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2016-2017 会長退任の挨拶
L 福島 明
「協力は強力なり」のキーワードを掲げての高知鷹城ラ

ズライフは 32 歳の時に高知

イオンズクラブ第 57 代会長職を無事終えることができま

桂ライオンズクラブに入会し

した。ただただ反省することの多い中、今は達成感や安

て以来、延べで 34 年目を迎

堵感でいっぱいです。これも会員の皆様のご協力のお陰

えています。今では生活の一部とも言えます。何よりもこ

であると衷心より御礼申し上げます。天神橋下でのちびっ

の間、クラブの皆様をはじめ多くのライオンと出会い、そ

こハゼつり大会や桂浜荘での観月例会、そしてかるぽー

して多くのことを学ばさせていただいたことが私の貴重な

とタンドル・ターブルでの新居浜ひうちライオンズクラブと

財産となっています。今後も「明るく・楽しく・根気よく」

のお花見合同例会では、いろいろなアクシデントが起こ

肩をはらずにライオンズライフを過ごしていきたいと思っ

り、はらはらどきどきする場面もありましたが、メンバー

ています。有難うございました。

各位の寛容の精神によって助けられました。私のライオン

2016-2017 幹事退任の挨拶
L 藤井 哲二
歴史ある高知鷹城ライオンズクラブの幹事をやらせて
いただきました。
今は、この 1 年間充分なことができなくて、福島会長

てきた伝統とともに新しい飛
躍が求められています。楽し
いライオンズクラブでこれか

をはじめ皆さまにご迷惑をおかけしたことも多くて申し訳

らも新会員を増やし、発展していけるように今後とも頑

なかったという気持ちがあります。しかし、他のクラブと

張っていきたいと思っています。

の交流をはじめ、いろんな貴重な経験をさせていただき
充実したライオンズライフを過ごさせていただきました。

最後に、会員の皆様、1 年間のご協力、本当にありが
とうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

高知鷹城ライオンズクラブは 60 周年に向けて、培われ

2016-2017 会計退任の挨拶
L 田中 智洋
7 月の会計決算報告をもちまして、当クラブの 5 役をす

況にあります。ただ、他クラ

べて務めさせていただきました。この挨拶文も 3 役とし

ブに恥じる事なく立派に運営

て 6 回目の投稿となります。この間、メンバーもクラブ内

されて来た事も事実です。現

の雰囲気も入会当初と比べて大きく変わりました。伝統

会員の方々によるご理解、ご協力の賜物（ドネーション・

ある高知鷹城 LC の風土を守りながら、時代に即した変

会食費献上他）である事は言うまでもありません。会員

貌をとげて来ている事も実感しています。

増強メリットは、無理なく楽しく奉仕活動を維持していく

福島丸の 1 年を会計面より振り返ってみますと、会員増

事です。すばらしい会員の方々一人一人の認識向上にか

の大貢献はありましたが、当クラブ規模を現有会員の会

かっていると思います。頑張りましょう！1 年間のご協力

費のみで運営費を賄う事はご承知のとおりまだ厳しい状

に感謝！次期鳴瀧丸がんばれ！
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会長アワード
会長賞

例会皆出席賞

ドネーション賞

L西尾 壽秋

L長野 玲子

L島本 政明

高知城の清掃は全て参加、例会出
席も 23 回と素晴らしい成績により、
会長賞が贈られました。

3 年連続の皆出席賞！おめでとうご
ざいます。

この 1 年間、クラブに多額の多額
の多額の多額の…ドネーションをあ
りがとうございました。

清掃精勤賞 L 筒井継男、例会出席努力賞 L 弘内喜代志、
ドネーション努力賞 L 田中良岳 に贈られました。

6.26ヤング街頭キャンペーン

6 月 24 日（土）

小学生の児童及び中学生・高校生を中心とするボ
ランティアの協力を得て、若者から若者へ啓発活動
を行うことにより、多くの若者に薬物乱用の恐ろしさ
を周知するとともに薬物乱用防止を訴えるもので「高
知県 ダメ。ゼッタイ。」普及運動の一環として「6.26
国際麻薬乱用撲滅デー」にちなみ実施した「6.26
ヤング街頭キャンペーン」に福島会長・藤井幹事（当
時）が参加しました。

四国第三十一番霊場・知恵の文殊尊

五台山

竹林寺

〒781-8125 高知市五台山357
TEL 088-882-3085 FAX 088-884-9893

【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

弘内 喜代志

〒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

井 上

勉

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
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2017-2018 会長就任の挨拶
L 鳴瀧 渡
ライオンズクラブは昨年記念の 100 年を経て、今年は

りにアクティビティを実践する

新たな世紀へのスタート年となります。新たな 100 年も

未来志向の「奉仕の場」を目

“ 我々は奉仕する ” というライオンズ精神は普遍でありま

指したいと考えております。

す。今期会長スローガンは「“ 奉仕の旗の基 ” 集う友情に

高知鷹城ライオンズクラブは 2 年後結成 60 周年を迎

We Serve」です。ライオンズクラブの根底にある、年

えますが、少子高齢化による人口減少、経済状況の低

代を超え、業種・業態を超え、社会的立場を超えて集う

迷などからクラブ会員の減少・高齢化に対応していかな

高知鷹城ライオンズクラブ員全員の奉仕の精神に、クラ

ければなりません。そこで、未来を拓くためキーワードを

ブの一員として強く誇りを感じております。
ライオンズクラブ創設者メルビン・ジョーンズ氏は、
「我々

「45」としました。“ 結成 60 周年クラブ会員 50 名 ” 体制
づくりのために、今期は 45 名体制を確立してまいります。

ライオンズの最大の財産は、“ 奉仕の先にある友情 ” であ

また、クラブ員全員の心を一つにして、未来に足跡を残

る」と語っております。“ 奉仕の心一つに集う友情 ” を誇

す 1 年間の活動を行ってまいります。

2017-2018 幹事就任の挨拶
L 田中 良岳
今期、幹事を務めさせていただきます田中良岳でござ

に感謝しております。

います。2 度目の幹事となりますが、会長を務めさせてい

当時、初回の幹事を務め

ただきました時に、当時の鳴瀧幹事には言葉に表せられ

させていただきました時に

ないほどのご助力を賜りました。今期鳴瀧会長となられ

は、細川会長にたくさんの事を勉強させていただきまし

ましたので、当時していただいたご助力を微力ながら少

た。その経験を活用し、鳴瀧会長を始め、会員の皆様

しでもお返ししたく、皆様には無理を申しましたが 2 度目

の為に全力で幹事を務めせていただきます。今期 1 年間、

の幹事をさせていただく事ができました。皆様には本当

どうかよろしくお願い致します。

2017-2018 会計就任の挨拶
L 山中 隆寛
私は、高知鷹城ライオンズクラブに入会させていただ

ワードとして掲げる「45」のメ

きまして 11 年の時を鷹城ライオンズクラブにてライオンズ

ンバー数に到達できれば、現

ライフを楽しませていただいております。元々父が高知

在におきまして安定的な会計

鷹城ライオンズクラブのメンバーでしたので、
「鷹城」＝
「よ

が、なんとかできると思います。皆様のご協力をいただき

うじょう」の読みは、子どもの頃から自然と頭に入ってき

まして、
「45」を目指しながら到達できずとも、これから

ていました。その鷹城ライオンズクラブの会計を、今期鳴

先も発展的な鷹城ライオンズクラブでありますように、ご

瀧会長の下お受けすることとなりました。メンバー数も、

支援、ご協力の程、お願い申し上げまして、就任の挨拶

全盛期から比べると半分位になっており、会計としては

とさせていただきます。

勢いよくとは言えない状況ではありますが、会長がキー
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2017-2018 ライオンテーマー就任の挨拶
L 井上 光啓
鳴瀧会長からライオンテーマーのお話をいただき、クラ
ブに入会して 2 年余りの私ですが、ライオンテーマーの
職務をこの 1 年間、一生懸命頑張りたいと思います。
この度、改めましてライオンテーマーの役割を勉強し、
「司会進行」だけではなく、
「会場設営」
「配置検討」等

われますよう準備していきた
いと思います。
今期鳴瀧会長のスローガン
「“ 奉仕の旗の基 ” 集う友情に We Serve」キーワード「45」
のもと、ライオンテーマーの役割を全うしたいと思ってお

もあると知り、これからは例会には早めに会場入りし、

りますので、皆様のご協力、ご指導の程、よろしくお願

役員との連携を強化し、各委員長とも相談しながら、時

い申し上げます。

間配分を考慮した会合次第を立案して、円滑に例会が行

2017-2018 テールツイスター就任の挨拶
L 西森 京子
テールツイスター。直訳すると「犬が尾を振りながらお

員の皆様、この笑顔には（求

ねだりすること」何ともおもしろおかしい用語ですね。残

む、ドネーション！）の下心

念ながら、私は可愛く振れるしっぽを持ち合わせており

がいっぱい含まれていること

ません・・・。毎回、例会で会員の皆様からお預かりし

をお忘れなく！

ている大切なドネーション。私らしくお預かりするにはど

この 1 年、テールツイスタータイムをお借りしまして、

うしたらいいのかなと考えました。あいにく何の芸も持ち

会員の皆様の生の声をお届けできるように先輩の皆様の

合わせておりませんので、取りあえずとびっきりの 54 歳

ご指導を頂きながら、精一杯務めさせていただく所存で

の笑顔でご挨拶をすることにしました。しかしながら会

ございます。どうぞよろしくお願い致します。

2017-2018 計画委員長就任の挨拶
L 中本 雅章
7 月 9 日の新旧交替移動例会＠ドイツの森には多くの

の旗の基 ” 集う友情に We

方々にご参加いただき、また、ビンゴゲームの景品準備

Serve」という会長スローガ

にご協力いただきありがとうございました。

ンのもと、多くの会員の方々

計画委員長の任を拝命することとなり、当初は、入会

にご出席いただけるような、そしてマレーシアに移住され

してから日も浅く、ライオンズクラブの活動に対する理解

た前計画委員長の松村さんが高知に戻りたくなるような

も乏しいのにやっていけるのだろうかと不安になっており

楽しい例会を企画したいと思います。

ましたが、会長や他の先輩方の助言に支えられながら、
無事、新旧交替移動例会を乗り切ることができました。
若いだけしか取り柄がありませんが、今年度は「“ 奉仕

私一人の力では至らないことが多々あるかと思います
（そもそも私一人の力では大した企画ができません）ので、
皆様ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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新旧交替移動例会
7月9日
（日） ドイツの森 クローネンベルク

朝 9：00 に集合し、
いざ岡山へ。12：00 やっと到着！
と思えば、いきなりの雷雨。滝のような雨のなかレストラ
ンで BBQ。地ビールやワイン、自家製ソーセージを堪能
しました。お腹もいっぱいになって、ふと外を見ると、雨
が止んでおりました。雨降って地固まる・・・鳴瀧丸の
これからの航海を暗示しているようでした。

昔取った杵柄？ L島本、様になっています。

おじいちゃんと孫が手をつないでお散歩・・・？

健康への道しるべ
エンジョイ正蓮寺

高知ゴルフ倶楽部
高知市重倉945
TEL（088）845-1163 FAX
（088）
845-4773
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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

〒780-0861 高知市升形4-3
県庁前クリニックビル 3階（グランド通り電停前）
ＴＥＬ０８８−８２４−１１３３
ＦＡＸ０８８−８２５−１１４１
E-mail: kochijo1974@gmail.com

有限会社

日比野商事

〒780-0056 高知市北本町3丁目10-31
TEL 088-882-9718 FAX 088-882-9719

七河川一斉清掃

7月2日
（日）

第 29 回浦戸湾・七河川一斉清掃にて、鏡川堤防天神橋南側の
草刈りを行いました。
刈った草を集積場所まで持って上がるのが一番の重労働で、一
同汗だくで頑張りました。来年はもっと若い方々に頑張っていただ
きたいと思います。

ありがとうメッセージ
葉書贈呈式

7月6日
（木）

ありがとうメッセージ葉書の贈呈式をはりまや橋小学校で
行いました。
320 枚の葉書を贈呈すると、子どもたちから「おじいちゃ

ん、おばあちゃんに送りたい」や「遠くに転校した友達に送
りたい」とお礼の言葉をいただきました。

平和ポスター
一ツ橋小学校訪問
7月10日
（月）

今年も平和ポスターの応募をお願いに一ツ橋小学校を訪問しま
した。
今年の 6 年生は 54 名。昨年に引き続き、
力作を期待しています。
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2017 年 5 月～7 月
月

5
月

6
月

7
月

日

曜日

会・活動・事業

事業・行事報告

場所

出席者

1日

月

現・次期会長幹事会

三翠園

L福島

L鳴瀧

L田中
（良）

6日

土

高知城追手門周辺清掃

高知城

L福島

L西尾

L筒井

11日

木

第1382回例会

三翠園

メンバー 24名

14日

日

MD336複合地区年次大会

広島県呉市

L鳴瀧

18日

木

理事会

三翠園

メンバー 18名

22日

月

第二副地区ガバナー候補者の会

高知プリンスホテル

L西森
（正）

25日

木

第1383回例会

三翠園

メンバー 21名

定例ゴルフ

正連寺

L成岡

大方LC50周年記念式典

ふるさと総合センター

L西尾

第1384回例会

三翠園

メンバー 20名

高知城追手門周辺清掃

高知城

L福島

次期LT・TT・計画委員長スクール

高知商工会館

L井上
（光） L井上
（勉） L中本

28日

日

1日

木

L鳴瀧

L田中
（良） L西尾

L松村

L植田

L岡﨑

L井上
（光） L中本

L田中
（智） L福島

L西尾

L宮地

L細川

L井上
（光）

L筒井

L鳴瀧

L岡﨑

3日

土

次期5委員長スクール

高知商工会館

L海老塚

4日

日

新三役オリエンテーション

徳島グランヴィリオホテル

L鳴瀧

8日

木

理事会・準備理事会

三翠園

メンバー 20名

15日

木

第1385回例会
（慰労会）

高知サンライズホテル

メンバー 34名

17日

土

ライフジャケット贈呈事業説明会

三翠園

L鳴瀧

24日

土

6.26ヤング街頭キャンペーン

県庁 — 中央公園

L福島

25日

日

定例ゴルフ

正蓮寺

L菅

1日

土

高知城追手門周辺清掃

高知城

L鳴瀧

2日

日

浦戸湾・七河川一斉清掃

鏡川堤防天神橋南側

L西森
（正） L菅 L弘内 L西尾 L田中
（智） L細川
L筒井 L田中
（良） L鳴瀧 L福島 L宮地

3日

月

会長幹事会

高知プリンスホテル

L鳴瀧

L田中
（良）

6日

木

ありがとうメッセージ葉書贈呈式

はりまや橋小学校

L鳴瀧

L田中
（良）

9日

日

第1386回例会
（新旧交替移動例会） ドイツの森クローネンベルク

メンバー 22名

10日

月

平和ポスター一ツ橋小学校訪問

一ツ橋小学校

L鳴瀧

13日

木

理事会

三翠園

メンバー 11名

20日

木

第1387回例会

三翠園

メンバー 22名

定例ゴルフ取り切り戦

正蓮寺

L西森
（正） L成岡 L伊東
L福島 L井上
（光）

L中岡

L佐々木

L南

ゴルフ部会総会

個室四季料理
「くらり」

L西森
（正） L成岡 L伊東 L中岡
L福島 L村上 L井上
（光）

L佐々木

L南

23日

日

高知城追手門周辺清掃

L西尾

L田中(智） L細川

L田中
（良） L山中

L福島

L秦

事務局

L藤井

L中岡

L村上

L井上
（光）

L西尾

平成29年５月６日、６月３日、７月１日

7月はあいにくの雨で中止かと思えば
L西尾、L鳴瀧の二人で掃除をしたと
のことです。小雨とはいえ雨の中、ご
苦労様でした。
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