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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。
< 当 ク ラ ブ ラ イオ ン ズ 奉仕 月 間 ｱｸﾃｨﾋ ﾞ ﾃ ｨ >
昨今、領土問題などで近隣諸国との関係が
2日とも天候に恵まれ、パネル・パンフレット
クローズアップされております。ライオンズ
による広報だけでなくステージにてライオン
クラブは外交等の政治問題には不介入が原理
ズクラブ・当クラブの活動についてＰＲしま
原則です。そこで、各々がその政治思想や愛
した。１６日は河合ガバナーにもお越し頂き
国心に基づきそれぞれの考えをはっきりと主
ました。また、タイ・チェンライ山岳民族防
張していくことが我が国の国民としては大変
寒具を集約・分別しました。
重要となってきています。そして、一方で、
ライオンズクラブはライオニズムを「最も崇
◎ 次回 理事会・例会等のご案内
高な人道的奉仕の理想に専念するライオンズ
という共同の連帯意識」とし、
「国籍、主義の
★１１月１０日（水）於：ヒルトン東京
異なった、また国境や海や迷信などで引き離
第 1141 回 例 会 １８：００〜２０：３０
された人々をつなぎ合わせて、よりよい世界
東京成城ＬＣＣＮ４０記念例会で
へ導こうとする信念である。」と規定していま
１０月第二例会の振替えとなります。 す。このライオニズムの信念と、その国際的
な性格から、奉仕活動というレベルでは近隣
●１１月１３日に予定されていたビオト
ープメンテナンスは延期になりました。 諸国との関係を今こそ深めていくべきだと考
えます。ともすると身近な地域社会のみにし
新しい日程は追ってご連絡します。
か関心が沸き起こらない地域クラブの活動で
すが、キャビネットや海外クラブとの担当委
★１１月１４日（日）於：箱根桜庵
員でなくても、私た
第 1142 回 例 会 １８：００〜２０：３０
ちクラブメンバー
一人一人が今後は
移動例会 会費１００００円。
積極的に国際的な
★１１月２４日（水）於：目黒雅叙園
奉仕活動を通じて
少年サッカー教室実行委員会 １６：３０〜１７：３０
諸外国との関係を
第 ６ 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
築いていくべきだ
と強く感じました。
第 1143 回 例 会 １８：３０〜２０：３０

★１０月１６日（土）１７日（日）
せたがや未来博にＰＲ出展致しました。

第５回 理事会報告
出席者

１０月１３日

報告事項

■

１．１０月４日（月）東京代々木ＬＣ４０ＣＮの件に
つきまして、桂会長より中華民国国歌斉唱の件と、
記念公演であるワンハンドレッドＬＣ中溝Ｌの
骨髄移植体験の話を中心に、ご説明を頂きました。
２．１０月５日（火）障害者施設見学ツアーでのご報
告を幹事進藤より行いました。
３．１０月７日（木）ライオンズクエストセミナーの
件につきまして、幹事進藤よりご説明致しました。
４．１０月２７日薬物乱用防止教育認定講師養成講座
の件につきまして、幹事進藤より、結局のところ、
Ｌ西山、Ｌ手塚、Ｌ藤川の３名の参加となること
についてご報告致しました。
５．国際関係モンゴルアンケートにつきまして幹事進
藤よりご報告し、会長幹事で記入して提出するこ
ととなりました。

■

「華しらべ」

桂会長、L 阿部、L 藤原、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 石田、L 磯辺、L 亀川、
L 木下、L 小塚、L 宮崎宏、L 中村、L 西山、L 小野一、L 大竹、L 白石、
L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤
（出席者数２２名）

今期第５回理事会が目黒雅变園２Ｆ「華しらべ」に
て開催されました。本理事会より、先に報告事項か
ら行うことと致しました。

■

於 目黒雅叙園

審議事項

■

１．２００９年度決算および２０１０年７月収支報告
の件につきまして、桂会長からご報告を頂き、基
金・未収金の処理について確認し、再度集まって
金額を確認することとなりました。
２．尐年サッカー教室実行委員会の件につきまして、
桂会長より報告があり、副実行委員長につきまし
てはＬ白石が固辞し、Ｌ小塚にお願いすることと
なりました。クラブジャンパーの備蓄の件につき
ましては見積もりを取って精査することとなり
ました。
３．１０月１６日（土）１７日（日）未来博の件につ
きましては、幹事進藤より当日の出欠の再確認を

させて頂き、また当日配布するため、クラブパン
フレットの６００部増刷することをご承認いた
だきました。
４．１０月２３日（土）山本譲治チャリティコンサー
トの件につきまして、Ｌ藤原よりご説明があり、
チケットをクラブで５枚購入し、例会中にドネー
ションして頂くことになりました。
５．１１月１０日（水）東京成城ＬＣ４０ＣＮ記念式
典の件につきまして、幹事進藤より出席者の確認
を致しました。
６．１１月１３日（土）ビオトープメンテナンスの件
につきましては、Ｌ石上およびＬ磯辺より池尻小
学校と三宿中学校の様子をご報告頂き、定期的に
メンテナンスされていることを配慮して学校の
ご要望をお聞きして日程調整することとなりま
した。
＊学校との調整の結果、１１月１３日につきまし
ては延期となりましたのでご注意ください。
７．１１月１４日（日）１５日（月）移動例会の件を
幹事進藤よりご確認致しました。
８．タイ・チェンライ山岳民族防寒具支援の件につき
まして幹事進藤よりご説明し、１０月１６日１７
日のせたがや未来博会場にて防寒具を収集分別
することとなりました。

第１１４０回例会報告（ルーキー例会）１０月１３日
出席者

於 目黒雅叙園「華しらべ」

桂会長、L 阿部、L 福島、L 藤原、L 畠山、L 今尾、L 石田、L 石上、L 磯辺、
L 亀川、L 木下、L 小塚、L 宮崎宏、L 中村、L 西山、L 老田、L 大竹、
L 小野一、L 白石、L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤（出席２４名）

1

第１１４０回１０月第１例会が、１０月１３日（水）
１８：３０より、目黒雅变園「華しらべ」にて開催さ
れました。

2

まず、当クラブ桂会長に開会のゴングを鳴らして頂き、
国歌斉唱およびライオンズクラブの歌、東京世田谷ラ
イオンズクラブの歌の斉唱を行いました。

3

桂会長から会長挨拶を頂きました。桂会長はサッカー
教室実行委員会にＦＣ東京久保田淳様にご出席頂い
たことに触れられ、ご自身の経営するウェディングプ
ロデュース会社が味の素スタジアムでプロデュース
した結婚式で新郎新婦のお子様の名前が「しゅうと」
君であることをＦＣ東京村林社長にお伝えしたとこ
ろ、お名前が「シュート」である幸野志有人（こうの
しゅうと）選手がメッセージを贈って下さって新郎新
婦が大変感動したとのことです。また、ＦＣ東京が駒
沢公園で行っているサッカークリニックで育った権
田修一選手がオリンピック正キーパーになるという
エピソードもご紹介頂き、ご挨拶とされました。

4

本日はルーキー例会と称して、前期１月に入会したＬ
手塚利行と今期７月に入会したＬ須藤陽子からメン
バースピーチを頂きました。

5

Ｌ手塚は、１９７０年生まれの４０歳。栃木県鹿沼市
出身の型枠大工の父親と静岡県伊東市出身の母親が
世田谷で結婚、狛江市に転居して姉２人をもつ３人兄
弟の末っ子として生まれました。小学校中学校は野球
部で野球に明け暮れ、高校進学の時、親の希望は都立
の工業高校でしたが、建設業が嫌で都立普通科に進学、
ハンドボール部で３年の時は部長まで務め、東京都ベ
スト８まで進んだそうです。その後大学進学か家業か
で迷いましたが、建築の専門学校に行かれました。

6

２０歳で卒業して、平成３年で東急建設に入社、横浜

支店に配属され５年間、時はバブルの時期で忙しく、
よき仲間（写真）に恵まれて仕事されました。５年目
の定期異動のとき、会社を辞めて家に戻ることを父親
と相談して決め、１年程勉強して資格を取るつもりで
平成８年２月に辞職して家業の手塚工務店に戻られ
ました。ところがなんと１ヶ月後の平成８年３月２日
にお父様が事故で急死されてしまったとのことです。
7

正直自分は何をやればいいかわからないような切羽
詰まった状態で、まさに葬式の日に職人の皆様に「（会
社を）やるのかやらないのか」と詰め寄られ、義兄か
ら「やるしかないだろう、３年は手伝うから」と後押
しを頂いて、葬式の翌日の初七日の日に皆様に「やり
ます、お願いします」と頭を下げられた、とご自身の
人生の重大な岐路について淡々と語られました。平成
８年３月に会社を継いだ時の規模は４億、借金が３億
という状態でしたが死に物狂いで頑張り、義兄が本当
に３年で手を引いて大変でしたが、平成１２年くらい
に６億くらいまで回復して安定したとのことです。こ
の頃同い年のＬ村井と知り合って仲良くなり、現在は
近い年齢の社長さん達２０人くらいで仲良くして、仕
事を分け合ったりしているとのことでした。

8

Ｌ手塚は最後にご自分の家の建築にあたって自分の
家を実験台にしてＣパネル住宅を建てたとのエピソ
ードをご披露頂きました。ちなみにＣパネル住宅とは
発泡スチロールが芯になりモルタルを吹き付けるも
ので都内で３軒しかないそうです。左官屋とコラボし
て施工管理もされたとのこと。地震が怖い気もします
が、構造認定は通っているとのことで、家の完成写真
もご紹介されてスピーチを終えられました。

9

ここでＬ須藤の提案で、会食しながらスピーチを聞い
て頂くこととなり、ウィサーブに移りました。ウィサ
ーブはＬ白石にお願い致しました。Ｌ白石は今期会員
増強・エクステンション・リテンション委員会に出向
していること、９月３０日に２つの新しいクラブ、東
京蒼空ライオンズクラブと東京新世紀ライオンズク
ラブが誕生したことをご紹介頂きました。そのうえで
現在ライオンズクラブは組織の維持が難しくなって
いるなかで当クラブが４２名のメンバーで構成され、
若い方が順繰りに入って世代交代も行っていること
は素晴らしいと強調されました。４７年という先輩方
の築いた世田谷の伝統は「若い方をどんどん受け入れ

て派閥を作らないというカラー」であること、ただ、
先輩方が築いたカラーであるので先輩方を大事にし
てほしいと話されたのち、クラブのますますの発展を
祈念して高らかにウィ・サーブのご発声を頂きました。
10 会食を開始してから２人目のメンバースピーチとし
て本日素敵なお着物をお召しでいらっしゃるＬ須藤
がスピーチを致しました。Ｌ須藤はご自分の入会まで
のボランティアのかかわりと今の仕事につくまでの
プロセスをお話しになりました。
11 最初にボランティアという言葉に触れたのは早くも
小学校１－２年生の時で、青年海外協力隊の帰国挨拶
がとても達成感のある表情だったということに関心
を持たれたそうです。小さい時から先頭に立って遊ぶ
タイプで、三つ子の魂百までといいますが、何でも楽
しくやればいいという考えが今もあること、入会して
３ヶ月で今まで経験できなかったことを経験して尐
しずつ自分の世界が広がってきたと話されました。
12 ライオンズ入会のきっかけとしてはＬ老田との出会
いなくしては語れないと前置きされ、大学卒業後に最
初に就職した会社が毎日１２時前に帰れないくらい
忙しく、交通事故に遭って乗っていた車が大破した時
に「生きている間にやりたいことにトライすべきだ」
と思ったこと、会社を２年弱で退社してＬ老田のいた
住友金属鉱山の直営のジュエリー会社に自ら志願し
て入社を申し出たこと、何度か押しかけて当時副部長
だったＬ老田に「君のしつこさには負けた」と言わせ
しめて入社できたというエピソードをご披露されま
した。これが２０年前２４歳の時で「今の仕事が形成
される最初の扉」であり、「出来るものが出来ること
をやればいい」と人生で大切なことを教えて頂いたと
のことでした。在職中Ｌ小野との出会いもありこの頃
からライオンズ入会の道が決まっていたのかもと話
されました。Ｌ老田が本社に戻った時、ご自分も辞め
られてフランス系の商社に入り海外と交流、３０歳で
独立して Dia Dadur というジュエリーコンサルティ
ングの会社を興されました。
13 独立後最初の契約は、三菱マテリアルという会社系列
で、創立から１０周年ずっと赤字の店を黒字転換させ
る仕事で、また徹夜で寝られない生活が５年間続いた
そうですが、その時、女性が結婚出産を経ても時間に

縛られずに働ける形態がいいと思い、現在の会社の方
針が形作られたとのことです。正社員・派遣・マネキ
ンなどが、お互いの事情を知って仕事することで皆が
ハッピーになれることを目指していらっしゃいます。
14 プライベートの方も３５歳ごろ一瞬仕事をセーブし
て婚活もされましたが今のところご縁が無く、今日は
「着物を着て帯を締め直す」意味でお着物だったそう
です。最近は青山にある桂会長のオフィスの２つ下の
階があいていて、ブライダルの仕事も共にできるとい
うことで現在はここにサロンを開いていらっしゃる
とのことです。そして、これからはボランティアも世
界レベルで協力が必要であるから、英会話をブラッシ
ュアップさせていきたいと抱負を述べられてスピー
チを締めくくられました。
15 会食中に幹事報告を行いました。幹事進藤から、本日
第５回理事会の審議事項についてご説明をし、ご承認
を頂きました。皆様有難うございました。
16 テールツイスターの活躍の時間はテールツイスター
Ｌ山本にご活躍頂きました。今回写真にてご紹介され
たのは、我々メンバー全員がお世話になっている事務
局の小堀様でした。写真のご紹介のあとＬ飛田の会社
でありますセントラル工商にお勤めのご主人に関す
るクイズを行い、Ｌ山本の軽妙な進行と小堀様の飾ら
ない応答で会場は和やかな笑いに包まれました。
17 続けてドネーションの発表に移りました。副テールツ
イスターＬ大竹が最近参加した老廃物を排出するセ
ミナーにて、疲労物質からの回復のためにはふくらは
ぎの筋肉を伸ばして１分間我慢すると下半身から暖
かくなるという手法をご紹介されました。本日のドネ
ーションは５５６００円、ファインが２４００円、計
５８０００円でした。
18 出席率の発表では、当クラブからは出席委員長Ｌ小塚
が行いました。当クラブの本日の在籍者数は４２名、
終身会員２名、不在会員２名、出席者２４名で、出席
率は６３％でした。
19 閉会のゴングを桂会長におこなっていただき、全員で
輪になってまた会う日までを歌いまして、無事お開き
となりました。皆様、どうも有り難うございました。

東京世田谷ライオンズクラブカップ／少年サッカー教室第１回実行委員会報告
１０月１３日
出席者

於 目黒雅叙園「華しらべ」

桂会長、L 畠山、L 飛田、L 木下、L 中村、L 小野一郎、L 手塚、幹事進藤、
東京ＦＣ久保田淳様
（出席８名）

１．今期東京世田谷ライオンズクラブカップ／尐年サ
ッカー教室第１回実行委員会が１０月１３日（水）
１６：３０より、目黒雅变園「華しらべ」にて開催
されました。実行委員会には東京ＦＣ久保田淳様に
もお越し頂きました。久保田様、お忙しいなか、あ
りがとうございました。
２．実行委員長飛田Ｌから実行委員会開催の宣言のあ
と、副実行委員長として経験豊富で賞状の習字も上
手なＬ白石が推薦されました。
３．ＦＣ東京の久保田淳様からご挨拶を頂きました。
ちなみに、今期の「第９回東京世田谷ライオンズク
ラブカップ／尐年サッカー教室」は２０１１年３月
５日（土）駒沢オリンピック競技場総合運動場第二
球技場 もしくは 補助競技場にて開催される予
定です。
４．その後、資料に従いまして各種書類の作成、協賛
企業の確認、雤天時の件、立て看板もしくは幟の件、
お弁当の手配、ゴミの収集、予備ジャンパーの準備
などについて検討しました。
５．特に今期はＰＲに力を入れることを確認しました。
新聞等のマスメディアと連携するなり、ＨＰ上に写
真をアップしたり、パンフレット及びＷＥＢ上の広
告に力を入れ、そこから収益を得るということにつ
いても話し合いをしました。
６．次回の実行委員会には、世田谷尐年サッカー連盟
渡辺征様にお越し頂くこととして日程を決定する
ということで、日程候補を決めて第１回実行委員会
は閉会致しました。皆様どうもお疲れさまでした。
９．ちなみに次回第２回実行委員会は、その後の連絡
調整で１１月１１日（木）１８時から三軒茶屋近辺
にて開催されることになりました。皆様ご出席のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

第２回障害者施設見学ツアー報告
出席者

１０月１５日

於

区内各施設

L 阿部、川津 L(三軒茶屋 LC)、幹事進藤、ライオン誌日本語版事務所鈴木所長、
当事者家族３名（計７名）

1． １０月１５日（金）今期第２回障害者施設見学ツアー
を実施致しました。今期は東京三軒茶屋ＬＣとの合同
アクティビティ、かつ、東京三軒茶屋ＬＣ２０周年記
念事業でもあります。
2． １３時に東急世田谷線の上町駅改札前に集合、Ｌ阿部
と幹事進藤、東京三軒茶屋ＬＣの川津義憲会長、ライ
オン誌日本語版事務所鈴木秀晃所長、作業所を探して
いる当事者・ひきこもりがちな子供を持つ母親・区内
知的福祉作業所職員の７名が集合致しました。朝キャ
ンセルの電話がありましたが、キャンセル待ちの方に
連絡がつきまして、無事全員集合できました。
3． 皆様に写真撮影の許可をとってから、まず、最初の施
設、共同作業所「ハーモニー」に移動しました。ここ
は、居場所的意味合いの強い作業所で、リサイクルシ
ョップスペースをもつだけでなく、昨今はテレビでも
取り上げられている「幻聴妄想カルタ」を自主製品と
して製作しています。この日は所長の新澤さんと幻聴
妄想カルタ販売担当の利用者中村さんがご説明してく
ださいました。
4． 所長の新澤さんのお話では居宅介護事業所も運営して
いて、精神障害者でもヘルパーの資格を持った方が別
の精神障害者の方の家にホームヘルプに行く事もある
そうです。また生活支援に力を入れていて毎日昼食を
提供しているとのことでした。
5． 「幻聴妄想カルタ」については、昨今ＮＨＫ教育テレ
ビ「きらっと生きる」に出演した時のビデをを見せて
頂き、またカルタの販売員でもある中村さんが「透明
な謎の組織『若松組』が自分の近くに来て床を揺らす
んです」と自らの幻聴妄想体験をご説明してください
ました。Ｌ阿部は食い入るように幻聴カルタを見つめ、
また東京三軒茶屋ＬＣ会長川津Ｌはその場でカルタを
ご購入されました。
6． 次にＬ進藤の運転するワゴン車で、就労移行支援事業
所「Ｔ＆Ｅ企画」に移動しました。用賀の住宅街のな
かに３階建ての１階と２階を占める「Ｔ＆Ｅ企画」で、
下請け授産作業を中心に利用者が２年以内に一般就労
するための訓練を行っています。この日は年齢層の若
い利用者さん達が化粧品会社の商品を入れ直すという
作業を行っていました。作業の効率化のために封緘機
や結束機も使用しているとのことでした。

7． 職員の大江さんの話では、社会経験のないまま病気にな
ってしまった利用者が多いとのことで就労だけでなく、
ハードな作業を行たり、買い物に行って自分に合った服
を購入するなど、様々なことに挑戦しているとのことで
した。就労実績も初年度は３名、２年目は２名というこ
とですが、３年目の今年はまだ年度途中なのに５名の方
が就労されたそうです。また、体力がまだなくても「働
きたい」という動機があった場合、動機を優先して、
「週
１日からでも通所が可能」としているとのことでした。
8． そして本日最後の施設「パイ焼き茶房」に向かいました。
尾山台の商店街の真ん中にある喫茶店で、ハロウィン風
に飾り付けられた店内のショーケースに美味しそうな
ケーキが並んでいました。また本日乗車した知的障害者
施設の自主製品も販売されていました。ここで、Ｌ進藤
より、障害者自立支援法までの法律の流れや区内の精神
障害者施設ネットワークについてご説明を致しました。
9． 次に「パイ焼き茶房」の職員の藤江さんにご説明頂きま
した。法律の変更に伴って喫茶店だけでの運営が困難に
なり、別に一室借りて下請け作業のスペースを設けて通
所者と工賃を確保しているとのこと。他にも工賃解釈を
めぐって「あくまで訓練手当」と監査で指摘されたエピ
ソードなど、運営の大変さをうかがうことが出来ました。
10．ここでＬ阿部が、障害者委員会では本当の皆さんのニ
ーズを聞くべきだということになっていることに触れ、
「実際何があると皆さんにとって一番嬉しいことなん
でしょう？」と質問しました。パイ焼き茶房職員の藤江
さんは「精神障害者に調子の波があることを理解したう
えで、ほしい時に作業が頂ける体制がほしい」「自主製
品の売り場や販路がほしい」と、知的障害者施設職員は
「もっと大量に作業がほしい」、障害当事者は「病院か
ら一般就労までいけるような流れを作ってほしい」、ご
家族は「工賃が安すぎる。これではモチベーションが下
がってしまう」とお話し頂きました。東京三軒茶屋ＬＣ
会長川津Ｌからは「このような話し合いの場をもっと持
ってもいいね」とアドバイスいただきました。
10．最後に皆様からご感想を頂きました。当事者・家族・
関係者側からは「３か所とも全くと言っていいほど違っ
ていていろいろ勉強になった」、「全然知らなかったのでこんな風に施設があると知って本当
に良かった」、
「普段よその障害し施設を見ることがないので刺激になった」、ライオンズ側は
川津Ｌは「２度目の参加だったが前回よりも障害者施設についてよくわかった。２０周年事
業ということでまたみんなで話し合って何が出来るか考えたい」、ライオン誌鈴木所長は「今
回は２回目のところもあったので当事者サイドから施設を見るような形で回ってみたが、自
分に合った施設を探す大切さと大変さがよくわかった」、Ｌ阿部は「自分も２回目だったが前
回の３か所も併せて本当にどこも全部違う。ライオンズのアクティビティも現場の要望をも
っと取り入れるべきだと思った」といろいろな感想を頂戴しました。そして１７時ごろ東急
大井町線の尾山台駅付近で解散いたしました。皆様お疲れさまでした。

せたがや未来博ＰＲ出展報告
出席者

１０月１６日１７日

於

世田谷区役所中庭

桂会長、L 藤原、L 畠山、L 石田、L 木下、L 西山、L 越智、L 大日向、
L 大竹、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤、潮来 LC 白鳥悦男会長、
潮来市農政課 岩本是課長様、沼田武男係長様、鈴木秀幸様
（メンバー１３名、他クラブ１名、潮来市職員３名、計１７名）

さる１０月１６日（土）と１０月１７日（日）にせたが
や未来博が世田谷区役所中庭にて開催され、当クラブは昨
年に続いてＰＲブースを出展致しました。これは当クラブ
ライオンズ奉仕月間アクティビティでもあります。
１６日朝９時前から、普段の当クラブの活動のパネルや
クラブパンフレットを展示し、またノートパソコンを設置
して潮来ＬＣとの合同食育アクティビティで行った田植
えと稲刈りのスライドショーを流しました。
潮来市からは潮来ＬＣ白鳥悦男会長、潮来市農政課岩本
是課長様、沼田武男係長様、鈴木秀幸様がお越し頂き、精
米したてのコシヒカリ「あやめちゃん」の新米や朝どり野
菜のトマト・キュウリ・シイタケ・小松菜・サツマイモに
加え、潮来市道の駅で販売しているどら焼きを販売致しま
した。
ＰＲブースということもあって１７日午前中にはステ
ージにてライオンズクラブ及び当クラブの活動紹介をさ
せて頂きました。野菜高騰の折、潮来市からの良質で安い
野菜の販売をしていることもあってブースには多数のお
客様が集まり、野菜やどら焼きは両日とも午後２時くらい
には完売の運びとなりました。
１６日午後には３３０－Ａ地区河合悦子ガバナー・キャ
ビネット幹事近藤正彦Ｌ、ＰＲ情報委員会副委員長鈴木郁
郎Ｌにもお越し頂き、記念撮影のほか、野菜等を大量にご
購入頂きまして有難うございました。またあらかじめメー
ルニュース等で告知させて頂いたこともありまして、両日
とも他クラブの方に多数お越し頂きました。また元地区ガ
バナー菅原雅雄Ｌには、１６日１７日両日お越し頂いて、
米野菜等大量にご購入頂きました。さらに、キ
ャビネット事務局長織本真一郎Ｌ、東京三軒茶
屋ＬＣから会長川津義憲Ｌ、藤村貞夫Ｌ、東京
成城ＬＣからは蟹沢光明Ｌ、師岡孝Ｌがお越し
になりました。またライオンネットを通じて野
田ＬＣから高木次雄Ｌもバイクを飛ばして駆
けつけて頂き、有難うございました。
また、今期初めて行いましたのは、タイ山岳
民族のための防寒具収集と分別です。これはラ
イオンズ専用ＳＮＳであるライオンネットで
タイ・チェンライＬＣ山地幸会長の呼びかけで

３年前から始まったもので、地球温暖化の影響でタイ北部
は冬季に反対に寒冷化が進み、山岳民族に重大な影響が出
ていることから、全国のＬＣから防寒具・毛布等を明石魚
住ＬＣにいったん集積し、船便でタイに送るというもので
す。当クラブでは初の試みですが、時期がちょうど重なっ
たため、ＰＲブースの奥に各メンバーが持ち寄った防寒具
を持ってきていただき、ブースにいるメンバーで「大人用
冬服」「子供用冬服」
「子供用夏服」「毛布類」に箱詰めす
る作業を行いました。
どれくらい集まるか心配ではありましたが、何人ものメ
ンバーが家に会った冬服などを持ち寄り、段ボール６箱に
集約されました。これを東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌにお
願いして明石魚住ＬＣに運搬して頂くこととなりました。
１７日１６時には、片付けをして無事終了致しました。
潮来ＬＣの皆様、潮来市農政課の皆様には大変お世話にな
りまして有難うございました。メンバーの皆様もお疲れ様
でございました。どうも有り難うございました。

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

タイ山岳民族防寒着支援

①

ご協力ありがとうございました

（Ｌ進藤）

せたがや未来博会場の当クラブブースで集約され、メ
ンバーの皆様に分別して頂いた、タイ山岳民族用の防寒
着ですが、翌日桂会長とともに東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞
夫Ｌに段ボール６箱をお渡しいたしました。お渡しする
にあたって各段ボール箱の大きさを測定し、容量を計算
したところ、当クラブからは 0.55 ㎥分が送られたこと
となります。
その後はライオンズメンバー専用のソーシャルネッ
トワーキングサイト「ライオンネット」からの情報です
が、藤村Ｌは東京三軒茶屋ＬＣからの荷物（１１箱 0.62
㎥）も併せてご自分の車で陸路ヤマト明石魚住宅急便セ
ンターに向かってくださいました。そして、１０月２５
日各地から集まったライオンズメンバーとともにコン
テナへの積み込み作業が行われました。全国からはライ
オンネットでみる限り２５を超えるクラブから段ボー
ル６１８箱、総計 46.521 ㎥の防寒具が集積し、これが、
船便にて３１０－Ａ２地区、タイのチェンライＬＣ山地
幸会長のもとに送られる予定です。
積み込み作業の現場からの情報では、段ボール箱は大
きすぎるとつぶれてしまうとの報告もあり、来年は統一
の大きさの段ボール箱が指定されるかもしれません。し
かしおそらく来年もまたきっと同じ時期に行われると
思われますので、せたがや未来博会場にて集積・分別作
業が行うことができればよいかと考えます。
いずれにせよ当クラブとしては初めての試みに、皆様
ご協力どうも有り難うございました。

下段の写真はライオンネット清水直喜Ｌ（敦賀みなとＬＣ）の日記より了承を得て転用致しました

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

☆ １０月１６日１０Ｒ合同アクティビティ盲導犬育成募金参加報告

（Ｌ山本）

１０月１６日（土）、原宿及び表参道付近６か所で開催された１０Ｒ合同アクティビティ「盲
導犬育成協力該当募金活動」に参加して参りましたのでご報告申し上げます。
このアクティビティは原宿ＬＣと神宮前ＬＣの共催アクティビティとして１２年間行われて
いた活動を、今期はライオンズ奉仕月間対象アクティビティとして１０Ｒの１７クラブが合同で
実施しました。
当日は天気に恵まれ、８５名のメンバーとボランティア含め１１０名が参加致しました。当ク
ラブは同日に「せたがや未来博ＰＲブース出展」を開催した関係で私１名のみの参加となりまし
たが、皆様が精力的に声を張り上げて活動している様子を撮影致しました。
集まった募金は総額で５６２，８４８円で財団法人日本盲導犬協会に寄付させて頂いたとのこ
とです。
１０Ｒの１７クラブがクラブの垣根を越えて協力して行うこのようなアクティビティは、クラ
ブ間の交流と一体感・達成感が得られる貴重な体験でございました。合同アクティビティの開催
にご尽力いただいた皆様、大変お世話になりまして有難うございました。今回は自クラブアクテ
ィビティと重なり当クラブからの参加者が尐なく残念でしたが、今後またこのようにゾーン全体、
リジョン全体で行う機会がございましたら、是非多くのクラブメンバーと共に参加したいと思い
ました。

■ 行事予定
１１月 ５日（金）
１１月１０日（水）
１１月１４日（日）
１１月１６日（火）
１１月２４日（水）

13：00～
18：00～
18：00～
13：00～
18：30～

東京三軒茶屋ＬＣ合同 障害者施設見学ツアー
東京成城ＬＣＣＮ４０（１０月第２例会）
１１月第１例会（移動例会）
東京三軒茶屋ＬＣ合同 障害者施設見学ツアー
１１月第２例会（講師例会・長井隆充Ｌ）

於：区内障害者施設
於：ヒルトン東京
於：箱根湯本「桜庵」
於：区内障害者施設
於：目黒雅变園

１１月２６日（金）

13：00～

東京三軒茶屋ＬＣ合同

於：区内障害者施設

１１月２８日（日）

■ 幹事

障害者施設見学ツアー

わんぱくクラブ育成会秋祭りバザー

於：三軒茶屋

進藤より一言
秋が次第に深まり、アクティビティが連続しています。今期第７号のク
ラブニュースをお届けいたします。
１０月第２例会が１１月１０日の東京成城ＬＣＣＮ４０例会に振り替
えられるため、例会の間隔が開きますので、１０月末に尐し早めですがい
ったん第７号を刉行致しました。今回は１６日の未来博の途中でデジカメ
が故障し、写真がみんな白くなってしまったため、参加者の方から頂いた
写真をふんだんに使って誌面を構成しています。新しいデジカメ買わない
とだめですね。
また１０月後半に１０年ぶりくらいに風邪をひきまして咳が出続け、夜
は早めに寝なくてはならず、なかなか作業が進まず苦労致しました。
次回ニュースは障害者施設見学ツアー２回分で発行したいと思います。

