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2019-2020年度会長アワード
2019-2020 年度の会長アワードを以下の方々が授与さ

れました。

★例会皆出席賞
　：L 長野玲子、L 西尾壽秋、L 藤井哲二

★例会出席精勤賞：L 大塚丈、L 田中良岳

★ドネーション特別賞：L 島本政明

★ドネーション賞
　：L 海老塚和秀、L 中岡次江、L 藤井哲二

★清掃精勤賞
　：L 西尾壽秋、L 宮﨑雄司、L 藤井哲二

おめでとうございます！

　会員の皆様、この 1 年間誠に有難うございました。ま
た、3 月からのコロナ禍の中で残り2 つの事業「未来大
賞」、「こころうた」を実現できなかったことは誠に遺憾
に存じます。しかしながら、60 周年記念式典、ハゼ釣り
大会、熱中症計贈呈等を執り行え、佐々木幹事、海老
塚大会委員長をはじめ皆様のご尽力のおかげで、なんと
か 60 周年の会長という大役を終えたことに感謝し、ひと
まず安堵しております。
　会長の任期が終わりましても、私のライオンズクラブ

活動はここからがはじまりだ
と思っております。スローガ
ンで掲げたライオンズの普遍
の精神の基である「We Serve！」そしてキーワードの「鷹
城 ism」を胸に留め、あらためて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、これからの新しい
時代に伴う奉仕活動を見つけ出し、より一層精進して参
ります。

2019－2020 会長退任の挨拶
L 井上 光啓

2019－2020 幹事退任の挨拶
L 佐々木 敏雄

　幹事を退任するにあたり一言ご挨拶申し上げます。
　井上光啓会長の「鷹城 ism（イズム）」に込められた理
念のもとで迎えた結成 60 周年という節目の年の幹事とし
て、会長を支えるその職責の重さに不安を抱きながらの
1 年間ではありましたが、皆様方から温かいご理解とご
協力をいただき無事任期を終えることができました。結
成 60 周年記念式典等の開催の後、下期は「コロナ禍で
のクラブ運営」に直面し、ウイズコロナという新しいかた
ちの社会生活の始まりは、これからの仕事の仕方や人と
の関わり方、また、クラブ活動の在り方にも変化を余儀
なくされることとなりましたが、今を生きるライオンズとし

て色々なことを学び、これか
ら進む方向性を改めて考え直
す時間を経験したことは、私
自身大きな財産につながるも
のと思っております。
　今期の大塚丈会長のキー
ワード「再起動」に、鷹城の
一人として微力ではありますが、またお手伝いができれ
ばと思っております。
　皆様 1 年間本当にありがとうございました。
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結成60周年を終えて

ガバナーズアワード

この度の結成 60 周年を振り返るとき、還暦を迎えたクラ
ブがもつ厚い結束力を再確認する一方、新たな一歩への生み
の苦しみを経験した周年であったように思います。

昨年 10 月の記念式典は長い歴史と伝統を有するクラブな
らではの厳格さをたたえたものでしたし、それに続く祝宴で
は大鼓や口上など随所に「おきゃくの鷹城」の DNA が息づ
くものでした。遠路馳せ参じていただいた札幌エルムライオ
ンズクラブの皆さんとは、姉妹クラブのあつい交わりを確認
するとともに友好の絆を一層堅固にすることができました。

記念事業ではまず、近年熱中症の危険が常態化する中、
子どもたちの命を守るために「高知市内小中学校へ WBGT
測定器（熱中症計）を寄贈」。また、長年クラブ事業として
継続してきた「親子ハゼ釣り大会」をその規模を拡大して実
施することができました。

しかしながら、記念事業のひとつであった、高知や地域を
元気にしたいという若者の夢やアイディアを賞金を出して応

援し、その実現を後押ししよう
とする「ワカモノ未来大賞」は
残念ながら機が熟さず、また
長引くコロナ禍によりクラブ活
動そのものが困難になったため
その実施を見ることができませ
んでした。これに対し大会委員
長としての力不足をお詫び申し
上げなければなりません。

時代を見つめながら新しいこ
とに果敢に挑戦しようとすることは苦しみが伴うものですが、
この生みの苦しみがこれからの鷹城の魅力ある奉仕活動とし
て花咲くことを願ってやみません。

今周年のためにともに汗をかいていただいた会員の皆さん
に心より御礼申し上げます。

2019-2020 年度、以下のアワードを受賞し、高岡地区ガバナーより賞状と楯をいただきました。

■ 特別クラブ功労賞
■ 会員増強賞　努力賞
■ アクティビティ特別賞　努力賞
■ CQI（クラブ活性化計画）実行賞　金賞
■ クラブ会報優秀賞　金賞
■ マスコミ報道優秀賞　銅賞
■ ライオンズ情報賞　特別賞
■ 大会参加賞　特別賞

■ 青少年指導優秀賞　銅賞
■ LCIF 賞　金賞
■ LCIF 賞　キャンペーン 100 優秀賞
■ ライオンズクエスト奨励賞　銅賞
■ ありがとうはがきメッセージ賞　銅賞
■ 保健福祉賞献眼協力部門　努力賞
■ 保健福祉賞骨髄バンク・骨髄提供部門　優秀賞
■ 社会福祉賞　社会福祉施設への功労貢献賞

高知支社 高知営業所

〒780-0870　高知市本町4-2-44・9F
TEL （088） 875-5171
FAX （088） 875-5172

池  一 予

〒780-0971 高知市南万々7番地
 TEL 088-826-6400
 FAX 088-826-6410

司法書士　細川　拓史

匠司法書士事務所
“信頼と実績”

高知県高知市菜園場町 6番 1号
電話（088）882-2100（代）
FAX（088）882-2177

〒780-0823

代表取締役

しん　こう

田中 智洋

建設業許可No.（般̶1）第 8128 号（機械器具設置工事業）

伸綱商会有限会社

大会委員長
L海老塚 和秀
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　このたび、第 61 代会長の役を拝命することとなりました。
　高知鷹城ライオンズクラブは、昨年結成 60 周年を迎えまし
た。人間で言えば還暦、すなわち生まれたときの干支に還る
という意味です。そして、高知鷹城ライオンズクラブとしては、
これまで 60 年間かけて諸先輩方が積み上げてきた誇りと伝
統を継承しつつ、まさに国際会長キーワード「多様性」が求
められる時代に対応して進んでいかなければなりません。そ
れは、今般の新型コロナウイルス対策において提唱されるよ
うになった「新しい生活様式」でも顕在化しているところです。
　そこで、今一度初心に立ち帰り、現状の高知鷹城ライオン
ズクラブに合った形での例会を企画し、会員の皆様が参加し
たいと思えるような例会づくりを目標にするという思いを込め
て、2014 年に国際協会が提唱した「Your Club, Your Way!

（あなたのクラブ、あなたのやり方で）」の表現に倣い「Our 

Club, Our Way」というスロー
ガンを掲げました。それととも
に、次の 60 年の新たな一歩目
という点については、IT 用語になぞらえて「再起動」という
キーワードで表現することとしました。
　具体的には、移動例会を増やして楽しめる企画を催したり、
お仕事の関係で出席率がなかなか上がらない会員に配慮した
日時や場所での例会を催したり、ちょっとした工夫を例会で
試みるなど、会員の皆さまのお知恵を借りながら様々な形を
模索していきたいと思っています。そのことが、ひいては会
員増強及び会員間の交流を深めることとなり、クラブとしての
基礎体力になると考えています。
　未熟者ではありますが、1 年間、よろしくお願い申し上げ
ます。

2020－2021 会長就任の挨拶
L 大塚 丈

2020－2021 幹事就任の挨拶
L 西森 京子

　わが高知鷹城ライオンズクラブは、昨年 60 周年の記念式
典を盛大に開催することができました。私自身も周年事業に
初めて関わらせていただいたことで、高知鷹城ライオンズクラ
ブの会員であることに自覚を持つことができ、会員の団結力
の強さを再確認させていただくことができました。
　月日のたつのは本当に早いもので、平成 28 年 1 月に入会
させていただいて 5 年目を迎え、この間にテールツイスター、
計画委員長等のお役目を務めさせていただくことにより、多く
の学びがありました。お陰さまで、諸先輩方に温かく見守っ
ていただきながら、新米の私にもやり遂げることができました
が、陰ながら私の不足の部分を補ってくださったり、応援して
くださった方々に不安やご迷惑をお掛けしたのではないかと

頭が下がる思いでございます。
　そんな私ですが、今期、幹
事のお役目を務めさせていただ
くこととなりました。このような大役をどうやってお断りする
べきか・・・と考えることもございました。幹事という大役は
まだまだ新米の私には重たく、気の引ける思いでいっぱいで
す。今まで、例会を楽しむだけだった私ですので、今になっ
て焦っている次第ですが、それならば、今期は大塚会長から
たくさんのことを勉強させていただこう！と考えを改めました。
本来の幹事のお役目は十分に出来兼ねますが、西森 way！
で、大塚会長をはじめ会員の皆様のお役に立てますように務
めさせていただきます。今期 1 年間よろしくお願い致します。

2020－2021役員構成表
会長 大塚 丈

前会長・ 
LCIF コーディネーター 井上 光啓

第一副会長 西森 京子

第二副会長 宮﨑 雄司

第三副会長  

幹事 西森 京子

会計 筒井 継男

ライオンテーマー 佐々木 敏雄

テールツイスター 井上 勉

会員委員長 鳴瀧 渡

奉仕委員長 南 宏道

ＭＣ委員長 田中 智洋
プログラム 

コーディネーター 福島 明

ＩＴ担当委員 藤井 哲二

二年理事 一年理事

山中 隆寛 池 一予

島本 政明 長野 玲子

岡﨑 力 中本 雅章

植田 康一 畠山 照章

  

  

（敬称略）
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寂しいですが、ソーシャルディスタンスで。

余興①　井上前会長と大塚会長によるミルクボーイ風漫才

「万歳三唱」ではありません。 
コロナ感染防止のため、手をつながずに「また会う日まで」

L布の入会式も同時に行われました。

余興②　日本・アメリカ・北朝鮮の首脳とマツコが集結！？

入会おめでとうございます

L布 達也（ぬの たつや）

1961年9月5日生（58歳）
（株）高知新聞企業
（文化観光局長）
委員会所属は計画委員会と
なります。

新旧役員交替会（新会員入会式）
7月2日（木）　城西館にて

佐々木税理士事務所

税 理 士

佐々木　敏 雄
Toshio Sasaki

〒781-0245　高知市長浜蒔絵台1丁目26-2
TEL（088）805-2266　FAX（088）805-2267
E-mail　sasaki-tax-office@fork.ocn.ne.jp

事務所〒780-0842 高知市追手筋1丁目8-18 アルトビル2F
TEL・FAX 088-875-1065
PORTABLE 090-2896-8620

長野  玲子
高知市天神町 19-20

宮司　山中隆夫

潮江天満宮
学問・文化・諸願成就
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ありがとうメッセージ葉書贈呈式　7月7日（火）　はりまや橋小学校

高知鷹城LC杯少年サッカー大会　7月18日（土）、19日（日）

春の合同献血

高知市立はりまや橋小学校に訪問し、ありがとうメッセー
ジ葉書を贈呈しました。大塚丈会長、西森京子幹事が出席し、
全児童・教職員合わせて440 枚の葉書を児童代表 2 名に

贈呈しました。新型コロナウイルスの感染拡大でなかなか会
えない遠く離れたおじいちゃん・おばあちゃんにありがとうの
想いを届けてください。

例年 3 月に行われている少年サッカー大会ですが、今年
は新型コロナウイルス感染拡大のため7 月に延期になってお
りました。この 7 月の開催も危ぶまれましたが、主催団体が
JFA の感染防止ガイドラインに沿った運営を行うと約束して
いただきましたので、クラブでも支援を決定しました。保護

者の大声による応援も禁止となっているためか例年よりも静
かな大会となりましたが、いろんな行事が中止になっている
せいか勝った子どもたちの笑顔がいつも以上に輝いているよ
うに見えました。

受付：6名、400ml
献血：6名（うちL村上の紹介 3名）
新型コロナウイルス感染症が全国に拡大するなか、献血にご

協力をいただき、ありがとうございました。
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2020～2021年度ライオンズクラブ国際協会336－A地区

就任挨拶　	 336－A地区ガバナー　酒井 公一

　昨今のライオンズクラブは、日々刻 と々変化し様変

わりをしています。

　前期はライオンズクラブ発足以来、初めて世界の会

員数がマイナスになりました。日本に於いても、336

－A 地区に於いても、ここ数年来殆ど会員減少は続

いております。国際本部の考え方と、我々日本のライ

オンズ文化に若干のずれもあります。

　向こう150 年 200 年に向かって、今ここでライオン

ズクラブのあり方を原点に立ち返り、会員お一人お一

人がグローバルな視野に立ってライオンズクラブを考

え、議論する時だと思います。

　国際会長のキーワード

「思いやりと多様性で結

束する」は、心に響く言

葉です。

　この、思いやりと多様

性で結束の輪を広げまし

ょう。

◉ライオンズに誇りを持って活動を
　ひと頃のライオンズクラブは入会希望者が多く、厳

選なクラブ内審査があった様ですが、現在は全く逆

で、こちらから入会者を見極め、勧誘をする時代です。

　私達一人一人がライオンズクラブに誇りを持って、

PRし、クラブを愛し、楽しく活発なクラブにし、質

の高い充実したアクティビティ活動を致しましょう。

　一般の方々から、入会を希望して頂ける様なライオ

ンズクラブに成りましょう。

◉多様性と変革の時代
　これからのライオンズライフは、多様性と変革の時

代に入っていると思います。

　これまでのクラブ例会の在り方、アクティビティの

多様 性、 出席 率

を重視した考え方

に変わり現在は奉

仕活動を重要視さ

れています。今後、

国際協会への出

席率の報告は無く

なります。IT を活

用した広範囲な情

報網を確立し、お互いのライオンズ活動の情報交換、

災害時における援助活動の迅速化、また災害の起き

る前段の情報伝達も重要な IT 活動だと思います。

　会員活動を、瞬時に世界に発信することも多様性

の一つに他なりません。今後の IT 活用はライオンズ

クラブにとって、欠かす事の出来ない大きな要素です。

多様性と変革に遅れることなくライオンズ活動を行っ

ていこうではありませんか。

◉会員ファーストで活動
　会員減少の一つに、楽しくないライオンズクラブ、

変化のないマンネリ化した例会、会員同士のコミュニ

ケーション不足など、色々悩みを抱えているクラブは

大変多いと思います。

　ライオンズクラブの根幹は会員です。ライオンズク

ラブは会員のために、会員はライオンズクラブの為に、

仲間を大切にを、念頭において活動しましょう。四国

は一つ、国境を越えた世界の仲間は大切な友人です。

◉感動を分かち合おう
　各人誇りを持ってライオンズ活動を行い、知性を

高めて多様性と変革に順応し、全世界に視野を広め、

世界平和を追求して感動を分かち合いましょう。
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2020 年 4 月～2020 年 7月　事業・行事報告

月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

4	
月

4日 土
高知城清掃 高知城 L井上（光）　L西尾

第1452回例会（移動例会） 三翠園 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

5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井上（光）　L西尾

9日 木 理事会 高知サンライズホテル ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

12日 日 第66回地区年次大会 愛媛県民文化会館 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

13日 月 ゾーン合同献血 中央公園 L井上（光）

16日 木 第1453回例会 三翠園 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

26日 日 定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

5	
月

2日 土 高知城清掃 高知城 L井上（光）　L西尾

7日 木 第1454回例会 三翠園 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

11日 月 会長幹事会 ホテル南水 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

21日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー10名

24日 日
定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

第66回複合地区年次大会記念式典 高知県民文化ホール ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

28日 木 第1455回例会 三翠園 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

6	
月

4日 木 第1456回例会 三翠園 メンバー 20名

6日 土 高知城清掃 高知城 L井上（光）　L植田　L長野　L宮﨑

8日 月 次期三役オリエンテーション 動画配信 L大塚　L西森（京）　L筒井

11日 木 理事会・準備理事会 高知サンライズホテル メンバー15名

18日 木 第1457回例会 三翠園 メンバー 21名

28日 日
定例ゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

次期LT・TT・PC 
次期5委員長スクール 高知プリンスホテル L細川　L田中（智）　L田中（良）　L藤井（代理）　L井上（勉） 

L福島　L鳴瀧　L南　L岡崎　L井上（光）（代理）

7	
月

2日 木 第1458回例会（新旧役員交替会） 城西館 メンバー 30名

4日 土 高知城清掃 高知城 ＊大雨のため中止

6日 月 会長幹事会 高知パレスホテル L大塚　L西森（京）

7日 火 ありがとうメッセージ葉書贈呈式 はりまや橋小学校 L大塚　L西森（京）

9日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー12名

16日 木 第1459回例会 三翠園 メンバー 21名

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村上　L井上（光）

国道一斉清掃　4月5日（日）

国土交通省によるボランティアサポート活動看板が新しくなりました。
土佐道路を筆山トンネルを抜けて西へ 350m 程進んだ交差点の南側歩道にあります。お近くにお寄りの際は、確認してみてください。


