
＜高知城清掃＞ 第一土曜日の朝、結成35周年記念事業として整備した『憩いの広場』（山内一豊像の西）の清掃活動を行っています。

高知鷹城ライオンズクラブ
Kochi Yoojyo Lions Club　ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区 7R-1Z

ライオンズクラブ国際協会　ダグラスX・アレキサンダー会長メッセージ

『Service from the Heart（心からの奉仕を）』

336-A 地区　蔵本守雄ガバナースローガン

『命燃やして　恋せよライオンズに』　キーワード『Overcome』

高知鷹城ライオンズクラブ　西森京子会長スローガン

『みんなが主役　笑顔でつなぐ鷹城の手』
 キーワード『Take over』
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４月２０日（火）バー エルマールにて、いせえび例会を行
いました。

仕入れから料理まで、L 筒井にご尽力いただき、格安でい
せえび料理を堪能することができました。

一人に二尾ずつ…贅沢です。 余興の利き酒大会。土佐鶴、司牡
丹、南、亀泉の全てを当てた方は

いませんでした。

今回、例会をさせていただいた『酒
場　エルマール』。おいしいお酒を

いただきました。

いせえび例会

ガバナーズアワード
■ グッドスタンディング賞　金賞
■ CQI（クラブ活性化計画）実行賞　銀賞
■ アクティビティ特別賞　銅賞
■ 100ドルキャンペーン賞（ガバナー特別賞）優秀賞
■ 保健福祉賞（骨髄バンク・骨髄提供部門）努力賞
■ 環境保全賞（公園・公共トイレの清掃）優秀賞
■ 環境保全賞（環境保全に対し著しい功労があった）努力賞
■ アラート賞（救援対策部門賞）貢献賞
■ ライオンズクエスト奨励賞　銅賞
■ IT 推進賞　優秀賞
■ ライオンズ情報特別賞

会長アワード
以下の方々が、2020-2021会長アワードを受賞されました。

★例会皆出席賞　L 西尾　L 長野　L 井上（光）

★例会出席賞　　L 田中（良）　L 福島　L 秋山

★清掃精勤賞　　L 西尾　L 細川　L 筒井

★ドネーション特別賞　L 島本

★ドネーション賞　L 植田　L 西尾　L 井上（光）

2020-2021年度、以下のガバナーズアワードをいた
だきました。
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　会長を退任するにあたり、一言ご挨拶申し上げます。
　昨期１年間、「Our Club Our Way」をスローガンと「再
起動」というキーワードを掲げさせていただきました。こ
れは、現状のクラブに合った形で会員の皆様が参加した
いと思えるような例会作りを目指すとともに、コロナ禍に
おける新時代の一歩目を模索していこうという思いを表
現したものでした。しかし実際は、会合自粛が断続的に
求められる中、各種事業は勿論、例会や理事会につい
ても開催するかどうか、どのような形で行うのか、という
対応に追われるばかりの１年となってしまい、自らの力不
足を痛感することとなりました。そのような中で、会員の

皆様のご協力をいただき、毎
回の例会を少しでも変化のあ
るものにするよう色 と々思案し
て試み、また、リモートを活用した新しい形の例会・理
事会ができたことで、わずかではありますが目標を実現
できたかなと感じています。
　今期は西森会長の下、昨期の経験を無駄にせず、楽し
い例会作りと鷹城らしさの take over に微力ながらお手
伝いすることができたらと思っています。
　１年間ありがとうございました。

会長退任の挨拶
L 大塚　丈

幹事退任の挨拶

会計退任の挨拶

L 西森 京子

L 筒井 継男

　大塚会長のもと幹事を務めさせていただきました。今
般の新型コロナウイルスに翻弄され続けられた 1 年間で
した。そんな中でも、「Our Club Our Way！」のスロー
ガンのもと、大塚会長は自らオンラインで例会を開催する
などリーダーシップを発揮されました。例会に参加された
会員の皆様も初めての試みに随分と楽しまれておいでの
様子でした。
　突然の例会の変更や中止等々、瞬時に方向性を指示
され会員の皆様の信頼度を益々向上されました。とても
頼もしく安心してお手伝いしながら、正解のない判断を

する勇気を学ばせていただき
ました。また、ライオンズクラ
ブの根底にある、年代を超え、
業種・業態を超え、社会的立場を超えて集う高知鷹城ラ
イオンズクラブ員としての奉仕の精神を、大塚会長を通し
てまた一つ教えていただきました。
　1 年間なんとかお役を終えることが出来ましたのも会長
をはじめ、会員の皆様のお陰でございます。ありがとう
ございました。

　今期 61 代の会計を担当させていただきましたが、７月
の決算報告の承認をいただき無事会計の任を終えること
ができました。大塚会長、西森幹事をはじめ会員の皆様
には本当にお世話になり本当に有難うございました。
　この 1 年、会計を担当させていただき痛感するのは、
会員減少による財政事情は厳しい状況にあるということ
です。今期運営費、事業費共に多くの剰余金を繰り越す
事ができましたが、これはコロナ禍によるもので本来の
姿ではありません。クラブの運営、奉仕活動には人と資

金が重要です。人が増えれ
ば通常会費（資金）が増えて
活動する人と活動の量が増え
ます。私がクラブに加入しまして 17 年目を迎えようとして
いますが、当時は 55 名の会員でした。財政基盤を強固
にし、活動を活発にするのはなんといっても会員増強で
す。仲間を増やし、資金を増やし、有意義で楽しい奉仕
活動を増やすことの重要さを再認識した 1 年でもありまし
た。
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高知鷹城ライオンズクラブ
2021～ 2022年度役員・委員会構成表

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  

幹事 海老塚 和秀

会計 宮﨑 雄司

委員会名 委員長 副委員長 委　　　員

会
長

GAT（GMT・GLT・
FWT）・会則委員 藤井 哲二 井上　光啓 古谷、田中（智）、細川、筒井、佐々木、

大塚、田中（良）、福島

第
一
副
会
長

計　　　画 長野 玲子 藤井　哲二 大塚、杉本、村上、布、松坂

財　　　務 宮﨑 雄司 植田　康一 田村（秀）

MC・ライオンズ情報・
地区誌・大会参加 福島 明 南　宏道 中本、畠山、石黒、井上（義）

青少年・GST・LCIF・
ライオンズクエスト 筒井 継男 島本　政明 山中、伊与木、藤田、廣瀬、中澤

第
二
副
会
長

環境保全・保健福祉・
アラート 井上 光啓 大塚　丈 西尾、森、井上（勉）、秋山、

YCE・ライオンズレオ・
国際関係 池 一予 中岡　次江 西野

姉妹クラブ交流委員会 佐々木 敏雄 田中　智洋 菅、植田、大塚、井上（光）

新会員招請委員会 細川 拓史 岡﨑　力 筒井、田中（良）、島本、田上、布

監　　　査 伊東 俊雄 弘内喜代志

　

ライオンテーマ― 佐々木 敏雄

テールツイスター 秋山 千恵

会員委員長 藤井 哲二

奉仕委員長 筒井 継男

ＭＣ委員長 福島 明

プログラム
コーディネーター 長野 玲子

ＩＴ担当委員 田中 智洋

二年理事 一年理事

池 一予 植田 康一

細川 拓史 南 宏道

井上 光啓 田中 良岳

中本 雅章 島本 政明

畠山 照章 田上 智英

  

（敬称略）

〒781-8125　高知市五台山357
TEL 088-882-3085　FAX 088-884-9893

五台山　竹林寺
四国第三十一番霊場・知恵の文殊尊

〒780-0861　高知市升形4-3　
県庁前クリニックビル3階 （グランド通り電停前）
ＴＥＬ ０８８－８２４－１１３３
ＦＡＸ ０８８－８２５－１１４１
E-mail: kochijo1974@gmail.com

〒780-8019 高知市北竹島町363番地
TEL 088-833-0369（代） FAX 088-833-0717
E-mail: hikari@hikaritec.co.jp
ホームページ: https://www.hikaritec.co.jp/

代表取締役社長　弘内　喜代志
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　このたび、私は高知鷹城ライオンズクラブの 62 代目会長を
拝命しました。平成 28 年に入会をさせていただき、とても
アットホームな雰囲気のこのクラブに心が和らぎ、居心地の
良さを感じております。そのようなクラブで、今期 1 年間先輩
方がこれまでに築き上げられた伝統と信用、クラブの姿勢を
大切にしながら奉仕活動を進めていきたいと思っております。
今期のキーワードでもあります『TAKE OVER（引き継ぐ…）』
にはこのような思いが詰まっております。加えまして、前会長
が新型コロナウイルス感染症のため、途中で断念せざるをえ
なかった多くの行事への想いを今期に引き継がせていただき
たいと思っております。また、例会を通して会員一人一人にス

ポットライトが当たるように。そ
して例会の終わりには皆様が笑
顔で今日もいい一日だったと手
を繋いでいただける。このようなクラブの雰囲気も継承して
まいります。
　新型コロナウイルス感染症は今期も多くの影響を及ぼすと考
えられますが、必ず終息に向かっていることと信じております。
蔵本守雄地区ガバナーのキーワードでもある『Overcome』の
ように会員の皆様にご協力をいただきながらこの難局を乗り
切り、克服していきたいと思っております。
1 年間、何卒宜しくお願い申し上げます。

会長就任の挨拶
L 西森 京子

幹事就任の挨拶

会計就任の挨拶

L 海老塚 和秀

L 宮﨑 雄司

　「クラブの役をやってくれ、と頼まれたときはねえ。「ハイ！」
と返事をせんといかんよ。出来ない者に人はものを頼まない
からね」クラブに入会してから幾度となく諸先輩ライオンから
この言葉を聞かされたものでした。
　この言葉の後半部分はさておき、そんな「刷り込み」があっ
たからでしょうか、会長に就く西森ライオンから「幹事を」と
の言葉をいただいた際、迷わず「ハイ！」と答えてしまいまし
た。在籍年数こそどなたにも負けないようになったもののこれ
までクラブに対して何の貢献も出来かねた私の、愛する我が
クラブへの「最後のご奉公」と考え、西森会長の今期方針を
形にするお手伝いができるよう精一杯努めてまいります。
　「塔づくりは木組み・人組み・心組み」。奈良の古刹寺院の
修復や再建工事を手がけた宮大工・故西岡常一棟梁の言葉

です。塔（建物）を造るには木
と木を組み合わすことから始ま
る。そのためにはそれを行う人
と人とがをうまく合わさっていなければならない。そして、よ
き「人組み」のためには互いの心が通い合っていなければな
らないということです。それは、「みんながクラブの主役であっ
てほしい」という西森会長のクラブ運営への思いに通じるも
のです。
　ライオンズの一員であることで世の中に貢献できる喜びと
誇りを実感し、クラブ活動を通じて人としてひとつふたつでも
成長できるクラブであるよう微力を尽くしてまいりたいと思い
ます。この 1 年、よろしくお願いいたします。

　今期の会計担当の任を務めることになりました宮﨑雄司で
ございます。高知鷹城ライオンズクラブに入会させていただ
き 4 年足らずの私が会計の任に就くことは大変恐縮ですが、
しっかりその役割を果たしたいと思います。
　入会以来、思うように例会等へ出席できないこともありま
したが、可能な限りの例会や各種奉仕への参加を通じ、ライ
オンズクラブに所属しておればこそできる経験や会員の皆様
に教えられることが数多くありました。まだまだライオンズク

ラブについての理解や知識が
十分でない私ですが、少しでも
精進できるよう努力する所存で
す。
　西森新会長のもと気持ち穏やかに寛げる雰囲気作りのお
手伝いと、健全な会計運営に尽力したいと思いますので、ご
支援・ご指導のほど、どうかよろしくお願いいたします。
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ありがとうメッセージ葉書

平和ポスター

Chateau de FALCON　結成

７月９日（金）はりまや橋小学校にありがとうメッセージ葉
書を433 枚寄贈しました。

葉書を受け取った子どもたちからは、「コロナでなかなか会
えない友達や親戚に手紙を書きたい」と御礼の言葉いただき
ました。

７月１２日（月）五台山小学校に平和ポスターのお願いに
行ってきました。

「例会は絶対！面白くないといかん！！」という西森会長の
号令の下、結成されたバンド "Chateau de FALCON"。フ
ランス語で『鷹の城』という意味でつまり『鷹城』というこ
とらしいです。7 月15 日（木）の第二例会にて初お披露目
されました。この日のために練習に練習を重ねてきた「また

合う日まで」を演奏して例会を締めくくりました。メンバーは
キーボード：L 西森、ギター：L 大塚、ベース：L 井上（光）、
ジャンベ：L 長野、マラカス：L 島本、尺八：L 海老塚です。
随時メンバーを募集しておりますので、参加希望の方は事務
局まで。
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ライオンズと共に38年＆ホールインワン
L 福島　明

　今期、ＭＣ・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長を

仰せつかりました。微力ではありますが、委員の皆様ととも

にクラブのお役に立てるよう頑張ってまいりますので、何卒よ

ろしくお願いします。

　私がライオンズクラブに在籍させていただいて延べ 38 年

となりました。父が第 12 代高知桂ライオンズクラブ会長職

を終えたその年の 12 月に 54 歳で他界し、その 2 年後の

1979 年 3 月、32 歳 での

入会でした。入会当時はメン

バーが 75 名程いて名前を

覚えるのも大変でしたが、私

のスポンサーである元ガバナ

ーの長谷川憲男さんのご指

導により、数多くのライオン

ズ情報を得ることが出来まし

た。入会後 3 年目で第 18

代故池田一猪会長の幹事を

務めさせていただくようにな

りました。入会間もない幹事就任には反対の意見も数多く

出たようですが、池田会長の強力なバックアップのおかげで

何とか 1年間やり抜くことが出来ました。その後 2004 年

に第 40 代会長に就任いたしましたが、この間のライオンズ

ライフが、後々の自分の人生に大きく影響したと思っています。

特に世間知らずの 30 歳そこそこの自分にとって、40 年にも

及ぶ異業種のメンバーとの交流は、多くの人を知り、様々な

知識を習得することができました。もしこの時期に入会して

いなかったら、一介の洋服屋の兄ちゃんで終わっていたかも

しれません。所属クラブのみならず他クラブとの人たちとの出

会いは、私の人生にとってかけがえのないものとなり、財産

となっています。2008 年 1月、諸般の事情により桂ライオ

ンズクラブを退会、2011年 11月、西森正忠さんのスポン

サーにより鷹城ライオンズクラブに入会、10 年目を迎えてい

ます。

　ところで先日人生初のホールインワンを達成いたしまし

た。ホールインワンの確率は 12,000 回に 1回と言われ

ており、１ラウンドにショートホールが 4 ホールありますの

で、3,000 ラウンドプレイして1回の確率ということになり

ます。それは週 1回ラウンドして 60 年かかるという計算に

なります。私が本格的にゴルフを始めたのがライオンズに入

会した頃ですから 40 年前となります。初のホールインワン

達成は 5 月 2 日、高知ゴルフ倶楽部の月例会、2 番ホール。

この 2 番ホールというのが私にとっては何か縁を感じていた

ホールでした。と言いますのも、私のゴルフの師匠でありま

した桂ライオンズクラブの島津栄一さんと故竹内利直さんが

立て続けに同時ホールインワンを達成してギネス記録された

ホールであり、当日、その島津栄一さんが私の前の組でラウ

ンドされていました。また、3 年前に高知ライオンズクラブの

竹内康雄さんがこの 2 番ホールでホールインワンを達成、そ

のお祝いコンペで私が優勝し、60 インチ 4K のテレビをい

ただいたという縁あるホールです。同伴者には高知南ライオ

ンズクラブの佐竹佳雄さんがおいでました。そういったことを

総合して考えると、今回のホールインワン達成は何よりもラ

イオンズに入会したおかげであるといっても過言ではありませ

ん。私にとって今年は結婚 50 年、議員在籍 30 年、初の

ホールインワン達成のおまけ付き。200 ヤード飛ぶ間は現

役で、次の目標である 80 歳までのエイジシュート達成に向

けて頑張っていきたいと思っています。

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

サン・システム株式会社
高知市南金田4番30号　〒781-0074
ＴＥＬ ： 088・884・3775（代）
ＦＡＸ ： 088・884・3787
E-mail ： sun-system6@y9.dion.ne.jp

【取扱い内容】電設資材販売・住宅電気設備販売施工

代表取締役社長

井 上  勉

健康への道しるべ
エンジョイ正蓮寺

高知市重倉945
TEL（088）845-1163　FAX（088）845-4773

高知ゴルフ倶楽部



月 日 曜日 会・活動・事業 場所 出席者

4 
月

20日 火 第1477回（いせえび）例会 エルマール メンバー 20名

25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岡﨑　
L西森（京）　L宮﨑　LL藤田

5 
月

1日 土 高知城清掃 高知県公文書館前
憩いの広場 L大塚　LL大塚　L筒井　L布

6日 木 第1478回例会 三翠園 メンバー 20名

10日 月 現・次期会長幹事会 三翠園 L大塚　L西森　L海老塚

13日 木 理事会 三翠園 メンバー12名

20日 木 第1479回例会 三翠園 メンバー 20名

23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西森　L宮﨑

25日 火 次期委員長会 三翠園 L大塚　L西森　L海老塚　L細川　L長野　L福島　
L井上（光）　L宮﨑

6 
月

3日 木 第1480回例会 三翠園 新型コロナウイルス感染拡大により中止

5日 土
高知城清掃 高知県公文書館前

憩いの広場 L大塚　LL大塚　L西森　L西尾　L細川　L筒井　L布

次期三役オリエンテーション Zoom L西森　L海老塚　L宮﨑

10日 木
理事会 三翠園 メンバー14名

準備理事会 三翠園 メンバー16名

17日 木 第1481回例会 三翠園 新型コロナウイルス感染拡大により中止

26日 土
次期LT・TT・PCスクール 三翠園 新型コロナウイルス感染拡大により中止

次期5委員長スクール 三翠園 新型コロナウイルス感染拡大により中止

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

7 
月

1日 木 第1482回例会 三翠園 メンバー19名

3日 土 高知城清掃 高知県公文書館前
憩いの広場 L西森　L西尾　L筒井　L大塚　LL大塚　L布

5日 月 会長幹事会 三翠園 L西森　L海老塚

8日 木 理事会 三翠園 メンバー14名

9日 金 ありがとうメッセージ葉書贈呈式 はりまや橋小学校 L西森

12日 月 平和ポスター 五台山小学校 L海老塚

15日 木 第1483回例会 三翠園 メンバー 20名

25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岡﨑　
L西森（京）　L宮﨑
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