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見つめよう！未来の奉仕

深めよう Ｌ字の絆！We Serve
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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

平素よりメンバーの皆様方におかれまして
は、クラブ運営へのご理解とご協力を賜り誠
にありがとうございます。
さて、去る８月４日に今期初めての家族例
会である納涼家族例会が青山ロビンズクラブ
にて行われました。ご参加頂きましたご家族、
ゲストの皆様、そして盛り上げて頂きました
メンバーの皆様、ご協力誠にありがとうござ
いました。また、当日は今期４人目の新入会
員であるＬ今尾を迎え、非常に活気ある例会
になりました。改めて感謝申し上げます。
私は先日、見識のある方々とお話をさせて
頂く機会がございましたが、最近の日本が停
滞しているのは日本の経営者の活力が足りな
いからだと言われ、ハッと致しました。先行
きの不透明感と不安感が蔓延している我が国
の政治経済に対して、我が東京世田谷ライオ
ンズクラブは幸いにも将来を期待のできる活
力に溢れております。クラブメンバーの皆様
におかれましては、経済活動においても、ク
ラブの活動においても、地域の経済或いはク
ラブを牽引していくようなリーダーシップを
発揮し、地域への貢献を通じて、ますますの
存在感を発揮でき
るよう頑張って参
りましょう。それで
は、記録的な猛暑が
続いておりますの
で、くれぐれもご自
愛ください。

★８月２５日（水）

於：目黒雅叙園

第 ３ 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
第 1137 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
フレッシュネス例会（メンバースピーチ）
７月第一例会で入会された、フレッシュ
な新入会員、Ｌ木下、Ｌ大日向のお２名
にメンバースピーチを頂く予定です。新
入会員の皆様がフレッシュさを前面に押
し出して、ご自分のお仕事、人となり等
についてお話し頂く予定です。メンバー
の皆様におかれましては是非ご出席くだ
さいますようお願いします。

★９月１２日（日）

於：潮来

潮来ＬＣ合同食育ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ（稲刈り）
昨年と同様、稲刈りの季節がやってまいり
ました。多くの皆様にご参加頂ければと思
います。詳細は追って
ご連絡します。奮って
ご参加くださいますよ
うお願い申し上げます。

★９月１５日（水）

於：目黒雅叙園

第 1138 回 例 会 １８：００〜２０：３０
330-A 地区ガバナー公式訪問合同例会

第１１３６回例会（納涼家族例会）報告
出席者

８月４日

於 青山ロビンズクラブ

桂会長、L 阿部、L 福島、L 飛田、L 今尾、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川、
L 木下、L 小塚、L 宮崎大、L 村井、L 中村、L 老田、L 大島、L 須藤、L 鈴木、
L 山本、L 吉崎、幹事進藤、
桂会長奥様、L 今尾奥様、L 石田奥様、L 石上ご家族２名、L 磯辺奥様、L 亀
川ご家族４名、L 村井ご家族３名、L 小塚ご家族２名、L 吉崎ご家族２名、
工藤未来様、長田秀樹様、志村菜穂子様
（出席者数メンバー２１名、ご家族ご同伴２０名、計４１名）

1

第１１３６回８月第１例会（納涼家族例会）が８月４日
（水）１８：３０より、青山ロビンズクラブにて開催さ
れました。青山通りのカナダ大使館の地下にあります青
山ロビンズクラブは大変荘厳ななかにもアットホームな
設えの会場で、納涼家族例会の尐し華やいだ雰囲気の中、
開会宣言および司会進行は幹事進藤が行いました。

2

まず、今回の納涼家族例会では当クラブのチャリティー
コンサートにもご協力いただいた井上あずみさんのご主
人である今尾公祐様の入会式を簡易式にて行いました。
メンバー一同がライオン帽を着帽したのち、会員委員長
Ｌ小塚より入会式の開会が宣言されました。

3

幹事進藤より今尾様の略歴のご紹介をさせて頂き、Ｌ小
塚より入会審査が無事終了したとの結果が発表されたの
ち、フルートの生演奏の調べにのせて新入会員候補の今
尾公祐様とスポンサーＬ老田が満場の拍手のもと入場さ
れました。

4

桂会長が新入会員を迎える喜びの挨拶を述べ、続けて今
尾様には会合への参加、道徳綱領の遵守、任務遂行につ
いての宣誓をして頂き、さらに「我々は知性を高め友愛
と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、社会奉仕
に精進する」とのライオンズの誓いを力強く唱和して頂
きました。スポンサーＬ老田からバッジを襟に装着して
頂きました。

5

続けて会員委員長Ｌ小塚より、スポンサーＬ老田に対し
てスポンサーの果たす義務についての宣誓を行って頂き、
めでたく今尾公祐Ｌが誕生いたしました。

6

今尾Ｌよりご挨拶を頂きました。今尾Ｌは奥様の井上あ

ずみ様のマネージメントをされながら、日ごろから障害
者福祉をはじめ広く福祉にご興味がおありなこと、ゴル
フを趣味としていらっしゃって、ゴルフ同好会にも所属
を希望されていることをお話し頂きました。
7

続いて桂会長からご挨拶を頂きました。桂会長は今期４
名の新入会員を迎えることが出来た喜びや、ブライダル
関係のお仕事上のお付き合いがあって会場となりました
青山ロビンズクラブを予約できたことなどお話し頂きま
した。

8

ウィサーブはＬ老田にお願い致しました。Ｌ老田は本日
スポンサーとしてＬ今尾を新入会員としてお迎えできる
ことの喜びに加え、Ｌ今尾一家と家族のように親しくお
付き合いしていることもご紹介頂いたうえで、高らかに
ウィサーブの掛け声かけられました。

9

みなさまにご会食頂きながら、各テーブルに順番にマイ
クをお回ししまして、ご家族ご同伴のいらっしゃるメン
バーの皆様からご家族様ご同伴者様をご紹介頂きました。
笑いの絶えない和やかなご紹介となりました。

10 また、Ｌ阿部、Ｌ亀川、Ｌ村井の楽しい進行のもと、ビ
ンゴゲームを行いました。早くビンゴの当たった方は、
Ｌ小塚のご紹介で伊勢丹より仕入れた豪華景品に喜んで
おられました。
11 続きまして、日ごろからの感謝の気持ちを込めてご同伴
頂きました奥様への記念品の贈呈を行いました。奥様、
ご同伴者をお連れになったメンバーはそれぞれ照れなが
らも記念品をお渡しいただきました。記念品の品は、Ｌ
大日向にご用意いただきました、写真家の宮澤正明様の
作品でして、さらにメッセージカードを奥様にお書き頂
く趣向となっております。Ｌ須藤はご同伴頂いた工藤未
来様に、Ｌ木下はやはりご同伴頂いた長田秀樹様に、そ
してＬ大島はご同伴頂いた志村菜穂子様に記念品をお渡
しいただきました。また、桂会長より日ごろからお世話
になっている当クラブ事務局の小堀様にも記念品をお渡
しいたしました。また、お子様の皆様にも各テーブルを
回ってささやかな記念品をお渡しいたしました。
12 ご家族ご同伴のいらっしゃらなかった皆様にもお一言ず
つご挨拶を頂戴いたしました。Ｌ宮崎はご自分のご挨拶
の番になった時に、
「ぜひ井上あずみさんの歌を」とご希

望頂きました。井上あずみ様も突然のお願いにもかかわ
らずご快諾頂きまして、
『天空の城ラピュタ』より『君を
のせて』をワンコーラス、アカペラで熱唱頂きました。
井上あずみ様、まことにありがとうございました。
13 Ｌ福島にライオンズローアの掛け声を致しました。Ｌ福
島はこの日遠方より納涼家族例会にかけつけられたこと、
またライオンズローアの由来などお話しになり、雄々し
くライオンズローアの掛け声をかけられました。
14 出席委員長Ｌ小塚より出席率のご発表を頂きました。在
籍者数４２名、終身会員１名、不在会員２名、出席者数
２１名、ゲスト２０名、出席率は５４％でした。
15 閉会のご挨拶を第一副会長Ｌ石上より頂戴しまして無事
閉会となりました。皆様、進行にご協力頂きまして誠に
ありがとうございました。また会場の青山ロビンズクラ
ブの皆様にもお世話になりまして有難うございました。

アクティビティ・ＣＮ５０・ガバナー準備合同実行委員会報告
８月２３日
出席者

於 障害者支援情報センター三軒茶屋プリズム

桂会長、L 阿部、L 藤原、L 畠山、L 今尾、L 石田、L 亀川、L 西山、L 大日向、
L 小野一、L 白石、L 須藤、L 山本、L 吉崎、幹事進藤 （出席者数１５名）

アクティビティ・ＣＮ５０・ガバナー準備合同実行委員会が、８月２３日（月）１８：３０から
幹事進藤の職場「障害者支援情報センター三軒茶屋プリズム」にて開催されました。

1. 桂会長より、ご挨拶かたがた今年度の実行委員会の
進め方について提案頂きました。今期は、委員会主
導でクラブ運営を行いたいこと、アクティビティが
多数あることへの負担感を軽減し、さらに各々のア
クティビティの意義や問題をきちんと再検討し直し
てほしいとの希望がだされました。
2. Ｌ山本、Ｌ藤原、Ｌ小野を中心に、過去は例会にお
いて委員会ごと席を割り振ったりしたこともあった
が、実際には委員会主導の運営は機能しないことも
多かったこと、若いメンバーは仕事も忙しく参加が
難しいこともあること、アクティビティの実務を経
験しているものがある程度委員会に入らないと委員
会運営が困難であることなどの議論の結果、会長幹
事のどちらかが各委員会に必ず出席するなどの枠組
みを作ること、いくつかの委員会を合同で行うなど
の工夫をすることなどが検討されました。
3. その結果、
「サッカー教室」
「ビオトープ／薬物乱用
防止教室」
「障害者支援」
「ＰＲ」
「ＣＮ５０／ガバナ
ー準備」と大きく５つの委員会で活動することとし、
それぞれの課題について出し合いました。
4. 「サッカー教室」については収益性についても検討
すること、
「ビオトープ」については四季折々の様子
のＨＰへの掲載などＰＲも重要なこと、
「薬物乱用防
止教室」では、９月中には開催の時期や講師を決め、
開催前に例会でデモンストレーションをお行うこと、
「障害者支援」については継続して実行委員会を行
っていくこと、
「ＰＲ」はブログを開始すること、募
金箱をメンバーの知っている店を中心に１０個程度
設置することなどが提案されました。

5. 「ＣＮ５０準備」につきましては、ＣＮ４０、ＣＮ
４５の振り返りから、予算７００万円程度でＣＮ５
０を開催することがいったん理事会で承認されてい
ることを再確認いたしました。記念誌の作成につい
ては議論が分かれ、５０周年という大きな区切りな
のだから当然記念誌を製作するべきだという意見に
対して、後々読み返しにくいような冊子形式にせず
にデータの形でお渡しした方がかえって喜ばれるの
ではないかという意見もでました。また記念事業に
ついても記念碑など形の残るものやお金・記念品を
どこかに寄付する、いわゆる「ハード」の形でなく
ても、子供たちから意見をくみ上げるような「ソフ
ト」の形でもいいのではないかという意見もでまし
た。いずれにせよ、記念アクティビティにつきまし
て早めに準備することで意見が一致いたしました。
6. 「ガバナー準備」につきましては、そもそものこの
実行委員会の設置の経緯がまず確認されました。Ｃ
Ｎ４５の際、実行委員長だったＬ飛田が「日本で最
も古い東京クラブの直系の子クラブでガバナーを輩
出していないクラブは当クラブだけであるから、今
後ガバナーを輩出していきたい」と公言されたこと
に由来しております。ガバナー候補につきましては、
早いうちにクラブ内で候補者を選定する方向で検討
することが確認されました。

☆

新入会員

自己紹介

はじめまして。今尾公祐（いまおこうすけ）と申します。妻と
娘、妻の母、４人で世田谷区池尻に暮らしております。妻は今
年春の世田谷区民会館コンサートでもお世話になりました井上
あずみ（本名・今尾みどり）で、
『となりのトトロ』などジブリ
作品の主題歌を歌い、全国各地でのコンサートを中心に活動し
ております。私はマネジャーとして芸能プロダクション「有限
会社ドレミ」を経営し、小さな子どもからお年寄りまで、幅広
い世代が集い楽しめるコンサートの制作をしてきました。家族
の絆、子どもと地域社会の関わり、障害者支援など、できるこ
とから尐しずつでも社会奉仕をしたいと思い、入会させて頂きました。皆様のご指導ご鞭撻
のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

村井家の夏休み

①

～２０１０～

（Ｌ村井）

皆様、こんにちは。
今年は、とくに暑いですねぇ。
今日は、
「村井家の夏休み２０１０」を報告いたします。
今年は、連日の猛暑もあり軽井沢にいきました。
軽井沢は、いわゆる避暑地ですね。
なんと、（当日の）最高気温が２７℃ですよ！
わずか２泊の滞在でしたが、昼間はプールにパターゴルフ、
旧軽井沢では買い物や楽焼などを楽しんで、夜は、家族みん
なで卓球やＷｉｉをして盛り上がりました。
帰りは渋滞も無く３時間ちょっとで帰ることがで
きました。
軽井沢駅周辺、とくにアウトレット周りはひどい
渋滞が予想されましたので、あらかじめ北軽井沢
から倉渕廻りで帰ったところ高崎までは渋滞がま
ったくなかったわけです。
夏の軽井沢、ホントお勧めです！

☆

Ｆｒｏｍ

☆

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

ライオン誌封入作業の現場から

（幹事進藤）

さる８月２３日（月）、祖師谷大蔵にあります知的障害者施設「わく
わく祖師谷」にて、ライオン誌封入作業を行いました。今期第１号でも
お伝えしましたが、ライオン誌の封入発送作業を世田谷区・目黒区の障
害者施設群で共同作業として行っております。今回は当クラブ副幹事Ｌ
亀川も参加して朝９時から夕方４時ごろまで作業を行いました。
当日封入したライオン誌につきましては作業を行ってくださった施
設の皆様にも差し上げているのですが、そのなかでも「喫茶室パイン」
の女性利用者さんが、先々月の「ライオン誌７月号」をご自宅でお読み
になり、感想を寄せてくださったので、ご紹介したいと思います。
★昔ながら水を大切に使っている人たちもいれば、「昔ばなし」にこだ
わって、昔話のことと割り切れていない人がいるということが分かった。
「しばかり」や「川へせんたく」の意味がわからなくても昔話を楽しめ
ばいいのに、そう思う。
６ページから始まる「カワドが残る町に学ぶ環境負荷が尐ない水利用
の知識」をお読みになってのご感想でした。ご感想をお寄せ頂きまして
どうもありがとうございました。

■ 行事予定
８月２５日（水）18：30～

８月第２例会（メンバースピーチ）

於：目黒雅叙園

９月１２日（日）

潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（稲刈り）

於：潮来

９月１５日（水）18：00～

ガバナー公式訪問（例会振替）

於：目黒雅叙園

９月２２日（水）18：30～

９月第２例会（東京三軒茶屋ＬＣ合同例会）

於：目黒雅叙園

■ 幹事

進藤より一言
今年の夏は大変暑かったですね。私も納涼家族例会のあと、家族で家内
の実家に数日滞在したり、山梨県のある大学でコミュニティ心理学の講義
を行ったりと通常業務と違う日々が多く、すっかり夏休みモードとなって
おりました。しかし２３日に開催された実行委員会とその後の懇親会で
は、新しいメンバーの活気あふれる意見を多数いただき、自らも触発され
て委員会活動を充実させたいという思いが湧きおこりました。
山梨県の大学では、学生たちを相手に世田谷区の障害者支援の話をして
まいりましたが、ライオンズクラブとの関係で広がってきた障害者施設地
域ネットワークの話が大変好評で、講義の感想文にて「ライオンズクラブ
についてはじめて知った」「自分の街にもライオンズクラブがあれば入っ
てみたい」など述べる学生もいまして、さまざまな機会を利用した情報発
信の大切さを再認識した次第です。
さて、９月１２日には、潮来市にて潮来ＬＣとの合同食育アクティビテ
ィ（稲刈り）が行われます。多くの皆様のご参加をお願い申し上げます。

