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ガバナー公式訪問
8 月 2 日（日）高知プリンスホテルにてガバナー公式訪問

が行われ、細川 RC・田中良岳 MC 委員をはじめ、L 大塚、
L 西森京子、L 筒井、L 藤井が出席しました。今期の酒井公

一地区ガバナーのお膝元である７R のガバナー公式訪問は終
始和気藹 と々した雰囲気で行われました。

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

自宅
〒780-0901 高知市上町1-10-48
サンハイツ上町405号　携帯 090-3184-1158
e-mail: akira2940@crest.ocn.ne.jp
勤務先　高知市議会（保守・中道クラブ）
〒780-0870 高知市本町5-1-45
TEL 823-9401　FAX 873-0121

人の喜びは我が喜び

高知市議会議員 福島 明

７R筆頭の高知鷹城LCはいつも一番前の席です。 細川拓史RCより歓迎の挨拶

酒井公一地区ガバナーよりご挨拶 大塚会長のスピーチに耳を傾ける酒井公一地区ガバナー

懇親会にて橋本充好元地区ガバナー・地区名誉顧問より乾杯のご発声 この日は一日、司会を務めた田中良岳MC委員。お疲れさまでした。
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うなぎ例会・L井上義広 入会式　
8 月 6 日（木）高知サンライズホテルにて、うなぎ例会を

行いました。
今年は、新型コロナウイルス感染防止のため、花火大会

が中止となり、例年開催している花火例会の代わりとして会

長・幹事が企画しました。仁淀川の天然うなぎをホテルに持
ち込み、白焼き・うな丼・肝吸いなどを堪能しました。これ
も仕入れから下処理をしてくれた L 筒井の尽力のおかげです。
ありがとうございました。

この日は細川RC、徳武ZC、上森GMT委員、田中MC委員の
例会訪問もありました。

徳武孝ZCより乾杯のご発声

本日のお品書き 中国産・国産養殖・国産天然のうなぎを使って、格付けチェック。

意外にも全問正解者は一人だけでした。 上森GMT・GLT・FWT・会則委員によるローア

入会おめでとうございます

L井上 義広
（いのうえ よしひろ）

1962年10月16日生（58歳）
（株）四国銀行　木屋橋支店長
委員会所属は計画委員会となります。
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入会おめでとうございます

L松坂 昌実
（まつざか まさみ）

1976年9月26日生（44歳）
（有）松坂亭　代表取締役
委員会所属は計画委員会と
なります。

「新型コロナウイルス感染症について」　

第61回結成記念例会・L松坂昌実 入会式

9 月17 日（木）第二例会にて、高知県健康政策部健康
対策課長で医師（医学博士）でもある江崎 治朗（えざき じ
ろう）様にお越しいただき、『新型コロナウイルス感染症につ

いて』と題し、スピーチをしていただきました。タイムリーな
テーマに会員も興味津々で、スピーチ後での質疑応答ではた
くさんの質問が飛び交っていました。

10 月1日（木）城西館にて 61回目の結成記念例会を行
いました。例年は他クラブからのお客様を迎えて盛大に行っ

ている結成記念例会ではありますが、コロナ禍ということを
考慮し、他クラブへのご案内は控えて行いました。

チャーターメンバーのL藤本が欠席のため、
代理でご出席いただいた

お孫さんの藤本幸太郎様に花束を贈呈。

鷹城ダンサーズ。
L秋山、ご指導お疲れさまでした。

余興はL福島のマジック。

今年の鷹城ダンサーズは
女性が大活躍で

ベリーダンスを披露しました。
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高知キャビネット基本事業
公共公園・トイレの美化活動

10 月18 日（日）7：00 ～高知キャビネットの基本事業
である公共公園・トイレの美化活動として八軒町公園の清掃
を行いました。

大塚会長、西森幹事をはじめ、L 西尾・L 田中（智）・L

筒井・L 細川・L 南・L 田中（良）・L 福島・L 藤井・L 井上
（光）・L 岡﨑が参加し、L 筒井・L 細川・L 福島は草刈りを
行い、他のライオンは竹箒で落ち葉を掃き、70ℓのゴミ袋
12 袋の落ち葉・雑草が集まりました。
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秋の合同献血　

新会員オリエンテーション・リーダーシップ研究会

10 月 21日（水）11：15 ～ 16：00　中央公園にて合
同献血を行いました。

この日は当クラブがゾーン当番なので、少し早い 11：15
に集合し、卵を袋に詰めました。

【参加者】L 大塚・L 西森（京）・L 長野・L 井上（光）
【紹介者】L 海老塚：3 名、L 村上：3 名、
 L 池：2 名（本人含む）、L 大塚：1名、
 L 西森（京）：1名（本人）

全体では、37 名の献血実績がありましたが、目標の 50
名を超えることができませんでした。次回は 2021年 4 月
を予定しています。次回もご協力よろしくお願いします。

10 月 25 日（日）高知プリンスホテルにて、6R・7R 合
同の新会員オリエンテーション・リーダーシップ研究会が行
われ、クラブからは細川 RC・田中 MC 委員・L 西森（京）・

L 宮﨑がリーダーシップ研究会に、L 藤井・L 布・L 井上（義）
が新会員オリエンテーションに出席しました。

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
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国道一斉清掃
11月1日（日）7：00 ～ 8：30　土佐道路河ノ瀬交差点

周辺の清掃活動を行いました。

【参加者】L 大塚・LL 大塚・L 西森（京）・L 西尾・
 L 細川・L 杉本・L 藤井・L 宮﨑・L 田上

「ひとさじ♡リッチリフォーム」　

ライオンズクラブ国際協会３３６―Ａ地区
ＧＭＴ・ＦＷＴ研修会に参加して

11月19 日（木）第二例会にて、（株）光テック取締役　
夕部 美子（ゆうべ よしこ）様にお越しいただき、『ひとさじ
♡リッチリフォーム』と題しお話をしていただきました。ほん

の少し工夫を加えたり、凝ったりすることでリッチ感溢れる
おしゃれなリフォームが実現できることを教えていただき、大
変勉強になりました。

11月15 日（日）三翠園で四国内から約１４０名の参加に
より開催されました。

最初に橋本ＧＭＴ・ＧＬＴコーディネーターより講師のご紹
介があり、次に酒井地区ガバナーより「会員増強・特に女性
の会員増強に力を入れて自分から真剣に新会員候補の方に
声をかけていただきたい」との挨拶がありました。

まず、真鍋ＧＭＴコーディネーターより『会員増強と指導
力育成について』と題して講演がありました。「国際協会の
方針に従うことを前提に、各クラブには自治権があるので各
クラブに合ったものに変えて会員増強にも結びくクラブ作り
ができる。自分のクラブの存続のために、新会員の勧奨を、
長老の方はライオンズを愛されており体調が悪くて退会を考
えている方には優待会員・終身会員・賛助会員の制度もある
ので声掛けをしていきましょう。これからの会員増強のため
に①女性会員の増強②家族会員の積極的な導入③クラブ支
部結成④若いリーダーの育成する」等の話があり、リーダー
として備えるべき性質についてどうしていくのか考える良い機
会になりました。

次に、長澤ＧＡＴエリアリーダーより『奉仕と会員増強の

両輪』の講演がありました。
長澤ＧＡＴエリアリーダーは柏なの

花ライオンズクラブ所属でグランドマ
スターキー賞（スポンサー５０人以上）受賞で現在６２人の
スポンサーをされています。
「魅力ある奉仕として①子供の貧困②糖尿病③小児がんに

取り組んでいく。
会員増強として女性を中心としたクラブ支部作り、家族会

員で２０名以下のクラブのテコ入れを行いクラブ支部よりク
ラブエクステンションを行う。

たまご会員（家族会員）→ひよこ会員（支部会員）→親鳥
会員　支部を介して永続的なクラブ作りの循環イメージ　ク
ラブ支部作りのひとつとして、家族会員を集めてクラブ支部
を結成する。そして親クラブから支部活動を学びながら成長
した会員を中心に新たな家族会員の拡大を目指す」などの話
がありました。今回の研修会はライオンズクラブの会員を維
持し、増加させていく、実のある研修でありました。

（GMT・GLT・FWT・会則委員長　藤井哲二）



月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

8 
月

１日 土 高知城清掃 高知城追手門周辺 L大塚　LL大塚　L西森（京）　L植田　L西尾　L筒井　
L長野　L藤井　L井上（光）　L宮﨑　L布

２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大塚　L西森（京）　L西尾　L筒井　L宮﨑

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細川　L田中（良）　L大塚　L西森（京）　L筒井　L藤井

６日 木 第１４６０回例会（うなぎ例会） 高知サンライズホテル メンバー 28名
１３日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー10名
２０日 木 第１４６１回例会 三翠園 メンバー 22名
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村上　L井上（光）　L岡﨑

9 
月

３日 木 第１４６２回例会 三翠園 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（京）　L西尾　L筒井　L宮﨑
７日 月 会長幹事会 高知プリンスホテル 新型コロナウイルス感染拡大により中止

１０日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー11名
１３日 日 献血推進研究会 あんしんセンター L細川　L大塚　L岡﨑
１７日 木 第１４６３回例会 三翠園 メンバー 23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井上（光）　L宮﨑　
LL藤田

10 
月

１日 木 第１４６４回例会（結成記念例会） 城西館 メンバー 30名
３日 土 高知城清掃 高知城追手門周辺 L大塚　LL大塚　L岡﨑　L西森（京）　L布
８日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー12名

１５日 木 第１４６５回例会 三翠園 メンバー 23名

１８日 日 公共公園・トイレの美化活動 八軒町公園 L大塚　L西森（京）　L西尾　L田中（智）　L筒井　L細川
L南　L田中（良）　L福島　L藤井　L井上（光）　L岡﨑

２１日 水 合同献血 中央公園 L大塚　L西森（京）　L長野　L井上（光）

２３日 金
定例ゴルフ

土佐C.C L伊東　L中岡　L長野　L福島　L村上　L藤田　LL藤田
L井上（光）　L岡﨑　L西森（京）　L宮﨑高知南LCチャリティゴルフ

２５日 日
6R・7R合同前期新会員オリエンテー
ション 高知プリンスホテル

L藤井　L布　L井上（義）

6R・7R合同リーダーシップ研究会 L細川　L田中（良）　L西森（京）　L宮﨑

11 
月

１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大塚　LL大塚　L西森（京）　L西尾　L細川　L杉本　
L藤井　L宮﨑　L田上

２日 月 会長幹事会 城西館 L大塚　L西森（京）
５日 木 第１４６６回例会 三翠園 メンバー 27名
７日 土 高知城清掃 高知城追手門周辺 L大塚　LL大塚　L西尾　L細川

１２日 木 理事会 高知サンライズホテル メンバー11名
１９日 木 第１４５９回例会 三翠園 メンバー 22名

２２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井上（光）　L西森（京）　
LL藤田

３０日 月 高知よさこいLCチャリティゴルフ 高知ゴルフ倶楽部 L伊東　L中岡　L村上　L藤田　L岡﨑　L宮﨑
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高知城清掃　８月１日（土）、９月５日（土）、１０月３日（土）


