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◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

 

★９月２２日（水）  於：目黒雅叙園 

第４回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1139 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

東京三軒茶屋ＬＣ合同例会。 

毎年１回開催される、当クラブと親子ク

ラブの関係にあります東京三軒茶屋ＬＣ

との合同例会です。３３０－Ａ地区でか

つて最年少でガバナーになられた、森田

浩一郎Ｌにお越し頂き、豊富なご経験か

らスピーチを頂きます。メンバーの皆様

にとりましては今後のライオンズライフ

にとって有意義なお話がうかがえる貴重

な機会です。皆様、ぜひご出席ください

ますようよろしくお願い申し上げます。 
 

★１０月１３日（水） 於：目黒雅叙園 

第５回  理事会 １７：３０〜１８：３０

第 1140 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

  ルーキー例会（メンバースピーチ） 
前期に入会したＬ手塚利行、今期入会した

Ｌ須藤陽子のお２人にメンバースピーチを

お願い致しました。新たな仲間たちの人と

なりを知ることのできる貴重な機会です。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申し上げます。 

 

 

会長挨拶  
平素よりメンバーの皆様におかれましては、

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、ライオンズクラブのメンバーの皆様

は経営者の方々が多いと存じますが、会社で

一番重要な経営資源は人材だということは異

論のないところだと思います。 

人材の獲得と育成が会社の将来の盛衰を左

右するようにライオンズクラブも新入会員の

獲得と育成が将来を左右しますので各クラブ

は人材獲得のための恒久的な取り組みとその

育成に真剣な対応が求められます。 

特に今後は私と同世代の第二次ベビーブー

ム世代以降の会員の獲得も視野に入ってきま

す。この世代は激しい受験戦争やバブル崩壊

後の就職超氷河期に直面し成功体験に乏しい

という特徴があります。そして、社会的弱者

に対する関心や社会福祉、社会貢献に対する

意識は高い一方で、ステイタスなどに対する

憧憬は薄いという事实もあります。しかし、

この世代以降の人たちをうまく獲得すること

はメンバー増強には不可欠です。そのために

は私たち既存会員が真の意味でライオンズラ

イフを満喫し、

奉仕活動そのも

のに意義を見出

さなければなり

ませんので、引

き続きご理解と

ご協力宜しくお

願い致します。 



 

 ３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ３Ｚガバナー公式訪問合同例会 

（第１１３８回例会報告） ９月１５日  於 目黒雅叙園 ２Ｆ「華つどい」の間 

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 藤川、L 藤原、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 中村、L 西山、L 小野一郎、L 小野景彦、 

L 大島、L 大竹、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、幹事進藤 

   （出席者数２５名） 
  

1 ３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ３Ｚガバナー公式訪

問合同例会（第１１３８回９月第１例会）が９月１５

日（水）１８：００より、目黒雅变園「華つどい」の

間にて開催されました。 

2 第一部は東京原宿ＬＣ会長蜂谷睦男Ｌの司会のもと、

進行いたしました。まず開会のゴングを東京渋谷ＬＣ

会長田宮健三Ｌに行っていただき、国歌（君が代）を

斉唱、続けてライオンズヒムを斉唱し、東京神宮前Ｌ

Ｃ猪瀬勝代Ｌのナレーションのもと、物故ライオンへ

の黙祷を捧げました。 

3 東京神宮前ＬＣ会長上田満雄Ｌより河合悦子ガバナ

ー、大石誠第一副地区ガバナー、阿久津隆文第二副地

区ガバナー、キャビネット幹事近藤正彦Ｌならびにキ

ャビネット会計吉田實Ｌがご紹介されました。 

4 ガバナー歓迎のご挨拶を１０Ｒ・ＲＣ関真一郎Ｌが行

いました。関Ｌは河合ガバナーが３３０－Ａ地区初の

女性ガバナーであること、健康に留意してガバナー職

を全うして頂きたいとご挨拶されました。 

5 ３３０－Ａ地区河合悦ごガバナーよりご挨拶を頂戴

いたしました。河合ガバナーは東京みやこライオンズ

クラブ所属であること、気候が尐し涼しくなったこと

に触れられたのち、多忙な中多くの会員が出席したこ

とと猛暑の中合同例会を準備された方々への謝意を

まず述べられました。そして河合ガバナーは日本で東

京ＬＣが誕生してからもうじき６０年という歴史の

中で、日本で２番目、東京で初めての女性ガバナーと

なったことに触れられ、女性の感性を吹き込みつつ、

来年のシアトル国際大会で大石第一副地区ガバナー

にバトンタッチできるまで頑張りたいと抱負を述べ

られました。 



6 続けてシドニー・Ｌ・スクラッグス３世国際会長の今

期テーマ「a Beacon of Hope（希望の光）」を題材に

取り上げ、この言葉が全世界１３０万人のライオンズ

クラブメンバーを灯台に見立て、それぞれのメンバー

の光の一筋一筋が東大のように人々に頼りにされる

ことを訴えている、とご説明されました。またヘレン

ケラーの「ライオンよ、盲人の光となれ」との言葉を

引用し、盲目の政界に光が差し込んできて暗闇から解

き放たれたというヘレンケラーの心情をご説明し、メ

ンバーひとりひとりが一筋の光となり、さらに行動も

伴うように願っている、と希望を述べられました。 

7 そして３３０－Ａ地区今期ガバナーズテーマは「和で

つなぐ奉仕の輪」、ガバナーズ・スローガンは「行動

と改革への挑戦～主役はあなた ドラマチック３３

０－Ａ」としたなかで、「主役はあなた」の部分が特

にお気に入りであること、それぞれのメンバーがクラ

ブの中で存在感を持って動いてほしいと願っている

とお話し頂きました。その一環として多数届いている

であろう、キャビネットから各クラブにアンケートや

アクティビティへの協力についても触れられ、ぜひ

「行動した」と思える１年にしてほしいとの期待をお

話し頂きました。 

8 また、この３ヶ月間の活動を振り返ってみて、今期は

順調に進んでいるものの、公式訪問を通じてどの事前

懇談会においても「会員減尐」が各会長の悩みである

こと、会員増強を目標とせざるを得なくなってきてい

るとお話しになりました。ここ１０Ｒは人数が多く、

東京成城ＬＣが４０周年に合わせてエクステンショ

ンを企画していて間もなく１つの新しいクラブが誕

生することに期待している、ともお話しされました。 

9 そして最後にこの日の毎日新聞朝刊で民主党代表選

について書かれたコメントで、ホメロスの变事詩オデ

ュッセイアの「ほのゆらぐ夢には『象牙の門』と『な

めらかな角の門』の２つの門があり、『象牙の門』か

らでてくるものははひたすら幻滅を、『なめらかな角

の門』からでてくる夢は見たものを幸せにする」とい

う引用に触れられ、ライオンズでは人を元気にする

「滑らかな角の門からの夢」を見よう、難病チャリテ

ィーコンサートが成功しますようにと祈願され、ご挨

拶とされました。 



10 続きましてガバナーから各クラブへ「バナー」「ピン」

が贈呈されました。１Ｚから順番にゾーンごとに各ク

ラブ会長が登壇し、代表して各ゾーンのＺＣが河合ガ

バナーより「バナー」「ピン」を受け取りました。 

11 今度は各クラブからガバナーに「バナー」「ピン」が

贈呈されました。１Ｚから順番にゾーンごとに各クラ

ブ会長が登壇し、代表して各ゾーンのＺＣから河合ガ

バナーに「バナー」「ピン」が手渡されました。 

12 続けて新入会員の入会式が行われました。昨年のガバ

ナー公式訪問から今までに入会された各クラブの新

入会員の名前が読み上げられ、登壇いたしました。当

クラブからは、Ｌ須藤陽子、Ｌ大日向由香里、Ｌ木下

知紀、Ｌ今尾公祐、Ｌ手塚利行が名前を呼ばれました。

そして本日まさに入会される３名の新入会員が登壇

し、河合ガバナーに続いてライオンズの誓いを唱和し、

ガバナーからピンを授与されました。また、昨年１年

間の新入会員にもそれぞれ記念品としてガバナーピ

ンが贈呈されまして、第１部は終了致しました。 

13 １５分間の休憩ののち、第二部は当クラブ会長Ｌ桂太

郎が司会を行いました。まず、大石誠第一副地区ガバ

ナーおよび阿久津隆文第二副地区ガバナーがともに

壇上に登り、ご挨拶ののちに仲良く乾杯の音頭をお取

りいただきました。 

14 会食は和やかに行われ、通常例会に比べかなり豪華な

器に盛られた中華料理を堪能致しました。 

15 テールツイスタータイムは東京シティＬＣテールツ

イスター丹道夫Ｌが行いました。丹Ｌは最初に会場全

体の平均年齢をクイズ形式で出題されました。会場か

らは５０代から７０代まで様々な声が飛び交いまし

たが正解は６３歳とのことです。また、丹Ｌは演歌を

書いていらっしゃることをご披露し、昨今は演歌をや

っているような景気ではないことに触れられながら

も、ご自作の演歌が会場に流れ、皆聴き入っておりま

した。 

16 本日の出席率を１Ｚから順番に各クラブが発表致し

ました。当クラブは体調不良のＬ小塚の代わりに幹事

進藤が発表し、在籍者数４２名、不在会員２名、終身

会員２名、出席者２５名で、出席率は６６％でござい



ました。 

17 ライオンズ・ローアを各クラブ会長が壇上に上がって

行いました。 

18 閉会のゴングを東京自由が丘ＬＣ会長田宮淑行Ｌが

打ち鳴らしたあと、また会う日までを出席者全員でひ

とつの大きな輪をつくりまして一緒に歌いまして、無

事に閉会となりました。皆様、有難うございました。 
 



 

障害者支援事業委員会報告 ９月１５日            於 Dia Dazur 

出席者 桂会長、L 阿部、L 亀川、L 大竹、L 須藤、L 手塚、幹事進藤 （計７名） 
  

1． ９月１５日（水）３３０－Ａ地区ガバナー公式訪問合

同例会のあと、Ｌ須藤の経営するサロン Dia Dazur に

て、障害者支援事業委員会が開催されました。南青山

にあるサロン Dia Dazurは桂会長の会社株式会社ファ

ーストアドバンテージと同じ建物にあり、桂会長もあ

とから駆け付けてくださいました。 

2．サロン Dia Dazur は宝飾品の展示や私設のワインセラ

ーも完備された大変おしゃれな空間で、壁面の大きな

モニターを利用して会議を進行致しました。 

3．まず、前号のクラブニュースを利用しつつＬ須藤から

先日のわんぱくクラブ育成会事務所における打合せの

報告を行って頂きました。バザー当日に三浦市三崎の

マグロカツの屋台が出展する可能性についても報告頂

きました。 

4．続けて１０月５日から始まる障害者施設見学ツアーに

ついて検討いたしました。すでに区内の障害者施設、

区役所総合支所などへの広報の結果、当事者家族枠が

８枠埋まっていること、東京三軒茶屋ＬＣ枠として６

枠程度は確保したうえで、当クラブからも障害者支援

事業委員は乗車し、残り７枠程度を他クラブ枠に割り

当てることと致しました。 

5．その後、障害者支援で行いたいことについて自由に討

議致しました。当事者の本当に支援してほしいことは

何か、親や付き添いの方の悩みを聞くのはどうか、「親

亡きあと」問題について重要な有用な情報提供はでき

ないか、事情があって親と過ごせない子供と障害者と

の交流など出来ないか、などの意見が活発に出ました。 

6．また、市川ライオンズクラブがアクティビティとして

特別支援学校に贈呈を行っている視覚障害者のための

触図筆ペン「みつろう君」について、当クラブでパー

トナークラブとして何か行えるかどうかという提案が

あり、实物を見て説明を受けたいこと、区内の他クラ

ブですでに当該特別支援学校と良好な関係があるクラ

ブがないかについても検討するなどの意見が出ました。 

7．委員会終了後も話題は多岐にわたり、メンバー同士懇

親を行いました。どうもお疲れさまでした。 



 

 ☆ １０月ライオンズ奉仕月間アクティビティのご案内

☆ ふるさと未来博参加について 

１０月１６日(土)１７日(日)の２日間、世田谷区

役所・区民会館にて開催されるふるさと未来博に２

００９－２０１０期に続いて出展し、クラブの活動

についてＰＲ致します。また、潮来ＬＣ・及び潮来

市役所とともに潮来コシヒカリ「あやめちゃん」や

朝どり野菜を販売致します。当クラブのブースは世

田谷区役所中庭の真ん中辺でございますので、当日

是非お越しくださいませ。 

☆ ライオンズクラブ障害者施設見学ツアーについて             

前号でもお伝えいたしましたように、２００８－２００９期、２００９－２０１０期にも３回

ずつ实施していた障害者施設見学ツアーですが、今期は東京世田谷ＬＣ・東京三軒茶屋ＬＣの共

催（東京三軒茶屋ＬＣ２０周年記念事業）として、全８回实施いたします。 

 このアクティビティは、施設見学のツアーを行うことで障害当事者やご家族たちが通所できる

施設を探すだけでなく、ライオンズメンバーも实際に障害者施設をみることで、障害者の生活に

ついて理解し、さらに次の段階のなんらかのアクティビティにつながるアイデアを考えられるア

クティビティです。今回も、障害当事者・家族枠に３名、ライオンズクラブ枠に３名を用意して

います。まだご利用されていない方、是非ご乗車いただけると幸いです。（参加費：無料） 

日程：２０１０年１０月５日､１５日､２５日､１１月５日､１６日､２６日､１２月７日､１７日 

問合せ・申込み先：Ｅメール：hasic2001@nifty.com もしくは：０９０－８８４５－３５６５ 

 日程 集合１３：００ １３：１０－ 
１４：１０ 

１４：１０－ 
１５：２０ 

１５:２０－ 
１６：３０ 

解散 

①  １０月５日
（火） 

小田急線 
千歳船橋駅 

さら就労塾 
＠ぽれぽれ 

風の谷プロジ
ェクト 

すとぉりぃ 田園都市線 
桜新町駅 

②  １０月１５日
（金） 

世田谷線 
上町駅 

ハーモニー Ｔ＆Ｅ企画 パイ焼き 
茶房 

田園都市線 
尾山台駅 

③  １０月２５日
（月） 

世田谷線 
若林駅 

藍工房 Ｎａｖｉｏ 
けやき 

ＭＯＴＡ 京王線 
下高井戸駅 

④  １１月５日
（金） 

大井町線 
等々力駅 

パイ焼き窯 Ｔ＆Ｅ企画 りばてぃ 東急目黒線 
奥沢駅 

⑤  １１月１６日
（火） 

小田急線 
成城学園前駅 

陽だまりの庭 ちぐさ企画 ざしき 
わらし 

小田急線 
祖師谷大蔵駅 

⑥  １１月２６日
（金） 

京王線 
八幡山駅 

喫茶室 
パイン 

フレンド 
パーク 

クレイジー 
キャッツ 

小田急線 
梅丘駅 

⑦  １２月７日
（火） 

小田急線 
梅丘駅 

ウッドペッカ
ーの森 

まごの手便 アンシェーヌ
藍 

田園都市線 
三軒茶屋駅 

⑧  １２月１７日
（金） 

京王線 
芦花公園駅 

千草工芸 にゃんこの館 ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
きぬた 

小田急線 
祖師谷大蔵駅 

 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ ９月１５日３３０－Ａ地区ガバナー公式訪問１０Ｒ事前懇談会参加報告（Ｌ進藤） 

９月１５日（水）１５：３０より目黒雅变園２Ｆ「華

しずか」の間にて、３３０－Ａ地区１０Ｒガバナー公式

訪問事前懇談会が開催され、当クラブからは桂会長と幹

事進藤が参加いたしましたのでご報告申し上げます。 

１０Ｒ３ＺＺＣ河津延樹Ｌの司会にて会議は進行致し

ました。まず、１ＺＺＣ柳屋隆Ｌから開会のご挨拶、続

けて河津Ｌよりご出席キャビネット役員のご紹介を頂き、

３３０－Ａ地区河合悦子ガバナーが簡潔にご挨拶されて

すぐに懇談会となりました。 

１０ＲＲＣ関真一郎Ｌを筆頭にＺＣ、各クラブ会長幹

事が自己紹介をしたのち、キャビネット幹事近藤正彦Ｌ

からキャビネット報告ならびに連絡事項として、第 1 回

キャビネット会議の件、諮問委員会の件、１０月奉仕月

間の件、１１月のＯＣＥＡＬ（アジアなんとか会議）の

件について話された後、１月に臨時キャビネット会議を

行い、３月には難病対策のチャリティーコンサートを開

催して７月のシアトル国際大会までの日程をお話し頂き

ました。 

クラブからのアクティビティ紹介と意見交換では、各

クラブの会長がメンバーの概況とアクティビティ紹介を

行いました。当クラブは桂会長からのメンバーの概況説

明に続けてアクティビティ紹介を幹事進藤が行いました。

アクティビティ成立の経緯、前期の实績と波及効果、今

期の計画と東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティビティに

なっていることなどをお話ししました。また、１０ＲＲ

Ｃ関真一郎Ｌのご配慮により、会議終盤に当日発行した

ばかりの当クラブニュース４号とクラブパンフレット、

障害者施設見学ツアーの概要とご案内を各クラブ、キャ

ビネット役員様あてに配布することが出来ました。どう

も有り難うございます。 

他クラブからのご紹介のなかでは、東京成城ＬＣが４

０周年記念に合わせてエクステンションを行う予定であ

ることをご報告されました。その後、予算規模やアクテ

ィビティ内容などについて質疑応答を行い、懇談会は無

事終了いたしました。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ ９月２０日 ピポ・ユニバーサル駅伝参加報告      （Ｌ進藤） 

９月２０日（祝）、国立霞ヶ丘競技場にて、第９回ピ

ポ・ユニバーサル駅伝が開催されました。主催はＣＳ２

１というＮＰＯ法人ですが、３３０－Ａ地区社会・障害

者福祉委員会の後援事業であることもあり、多くのライ

オンズクラブが協賛協力を行っていましたが、当クラブ

からも、Ｌ山本とＬ須藤とＬ進藤、そして先日わんぱく

クラブ育成会との打ち合わせにもお越し頂いた神奈川県

三浦市の岩崎諭史さんの４名で参加してまいりました。 

 ピポ・ユニバーサル駅伝のピポとは、小鳥のピーちゃ

んとカバのポーちゃんというキャラクターがいまして、

そこからきているのだそうです。そして選手は１チーム

５名で、車椅子の方、その他障害者、子供、高齢者、フ

リーという構成です。車椅子の選手は国立競技場のトラ

ックを、その他の４名は国立競技場の外周１キロを、伴

走ボランティアとともに走ります（つまり１チーム１０

名）。私のチームはあとの伴走ボランティアは、ＮＰＯ

法人ジャパンユニバーサルスポーツ・ネットワーク（Ｊ

ＵＳＮ）事務局長の河合良治さんと日本リハビリテーシ

ョン専門学校の女子学生３名でした。そして車椅子の方

はパキスタンからの研修生の方でした。このように国籍

も性別も年齢も障害の有無も様々な人々が一緒に走るの

がピポ・ユニバーサル駅伝なのです。そして、大会運営

側が秘密のタイムを決めていて、このタイムに一番近い

チームが優勝となるので、速い方がいいというわけでも

ありません。なかなか面白いルールに基づいた駅伝です。

ちなみにピポ・ユニバーサル駅伝は９回目ですが、ＪＵ

ＳＮは大田区でも同じルールでユニバーサル駅伝を始め、

今年３回目になるのだそうです。 

 さて、最初は「試走」。まずコースを確かめるために

ゆっくりと国立競技場の周りをチームごとに歩きました。

そして、開会式に続けて、第一走者の車椅子の選手たち

がスタートしたのですが、車椅子ってかなり速いのです

ね。大変速いスピードでトラックを一周してきました。

中には車椅子で１歳に満たない赤ちゃんを抱いた選手も

いらっしゃいました。 

 その先のチーム編成は各チームに任されています。ラ

ンナーが小学生だったり高齢者だったりでスピードは大

変変わります。私が伴走した方は２１歳の外見からは障

害種別のわからない障害者の方で、｢以前５キロのマラソ



ンも経験している｣という方だったのですが、タスキを受

け取るや否や猛ダッシュ！私は味方チームの大爆笑に包

まれながら慌ててあとを追いかけまして、必死で１周走

りました。コースの前半で何人もの走者を抜き、伴走で

帰ってきたあとご本人はけろっとしていらしたのですが、

私は地面に倒れこむほど疲れてしまいまして、普段から

の体力維持が必要だなと痛感した一瞬でした。 

 全チーム全走者が帰ってくると、国立競技場に隣接す

る四谷第６小学校に移動して校庭の芝生で昼食を食べな

がら交流会を行いました。 

 各チーム名の発表ののち、「ハート・トゥ・ハート」

によるミニコンサートが始まりました。「スタンド・バ

イ・ミー」「ジャンバラヤ」などよく知っている曲のオ

ンパレードに会場の障害者や学生さんたちが次第に会場

前に集結し、一緒に踊り始めました。さらにオリジナル

曲の「ことわざマンボ」などのときには、今日初めて知

り合った方々で一緒にダンスを踊ったりして、会場のノ

リは絶好調となっていました。实は「ハート・トゥ・ハ

ート」のジェームズ・ルードーさんは東京ＧＡＩＡライ

オンズクラブのメンバーなのだそうです。 

 コンサートののちは閉会式。各国から来日された、ダ

スキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業の研修生

が紹介されたのち、成績発表。運営側が想定したタイム

は４０分０４秒というもので、もっともタイム差が尐な

かった「チーム ステーキ」が優勝し、商品のサッカー

ボールをもらって大喜びでした。 

 突然の全力疾走で身体は驚きの声をあげておりました

が、様々な方とめぐり合い、貴重な体験の出来るアクテ

ィビティでした。三浦市の岩崎諭史さんは「障害があっ

ても皆さん勝負には貪欲だということがよくわかりまし

た。様々な人がスポーツを一緒に楽しむ、ピポ・ユニバ

ーサル駅伝の趣旨が大変よくわかりました。ハート・ト

ゥ・ハートには三浦市にも来てもらいたいです」、Ｌ須

藤は「とても面白かったです。自分は車椅子の方の伴走

ボランティアだったので、国立競技場の中を走るという

貴重な体験が出来ました。」、Ｌ山本は「突然走ること

になりましたが完走出来て良かったです。普段から体を

鍛えておく必要性を感じました。」と感想をそれぞれ頂

きました。私も来年に向けて、体力づくりを今からして

おかなければと感じました。 



 

 ☆ クリスマス例会会場ご紹介 ～ 東京アメリカンクラブ ～

 

 １２月８日（水）に予定されているクリスマ

ス例会会場ですが、東京アメリカンクラブで開

催することになりました。東京アメリカンクラ

ブは１９２８年に設立された余暇、ビジネス、

文化交流などに利用できる会員制社交クラブで、

現在は外務省認可の社団法人として運営されて

います。もともとは麻布台にありましたが、老

朽化に伴い、新クラブハウスが完成するまでの

期間限定営業として仮設クラブが港区高輪４丁

目の、三菱グループのプライベートクラブとし

て利用されている開東閣の隣接地に建設されて

います。内部には、レストラン、図書館、チャイルドセンター、ジム、スパ、屋外にはプールな

どさまざまな施設を備えています。最寄駅のＪＲ品川駅からは、写真に示すロゴ入りワイン色の

シャトルバスが出ておりますのでご利用ください。詳細につきましてはまた近くなりましたらご

案内します。  

 

■ 行事予定 

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：目黒雅变園 

１０月 ５日（火） 13：00～ 東京三軒茶屋ＬＣ合同 障害者施設見学ツアー 於：区内障害者施設 

１０月１３日（水） 18：30～ １０月第１例会               於：目黒雅变園 

１０月１５日（金） 13：00～ 東京三軒茶屋ＬＣ合同 障害者施設見学ツアー 於：区内障害者施設 

１０月１６日（土）  9：00～ ふるさと未来博 出展１日目         於：世田谷区役所中庭 

１０月１６日（土） 13：00～ 盲導犬育成募金（１０Ｒ合同）        於：原宿・表参道 

１０月１７日（日）  9：00～ ふるさと未来博 出展２日目         於：世田谷区役所中庭 

 

■ 幹事 進藤より一言  

  

 
 ガバナー公式訪問からまだ１週間でございますが、今期第５号のクラブ

ニュースをお届けいたします。 

先日のガバナー公式訪問の事前懇談会では、クラブのアクティビティに

ついてのご発言の機会を頂いて、障害者施設見学ツアーのご説明をするこ

とができまして、大変有り難く思いました。 

 １０月のライオンズ奉仕月間には、東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティ

ビティ「障害者施設見学ツアー」と１６日・１７日の世田谷区役所中庭に

おけるふるさと未来博におけるＰＲ出展を行います。皆様どうぞお越しい

ただければ幸いです。 


