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『We Serve』　キーワード『真心』

高知鷹城ライオンズクラブ　井上光啓会長スローガン

『We Serve！』
 キーワード『鷹城ism（イズム）』

We Serve
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7月9日（火） 平和ポスター 一ツ橋小学校訪問 6月1日（土） 高知城清掃

4月7日（日） 第65回地区年次大会（西条市） 6月22日（土） 6.26ヤング街頭キャンペーン
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第1428回例会（移動例会）

7Rゾーン合同献血

4 月 6 日（土）　宇佐の「萩の茶屋」にて移動例会を行い
ました。

例年通り、高知城に集合して、追手門周辺の清掃を行っ
た後、送迎バスで「萩の茶屋」へ。

新鮮なサザエやながれこ等の海賊焼きに焼肉、貝の炊き
込みご飯など美味しい料理を食べ、お酒を飲んで、楽しい時
間を過ごしました。

2 次会はかるぽーと前にて花見。見事な堀川沿いの桜を
見ながら、春の夜は更けていきました。

国道一斉清掃
4 月14 日（日）　例年 4 月の第 1日曜日に行っている国

道一斉清掃ですが、今年は年次大会と重なるため、一週ずら
して第 2 日曜日に行いました。しかし、あいにくの雨で集ま
ったのは会長、会長夫人、幹事と L 西尾の 4 人だけでした。

最初は小雨だった雨も段々と強くなったので、早々に切り上
げたため、あまりたくさんのゴミは集まりませんでしたが、土
佐道路河ノ瀬交差点周辺の歩道はきれいになりました。

4 月 24 日（水）　ゾーン合同献血を実施しました。
今回は15名の方に400ml 献血に協力していただきました。
紹介者は、L 西森（正）：3 名、L 海老塚：3 名、L 村上：

4 名（本人含む）、L 酒井：5 名（本人含む）でした。ご協力
ありがとうございました。

献血車 1台につき、50 名の献血が目標となっています。
残念ながら、今回は 50 名の目標に足りませんでした。皆様
方の更なるご協力をよろしくお願いいたします。
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第1433回例会（慰労会）
6 月 20 日（木）三翠園にて、2018-2019 年度最後の

例会、慰労会を行いました。
懇親会は久しぶりに三翠園のビアガーデン。

梅雨だというのに、幸いお天気にも恵まれ三翠園のテラス
席にて、生ビールと BBQ で藤井会長・南幹事の 1年間の労
をねぎらいました。

室戸LCながれこ例会

5月22日（水）室戸LCのながれこ例会に藤井会長以下7名が出席

到着して例会が始まるまでの間にテラスでBBQ 藤井会長、渾身のローア

新鮮なながれこは生で食べるのが一番！！

2018-2019 会長アワード
2018-2019 年度の会長アワードが慰労会にて以下の方々に授与
されました。

★例会皆出席賞：L長野玲子
★例会出席賞：L弘内喜代志、L田中智洋、L 池　一予
★ドネーション特別賞：L 島本政明
★ドネーション賞：L西森京子、L田上智英、L中岡次江
★清掃精勤賞：L西尾壽秋、L筒井継男、L宮﨑雄司

L長野は例会皆出席を現在4年間と更新中です。頑張ってください！
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　高知鷹城ライオンズクラブの第 59 代会長を拝命してか
ら1 年が過ぎ、会長職の任期を何とか全うすることがで
きました。これも、まだまだ未熟な点の多い私に対し、
会員の皆様からの温かい指導とご協力をいただいたおか
げだと、心から感謝しております。
　この 1 年間、ライオンズのより多くのイベントや会合に
参加し、関係する団体や他クラブとの交流など多くの貴
重な経験をし、改めて高知鷹城ライオンズクラブの歴史
と伝統を再認識しました。
　会長スローガンとして「明るい未来に向けて Try 笑顔

で We Serve！」と楽しい魅
力あるクラブづくりを目指して
きました。まだ充分にできて
いるとは思いませんが、これからも、会員みんなが楽し
く集えて、活動できる場所づくりを行い、益々発展し続
けていく魅力あるクラブにしていきましょう。そして、結
成 60 周年の今期、井上会長・佐々木幹事を中心に会員
一丸となって盛り上げていきましょう！
　この 1 年間本当にありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願い致します。感謝！！

2018－2019 会長退任の挨拶
L 藤井 哲二

2018－2019 幹事退任の挨拶
L 南 宏道

　2018 年 7 月、幹事を仰せつかり、緊張のなか藤井体
制がスタートいたしました。理事会・例会・少年サッカー
龍馬大会・四国遍路合同清掃等々有意義なアクティビティ
に積極的に参加させていただき、達成したという清々し
い気分も味わうことができました。前期は 60 周年の前
年にあたり、会長スローガン “ 明るい未来にむけて Try 
笑顔で We Serve！” を心に秘め、静かに控えめに実行

していこうと思っていました
が、幹事として会長の支えが
きちんとできているのかと自
問自答を繰り返すこともありました。そんな時も、会員の
皆様の温かい思いや励ましの声があったからこそ 1 年を
無事終えることができました。皆様本当にありがとうござ
いました。

以下のガバナーズアワードを受賞し、関野ガバナー
よりバナーをいただきました。

大会参加特別賞
青少年指導優秀賞銅賞
平和ポスター賞銀賞
ＬＣＩＦ賞銅賞
ありがとうはがきメッセージ賞銀賞
アラート賞（救援対策部門）優秀賞

2018－2019
ガバナーズアワード
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　この度、第 60 代会長に就任いたしました。今期、高
知鷹城ライオンズクラブは 60 周年を迎えます。年齢でい
えば 60 歳は還暦、干支がひと回りして再び生まれた年
に戻ることから新しい出発の年とされております。そこで
会長スローガンをライオンズの普遍の精神の基である「We 
Serve！」としました。また、キーワードを「鷹城 ism（イ
ズム）」としました。イズムとは、「主義、主張、流儀」
などの域を表します。この新たなる年に向けて出発する
記念すべき年に、今日までの鷹城の先輩諸氏からの奉
仕の歴史を大切にし、新しい「鷹城のための」「鷹城に
よる」「鷹城らしい」”We Serve” の形を構築したいと思
います。この崇高な目標は会員の皆様のご協力なしには

達成できません。どうか「友
愛と相互理解」の精神の基、
高知鷹城ライオンズクラブ員
全員で結成 60 周年の成功に向けて取り組んでいただき
ますよう、ご協力お願いいたします。
　また、今後の 60 年を考えるにあたって会員の増強は
必須です。招請委員会・例会等新入会員の積極的な勧誘
活動を行い、60 名体制の実現に取り組んでまいります。
　入会 5 年目の私が会長という大役を引き受けることと
なり恐れ多い事ではございますが、精いっぱい努めさせ
ていただきますので、皆様のご指導とご協力をよろしくお
願いいたします。

2019－2020 会長就任の挨拶
L 井上 光啓

2019－2020 幹事就任の挨拶
L 佐々木 敏雄

　井上光啓会長の下、クラブ幹事として 1 年間関わらせ
ていただくこととなりました。今年度は結成 60 周年とい
う節目の年度で幹事という大役を拝命し、改めてその重
責に不安と使命感で身の引き締まる思いであります。
　2019 ～ 2020 年度井上光啓会長キーワード「鷹城 ism

（イズム）」に込められた理念に向かって、これまでの 60
年の長き歴史と良き伝統に感謝の気持ちを忘れることな
く、皆が思いやりと謙虚な精神で「鷹城らしさ」を発信

していくことで、本年 10 月に
開催される「結成記念式典・
鷹城のおきゃく」が素晴らし
い成果に繋がることと確信しております。
　大変微力ではありますが、井上光啓会長の補佐役とし
て粉骨砕身、全身全霊で 1 年間務めさせていただきます
のでご協力よろしくお願い申し上げます。

2019－2020役員構成表
会長 井上 光啓

前会長・ 
LCIF コーディネーター 藤井 哲二

第一副会長 大塚 丈

第二副会長 西森 京子

第三副会長  

幹事 佐々木 敏雄

会計 植田 康一

ライオンテーマー 大塚 丈

テールツイスター 宮﨑 雄司

会員委員長 福島 明

奉仕委員長 海老塚 和秀

ＭＣ委員長 南 宏道
プログラム 

コーディネーター 長野 玲子

ＩＴ担当委員 井上 勉

二年理事 一年理事

田中 良岳 細川 拓史

島本 政明 山中 隆寛

鳴瀧 渡 岡﨑 力

  

  

  

（敬称略）
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ありがとうメッセージ葉書贈呈

第1434回例会（新旧役員交替会）

7 月 9 日（火）郵便局の“ありがとうメッセージ”事
業に賛同し、はりまや橋小学校へありがとうメッセージ
葉書を贈呈しました。井上光啓会長、佐々木幹事が出席
し、全児童・教員合わせて472 枚の葉書を二人の児童

代表に贈呈すると、二人からはお礼の言葉と「おばあち
ゃん・おじいちゃんに手紙を送りたい」や「転校した友達
に手紙を書きたい」などの言葉をいただきました。

特定社会保険労務士 南  宏 道
〒780-0901 高知市上町4-2-15　3F
TEL 088-823-1785　FAX 088-825-3227

南 社会保険労務士事務所
労働保険事務組合みなみ会

所長

〒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

7月4日（木）城西館にて、井上光啓会長の
最初の例会、新旧役員交替会を行いました

第59代会長から第60代会長へ 
ラペルボタンの交換です

大塚第一副会長、初めての乾杯！

2019-2020年度、 
今期のクラブ役員の方々です

今年の新旧三役による余興はドッキリあり、船場吉兆記者会見のパロディあり、 
芝居あり、踊りあり…盛りだくさんの余興でした
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第1435回例会（新会員入会式）

7 月 7 日（日）浦戸湾・七河川一斉清掃を行いました。連
日の雨に、きっと七河川一斉清掃は中止になるだろう…と思
っていると、当日は見事な梅雨晴れ。前日の夜は L 島本の瑞
宝双光章受章の祝賀会があり、二日酔い気味のライオン達
ではありましたが、汗びっしょりになりながら頑張っていました。

なんでも、井上光啓会長は晴れ男だそうで、この晴れ男パ
ワーで 60 周年の今期 1年を乗り越えていただきたいと思い
ます。

宮 﨑 造 工

宮 﨑 雄 司

高知市上下水道指定工事店

〒781-5103 高知市大津乙 2 4 3 2－1
 TEL（088）866－5950
 FAX（088）866－0282
 携帯TEL 090－8694－6624
 m-zoukou@miracle.ocn.ne.jp

代表取締役

株式
会社

医療法人　恵水会
ひろせ整形外科リハビリテーションクリニック

〒781-1105 高知県土佐市蓮池 1004-1
TEL 088-828-5052・5015　FAX 088-828-5053
E-mail：hirosed@mtc.biglobe.ne.jp
http://hirose-clinic.or.jp

院　長　廣瀬  大祐
日本整形外科学会専門医
日本リハビリテーション医学会専門医
日本体育協会公認スポーツドクター

全日本エンタープライズ株式
会社

ALL　 　JAPAN　　 SECURITY

代表取締役

高知県公安委員会認定第 83000189 号

－本 社－ 〒780-0974 高知県高知市円行寺 52 番地 1
TEL：088－820－7566　FAX：088－820－7567
Mail：all.japan.security.kochi@gmail.com

http://zennippon-ep.com

Takeshi Fujita
一般社団法人全国警備業協会認定セキュリティ・コンサルタント

登録番号 第 SC－00183 号

藤 田 剛 志

7月18日（木）第二例会にて、L中澤宏之の入会式を行いました

福島会員委員長より乾杯の発声「L中澤の入会を祝して！」

L西森京子より花束贈呈

L中澤 宏之
1965年3月22日生（54歳）

医療法人つくし会　 
南国病院（院長・理事長）

委員会所属は計画委員会と 
なります。

浦戸湾・七河川一斉清掃浦戸湾・七河川一斉清掃
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2019 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

４ 
月

6日 土
高知城清掃 高知城 メンバー17名
第1428回例会（移動例会） 萩の茶屋 メンバー 20名

7日 日 第65回地区年次大会 西条市総合文化会館 L弘内　L西尾　L細川　L南　L岡﨑
11日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー17名
13日 土 6R・7R合同糖尿病セミナー 県民文化ホール多目的室 L藤井

14日 日
国道一斉清掃 土佐道路河ノ瀬交差点～ 

筆山トンネル L藤井　LL藤井　L西尾　L南

ライオンズクエスト「ライフスキル教育」 
プログラムセミナー ちより街テラス L藤井

18日 木 第1429回例会 三翠園 メンバー 25名

21日 日
佐川越知LC結成50周年記念式典 JAコスモス佐川支所 L西尾　L南
高知鏡川LC結成40周年記念式典 ホテル日航高知旭ロイヤル メンバー12名

24日 水 ゾーン合同献血 中央公園 L村上　L井上（光）　L酒井
28日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L菅　L伊東　L中岡　L村上　L井上（光）　L岡﨑　L宮﨑

５ 
月

4日 土 高知城清掃 高知城 L藤井　L西尾　L福島　L中本
9日 木 第1430回例会 三翠園 メンバー 30名

13日 月 会長幹事会 ホテル日航高知旭ロイヤル L藤井　L南　L井上（光）
16日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー11名

22日 水 室戸LCながれこ例会 ニューサンパレス室戸 L藤井　L西尾　L池　L田中（良）　L鳴瀧　L田村（俊）　 
L西森（京）

23日 木 第1431回例会 三翠園 メンバー 24名
25日 土 第65回複合地区年次大会記念ゴルフ 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 L植田　L佐々木　L井上（光）　L宮﨑
26日 日 第65回複合地区年次大会記念式典 総社市スポーツセンター L植田　L井上（光）　L宮﨑

６ 
月

1日 土 高知城清掃 高知城 L藤井　L西尾　L筒井　L鳴瀧　L中本　L宮﨑
2日 日 次期三役オリエンテーション ウェルピア伊予 L井上（光）　L宮﨑
6日 木 第1432回例会 三翠園 メンバー 22名

13日 木 準備理事会・理事会 高知サンライズホテル メンバー 21名
15日 土 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田中（智）　L藤井　L井上（光）　L南　L佐々木

17日 月 橋本充好氏MD336ガバナー協議会 
議長就任祝賀会 三翠園 L細川　L藤井　L南　L福島

18日 火 土佐香南LC新旧役員交替会 一寿司会館 L細川　L田中（智）
19日 水 室戸LC新旧役員交替会 料亭　花月 L細川　L田中（智）　L西尾　L田上
20日 木 第1433回例会（慰労会） 三翠園 メンバー 31名
21日 金 土佐山田LC新旧役員交替会 すし正 L藤井　L西尾
22日 土 6.26ヤング街頭キャンペーン 高知県庁集合 L藤井　Ｌ中本

23日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L伊東　L中岡　L佐々木　L南　L福島　L村上　L宮﨑　 
L酒井

25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藤井　L南

28日 金
高知南LC新旧役員交替会 ザ クラウンパレス新阪急ホテル L西森（正）　L鳴瀧

結成60周年実行委員会 三翠園 L井上（光）　L佐々木　L海老塚　L弘内　L田中（智）　 
L村上　L長野　L西森（京）

29日 土 6委員長スクール 高知プリンスホテル L長野　L福島　L南　L海老塚　L鳴瀧　L宮﨑

７ 
月

1日 月 会長幹事会 ザ クラウンパレス新阪急高知 L井上（光）　L佐々木
4日 木 第1434回例会（新旧役員交替会） 城西館 メンバー 31名
6日 土 高知城清掃 高知城 L井上（光）　L西尾　L福島　L藤井　L畠山　L宮﨑
7日 日 浦戸湾・七河川一斉清掃 天神橋南側の河川敷 メンバー12名

9日 火
ありがとうメッセージ葉書贈呈 はりまや橋小学校 L井上（光）　L佐々木
平和ポスター　一ツ橋小学校訪問 一ツ橋小学校 L井上（光）　L佐々木

11日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー17名
18日 木 第1435回例会 三翠園 メンバー 21名
25日 木 結成60周年実行委員会 三翠園 メンバー10名

28日 日
定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L伊東　L中岡　L佐々木　L福島　L井上（光）　L岡﨑　 

L宮﨑　L酒井

ゴルフ部会総会 ひの土 L伊東　L中岡　L佐々木　L福島　L村上　L井上（光）　 
L岡﨑　L宮﨑　L酒井


