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第63回336-A地区年次大会
こんぴら大会　　4月8日（土）・9日（日）

第63回地区年次大会記念ゴルフ大会に参加して
午前7：00自宅を出発する時は、霧がすごくて雨も降っていましたが、現地のエリエールゴルフ

クラブはお天気もそこそこで、何とか最後までプレーすることができました。コンペには鷹城LCか

らは、私１人の参加でしたが、高知LC5名（2組）の中に入って楽しくプレーすることができました。

同じ組でプレーすることが初めてのメンバーと、初めてのコースでプレーすることで緊張感もあり

ましたが、6名中トップのスコア（42.47）で上がることができました。本年1月に70歳となり、金

マークから打っていますが、バーディーの数も多くなり、ショートホールではピンそばに度々寄るな

ど、ホールワンの期待も膨らんできております。今回もあわやと言うシーンがありました。来年の

地区年次大会は徳島です。是非、鷹城LCの皆様もゴルフ大会へ参加しては如何でしょうか。

（会長　L福島 明）

第63回地区年次大会前夜祭 
～日韓親善国際交流の夕べ～に出席して

例会後、会報誌に載せる原稿依頼がきた。「早速ですが、来月発行の会報誌に掲載したく、

4/9に参加されました日韓国際交流の夕べについてのご感想を300字程度でいただきますよう、

よろしくお願い致します」とある。当方、例会では翌4/10地区年次大会に参加した際の第一分

科会での素晴らしい経験も報告した筈が上記のとおりの要請だから、要するに、報告の内、失

敗談の方を書けということである。さて、福島明会長と参加した日韓国際交流の夕べでは、会長

と遠く離れたテーブル座席で右横に岩倉5R2Z―GMT委員、左横には松山センチュリーライオ

ンズクラブ所属の友澤節男ライオンが座られていた。乾杯も終わり、食事が始まったころ、私は、

紳士友澤ライオンと話す機会を得たが、「（若いのに）GMT委員とは、偉いね」等褒められ、対す

る私の「（友澤さんこそ）様々経験をされているでしょ」に「否々何もしてないよ」との謙遜が続き、酒

を注ぎ注がれを続けるなか、次第に気持ちが大きくなった私は「頑張ってくれたまえ」等言ったか言

わなかったか、何れにせよお開き迄、今期委員を務めて良かったと思える高揚感を味あわさせて

頂いた。然るに、翌日、地区年次大会記念誌をみた私は、恥ずかしさで帰りたくなった。同誌議

案3に、友澤節男ライオン本人が第二副地区ガバナー立候補者として載っていたからである。無論、

私は賛成し、当選されたが、サザエさんに出てくる様な恥ずかしい話である。しかし友澤第二副

地区ガバナーも、その横で聞いていた松山センチュリーライオンズクラブ新野会長もお人が悪い。

是非この会報誌を配布して貰い、反省している姿を想像して笑って頂きたいものである。

（7R　GMT・GLT・FWT・会則委員　L細川 拓史）

〒781-1165　高知県土佐市宇佐町竜163・164
TEL 088-856-3010　携帯 090-3783-5662

E-mail: siyon@ezweb.ne.jp

四国八十八ヶ所　霊場　第三十六番札所

青 龍寺
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

〒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
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3月26日（日）、こうち男女共同参画センターソーレに於い
て、高知市青蘭会主催による「平成29年度ひとり親家庭の新
入学児童を祝う会」に出席してまいりました。ひとり親家庭の
親子4組と高知市福祉協議会・子育て給付課の
2名、高知県警交通課より1名、青蘭会森国久
美子会長ほかスタッフ5名の方が出席され執り行
われました。当初、親子10組ほどの出席予定で
したが当日は4組になってしまったとのことでした。
やはり働くことが優先される状況の“ひとり親”の
家庭が多く、いくつかの職場を掛け持ちされ時
間的余裕もない状況ではないかと推測されます。
事務局の資料には、昭和58年4月の「母子家庭、
新入学祝い」として2万円の寄付です。今回出席
し、今後ますますこのアクティビティを必要とする

“ひとり親家庭”が増えていくように思え高知鷹城
ライオンズクラブならではの“子どもたちの夢”に
いつも寄り添った“不易アクティビティ”として位置
づけすべきであると深く考えさせられた「ひとり親
家庭の新入学児童を祝う会」でした。来年も出席

する親子の数は少ないかもしれませんが、出席したくてもでき
ない事情を汲みこの奉仕を続けていくことこそ私たちの使命
であると実感しました。 （第一副会長　L鳴瀧 渡）

高知市青蘭会主催 3月26日（日）　こうち男女共同参画センターソーレ

「ひとり親家庭の新入学児童を祝う会」

3月18日、19日、高知鷹城LC杯少年サッカー大会に出席
させていただきました。私自身、学生時代からサッカー漬け
で現在に至ります。20年程前には少年サッカー指導に7年間、
かなり気合を入れて携わった経験もあり、今回は希望して参
加させてもらいました。少年サッカー指導は、始めた当初は
勝敗重視で目の色を変え、何年か経つとやっと子どもたちが
スポーツを通じて健康に育ち、サッカーを楽しんでくれたらと
いう境地になるのが普通です。昔は指導者同士が楽しく語ら
う機会が殆ど無く、勝ち敗けにこだわる指導者が多くいました

（私もその一人）。LC杯は大会1日目の夜に指導者の懇親会を
設定しています。指導者同士が悩みや指導方法など親しく話
し合う機会は、健全なサッカー指導という面で大きな意味を
持っています。それでも試合では選手は最後まで勝敗にこだ
わり、チームの為に全力を尽くすのが大切なことは言うまでも
ありません。長浜公園の表彰式では、順位に関係なく達成感
に溢れた子どもたちの眩しく輝く笑顔が印象的でした。

（L田村 俊介）

少年サッカー大会 3月18日（土）・19日（日）
長浜公園球技場



4　高知鷹城ライオンズクラブ　2017／2・3・4

賀寿例会 2月2日（木）
三翠園

L中屋、L杉本、L伊与木の3名の長
寿を祝い、賀寿例会を行いました。が、
出席できたのはL杉本のみ…少し寂しい
会になるかと思いましたが、L杉本が他
の2名分頑張って、場を盛り上げてくれ
ました。

  喜寿（77歳）
L中屋 久長

  還暦（61歳）
L杉本 勝恵

  還暦（61歳）
L伊与木 増喜

本社／〒780-8040　高知市神田703
TEL（088）833-9000　FAX（088）831-4001

日本化工株式会社
NIHON KAKOH CO., LTD
排水処理施設・管工事の設計施工維持管理

代表取締役　菅　　眞　一
高知市昭和町 5-12

TEL088-875-6028（代）  FAX088-873-6867

■ 電気設備設計・施工 ■

取締役会長　植田　康一

昭和電気工業株式
会社

L 中本、初めてのお餅つき？！ 締めは本日の主役、L 杉本のローアで。
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花見例会 4月1日（土）
タンドルターブル

今年の花見例会は、第 99 回福岡国際大会の帰りの
船の中で意気投合した新居浜ひうち LC との合同で行い
ました。また、スポンサークラブである高知 LC をはじ
め7R のブラザークラブの方々にもご出席いただき、盛
大に行うことができました。場所は、かるぽーと1F のレ
ストラン『タンドルターブル』。例年であれば堀川沿いの
満開の桜がとても美しい場所なのですが、今年はあいに
くの二分咲き。遠くから足を延ばしてお越しいただいた新
居浜ひうち LC の皆さんに高知の桜を堪能してもらうこと
ができず残念でしたが、代わりにはし拳や可盃で高知の
お酒を堪能していただきました。

新居浜ひうち LC の入会式。
L 樋口千洋（ひぐちかつひろ）
の誕生です。

次は新居浜で、また会う日まで！！

新居浜ひうち LC の塩崎会長、天狗
の盃で大当たり！

高知鷹城 LC より、青少年育成
事業としてこども支援ネット「み
んなのひろっぱ」とNPO法人マッ
クスオンワード「こども食堂」に
支援金目録を贈呈しました。写
真は「みんなのひろっぱ」事務局
長の髙野亜紀弁護士

はし拳勝負。福島会長、横から丸見えです。
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今期最後の国道一斉清掃を行いました。
参加者はL福島、L藤井、L西尾、L筒井、L南、

5名の参加でした。特にL西尾、L筒井は前日
の高知城清掃に引き続きの参加をありがとうご
ざいました。皆さんも一緒に道路をきれいにし
ましょう！

少し肌寒い春雨の中、世界ライオンズデー春の献血を
7R-1Zの高知鏡川LC、高知南LC、高知よさこいLCと合同
で行いました。水曜日で商店街は定休日の店が多く、いつ
もより人通りが少なく、残念ながら予定の人数には達しませ
んでした。

当クラブの献血状況は以下のようになっております。
受付：15名、400ml献血：12名、
200ml献血：2名、不適合：1名

【紹介者】 L西森（正）：3名、L村上：本人＋5名、
 L宮地：本人＋3名、L池：本人
ご協力ありがとうございました。

国道一斉清掃
4月2日（日）

ライオンズデー春の献血

室戸LC結成50周年記念式典

4月26日（水）
中央公園

4月23日（日）

当クラブの子クラブである室戸LCが結成50周年を迎
えることとなり、記念式典に福島会長をはじめ総勢14名
で出席しました。式典後はエクスカーションとして室戸岬

や室戸ジオパークを見学、祝宴会場のニューサンパレス
むろとでは、この時季が旬のながれこなど室戸の美味し
い料理をいただきました。
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L濱田利男を偲ぶ
3月25日、かねてより病気療養中

であったL濱田利男が逝去されました。
昭和56年に入会してより、数々の

要職を歴任し、ご活躍されました在
籍36年の軌跡を写真で追いかけな
がら、その功績を称えるとともにご冥
福をお祈りしたいと思います。

L濱田 利男
入会年月	 ：	昭和56年2月
スポンサー	：	今井 旬夫
生年月日	 ： 昭和8年4月18日
ライオン歴	：	1985 ～ 1986 幹事
  1991～ 1992 会計
  1992 ～ 1993 地区年次大会会計
  1996 ～ 1997 会長
  1997 ～ 1998 キャビネット副幹事
  1998 ～ 1999 国際交流・YE委員
  2001～ 2002 8R-1ZC
  2002 ～ 2003 YE国際協調委員長
  2004 ～ 2005 8R-RC
  2007 ～ 2008 CSFⅡ地区コーディネーター
  2012 ～ 2013 キャビネット幹事

1994年（会長 L森山茂樹）　チャリティセール

2001-2002　8R-1ZCとしてガバナー公式訪問に出席

2012年2月、賀寿例会にて　 
傘寿（80歳）のお祝い

354-D地区より 
功労牌を授与される

結成40周年記念事業「子どもの夢事業」
第六小学校にビオトープ造成記念

2012-2013　長谷川ガバナーのもと、キャビネット幹事を務められました
2014年に倒れられるまでは、新会員オリエンテー
ションの講師として後進の指導にあたられました
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2017 年 2 月～ 4 月　事業・行事報告

高知城追手門周辺清掃　平成29年2月4日、3月4日、4月1日

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

2
月

2日 木 第1376回例会（賀寿例会） 三翠園 メンバー 25名
4日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L植田　L西尾　L鳴瀧　L福島　L田村（俊）

8日 水 結成60周年準備委員会 三翠園 L西森（正）　L伊東　L弘内　L海老塚　L田中（智）　 
L佐々木　L大塚　L田中（良）　L福島　L藤井

9日 木 理事会 三翠園 メンバー11名

16日 木
第1377回例会 三翠園 メンバー 22名

指名委員会 高知サンライズホテル L松村　L田中（智）　L細川　L筒井　L佐々木　L田中（良）　
L鳴瀧　L福島　L藤井　L井上（光）

18日 土 高知柏LC結成40周年記念式典 三翠園 L西森（正）　L弘内　L西尾　L細川　L長野　L田中（良）　 
L鳴瀧　L藤井　L井上（光）　L井上（勉）　L中本

25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細川　L福島　L藤井

26日 日 定例ゴルフ 正蓮寺 L成岡　L伊東　L佐々木　L南　L福島　L村上　L井上（光）

3 
月

2日 木 第1378回例会（指名会） 三翠園 メンバー 24名

4日 土
高知城追手門周辺清掃 高知城 L西尾　L細川　L筒井　L福島　L井上（光）
新会員オリエンテーション 高知商工会館 L細川　L福島　L西野
リーダーシップ研究会 高知商工会館 L田中（良）　L鳴瀧

9日 木 理事会 三翠園 メンバー 9名
16日 木 第1379回例会（選挙会） 三翠園 メンバー 23名

19日 日
高知鷹城LC杯少年サッカー大会 長浜公園球戯場 L福島　L中本　L田村（俊）
土佐本山LC結成50周年記念式典 フォーラム末広 L西尾　L細川

26日 日 定例ゴルフ 正蓮寺 L西森（正）　L菅　L成岡　L伊東　L井上（光）

4 
月

1日 土
高知城追手門周辺清掃 高知城 L植田　L弘内　L西尾　L筒井　L田中（良）　L鳴瀧　L福島
第1380回例会（花見例会） タンドルターブル メンバー16名

2日 日 国道一斉清掃 土佐道路 
河ノ瀬交差点周辺 L西尾　L筒井　L南　L福島　L藤井

6日 木 理事会 三翠園 メンバー10名
7日 金 土佐山田LC花見例会 すし正 L福島

8日 土
第63回地区年次大会記念ゴルフ大会 エリエールゴルフクラブ L福島
日韓親善国際交流の夕べ オークラホテル丸亀 L細川　L福島

9日 日 第63回地区年次大会記念式典 丸亀市綾歌総合 
文化会館アイレックス L細川　L弘内　L西尾　L福島　L藤井

13日 木 第1381回例会 三翠園 メンバー 21名
16日 日 定例ゴルフ 正蓮寺 L西森（正）　L菅　L成岡　L中岡　L南　L岡﨑

23日 日 室戸LC結成50周年記念式典 室戸保健福祉センター 
やすらぎ メンバー14名

26日 水 ライオンズデー春の献血 中央公園 L福島　L田中（良）　L鳴瀧　L村上　L宮地


