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第12回ちびっ子ハゼつり大会
10 月 6 日（日）第 12 回ちびっ子ハゼつり大会を開催し

ました。3 日前に降った大雨の影響が心配されましたが、幸
い川の増水も無く、抜けるような青空のもと実施することが
できました。

今年は結成 60 周年記念事業として、①大漁賞・大物賞
などの各賞を設けて表彰する。②参加者毎に記念写真を撮
影し、クリアファイルを作製する。の 2 点を追加して拡大開
催しました。大会終了後の表彰式、名前を呼ばれて表彰され
る子どもたちの晴れやかな笑顔が印象的でした。
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札幌エルムLC姉妹提携20周年記念交流会
クラブが札幌エルム LC と姉妹提携を締結したのは、

1999 年 10 月 10 日のことです。20 年の節目となる今
年は、姉妹提携を結婚になぞらえて、結婚式場「VILLA　
SCENE'S」にて歓迎会を行いました。おしゃれな会場でかっ

こよく決めたいところではありますが、そこは『おきゃくの鷹
城』、べく杯に菊の花とお座敷遊びで交流を深めました。5
年に一度の交流ではありますが、このご縁が末永く続きます
ように。

井上光啓会長より歓迎のご挨拶

男前は誰？！

札幌エルムLC室井孝仁会長よりご挨拶

新郎？新婦？！で記念写真

姉妹提携20周年記念の集合写真
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結成60周年記念式典

結成60周年記念式典 in 城西館

高岡英治地区ガバナーよりご祝辞

長谷川憲男元地区ガバナーより乾杯の挨拶

尾﨑正直県知事（当時）よりご祝辞

チャーターメンバーのL藤本の代理で 
ご出席いただいた藤本正孝様

岡﨑誠也市長よりご祝辞

最年長者のL古谷も元気に出席

井上光啓会長より歓迎の挨拶

祝宴は「鷹城のおきゃく」

鷹城新聞にて新聞バッグを製作 ご出席いただいた
ブラザークラブの皆様方

細川拓史祝宴部会長より開宴の口上
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元会員の方々もお祝いに駆けつけてくださいました

鷹城ダンサーズによる「バブリーダンス」

札幌エルムLCの皆さんと

口上といえばこの人！筒井継男祝宴副部会長より閉宴の口上

L海老塚とよさこいLCのレディーたち

菱田征夫6R-RCにはアカペラで美声を披露していただきました

左からL福島、L八木（室戸LC）、L室井（札幌エルムLC）、L田中（智）

坂東伸政7R-RCのローアで閉宴
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糖尿病サマーキャンプ

ガバナー公式訪問

「あなたの愛を」パレード

8 月14 日（水）高知県立大学 池キャンパスにて行われ
た小児糖尿病サマーキャンプ出発式に井上光啓会長が出席
しました。

8 月18 日（日）高知プリンスホテルにて行われたガバ
ナー公式訪問に 7R GMT・GLT・FWT・会則委員の L

田中（智）はじめ L 井上（光）、L 福島、L 藤井、L 西森（京）、
L 宮﨑が出席しました。

11月16 日（土）ライオンズクラブ四献運動（献血・献眼・
献腎・骨髄バンク）の PR 活動として「あなたの愛を」
パレードに、当クラブより L 大塚、L 田中（智）、L 佐々木、
L 弘内、L 西尾、L 長野、L 村上、L 中本、L 西森（京）
が参加しました。
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国道一斉清掃

平和ポスター

11月 3 日（日）国道一斉清掃を行いました。
市内の 14クラブが参加して行っているこの国道一斉

清掃。当クラブの担当は河ノ瀬交差点～筆山トンネルの

区間。今回は L 杉本、L 藤井、L 宮﨑、L 田上の 4 名
と少し寂しい参加となりましたが、頑張ってたくさんのゴ
ミを集めました。

11月 7 日（木）一ツ橋小学校を訪問し、平和ポスタ
ーのクラブ内表彰を行いました。

〒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
畠　山　照　章

〒780－0965　高知市福井町１６１１番地９
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

専務取締役

西森　京子
Kyoko Nishimori

〒７８１-０２７０
高知市長浜３１０９番３
ｓｏｕｍｕ@ｋｅｎｓｈｏ-ｔｏｓａ.ｃｏ.ｊｐ

ＴＥＬ：０８８-８４１-５５１１
ＦＡＸ：０８８-８４１-５５５３
携帯：０９０-４７８５-７０４１

最優秀賞 ： 大黒凱輝さん
会長賞 ： 正木綾音さん
優秀賞 ： 貞廣真由さん
	 	 天野寿哉さん	
	 	 穂積星奈さん

最優秀賞の大黒凱輝さんの作品
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2019 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

1日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー14名
3日 土 高知城清掃 高知城 L植田、L西尾、L福島、L中本、L畠山、L宮﨑

4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西尾、L筒井、L藤井、L中本、L畠山、L宮﨑

高知県LC献眼・骨髄バンク特別委員会総会 三翠園 L細川、L藤井
9日 金 第1436回例会（合同花火例会） 三翠園14階 メンバー 26名

14日 水 小児糖尿病サマーキャンプ出発式 高知県立大学　 
池キャンパス L井上（光）

18日 日

ガバナー公式訪問・第1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田中（智）、L井上（光）、L西森（京）、L藤井、L福島、 

L宮﨑

とさっこタウン視察 高知市文化プラザ 
かるぽーと L弘内、L海老塚、L鳴瀧、L中本

20日 火 高知とさみずきLCチャーターナイト記念例会 サウスブリーズホテル L鳴瀧
22日 木 第1437回例会 三翠園 メンバー 25名
23日 金 高知よさこいLCチャリティボウリング大会 ボウルかつらしま L西尾
25日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 メンバー 8名

９
月

2日 月 会長幹事会 三翠園 L井上（光）、L佐々木
7日 土 高知城清掃 高知城 L井上（光）、L西尾、L宮﨑

8日 日
これからサロン 三翠園 メンバー18名
第1438回例会 三翠園 メンバー 23名

9日 月 6R・7R親睦ゴルフ大会 グリーンフィールG.C L井上（光）、L中岡、L長野、L宮﨑
12日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー13名
14日 土 高知南LCチャリティビアパーティー 高知商工会館 L田中（良）、L鳴瀧
15日 日 献血推進研究会 総合あんしんセンター L鳴瀧
19日 木 第1439回例会 三翠園 メンバー 25名
21日 土 土佐山田LCチャリティ焼肉パーティー 香美市役所南 L田中（良）、L鳴瀧

１０
月

3日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー 30名
5日 土 高知城清掃 高知城 L井上（光）、L西尾

6日 日
第12回ちびっ子ハゼつり大会 鏡川みどりの広場東 メンバー 31名
ちびっ子ハゼつり大会反省会 高知サンライズホテル メンバー15名
LCIFコーディネーター講習会 ウェルピア伊予 L藤井

8日 火 結成60周年記念ゴルフ大会 高知ゴルフ倶楽部 メンバー 9名
11日 金 札幌エルムLC歓迎会 ヴィラ　シーンズ メンバー 26名
12日 土 結成60周年記念式典・祝宴 城西館 メンバー 36名

13日 日 札幌エルムLC親睦ゴルフ 土佐カントリークラブ L井上（光）、L佐々木、L伊東、L中岡、L南、L福島、 
L岡﨑、L宮﨑、L酒井

24日 木 第1441回例会 三翠園 メンバー 23名
27日 日 高知北LC結成35周年記念式典 城西館 メンバー13名

１１
月

2日 土 高知城清掃 高知城 L植田、L大塚＋LL、L藤井、L中本、宮﨑

3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杉本、L藤井、L宮﨑、L田上

7日 木
第1442回例会 三翠園 メンバー19名
平和ポスター表彰式 一ツ橋小学校 L井上（光）、L佐々木

11日 月 会長幹事会 高知プリンスホテル L井上（光）
14日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー10名

16日 土
「あなたの愛を」パレード 帯屋町公園集合 L大塚、L田中（智）、L佐々木、L弘内、L西尾、L長野、 

L村上、L中本、L西森（京）
アイバンク実務者研修会 高知城ホール L田中（智）、L佐々木

21日 木 第1443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 メンバー 9名
26日 火 合同献血 中央公園 L井上（光）、L西森（正）、L池、L村上、L酒井、L宮﨑

30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田中（智）、L井上（光）、L大塚、L佐々木、L福島


