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新 介員会 紹

〒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　弘内　喜代志

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

五台山　竹林寺
四国第三十一番霊場・知恵の文殊尊

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

【取扱い内容】電設資材販売・住宅電気設備販売施工
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■ L田上 智英 （たがみ ともふさ）

生年月日： 1973年9月12日 45歳

勤務先： ㈱鳥心（専務取締役）

スポンサー： L細川 拓史

私の健康法： ストレスの少ない環境作り

座右の銘・好きな言葉： 義理人情

大切にしている物・宝物： 家族

好きな本・影響を受けた本： 三国志（なら何でも）

■ L酒井 満喜 （さかい みつき）

生年月日： 1961年4月23日 57歳

勤務先： ㈱四国銀行 木屋橋支店（執行役員支店長）

スポンサー： L海老塚 和秀

私の健康法： ランニング、ジム通い。

座右の銘・好きな言葉： 「成功」の反対語は「失敗」ではなく、
 「何もしないこと」である。

大切にしている物・宝物： 実家にあるペコちゃん人形（S30年代物）。

好きな本・影響を受けた本： 戦略プロフェッショナル（三枝 匡）

■ L石黒 純子 （いしぐろ じゅんこ）

生年月日： 1974年4月12日 44歳

勤務先： じゅん歯科クリニック（院長）

スポンサー： L大塚 丈

私の健康法： 「好きなものを好きな時に食べる」というのをしてたら、
 こんなになったので、ジムに行ったりしてます。

座右の銘・好きな言葉： 日日是好日

大切にしている物・宝物： 仲間、家族、この1年は愛猫に仕えてます。

好きな本・影響を受けた本： 特になく、いろいろ読みます。
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第11回ちびっ子ハゼつり大会
10月7日（日）第11回ちびっ子ハゼつり大会を天神橋
下の鏡川河畔で開催しました。
台風 25号の接近、通過の影響がでるのでは…と、何回
か現地の状況を確認し、やっと前日朝に最終判断として開催
を決断しました。
当日はスタッフが子どもたちが怪我をすることのないように
と岸辺の見回り清掃を行いました。そして、天候のほうも回
復し、ほぼ予定どおりの参加で盛大に開催することができま
した。釣果のほうは潮の関係もあり、最初は例年より少なか
ったですが、終盤になると「釣れた！」という歓声が聞こえて
いました。
今回は、ハゼ釣り大会に参加した記念として残るものをと

いう会員の意見により、“釣っている
ところを撮影し、その DVDを参加
者に贈る”という新しい試みを企画し
ました。
私たち高知鷹城ライオンズクラブにとって『ちびっ子ハゼ釣
り大会』は高知市街地を流れる清流・鏡川の自然を親子で
楽しんでいただくとともに、いつまでもこの清流を残していき
たいという思いをこめたアクティビティであり、これからも継
続して取り組んでいくべきものと思っております。
最後に、今回無事開催できましたことを、参加していただ
いた方 と々クラブ会員に心より感謝申し上げます。

（会長　藤井哲二）
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合同花火例会

４世代合同観月例会

８月９日（木）三翠園１４階にて、高知北ＬＣとの合同
花火例会を行いました。
高知北ＬＣとの合同花火例会も今年で６回目を迎えま
した。Ｌ福島のウクレレ漫談と計画委員による鷹城のお
化け屋敷（？）や的当てで出席者の皆さんをもてなしま
した。

９月２０日（木）三翠園にて、４世代合同観月例
会を行いました。
昨年は高知ＬＣ・高知黒潮ＬＣの３クラブで開催
した合同観月例会ですが、今年はさらに高知よさこ
いＬＣが加わり、親・子・孫・ひ孫の４世代が揃っ
た合同観月例会となりました。
すすきに月見団子を飾り、準備万端でお月さまが
顔を見せてくれるのを待っていたのですが、あいにく
の雨…今年も月は見えませんでした。来年こそは名
月が見られますように！

余興のクラブ対抗「ライオンズ格付けチェック」では
高知黒潮ＬＣが優勝しました。



会長、幹事によるヤングマン！
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結成記念例会
１０月４日（木）城西館にて、第５９回結成記念例会
を行いました。
残念ながら、唯一のチャーターメンバーのＬ藤本の出
席はかないませんでしたが、親クラブの高知ＬＣはもちろ
ん、子クラブの高知黒潮ＬＣ・土佐山田ＬＣ・室戸ＬＣ・
高知南ＬＣや７Ｒ－１Ｚのブラザークラブよりたくさんの
方々にご出席いただき、盛大に行うことができました。
余興では「歌謡曲で綴る鷹城の歴史」と題し、結成
50周年から10年単位で遡りながら、当時起こった出
来事や流行歌とあわせて高知鷹城ＬＣの周年事業を紹介
しました。

鷹城のモーニング娘。ミニスカートで頑張りました Ｌ田中（良）　時には真面目にお説法

Ｌ田村（俊）「白いブランコ」熱唱中

鷹城の美女（？）３人による
スリーキャッツ
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平和ポスター

国道一斉清掃

合同献血

健康への道しるべ
エンジョイ正蓮寺

高知市重倉945
TEL（088）845-1163　FAX（088）845-4773

高知ゴルフ倶楽部

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

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

有限会社 日比野商事〒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）
ＴＥＬ ０８８－８２４－１１３３
ＦＡＸ ０８８－８２５－１１４１
E-mail: kochijo1974@gmail.com

受付15名、400ml 献血13名、不適合：2名

【紹介 L】	 L 西森（正）	：4名
	 L中岡	 ：1名
	 L 池	 ：2名（本人含む）
	 L村上	 ：3名（本人含む）
	 L 酒井	 ：3名

ご協力ありがとうございました。

８月５日（日）国道一斉清掃

１０月２４日（水）クラブ内表彰式を一ツ橋小学校にて行いました

クラブ内審査にて最優秀賞となった作品

１１月４日（日）国道一斉清掃
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高知城追手門周辺清掃　8月4日（土）、9月1日（土）、11月3日（土）

「あなたの愛を」パレード
11月24日（土）13：30からNTT 西日本高知支店に
集合し、パレードを行いました。今回、鷹城ライオンズから
は13名の出席でした。
正式名称は「献血・献眼・献腎・骨髄提供推進キャンペー
ン『あなたの愛を』パレード」と言います。四献運動として、
献血・献眼・献腎・骨髄提供の啓発啓蒙をアピールし地域
社会の理解と参加を求めることを目的としたパレードです。
パレードは土佐女子中高生のマーチングバンドを先頭に県
内31ライオンズクラブが行進します。我が鷹城は今回、行
列の先頭ということで、気を引き締めての参加でした。途中、
広報資料を粗品と共に手渡しながら、20分ほどで中央公園
に到着。県・市・関係者の皆様方の挨拶のあと土佐女子中

高生のバンド演奏を楽しみました。
ライオンズクラブは人類愛に基づ
き『We	Serve』（われわれは奉仕する）
をモットーに組織された世界最大の奉仕
団体です。ライオンズクラブでは、社会的課題の 解決を地
域の人 と々協力して成し遂げようと様々な活動を行っています。
その奉仕活動の一つがこの「献血・献眼・献腎・骨髄提供
推進キャンペーン『あなたの愛を』パレード」です。今後とも
ライオンズの誓い「われわれは知性を高め、相互理解の精神
を養い、平和と自由を守り、社会奉仕に精進する」を常に
意識しながら、進んでいきたいと思います。

（幹事　南	宏道）
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2018 年 8 月～11月　事業・行事報告

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

8	
月

4日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L藤井　L西尾　L筒井　L福島　L宮﨑　L田上

5日 日 国道一斉清掃 土佐道路	
（河ノ瀬交差点周辺） L藤井＋LL　L南　L西尾　L細川　L筒井　L廣瀬

9日 木 第1412回例会（合同花火例会） 三翠園14階 メンバー29名

16日 木 理事会 三翠園 メンバー14名

19日 日 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細川　L藤井　L井上（光）　L南　L宮地　L田中（良）

26日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L伊東　L中岡　L佐々木　L南　L村上　L井上（光）　	
L岡﨑

30日 木 第1413回例会 高知サンライズホテル メンバー27名

9	
月

1日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L藤井　L植田　L西尾　L岡﨑　L宮﨑

6日 木 第1414回例会 三翠園 メンバー20名

13日 木 理事会 三翠園 メンバー10名

15日 土 第1回結成60周年を考える会 三翠園 メンバー20名

20日 木 第1415回例会（４世代合同観月例会） 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伊東　L中岡　L福島　L村上　L井上（光）　L岡﨑	
L宮﨑

27日 木 招請委員会 高知サンライズホテル L藤井　L細川　L筒井　L南　L大塚　L田中（良）　L鳴瀧	
L井上（勉）

28日 金 計画委員会 エルレイ L海老塚　L杉本　L長野　L藤井　L西森（京）　L田村（俊）

10	
月

4日 木 第1416回例会（結成記念例会） 城西館 メンバー34名

6日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L藤井　L筒井

7日 日
第11回ちびっ子ハゼつり大会 鏡川河畔みどりの広場東側 メンバー21名

第11回ちびっ子ハゼつり大会反省会 高知プリンスホテル メンバー15名

11日 木 理事会 三翠園 メンバー12名

18日 木 第1417回例会 三翠園 メンバー24名

27日 土 高知中央LC結成45周年記念ゴルフ Kochi黒潮カントリークラブ L伊東　L中岡　L佐々木　L村上　L秦　L井上（光）　	
L岡﨑　L宮﨑

28日 日 高知中央LC結成45周年記念式典 ザ	クラウンパレス	
新阪急高知

L西森（正）　L西尾　L細川　L大塚　L田中（良）　L鳴瀧　	
L藤井　L井上（光）　L宮﨑

30日 火 高知桜LC結成25周年記念ゴルフ Kochi黒潮	
カントリークラブ

L伊東　L長野　L南　L秦　L井上（光）　L西森（京）　	
L宮﨑

11	
月

1日 木 第1418回例会 三翠園 メンバー24名

3日 土 高知城追手門周辺清掃 高知城 L藤井　L西尾　L筒井　L鳴瀧　L岡﨑　L宮﨑

4日 日 国道一斉清掃 土佐道路	
（河ノ瀬交差点周辺） L藤井＋LL　L南　L西尾　L筒井　L鳴瀧　L廣瀬

5日 月 会長幹事会 三翠園 L藤井　L南

8日 木 理事会 三翠園 メンバー13名

15日 木 第1419回例会 三翠園 メンバー25名

24日 土
「あなたの愛を」パレード 帯屋町アーケード～	

中央公園 メンバー１３名

骨髄バンク研修会 高知城ホール L藤井　L南　L村上

25日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L伊東　L中岡　L佐々木　L村上　L井上（光）
L岡﨑　L西森（京）　L宮﨑

26日 月 合同献血 中央公園 L西森（正）　L中岡　L南　L村上

28日 水 第2回結成60周年を考える会 三翠園 メンバー１７名


