
もう少し丈夫に準備が必要であると感じました。次年度はクラブ
員の奉仕の精神に期待いたします。

今回は、当クラブがチャリティセール担当クラブとなり昨年の
11月ごろから、市内14クラブ会長幹事会審議事項として開催を
発信し調整を行い、お世話になる高知大丸様や京町新京橋商店
街振興組合様へのご協力依頼や、高知市役所・高知警察署へ

の道路使用許可の申請、
またチャリティ開催に必
要な什器備品の手配な
どを行いました。

大丸様、商店街様へ
の依頼時にはＬ西森（正）、各申請書提出にはＬ福島、什器備
品の手配等は事務局、当日は早朝から多くの鷹城ライオンが参
加し、「ライオンズの誓い」である“相互理解と社会奉仕の精神”
に触れることができました。アクティビティを成功に導くものは、
目線の高い“ライオンズ精神”が大きな推進力であることを実感
いたしました。

たくさんのライオンの善意のおかげで無事役割を終えたことに
感謝申し上げ、ご報告と致します。ありがとうございました。

「”奉仕の旗の基”集う友情に　Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅ」

会長　L鳴瀧　渡

平成30年2月22日（木）午後2時より高知市立浦戸小学校の
体育館において、336-Ａ地区合同事業となっています「子どもの
命を災害から守ろう　ライフジャケット贈呈事業」のライフジャケ
ット贈呈式が行われました。この事業に対しては、川辺地区ガバ
ナーの就任する前からの強い思いがあり、体育館の舞台には国
旗の下に6Ｒ・7Ｒのクラブ旗が整然と並べられ、各クラブからは
関係者が多数参加していたほか、高知市教育委員会、地元の民
生委員、青少協、子ども会など様々な分野からの参加もありまし
た。浦戸小学校からは校長・教頭・担任の先生、それに3・4年
生の24名が参加しました。学校は長浜海岸から約200ｍのとこ
ろにあり、南海トラフ地震では、地震発生後約10分で津波が到
達するとの予測がされており、今回のライフジャケットの贈呈は大
変意義深いものです。川辺地区ガバナー、山本ＲＣ、校長先生、
生徒代表の挨拶の後、生徒の代表５人がライフジャケットの装着

を行いましたが、全員1分以内で装着を完了することが出来ました。
東日本大震災から7年が経過しましたが、今後30年以内に70

〜 80％の確率で発生すると予想される南海トラフ地震に対して
我々は今、「何をすべきか」を考える良い機会でした。　

（前会長　L福島 明）

たくさんのご協力
  ありがとうございました。

市内14クラブ・大丸前チャリティセール！



4　高知鷹城ライオンズクラブ　2017／11・12・2018／1・2・3

平成29年12月21日（木）三翠園にて第二例会を行いました。この日は特
別例会ではありませんでしたが、クリスマス直前ということで皆さんにクリス
マスプレゼントを持参していただき、プレゼント交換を行いました。

平成29年12月7日（木）三翠園にて忘年例会を行いました。前会長のL福島明の乾杯で宴
が始まり、余興は鷹城ウルトラクイズ。ライオンズクラブや高知鷹城ライオンズクラブに関する
問題を10問、〇×で答えるクイズ大会を行いました。優勝は全問正解のL中岡とL長野でした。

平成30年1月4日（木）仕事始めの新年早々、城西館にて新年例会を行いました。余興として、
世界的に活躍されている琴奏者の松村エリナ様をお迎えする予定でしたが、急遽中国へ渡航
することになり、一番弟子の沼野太恒様にお越しいただき、琴と三弦を演奏していただきました。

忘年例会

12月第二例会

新年例会

優勝のL中岡（右）とL長野（左）

L岡﨑（左）にはL田中智洋（右）持参の大相撲カレンダー
が当たりました！

〒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

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 3F
TEL 088-823-1785　FAX 088-825-3227

南 社会保険労務士事務所
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平成30年2月1日（木）城西館にて賀寿例会を行いました。今年賀寿を迎えられるのは７名。
賀寿を迎えられる皆さんへのお祝いあり、お礼の余興あり、踊りあり、餅投げあり、利き酒あ
りの盛り沢山であっという間に時間が来て、お開きとなりました。

獅子の名誉ある賞を祝う会

賀寿例会

平成30年1月26日（金）高知サンライズホテルにて、クラブ員の名誉ある受賞を祝う「獅子の名誉ある賞を祝う会」が会長・幹事・
L海老塚・L筒井が発起人となり、盛大に行われました。

利き酒大会優勝のLL藤田。実は一滴も飲んでいません。

賀寿を迎えられる方 （々左より喜寿のL植田、古希のL田村（俊）とL弘内、還暦のL海老塚とL玲子） 卒寿を迎えるL日比野

古希を迎えるL伊東

利き酒大会準優勝のL井上（勉）。しっかり飲んでいました。

高知県工業会にて行っている 
「高知のエジソン（垣内保夫）賞」が 
厚生労働省の「地域発！いいもの」に 

選ばれた L 弘内喜代志

平成 29 年度高知市技能功労者表彰を 
受けた L 植田康一

厚生労働大臣表彰と 
日本医師会最高優功賞を 
受賞された L 島本政明
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第34回高知鷹城ライオンズクラブ杯・龍馬大会
「ちびっこ（少年・少女）サッカー大会」を終えて

この大会の趣旨は「大会を通じて、サッカー少年・少女の
健全な育成を目的とし、指導者、父母同士サッカーを楽しみ、
地域に根差したサッカーを目指す事を目的とする」と謳われて
います。　(主催者大会要項より)

まずはじめに、この大会の後援・支援を始めた経緯を紹
介しておきます。丁度10年前、私が幹事(まだ血気盛んだっ
た頃)で会長が今は無き（退会）松村氏の時、「来期、結成50
周年だから何か子どもの喜ぶ事をもう一つやろう！--今思え
ばこんな事言わんかったらよかったのにと・・笑」。既にL海
老塚の協力のもと竹林寺での ｢ちびっこサマーキャンプ｣ を実
施した後の事でした。ちびっこサマーキャンプでは募集して
も募集しても参加者が少なく、クラブ員・知人・友人の協力
を得てなんとか成功裡に終えました。又、結成44・46年
に実施しました「ちびっこ遍路ウォーク」も同様でした。企画
のすばらしさ、やり終えた後の達成感はありましたが子ども
達が果たして・・等々。試行（思考）錯誤している時に「上記
趣旨のサッカー大会にメインスポンサーになってほしい、大
会開催の危機に陥っています。」という知人からの依頼があり、
内容を検証した結果、当クラブのモットーである青少年健全
育成にも繋がる、子ども達を今後募集する企画も立て易いと
判断。クラブ内で紹介、賛同を得て今日に至っている次第です。

3月17・18日と当クラブが後援・支援して早10回目の大
会が桜の開花と供に好天に恵まれた長浜球技場で、盛大に

行われました。この大会はU－10として小学4年生（新5年
生）以下の学年で構成された24チーム（約380名）が競技し
ます。保護者を合わせれば総勢500名を超す壮大な光景と
なっています。こんなに元気な明るい子ども達がたくさん居
るんだ！と思うだけで嬉しく、この大会開催に少しでも当クラ
ブが寄与出来ている喜びを感じたものでした。

初日の夜は、主催者の方（々昭和・南海FC）、各チームの監
督・コーチ・保護者の方 （々この大会に子どもの時参加された
方多数）に感謝され、子ども達の夢もたくさん聞かせて頂きな
がらL西尾・L田村(俊)と楽しく過ごさせていただきました。

2日目は予選リーグの結果より1位・2位・3位グループに
分かれて、喜び悔し涙入り混じっての熱戦を展開、そして閉
会式・表彰式。鳴瀧会長の未来ある子ども達への温かい激
励挨拶の後、表彰・メダル授与式にて無事に大会を終えまし
た。田中（良）幹事・L西尾・L福島・事務局刈谷さん、お疲
れ様でした。

今後、クラブとして開会式開催、シルバーチームとして参
加？等々、より深く子ども達とふ
れあい、参画協力していく事も面
白いんじゃないかと感じた奉仕ア
クトでした。

（会員委員長　L田中智洋）

優勝チームに贈られる
優勝カップ
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全日本エンタープライズ株式
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藤 田 剛 志
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高知りょうまLC結成20周年
記念式典に参加して

高知東LC結成35周年
記念式典に参加して

出席委員長より一言

3月11日（日）ザ クラウンパレス新阪急高知で行われた
高知りょうまライオンズクラブ結成20周年記念式典に出
席しました。

現在とても勢いのあるクラブらしく、盛大に行われまし
た。ライオンズクラブ国際協会元国際理事 谷野徹様ご
夫妻をはじめ地区ガバナーはもちろん、多くの来賓・地
区役員の方々もお祝いに駆けつけておられました。

20周年記念事業としましては、①高知市立第四小学
校図書室への畳コーナーを設置、りょうま文庫寄贈②高
知りょうまLC杯第13回高知県少年柔道大会開催③高

知県立坂本龍馬記念館に歴史資料
寄贈④開成館の説明絵図パネルを
寄贈⑤地区合同事業「四国の子ども
たちにライフジャケットを贈ろう」事業へ寄付金贈呈など
素晴らしい事業をされていました。

我々、鷹城も再来期の60周年を大成功させるために
も、他クラブの良い所を学び吸収してより素晴らしい60
周年記念式典を執り行えるよう努力していかねばならな
いと感じました。

（幹事　L田中良岳）

3月25日（日）高知東ライオンズクラブ結成35周年記
念式典にL鳴瀧、L田中良岳、L藤井、L西尾、L細川、
L山中、L弘内の7名で参加してきました。会場はホテ
ル日航高知旭ロイヤルで11時から12時まで、尾﨑知事、
岡﨑市長始め多くのご来賓及びブラザークラブ、姉妹ク
ラブ二百数名が参加して行われました。

35周年記念事業では、高知県、高知市への図書贈呈、
「サムライせんせい」への協賛・撮影協力、小学生ドッジ
ボール、ライフジャケットなど青少年育成への奉仕をされ
ております。

引き続きの祝宴では、ホテル日航高知旭ロイヤルご自
慢の料理を楽しくいただきました。余興として、「サムライ

せんせい」の主題歌「約束」を歌って
います北山淳貴さんの歌とマジシャ
ン鈴木のマジックショーを楽しむこ
とができました。

私に取りましては、ご無沙汰致しておりますライオン
ズの方 と々旧交を温めることができました。祝宴終了後、
高知黒潮LC、高知とさみずきLCを交えて天満宮の枝垂
れ桜の下で花見をいたしました。

式典とは又違ったいろいろのお話ができ、楽しい一時
を過ごすことができました。

ありがとうございました。
（L弘内　喜代志）

会議には定足数というものがあり、『いかなる会合もグッド
スタンディング会員の過半数の出席が必要である。』とライオ
ンズ必携に載っています。つまり、50％以上の出席率がな
いと例会として成立しません。例会として成立しないと、審
議事項の決議ができなくなり、場合によっては奉仕活動がで
きなくなるなどクラブ運営に支障をきたすことになります。そ

ういう事態にならないよう、皆さんお
忙しいとは思いますが、お繰り合わせ
て例会（特に第二例会）にご出席いた
だきますよう、よろしくお願い致します。

（出席委員長　L長野玲子）
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月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

H 
29 
年
11 
月

２日 木 第１３９４回例会 三翠園 メンバー２２名
４日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L鳴瀧　L西尾　L細川　L筒井　L福島　L田村（俊）　L宮﨑
５日 日 国道一斉清掃 河ノ瀬交差点付近 L鳴瀧　L田中（良）　L西尾　L筒井　L藤井　L宮地
６日 月 会長幹事会 サウスブリーズホテル L鳴瀧　L田中（良）
９日 木 理事会 三翠園 メンバー１４名

１６日 木 第１３９５回例会 三翠園 メンバー２２名
１９日 日 伊野LC結成５０周年記念式典 JAコスモス伊野 L藤井　L西尾　L西森（京）　L田村（俊）

２６日 日
定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L成岡　L伊東　L佐々木　L福島　L村上　L秦　

L井上（光）　L宮﨑
薬物乱用防止教育講師養成講座 高知県立大学永国寺キャンパス L鳴瀧　L田中（良）　L南

12 
月

２日 土
高知城追手門周辺清掃 高知城 L鳴瀧　L西尾　L筒井　L藤井　L田村（俊）　L宮﨑

「あなたの愛を」パレード 帯屋町アーケード〜中央公園 メンバー１３名
７日 木 第１３９６回例会（忘年例会） 三翠園 メンバー２７名
９日 土 新会員オリエンテーション 高知商工会館 L田中（智）　L宮地　L畠山　L宮﨑

１０日 日 第２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鳴瀧　L田中（良）　L田中（智）

１４日 木 理事会 三翠園 メンバー１０名
２１日 木 第１３９７回例会 三翠園 メンバー３１名
２４日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L伊東　L中岡　L佐々木　L福島　L井上（光）　L宮﨑

H 
30 
年
1 
月

４日 木 第１３９８回例会（新年例会） 城西館 メンバー２７名

６日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L鳴瀧　L植田　L西尾　L筒井　L井上（光）　L岡﨑　
L宮地　L宮﨑

１１日 木 理事会 三翠園 メンバー１１名
１５日 月 会長幹事会 ザ クラウンパレス新阪急高知 L鳴瀧　L田中（良）
１８日 木 第１３９９回例会 三翠園 メンバー２４名
２１日 日 大丸前チャリティセール 高知大丸前 メンバー１８名
２６日 金 獅子の名誉ある賞を祝う会 高知サンライズホテル メンバー３０名

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

L岡﨑　L西森（京）　L宮﨑
土佐香南LC結成４０周年記念式典 夜須中央公民館マリンホール メンバー１０名

2 
月

１日 木 第１４００回例会（賀寿例会） 城西館 メンバー３０名
３日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L鳴瀧　L植田　L西尾　L宮地　L宮﨑
８日 木 理事会 三翠園 メンバー１２名

１５日 木 第１４０１回例会 三翠園 メンバー２２名

１８日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L成岡　L伊東　L南　L福島　L村上　L秦　L井上（光）　
L岡﨑

２１日 水 指名委員会 高知サンライズホテル メンバー１２名
２２日 木 ライフジャケット贈呈式 浦戸小学校 L福島
２５日 日 高知南ＬＣ結成２５周年記念式典 ザ クラウンパレス新阪急高知 メンバー１７名

3 
月

１日 木 第１４０２回例会（指名会） 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鳴瀧　L植田　L西尾　L筒井　L藤井　L宮﨑
５日 月 会長幹事会 高知パレスホテル L鳴瀧　L田中（良）
８日 木 理事会 三翠園 メンバー１１名

１１日 日 高知りょうまLC結成２０周年記念式典 ザ クラウンパレス新阪急高知 メンバー１３名
１５日 木 第１４０３回例会（選挙会） 三翠園 メンバー２３名
１７日 土 リーダーシップ研究会 高知プリンスホテル L大塚　L井上（光）
１８日 日 高知鷹城LC杯少年サッカー大会 長浜公園球技場 L鳴瀧　L田中（良）　L西尾　L田中（智）　L福島

２４日 土 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鳴瀧　L藤井　L南　L福島

２５日 日

高知東ＬＣ結成３５周年記念式典 ホテル日航高知旭ロイヤル メンバー7名

定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L成岡　L伊東　L中岡　L佐々木　L南　L福島　
L井上（光）　L岡﨑　L宮﨑

ひとり親家庭の新入学児童をお祝する会 男女共同参画センターソーレ L藤井
３１日 土 高知よさこいＬＣ結成１５周年記念式典 城西館 メンバー１７名


