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12 月 3 日（木）城西館にて忘年例会を行いました。
一年を締めくくる年忘れの忘年例会、例年であれば飲んで

騒いで大いに楽しむところでありますが、コロナ禍のためソー
シャルディスタンスをとった余興として、鷹城会員名ビンゴ大
会を行いました。このビンゴは、３×３の四角のマスの中に

それぞれ鷹城の会員名を書き込んでもらい、縦・横・斜めで
３つ揃えば、ビンゴ！というものです。今回は出席者全員に
賞品を用意しました。一等の『青果の堀田特選のシャインマ
スカット』は L 秋山が手にしました。

12 月 6 日（日）第 2 回ガバナー諮問委員会が高知プリン
スホテルにて行われ、細川 RC、田中良岳 MC 委員をはじめ、

大塚会長、西森幹事、藤井会員委員長が出席されました。

第二の余興は、手品。前座としてクイズとともに手品も得意な大塚会長が、新聞紙を使った手品を華麗に披露しました。

大塚会長に引き続き、手品を披露する福島計画委員長。
L池を助手に、テーブルを中に浮かせるマジックに挑戦しました。

忘年例会

第2回ガバナー諮問委員会
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賀寿例会

第1474回例会

2 月 4 日（木）三翠園にて賀寿例会を行いました。
新型コロナウイルス感染症が高知でも拡大したため、１月

の例会は全て中止となりましたが、この長寿の祝いである賀

寿例会はなんとか実施したいと、例会場での会食はなしにし
て、出席者の皆さんにはお弁当とお土産（紅白マカロン）を
持って帰っていただきました。

今年傘寿を迎えられるL植田康一 今年喜寿を迎えられるL島本政明

今年還暦を迎えられるL布 達也 大塚会長より、お祝いの言葉

3月4日（木）三翠園での例会にて、L島本政明に「新型コロナウイルス
ワクチン接種について」と題してスピーチをしていただきました。

福島計画委員長が新しい手品を披露。
一万円札が浮いて見えますか？

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
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第3回ガバナー諮問委員会

6・7R合同 後期新会員オリエンテーション

ひとり親家庭の新入学児童を祝う会

3 月 7 日（日）第 3 回ガバナー諮問委員会が高知プリン
スホテルにて行われ、細川 RC、田中良岳 MC 委員をはじめ、

大塚会長、西森幹事、井上光啓前会長（会員委員長代理と
して）が出席されました。

3 月 21日（日）6・7R 合同 後期新会員オリエンテーシ
ョンが三翠園にて行われ、細川 RC、田中良岳 MC 委員が
出席されました。まずは、橋本充好地区名誉顧問には、ご
自身の経験を基にライオンズクラブや LCIF についての話をし

ていただきました。また、高橋光男元キャビネット幹事には、
パワーポイントを使って、ライオンズクラブの沿革や用語等に
ついて分かりやすく解説していただきました。

3 月 21日（日）青蘭会主催のひとり親家庭の新入学児童
を祝う会が男女共同参画センターソーレにて行われ、井上光

啓前会長が出席されました。



2020 ／12・2021／1・2・3・4　高知鷹城ライオンズクラブ　5

第1476回例会
4 月1日（木）三翠園にて第 1476 回例会を行いました。

4 月の第 1 例会はいつもなら花見例会となっていましたが、
今年はコロナ禍ということで花見は中止としましたが、会員

の皆さんにお花見気分を少しでも味わってほしいと会長、幹
事がお茶席を用意しました。

3 月18 日（木）の第 1474 回例会（選挙会）にて、次年度のクラブ役員が決定しました。

2021－2022年度役員

会長 西森 京子
前会長／ 

LCIF コーディネーター 大塚 丈

第一副会長 宮﨑 雄司

第二副会長 岡﨑 力

第三副会長  

会員委員長 藤井 哲二

ＩＴ担当委員 田中 智洋

幹事 海老塚 和秀

会計 宮﨑 雄司

ライオンテーマ― 佐々木 敏雄

テールツイスター 秋山 千恵

奉仕委員長 筒井 継男

ＭＣ委員長 福島 明
計画委員長（プログラム

コーディネーター） 長野 玲子

二年理事 一年理事

池 一予 植田 康一

井上 光啓 南 宏道

中本 雅章 田中 良岳

畠山 照章 島本 政明

細川 拓史 田上 智英

  

（敬称略）

（株）高知新聞企業　代表取締役社長の片山　茂（かたやま しげる）
様をゲストにお迎えして、茶道のお点前を披露していただきました。

政治記者時代のマル秘話（？）をする片山社長。

片山社長に教わって、大塚会長もお茶を点てました。

余興のクイズファイブリーグ。5人で一つの答えを当てます。
回答はシ・ン・デ・レ・ラで正解です。
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第67回地区年次大会（高知大会）
第 67 回 336-A 地区年次大会が、4 月10 日（土）、11

日（日）の 2 日間にわたり、以下の要領で開催されました。
当クラブからは細川 RC、田中良岳 MC 委員をはじめ 12 名
の会員が出席しました。

4 月10 日（土）　　　　　　　　　　　　　　
　●記念ゴルフ大会　スタート7：30 ～
　　　・土佐カントリークラブ　　　　　　　
　　　・Kochi 黒潮カントリークラブ　　　
　● 336-A 地区の夕べ　　　　　　　　　
　　　受付：18：00 ～　　　　　　　　　　　
　　　前夜祭：18：30 ～　　　
　　　会場：三翠園　　　　　　　　　　　

4 月11日（日）
　●指名選挙会
　　　・登録 8：00 ～ 9：50　投票 8：20 ～ 10：00
　　　　8：20 ～ 8：40　6・7R
　　　　8：40 ～ 9：10　4・5R
　　　　9：10 ～ 9：30　8・9R
　　　　9：30 ～ 10：00　1・2・3R

　●代議員総会（三翠園富士の間）10：30 ～ 11：30
　●大会式典（三翠園富士の間）11：50 ～ 12：50
　●ガバナー昼食会　13：30 ～

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、10 日の
336-A 地区の夕べは中止、大会式典後に予定しておりまし
たガバナー昼食会も中止として、来場の方々には持ち帰り用
のお弁当が配られました。

代議員総会及び式典会場（三翠園富士の間）前

大会式典にて、地区ガバナー、前地区ガバナーの入場

一般登録者用観覧席（三翠園桜の間）

代議員総会の様子（三翠園富士の間）

大会式典にて、地区ガバナーエレクト選任発表を行う
細川 7Rリジョンチェアパーソン
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4/13合同献血

第67回地区年次大会を終えて

4 月13 日（火）ライオンズデー合同献血に参加しました。
この日はあいにくの雨。商店街の人通りも少なく、400ml

献血 8 名というとても寂しい献血となりました。
献血にご協力いただいた会員は、L 村上：5 名（本人含む）、

L 大塚：1名、L 西森（京）：2 名です。
ご協力ありがとうございました。

高知市内 14クラブにて準備委員会を昨年９月に発足させ、

大会を迎える直前までになんと13 回（通常は 6 回程度）も

の会合を設けざるを得ない異例の事態になっていた事をまず

はご報告致します。

コロナ禍での 2000 名規模の開催は中止・規模縮小と多

数の意見が錯綜して当たり前の情勢でした。昨年 11月には

336 －Ｂ・Ｃ・Ｄ地区は早々に中止を表明。しかし、酒井

地区ガバナー、山本大会委員長の「松山大会も中止しており、

来年の高知大会だけは形を変えてでもなんとしても開催した

い」と言う意向もあり、都度状況把握しながら準備していこ

うと言うのが昨年までの情勢でした。

鷹城の役割部会は総務・大会参加要請ですので、「感染

状況により内容変更あり」のコメントは常に文書に付記され、

予備登録案内も終え、役割は粛 と々進んでいました。

いよいよ、本格準備に入る２月には幸か不幸か四国の感

染者数は落ち着いており、この状況下にも関わらず、本登録

の締め切り時点で 1280 名の登録。内容縮小にて感染対

策万全の上、開催へと準備委員会の方向性は決定。しかし、

３月に入り感染状況は悪化、特に愛

媛県は感染状況が大変危惧される状

況となり、開催直前にも緊急会議を

行い、更なる内容変更（すべての会食

中止）にて開催された事はご承知のとおりです。皆様方のご

理解、ご協力により第 67 回地区年次大会は規模縮小にて

大過なく開催する事が出来ました。

（最終的には登録 998 名・出席 714 名）

中止する事は簡単だったかもしれませんが、336- Ａ地区

だけは開催にこぎつけたという事実は残り、鷹城としては、

正解の無い判断に協力した事は正解だったかもしれません。

最後に、刻一刻と状況が変わる度に案内文書・告知文・

名簿作成等々に的確な処理判断をしていただいた事務局の

刈谷さんに敬意を表したいと思います。お疲れ様でした。

（第 67 回地区年次大会総務・大会参加要請部会長　

　田中智洋）

〒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
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

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



月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

12 
月

３日 木 第１４６８回例会（忘年例会） 城西館 メンバー 20名
５日 土 高知城清掃 高知城追手門周辺 L大塚　LL大塚　L西森　L西尾　L細川　L筒井　L布

６日 日 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田中（良）　L大塚　L西森（京）　L藤井

１０日 木 理事会 三翠園 メンバー 6名
１７日 木 第１４６９回例会 三翠園 メンバー15名

２７日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L伊東　L中岡　L福島　L村上　L藤田　LL藤田　L井上
（光）　L岡﨑　L宮﨑

2
0
2
1 
年
1 
月

７日 木 第１４７０回例会 三翠園 新型コロナウイルス感染拡大により中止

９日 土 高知城清掃 高知城追手門周辺 L大塚　LL大塚　L西森　L西尾　L筒井　L井上（光）　
L岡﨑

１４日 木 理事会 三翠園 メンバー12名
１８日 月 会長幹事会 サウスブリーズホテル 新型コロナウイルス感染拡大により中止
２１日 木 第１４７１回例会 三翠園 新型コロナウイルス感染拡大により中止
２４日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L藤田　LL藤田　L井上（光）　L岡﨑　L宮﨑

2 
月

４日 木 第１４７２回例会（賀寿例会） 三翠園 メンバー 21名
６日 土 高知城清掃 高知城追手門周辺 L大塚　LL大塚　L西森　L西尾　L細川　L筒井

１０日 水 理事会 三翠園 メンバー10名
１８日 木 第１４７３回例会 三翠園 メンバー14名
２５日 木 指名委員会 三翠園 メンバー11名

２８日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L伊東　L中岡　L南　L村上　LL藤田　L井上（光）　L岡﨑
L西森　L宮﨑

3 
月

４日 木 第１４７４回例会（指名会） 三翠園 メンバー 21名

６日 土 高知城清掃 高知公文書館前
憩いの広場

L大塚　LL大塚　L西森　L西尾　L細川　L筒井　
L井上（光）　L布

７日 日 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田中（良）　L大塚　L西森（京）　L藤井

１０日 水 第６回地区年次大会委員会 三翠園 L田中（智）　L岡﨑
１１日 木 理事会 かこいのくら メンバー11名
１８日 木 第１４７５回例会（選挙会） 三翠園 メンバー 22名

２１日 日
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）

6・7R合同 後期新会員
オリエンテーション 三翠園 L細川　L田中（良）

２８日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 雨天により中止

4 
月

１日 木 第１４７６回例会 三翠園 メンバー16名

３日 土 高知城清掃 高知公文書館前
憩いの広場

L大塚　LL大塚　L西森　L西尾　L細川　L筒井　
L井上（光）　L岡﨑

４日 日 国道一斉清掃 土佐道路河ノ瀬交差点
付近 雨天により中止

７日 水 第７回地区年次大会委員会 三翠園 L田中（智）
８日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー10名

１１日 日 第67回地区年次大会
代議員総会・大会式典 三翠園 L細川　L田中（良）　L大塚　L西森　L弘内　L西尾　

L田中（智）　L筒井　L島本　L井上（光）　L岡﨑　L宮﨑
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