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第2回ガバナー諮問委員会

高知城清掃　12 月1日（土）、1月 5 日（土）、2 月 2 日（土）、3 月 2 日（土）

12 月 8 日（土）第 2 回ガバナー諮問委員会が高知プリンスホテルにて開催され、当クラブからは細川 7R-1ZC をは
じめ藤井会長、井上光啓第一副会長、南幹事、田中良岳会員委員長ら 5 名が出席しました。

市内14LC合同チャリティセール
1月 20 日（日）高知大丸前にて市内 14LC 合同チャ

リティセールが開催されました。藤井会長をはじめ L 南、
L 弘内、L 中岡、L 筒井、L 杉本、L 田中（良）、L 鳴瀧、
L 福島、L 西森（京）が参加し、31,600 円を売り上げ
ました。なお、14クラブの総売り上げは 659,655 円
になったとのことです。
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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

Project-S合同清掃
 “ ～お山に感謝！～ 四国遍路合同清掃 in 336A”

3 月10 日（日）、「Project-S 合同清掃 “～お山に感謝！～ 
四国遍路合同清掃 in 336A”」として、関野ガバナーの声
がけにより四国 4 県に所在するライオンズクラブが合同で遍
路道の一斉清掃を行い、当クラブも参加しました。

高知鷹城ライオンズクラブは、当初 2 班に分かれ、竹林
寺と青龍寺の 2 カ所を清掃する予定でしたが、早朝からの
雨で路面が濡れて、斜面では足元が滑り怪我をするかもしれ
ないということで竹林寺は中止し、青龍寺にて清掃を実施し
ました。

L 西尾、L 細川、L 筒井、L 池、L 南、L 田中（良）、L 鳴
瀧、L 藤井、LL 藤井、L 西森（京）、L 酒井の 11名で青龍
寺の手前の参道を竹箒で掃いて、落ち葉や小石を除去しまし

た。終始小雨は降っていたのですが、
日頃からの行いが良いからか、ずぶ
濡れになることなく清掃できました。

青龍寺に参詣する方のあたたかい
言葉に力をいただき、約 2 時間で遍
路道の落ち葉や小石を除去し、気持
ちよく参詣していただけるようになり
ました。高知鷹城ライオンズクラブは
毎月高知城の清掃もアクティビティとして行っていますが、清
掃して綺麗になって観光客や参詣者を迎えるのは自分自身の
心も洗われ清々しい気分になるこの清掃活動をこれからも続
けていきたいと思います。 （会長　藤井哲二）



4　高知鷹城ライオンズクラブ　2018 ／12・2019 ／1・2・3

クリスマス忘年例会

新年例会

12月6日（木）高知サンライズホテルにて
今年は、クリスマスと忘年会を一度に楽しもう！という

ことで、クリスマス忘年例会を行いました。会長、幹事、
計画委員長が仮装してクリスマス気分を盛り上げてくれる
なか、プレゼント交換をしたり、ゲームをしたり、クリス
マスケーキを食べたり…皆さんで一足早いクリスマスを楽
しみました。

1月10 日（木）三翠園にて新年例会を行
いました。

今年の目標・決意を書き初めに。 お座敷遊び「菊の花」で、新年早々飲み過ぎです。

今年年男・年女のL筒井、L福島、
L 藤井、L池、L山中、L田中
良岳による餅投げ。
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賀寿例会
2 月 7 日（木）城西館にて賀寿例会を行

いました。今年は L 西森（正）、L 中岡、L
西野、L 池、L 藤井の 5 名がそれぞれ米
寿、喜寿、古希、還暦を迎えます。賀寿を
迎えられる方々にステージに上がっていただ
き、お祝いの花鉢を贈呈し、代表して今年
米寿を迎えられる L 西森（正）にお礼の言
葉を述べていただきました。これからもお元
気で末永くライオンズクラブで活躍していた
だきたいと思います。

今年米寿を迎えるL西森（正）

今年還暦を迎えるL池 今年還暦を迎えるL 藤井

今年喜寿を迎えるL中岡 今年古希を迎えるL西野



6　高知鷹城ライオンズクラブ　2018 ／12・2019 ／1・2・3

高知レオクラブ結成50周年記念式典

高知鷹城ライオンズクラブ杯龍馬大会

3 月17 日（日）ザ クラウンパレス新阪急高知にて
行われた高知レオクラブ結成 50 周年記念式典に出席
しました。高知レオクラブは高知ライオンズクラブがス
ポンサーとなり、日本で最初、世界で 18 番目にでき
たレオクラブだそうです。レオクラブの LEO とは指導力

（Leadership）・経験（Experience）・機会（Opportunity）
の 3 つの頭文字を合わせた言葉で、ライオンズクラブの
青少年育成プログラムとして、地域社会の青少年にその
指導力・経験・機会を与え、個性豊かな人間に成長され

るよう奉仕活動を促進し、同時に
会員仲間同士の友情親善及び相
互理解の精神を養うことも目的と
しているとのことです。今回高知
レオクラブ結成 50 周年記念式
典に出席して、日本最古のレオク
ラブが高知にあることの誇りを感
じるとともに、青少年育成の素晴らしさを認識すること
ができました。 （L 井上 光啓）

3 月16 日（土）、17 日（日）高知市の長浜公園球技
場にて高知鷹城ライオンズクラブ杯龍馬大会が開催され、
その表彰式に参加してきました。

当日は穏やかな春日和で、スポーツには最適の天気で
した。この大会は U-10　4 年生（新 5 年生）以下で
構成された 24 チームが出場し、応援団含め 500 人ほ
どの選手・関係者が集まる主要な大会です。

大会 1日目の夜は藤井会長と共に懇親会に出席させ
ていただきました。主催者の方々、各チームの監督等か
らサッカーに対する熱い思いや最近の子どもに対する指
導方法等を分かりやすく話してもらい、非常に勉強にな
りました。

2 日目は東コート、西コートに
分かれ決勝トーナメントが行われ
ました。実力が拮抗していること
もあり、PK 戦が続くなど熱戦が
展開されました。結果は西コート
は「旭 JFC」、東コートは「エス
トレーラス高知」が優勝。藤井
会長より表彰状・トロフィーの授与が行われました。子
どもたちの一つのことに真剣に取り組む姿は気持ちよく、
清々しく、光輝いて見えました。高知鷹城ライオンズとし
て、このようなすばらしい大会にかかわれることのできる
喜びを感じました。 （幹事　南宏道）
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高知桜ライオンズクラブCN25周年記念式典

高知市青蘭会主催
「ひとり親家庭の

新入学児童を祝う会」
第3回ガバナー

諮問委員会

3 月 3 日（日）のおひな祭りの日に高知桜 LC チャー
ターナイト25 周年記念式典に出席いたしました。

会場に一歩足を踏み入れますと、なんとも女性らしく
温かい雰囲気が漂っておりました。檀上には、会場を包
み込むようにダイナミックな雪割桜と松、そしてオンシジ
ュームが来客をもてなしておりました。また、会員の皆様
のあでやかな着物姿がこの式典を一層華やかに彩ってお
られました。

記念事業とされましても、子ども食堂基金への支援を
はじめ、子育て応援 ZEROSAI、ママの働き方応援隊
高知校、チャイルドライン等々女性ならではの細やかな
視点からの支援をされておられるとのこと。会員の皆様

の大きな願いを感じさせていただ
きました。続いての祝宴では、細
木会長による仕舞「高砂」が会員
の皆様とご一緒に披露され、宴を
盛り上げておいでました。

高知鷹城 LC の会員としてま
だまだ日の浅い私にとりましても、
周年事業の重要さを学ばせていただいた素晴らしい一日
となりました。結成 60 周年を皆様に楽しんでいただけ
るように、クラブ一員として活動を続けてまいりたいと
思っております。出席させていただきありがとうございま
した。 （L 西森 京子）

3 月 24 日（日）高知市青蘭会主催の「ひとり親家庭の新
入学児童を祝う会」に井上光啓第一副会長が出席しました。
今年は 9 組の親子が参加し、高知警察署交通課の交通安全
指導やマジックなどで子どもたちの新入学を祝っていました。

3 月 24 日（日）第 3 回ガバナー諮問委員会が高知プリ
ンスホテルにて開催され、当クラブからは細川 7R-1ZC をは
じめ鳴瀧会長代理、井上光啓第一副会長、南幹事、田中良
岳会員委員長ら 5 名が出席しました。

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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2018 年12 月～2019 年 3 月　事業・行事報告

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

12 
月

1日 土 高知城清掃 高知城 L藤井　L西尾　L筒井　L岡﨑　L田村（俊）　L宮﨑　L酒井

6日 木 第1420回例会（クリスマス忘年例会） 高知サンライズホテル メンバー 20名

8日 土 第2回ガバナー諮問委員会及び 
ゾーンレベル会員委員会 高知プリンスホテル L細川　L藤井　L井上（光）　L南　L田中（良）

13日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー12名

15日 土 リーダーシップ研究会 高知サンライズホテル L細川　L西野　L井上（勉）

16日 日 薬物乱用防止教育講師養成講座 県立大学永国寺キャン
パス L細川　L岡﨑　L西森（京）

20日 木 第1421回例会 三翠園 メンバー 27名

23日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L中岡　L佐々木　L村上　L井上（光）　L岡﨑

H 
31 
年
1 
月

5日 土 高知城清掃 高知城 L藤井　L西尾　L鳴瀧　L田村（俊）　L宮﨑

7日 月 会長幹事会 高知サンライズホテル L藤井　L南

10日 木 第1422回例会（新年例会） 三翠園 メンバー 28名

17日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー 9名

20日 日 市内14LC合同チャリティセール 高知大丸前 L藤井　L南　L弘内　L中岡　L筒井　L杉本　L田中（良） 
L鳴瀧　L福島　L西森（京）

24日 木 第1423回例会 三翠園 メンバー 20名

27日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L伊東　L村上　L井上（光）

2 
月

2日 土 高知城清掃 高知城 L藤井　L井上（光）

7日 木 第1424回例会（賀寿例会） 城西館 メンバー 25名

14日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー12名

21日 木 第1425回例会 三翠園 メンバー 22名

24日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L伊東　L井上（光）　L岡﨑　L宮﨑

28日 木 指名委員会 高知サンライズホテル メンバー13名

3 
月

2日 土 高知城清掃 高知城 L藤井　L南　L西尾　L筒井　L鳴瀧　L宮﨑

3日 日 高知桜LCチャーターナイト 
25周年記念式典 三翠園 L細川　L藤井　L南　L西尾　L筒井　L長野　L福島 

L西森（京）

7日 木 第1426回例会（指名会） 城西館 メンバー 22名

10日 日 Project-S合同清掃 清滝寺～青龍寺 L藤井　L南　L西尾　L細川　L筒井　L池　L田中（良） 
L鳴瀧　L西森（京）　L酒井　LL藤井

14日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー10名

17日 日
高知鷹城LC杯龍馬大会 長浜公園球技場 L藤井　L南　L西尾　L筒井　L鳴瀧　L田村（俊）

高知レオクラブ結成50周年記念式典 ザ クラウンパレス新阪
急高知 L細川　L福島　L井上（光）

21日 木 第1427回例会（選挙会） 三翠園 メンバー 24名

24日 日

高知市青蘭会主催  
「ひとり親家庭の新入学児童を祝う会」

男女共同参画センター
「ソーレ」 L井上（光）

第3回ガバナー諮問委員会及び 
ゾーンレベル会員委員会 高知プリンスホテル L細川　L鳴瀧　L井上（光）　L南　L田中（良）


