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ライオンズクラブ国際協会　グッドラン・ビョート・イングバドター会長テーマ

『We Serve』

336-A 地区　関野邦夫ガバナースローガン

『No try　No change！』　キーワード『Wa（和）』

高知鷹城ライオンズクラブ　藤井哲二会長スローガン

『明るい未来にむけてTry  笑顔でWe Serve！』
 キーワード『なごみ』

We Serve
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大山祇神社 樹齢2600年の「乎知命御手植の楠」

石鎚SAから見えた満開の桜

4月1日（日）新居浜ひうちLCとの合同例会のため、いざ新居浜へ・・・高知ではすっかり散っていた桜が新居浜で
は満開で迎えてくれました。せっかくなので、少し足を延ばして大三島へ。大山祇神社を参拝し、国指定天然記念物の「乎
知命御手植の楠」のりっぱな姿に手を合わせ、健康長寿を願いました。
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　あっと言う間の 1 年でした。充分なことも出来ず、判断
が必ずしも正しくなかった点も多々あったと思いますが、
私自身は大過なかったのではないかと思っております。ひ
とえに経験豊かな L 先輩方々のご指導とクラブ員皆様の
多大なご支援によるものであり、深く感謝申し上げます。
　高知鷹城には歴史と伝統に磨き上げられた独特の L
精神文化が存在していると感じております。そのことはク
ラブ員全員の誇りとなっております。それは豊富な知識と
これまでの奉仕実績に基づいた考え方がしっかり根付い
ており、その上に立って議論を重ねあうことでより成熟し
た、そして集約された結論に導かれていくプロセスの中
に鷹城文化を感じました。私自身、大いに学ばせて頂い
た 1 年でありました。今期スローガン「“ 奉仕の旗の基 ”

集う友 情 に　We　Serve」、
キーワード「45」で取り組ん
でまいりました。社会の動向
を正しく見極めながら、社会の必然性に寄り添った奉仕
活動を行っていけば社会は必ず開けていく。その原動力
こそライオンズ精神を共有する友情が成し遂げるもの、共
に奉仕活動に汗をかき友情を深めうことが高知鷹城 L の
未来を開くことに繋がると取り組んでまいりました。
　来期は藤井会長、南幹事、宮地会計の方々によるクラ
ブ運営がスタートします。また、結成 60 周年記念式典の
準備の 1 年となります。高知鷹城 LC 旗の基、クラブ員
一丸となって準備をし、胆識の光る社会奉仕を通じて高
知鷹城の存在に磨きをかけて頂きたいと願っております。

　鳴瀧会長のもと、会計の役をお受けしまして、瞬く間
に１年が過ぎ去りました。当初は他の方が内定されていま
したが、諸事情によりまして、想定外の会計の任をお受
け致しまして、会計に精通した身ではありませんでしたが、
事務局にご助力をいただき、また皆様のご協力のもと会
計の任を終えることができました。
　振り返りますと、現況の運営は厳しいものがありまし
たが、会員増強にも力を入れていただき、目標の４５名
には届きませんでしたが、正会員４１名となり、応急処

置的として登録負担金も上げ
ていただき、全ての会計項目
におきまして剰余金を計上す
ることができました。また、三役としまして、三役スクー
ル、地区年次大会、他クラブの周年記念式典への出席等、
活動致しまして色 と々得る事柄があり、有意義な１年間
となりました。至らない事が多々あったかと思いますが、
皆様誠にありがとうございました。

2017-2018 会長退任の挨拶
L 鳴瀧 渡

2017-2018 会計退任の挨拶
L 山中 隆寛

2017-2018 幹事退任の挨拶
L 田中 良岳

　会員の皆様、1 年間ありがとうございました。幹事を
務めることができたのも、皆様のご支援やご助言をいた
だく事があってできたことであり、私自身のちっぽけな力
ではとても成し遂げることはできなかったと思います。ま
た、鳴瀧会長には、足を引っ張ることが多々あったと思
いますが、その都度助けていただきながら申し訳ありま
せんでした。
　1 年間終えてみて、会員の皆様の優しく、温かいお人

柄、それに当クラブの心地よ
さ、アクティビティや他クラ
ブ訪問等、すべてにおいて、
鷹城の素晴らしさを再確認しました。これからも、鷹城
ライオンズクラブは益々栄えるクラブだと思います。
　私も会員の皆様とともにクラブを盛り立てていきたいと
思います。今後ともご指導をよろしくお願いいたします。
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6 月 23 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」に鳴
瀧会長・田中良岳幹事（当時）が参加しました。

6.26ヤング街頭
キャンペーン

花見例会
４月１日（日）新居浜マリーナ

のレストラン「Blanc ＆ Blue」で
新居浜ひうち LC との合同例会
を行いました。新居浜ひうち LC
の皆様とは１年振りの再会でし
たが、美味しいお酒やフラダンス
等で温かく迎えてくださり、楽し
いひと時を過ごすことができました。

マリーナの静かな海を望みながらのフラダンス。
気分はすっかり南国気分♪

L福島はウクレレ持参で漫談を披露

L福島、L西森京子も急きょフラダンスでコラボレーション
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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

6 月 21日（木）、2017-2018 年度最後の例会
を高知サンライズホテルにて行いました。最後の会と
いうことで、鳴瀧会長より会長アワードが受賞者に
贈呈されました。贈呈者は以下の方々です。

例会皆出席賞
L西尾壽秋、L田中智洋、L長野玲子

例会出席努力賞
L西森京子

ドネーション賞
L島本政明

ドネーション努力賞
L植田康一、L海老塚和秀

2017-2018年度
会長アワード

ZC就任の挨拶　L 細川 拓史

清掃皆勤賞
L西尾壽秋

清掃精勤賞
L筒井継男、L宮﨑雄司

高知鷹城ライオンズクラブの準備理事会において、次期会長が発表する1
年間の活動方針につき、時に厳しく指導されますことは、先輩 L の後輩 L
及びクラブへの理解と愛情の裏返しであり、古き良き伝統です。かつて、私
は、格別多くご指導頂いたところ、その有難さは会長任期満了後の現在、よ
り一層感じているところです。さて、私、今期、クラブを代表し、ZC に就任
しました。お調子者の性格を活かして調整役に徹しますが、ガバナーを複数
輩出した7R-1Z の「頭」たる高知鷹城ライオンズクラブの威厳は遵守するこ
と、即ち、ライオンズクラブ国際協会会則及び附則並びに標準版クラブ会則
及び附則を勉強し、伝えることは、お約束します。1年間ですが、336-A 地
区 7R-1Z 所属ライオンズクラブの発展に尽力しますので、高知鷹城ライオンズ
クラブの変わらずのご指導、宜しくお願い申し上げます。
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　この度、59 代会長に就任いたしました。高知鷹城ライ
オンズクラブは来年結成 60 周年を迎えます。今期は 60
周年の準備をするだけでなく、いままでの歴史を引き継
ぎ、未来に向かって高知鷹城ライオンズクラブが発展し
ていくためにチャレンジしていく年にしていく所存でござ
います。また、“We Serve”という普遍のライオンズクラブ
の精神の基、社会貢献してまいります。
　昨今の一番の課題は急速に進む少子・高齢化による
人口減少、経済状況の低迷化によるクラブ会員の減少・

高齢化です。　そこで、会
長スローガンを「明るい未来
にむけて Try　笑顔で We 
Serve！」としました。キーワードを「なごみ」として、
楽しい例会、アクティビティを企画実行していきます。
　未来を拓くために、昨年に引き続きクラブ員全員の心
を一つにして、結成 60 周年に会員 60 名体制で迎えるべ
く「会員増強」に取り組んでまいります。どうかこの 1 年、
皆様のご指導とご協力をよろしくお願いいたします。

　今期の会計担当の任を務めることになりました宮地雅
久でございます。高知鷹城ライオンズクラブに入会させて
いただき 2 年足らずの私が会計の任に就くことは大変恐
縮ですが、しっかりその役割を果たしたいと思います。
　入会以来、思うように例会等へ出席できないこともあ
りましたが、可能な限りの例会や各種奉仕への参加を通
じ、ライオンズクラブに所属しておればこそできる経験や
会員の皆様に教えられることが数多くありました。まだま
だライオンズクラブについての理解や知識が十分でない

私ですが、少しでも精進でき
るよう努力する所存です。
　今年度は結成 60 周年の節
目を迎える前年度として、様々な準備や会員増強等の課
題の多い年と思いますが、藤井新会長のもとキーワード
である「なごみ」のごとく、気持ち穏やかに寛げる雰囲
気作りのお手伝いと、健全な会計運営に尽力したいと思
いますので、ご支援・ご指導のほど、どうかよろしくお
願いいたします。

2018-2019 会長就任の挨拶
L 藤井 哲二

2018-2019 会計就任の挨拶
L 宮地 雅久

2018-2019 幹事就任の挨拶
L 南 宏道

　この度 2018 ～ 2019 年の幹事を務めさせていただくこ
とになりました。
　ライオンズに入会して、11 年目を迎え、そろそろ自分
自身を振り返る時期に大役を仰せつかり、その責任の重
さを強く感じております。しかし、お受けしたからには、
藤井会長を支え、会長スローガン「明るい未来にむけて
Try　笑顔で We Serve！」キーワード「なごみ」をモッ

トーに楽しい 1 年にしていき
たいと思っております。これ
から来期の 60 周年事業に向
けていろいろな知恵を出し、アクティビティーに備えなけ
ればなりません。そのためには皆様の協力なしには、前
に進みません。ウイサーブの精神でご指導・ご鞭撻のほ
どをよろしくお願い致します。
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７月１１日（水）　一ツ橋小学校へ平和
ポスターへの応募をお願いに藤井会長、
南幹事が訪問しました。今年の６年生
６２名の力作が楽しみです。

7 月 5 日（木）三翠園にて、新旧役員交替会を行い
ました。鳴瀧前会長より藤井新会長へゴングの引き継
ぎが行われた後、旧三役から新三役へラペルボタンが引
き継がれました。高知鷹城 LC の新旧役員交替会では、
新三役が体を張った余興を行うのが習わしです。今年は

「コントで綴るなつかしのヒットパレード」と題し、70・
80 年代のヒット曲をコントのストーリーに絡めて、新
五役が計画委員と力を合わせて披露しました。

平和ポスター

新旧役員交替会

〒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
〒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
畠　山　照　章

〒780-0072　高知県高知市杉井流８番１５号
TEL 088-855-6081　FAX 088-855-6082
E-mail : hatakan@coast.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス：http://hatakan.co.jp/

不動産証券化協会認定マスター
不動産戦略アドバイザー

代表取締役
不動産鑑定士

畠山不動産鑑定株式
会社

新役員集結！ 会長・幹事（前列中央）の素敵なカップル誕生（？）
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浦戸湾・七河川一斉清掃

ありがとう
メッセージ

7 月13 日（金）　はりまや橋小学校へありがとうメ
ッセージ葉書の贈呈に藤井会長、南幹事が訪問しま
した。葉書を受け取った子どもたちは「おじいちゃん、
おばあちゃんに手紙を書きたい」、「友達に手紙を書き
たい」と言っていました。

7 月 22 日（日）当初 8 日に行われる予定であった浦
戸湾・七河川一斉清掃が、大雨のため延期になり、22
日に行われました。延期になり、ゴルフ部会の定例ゴル
フと重なったため、この日天神橋に集まったのは 5 名と、
ここ最近で最も少ない人数でした。

ライオンズクラブは鏡川堤防南側、天神橋から潮江橋
の間の河川敷の草刈りです。草刈り部隊（L 西尾、L筒井）
は 1時間早く来て草を刈ります。草刈り部隊は人数が少
ないためかなり広い範囲を刈らなくてはなりません。また、
刈った草は紐で結んで、堤防まで持って上がらなければ

ならず、大きな草の束を持って、急な階段を何往復する
のはなかなかの重労働です。同じ場所で清掃を行ってい
るのは、高知桂 LC・高知南 LC・高知とさみずき LC を
除く11クラブですが、人手が足りず今年は多くの刈った
草が残ってしまいました。

この浦戸湾・七河川一斉清掃は年に1回の清掃です。
暑い時季で大変ではありますが、参加人数が増えれば一
人の負担も減ります。“友愛の精神”で皆様ご参加をお
願いします。
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2018 年 4 月～7月　事業・行事報告

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

H 
30 
年
4 
月

1日 日
国道一斉清掃 河ノ瀬交差点付近 L鳴瀧　L西尾　L杉本　L南　L田中（良）　L福島　 

L藤井　L宮地　L宮﨑

第1404回例会（新居浜ひうちLC合同） 新居浜マリーナ 
「Blanc＆Blue」 メンバー18名

6日 金 7R-1Z合同献血 中央公園 L鳴瀧　L筒井　L村上　L宮地
7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福島　L藤井　L田村（俊）
8日 日 第64回地区年次大会 アスティとくしま L鳴瀧　L弘内　L西尾　L山中　L田中（良）　L西森（京）

12日 木 理事会 三翠園 メンバー13名
19日 木 第1405回例会 三翠園 メンバー 26名
21日 土 ライオンズクエスト高知セミナー ちより街テラス L鳴瀧　L細川
22日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 メンバー 8名

5 
月

5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細川　L藤井　L宮﨑　L田上
10日 木 第1406回例会 三翠園 メンバー 28名
17日 木 理事会 三翠園 メンバー12名
24日 木 高知黒潮LC結成記念例会 三翠園 L西尾　L南　L大塚

27日 日
第64回複合地区年次大会 岡山市総合文化体育館 L藤井　L西尾　L南　L中本　L岡﨑
定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 メンバー 5名

31日 木 第1407回例会 三翠園 メンバー 26名

6 
月

2日 土
高知とさみずきLC結成15周年記念式典 サウスブリーズホテル L鳴瀧　L田中（良）　L西尾

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福島　L藤井　L宮地　
L宮﨑

3日 日 新三役オリエンテーション 今治国際ホテル L藤井　L南　L筒井
7日 木 第1408回例会 三翠園 メンバー 23名

9日 土
次期LT・TT・計画委員長スクール 高知プリンスホテル L細川　L中本　L岡﨑　L西森（京）
次期5委員長スクール 高知プリンスホテル L細川　L佐々木　L田中（良）　L藤井　L村上　L島本

13日 水
室戸LC新旧役員交替会 料亭「花月」 L西尾　L南
土佐国府LC新旧役員交替会 サザンシティホテル L長野　L西森（京）

14日 木 理事会 三翠園 メンバー18名
15日 金 土佐山田LC新旧役員交替会 すし正 L西尾　L細川　L大塚
17日 日 第4回ガバナー諮問委員会 高知プリンスホテル L細川　L鳴瀧　L藤井　L田中（良）　L南

18日 月 次期第二副地区ガバナー酒井公一氏を励
ます会 三翠園 メンバー11名

19日 火 土佐香南LC新旧役員交替例会 一寿司会館 L細川　L宮﨑
21日 木 第1409回例会（慰労会） 高知サンライズホテル メンバー 32名

22日 金 高知南LC新旧役員交替会 ザ クラウンパレス 
新阪急高知 L鳴瀧　L田中（良）

23日 土 6．26ヤング街頭キャンペーン 高知県庁集合 L鳴瀧　L田中（良）
24日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 メンバー10名

26日 火 高知LC新旧役員交替会 ホテル日航高知 
旭ロイヤル L福島　L藤井

7 
月

2日 月 会長幹事会 城西館 L南
5日 木 第1410回例会（新旧役員交替会） 三翠園 メンバー 31名
7日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 雨天により中止

12日 木 理事会 三翠園 メンバー16名
19日 木 第1411回例会 三翠園 メンバー 29名

22日 日
浦戸湾・七河川一斉清掃 天神橋南詰め L藤井　L弘内　L西尾　L筒井　L宮地
定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 メンバー 9名
ゴルフ部会総会 くらり メンバー11名


