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ハワイ・アリゾナ記念館にて、折鶴を選ぶ来館者たち

2　高知鷹城ライオンズクラブ　2017／8・9・10

国道一斉清掃
8月6日（日）　土佐道路河ノ瀬交差点周辺

小児糖尿病サマーキャンプ出発式
8月10日（木）　高知大学医学部附属病院

一ツ橋小学校訪問
9月22日（金）

国道一斉清掃を行いました。参加者はL鳴瀧、L西尾、L筒井、
L西森（京）の４名という少なさ…年３回のこのお掃除に積極的な
参加をお願いします。

小児糖尿病サマーキャンプ
出発式に鳴瀧会長が出席しま
した。今年は当クラブが当番
クラブということもあり、鳴瀧
会長が代表の挨拶を述べられ、
支援金の目録を贈呈しました。

今期新たに取り組んだ事業「平和の折鶴をハワイへ送ろ
う！」で一ツ橋小学校を訪問をしました。
一ツ橋小学校では一昨年前から、平和学習の一環として、
平和の願いを込めた折鶴をハワイのアリゾナ記念館へ送って
います。その事業を今期当クラブでもお手伝いすることとな
りました。その折鶴が無事に届いたとの連絡があり、報告を
受けました。
折鶴を受け取ったひろみピーターソン先生からの手紙には

“日本の小学生がおばあちゃんと一緒に平和を祈って折鶴を
折り、平和のメッセージを書いて送ってくれたんですよ」と伝え
ると「それは素晴らしいことだ」と感動してくださいます。涙ぐ
まれている方もいらっしゃいました。”と書かれており、この事
業の素晴らしさを実感することができました。
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合同花火例会
8月9日（水）　三翠園

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

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

“信頼と実績”

高知県高知市菜園場町 6番 1号
電話（088）882-2100（代）
FAX（088）882-2177

〒780-0823

代表取締役

しん　こう

田中 智洋

建設業許可No.（般̶26）第 8128 号（機械器具設置工事業）

伸綱商会有限会社

今年も高知北LCと合同で花火例会を行いました。高知
北LCが21名、当クラブ員とその家族を合わせると110名が
三翠園14階に集まりました。今年は、新会員の入会式を行
い、打ち上げられる花火で新会員の入会を祝いました。

新会員の L 畠山 照章

子どもたちのためにお菓子で輪投げ。

L 大塚のお子さん、慧くんと煌くんが花火の絵を描いてくれ
ました。黒い部分は黒のクレヨンでしっかり塗ってあり、なか
なかの力作です。
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高知LC・高知鷹城LC・高知黒潮LCの3ク
ラブで合同例会を行いました。高知LCは親ク
ラブ、高知黒潮LCは子クラブということで、初
めて親子3代が揃った例会でした。この日の日
中はゴルフも行われ、昼夜通して親睦となりま
した。途中、昼間行われたゴルフの成績発表や、
「月」をお題にした句会が行われました。

月兎　代わりに跳ねる　笑い声

角の無い　満月見習え　北朝鮮

仲秋の　月出でずして　虫の声

観月に　集いし獅子の　絆かな

正連寺　月の名所は　十四番

雨降りて　月見えずとも　宴楽しい

雨ふりて　まだ出ぬ月は　霧の中

おぼろ月　面影しのび　一人酒

月が世は　満つるば欠けると　教えけり

高知LC	 峯積	賢

高知LC	 清藤	武

高知LC	 大野	富彦

高知鷹城LC	 長野	玲子

高知鷹城LC	 福島	明

高知鷹城LC	 池	一予

高知鷹城LC	 西森	正忠

高知黒潮LC	 山﨑	怜子

高知黒潮LC	 黄	基秀

合同観月例会
9月5日（火）　高知ゴルフ倶楽部クラブハウス

全員から集めた句の中から優秀句を9句選出する選考会中…選ばれたのは以下の9句です。

最後は高知黒潮LC山本哲美7R-RCのローアで。
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結成記念例会
10月5日（木）　城西館

第58回結成記念例会を行いました。今年も7R－RCの山本哲美様や
スポンサークラブである高知LC公文会長をはじめとするブラザークラブの
方々に出席いただき、盛大に行うことができました。また、今年はL宮﨑
の入会式も同時に行い、ビジターの皆様と一緒に入会を歓迎しました。

唯一のチャーターメンバーであるL藤本幾雄に花束贈呈。
元気なお姿を見せていただき、ありがとうございました。

今年は、三役と計画委員で体を張った余興を披露しました。
この日のために、衣装を揃え、練習し、すね毛を剃って（？）準備し
ました。
ナイスチームワーク！！

出席者54名で手をつないで…また会う日まで
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汗ばむほどの好天に恵まれた10月8日（日）、「第10回ちび
っ子ハゼ釣り大会」を開催致しました。参加家族28組・76
名の親子とスタッフ20名、総勢約100名が参加の記念すべ
き第10回大会となりました。当日は、あさ8：30～受付開始、
続 と々参加者が集まり、9：00～釣り大会をスタートし、ハ
ゼ、ニロギ、アマギ、スミヒキ、ボラなど多種にわたり、15
～16匹の釣果を上げた家族もいました。お昼の12：00ぐ
らいまで清流・鏡川の岸辺に親子の賑やかな歓声が響いて
おりました。
土佐の風土と偉人を育んできた清流・鏡川のながれを未来
の子どもたちにいつまでも残したいという思いで、私たち高
知鷹城ライオンズクラブは10年程前からこのアクティビティ
に取り組んでおります。このちびっ子ハゼ釣り大会を体験さ
れた子どもさんたちがいずれ家庭を築き、またこのハゼ釣り
大会に帰ってきてくださり参加することで、この清流・鏡川を
未来に繋いでくれることを願っています。清流・鏡川の自然
と親しむ家族の姿をいつまでも残すことこそ大きな奉仕であ
ると考えます。最後に、今大会に合わせ、株式会社林漁具
製作所代表取締役　久場幸信　様のご尽力により日本釣振
興会様よりライフジャケットを50着寄贈をいただき、子ども
たちに安心してハゼ釣りを堪能して頂きました。高知鷹城ラ
イオンズクラブを代表しまして深く感謝申し上げます。ありが
とうございました。そして、クラブ会員の皆様お疲れ様でした。

（会長　鳴瀧	渡）

ちびっ子ハゼつり大会 10月8日（日）
鏡川河畔天神橋下



新 紹会入 員 介

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〒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
福島明後援会事務所（自宅）
〒781-0252 高知市瀬戸東町1-21-10　
tel/fax 088-842-0321  携帯 090-3184-1158　
e-mail: akira2940@mb.pikara.ne.jp
福島明後援会 中央支部
〒780-0833 高知市南はりまや町1-17-12
はりまや司法書士事務所内

人の喜びは我が喜び

高知市議会議員 福島 明
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例会の前後それぞれ13日間以内に次のいずれかに該当する場合は例会に出席したものとみなされる。

　a.	 他クラブの例会または特別会合への出席
　b.	 所属クラブの理事会の会合への出席
　c.	 所属クラブの常設委員会の正式会合への出席
　d.	 所属クラブ主催の会合（クラブアクティビティ資金獲得活動を含む）への出席
　e.	 リジョンまたはゾーンの会合への出席
　f.	 国際大会、東洋東南アジアフォーラム、複合地区、地区大会、またはその他の正式なライオンズの会合への出席
　g.	 上記期間中における国際本部、外国の地区または複合地区事務局訪問

と、ライオンズ必携メークアップ規則に記されている。

当クラブでは、第2・第4木曜日の昼（12：15～）メークアップ例会として、会合を行っています。このような機会をつかって、
自身の出席率向上を図ってください。	 （出席委員長　L長野玲子）

メークアップについて

■ 8月入会　Ｌ畠山 照章 （はたけやま てるあき）

生年月日 1964年11月17日 53歳

勤務先 ㈱畠山不動産鑑定（不動産鑑定士）

スポンサー L田中 智洋

私の健康法 適度な飲酒と禁煙

座右の銘・好きな言葉 日々新又日新

大切にしている物・宝物 評価書に署名するときに使うお気に入りのボールペン

好きな本・影響を受けた本 志賀直哉「清兵衛と瓢箪」

■ 10月入会　L宮﨑 雄司 （みやざき ゆうじ）

生年月日 1963年9月14日 54歳

勤務先 ㈱宮﨑造工（代表取締役）

スポンサー L鳴瀧 渡

私の健康法 週2回のスポーツジム通い

座右の銘・好きな言葉 「失敗」と書いて「成功」と読む

大切にしている物・宝物 家族

好きな本・影響を受けた本 百田尚樹『鋼のメンタル』
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2017 年 8 月～10 月　事業・行事報告

高知城追手門周辺清掃　8月5日（土）、9月2日（土）、10月7日（土）

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

8
月

2日 水 薬物乱用防止研修会 高知城ホール L鳴瀧　L村上
3日 木 理事会 三翠園 メンバー13名
5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宮地

6日 日
国道一斉清掃 河ノ瀬交差点付近 L鳴瀧　L西尾　L筒井　L西森（京）
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鳴瀧　L藤井　L田中（良）　L山中　L田中（智）

9日 水 第1388回例会	
（高知北LC合同花火例会）

三翠園14F メンバー28名

10日 木 小児糖尿病サマーキャンプ出発式 高知大学附属病院 L鳴瀧
17日 木 第1389回例会 三翠園 メンバー18名
24日 木 新会員招請委員会 高知サンライズホテル L鳴瀧　L田中（良）　L西尾　L田中（智）　L細川　L筒井　	

L長野　L大塚　L福島　L藤井　L西森（京）
27日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L成岡　L中岡　L南　L福島　
30日 水 計画委員会 チャイナバル茂 L鳴瀧　L田中（良）　L池　L長野　L西野　L井上（勉）　	

L中本　L岡﨑　L西森（京）　L宮地　L田村（俊）

9
月

2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福島
高知県LC献血推進研究会 総合あんしんセンター L鳴瀧

4日 月 会長幹事会 ホテル日航高知旭ロイヤル L鳴瀧　L田中（良）
5日 火 第1390回例会 高知ゴルフ倶楽部 メンバー24名
14日 木 理事会 三翠園 メンバー11名
16日 土 GMT・FWT研修会 徳島県立総合福祉センター L鳴瀧
21日 木 第1391回例会 三翠園 メンバー20名
22日 金 一ツ橋小学校訪問 一ツ橋小学校 L鳴瀧
24日 日 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福島　L井上（光）

10
月

5日 木 第1392回例会（結成記念例会） 城西館 メンバー39名
７日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L鳴瀧　L西尾　L宮地

8日 日
第10回ちびっ子ハゼつり大会 みどりの広場東詰 メンバー21名
GLT・GST・LCIF研修会 四国中央市役所福祉会館 L福島

12日 木 理事会 三翠園 メンバー10名
19日 木 第1393回例会 三翠園 メンバー27名
20日 金 高知よさこいLCチャリティパーティー 城西館 L鳴瀧　L田中（良）

30日 月
6R・7R親睦ゴルフコンペ 高知ゴルフ倶楽部 L南　L福島　L村上　L井上（光）
6R・7R親睦ゴルフコンペ懇親会 駱駝別邸 L南　L村上　L井上（光）


