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トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★１１月１０日（水）於：ヒルトン東京 

第 1141 回 例 会 １８：００〜２０：３０ 

東京成城ＬＣＣＮ４０記念例会で 
１０月第二例会の振替えとなります。
また、東京新世紀ＬＣ認証状伝達式も
ございます。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（受付：17:00～ 会場 4F｢菊｣）。 

★１１月１４日（日）於：箱根桜庵 

第 1142 回 例 会 １８：００〜２０：３０ 

  箱根「桜 庵」 ０４６０－８５－８２２２  
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋230番地 

 会  費 ： ￥１０，０００.－ 

今年の移動例会も会員限定の高級旅館
「桜庵」をＬ羽田の御厚意により特別
に御利用させて頂きます。この機会に
是非ともメンバー多数の御参加をお待
ちしております。 
尚、ゴルフ同好会主催のゴルフは翌日
１５日(月）に箱根カントリークラブに
て実施となります。 

★１１月２４日（水）於：目黒雅叙園 

第６回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1143 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

   会員増強・エクステンション・リテンション
委員会委員長 長井隆充 L をゲストとし
てお呼びし、スピーチ頂く予定です。 

＊注）11 月 13 日に予定されておりましたビオト

ープメンテナンスは延期となりました。日程

が決まり次第またご連絡します。 

 

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。 

最近、会長職を拝命してから他クラブへの

周年行事等へお伺いする機会が増えておりま

すが、クラブごとの個性が非常に明確に表れ

ていることが多く、自クラブとの違いを驚き

と新鮮さを持って体験できることが毎回の楽

しみです。この各クラブの多様性がライオン

ズライフを豊かにしていることを強く感じる

と同時に、我がクラブの伝統と活気を改めて

感じます。 

しかし、一方で、式典中に騒いだり、心無

い言葉を投げかけたりしている一部のメンバ

ーの姿を目にすることがあるのは残念でなり

ません。メンバーとしての品格やマナーは、

ライオンズのスローガンやライオンズの誓い

を持ち出すまでもなく、知性を重んじ、高め

ていくことを宣言している私たちメンバーに

とっては最も大切にしていることの一つです。

特に若手メンバーが増えている我がクラブは、

この無形の品格やマナーといったものの重要

性を自覚し、他クラブへ恥じないメンバー教

育 と い う も の を

日々行っていくべ

きだと思いました。

皆で力を合わせて

クラブ全体の知性

や品格を益々高め

て参りましょう。 



 

第３回障害者施設見学ツアー報告 １０月２５日       於 区内各施設 

出席者 L 手塚、幹事進藤、当事者家族５名、関係者１名（計８名） 
  

1． １０月２５日（月）今期第３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。今回は東急世田谷線若林駅で待

合せしましたところ、当クラブＬ手塚・Ｌ進藤のほか

に当事者家族が５名と区内施設で実習中の学生１名、

合わせて８名が集まりました。 

2． 最初に、環七通り沿いにある「藍工房」に向かいまし

た。「藍工房」は精神障害者だけでなく知的障害者もう

けいれており、藍染めや組紐、刺し子など日本の伝統

工芸を自主製品として作っていて、国際交流も盛んに

行っている施設です。はじめに案内された部屋は「機

織りの部屋」でした。機織りの機械につけるまでが実

はとても細かく地道な作業とのことでした。また縫製

を有償ボランティアにお願いし、ポーチ・ランチョン

マット等さまざまな製品が揃っておりました。 

3． 次に藍染と組紐・刺し子の部屋に移りました。この部

屋では利用者さんが気軽に声をかけてきます。そこで

本人から許可を頂き、藍染の甕にちょうど染めにつけ

ているところと組紐ストラップの棚を前に刺し子作業

をしている所を撮影させて頂きました。 

4． 埼玉から参加されたご夫婦がお子様の行き場所を探す

ため、いろいろと質問されていたのですが、障害者自

立支援法の影響で、区民優先・かつ満員ということで、

お連れした側としましては大変残念でございました。 

5． 続けて、上馬にある「Ｎａｖｉｏけやき」に移動致し

ました。「Ｎａｖｉｏけやき」は「就労移行支援事業所

（２年で一般就労出来るための訓練を行う）」と「就労

継続支援事業所（施設内で高い工賃を保証する）」の就

労系多機能型施設です。普段はゴルフボール詰めなど

の下請け作業をしていたりパソコン入力などを行って

いるのですが、見学した時間帯は、たまたまクラブ活

動の時間ということで、メンバーの皆さんは麻雀など

に興じていました。入力・印刷作業では東京三軒茶屋

ライオンズクラブは名簿の印刷を、当クラブもクラブ

パンフレットの印刷をお願いしている施設です。 

6． 職員の松木さんのご説明によりますと、就労系という

ことでこの１年半に４名の方が就労したそうです。就

労先は様々ですが、「働きたい」という強い動機と過去

の就労体験を持っている人が就労に近いとのことでし

た。しかしながら実際には就労するまでの支援よりそ

のあとのアフターフォローが大切だと強調されました。 



7． この施設も今は満員ということでしたが、「どうすれば

就労しますか」「何が就労のポイントですか」「就労す

る人がいれば空きが出ますか」と質問したことろ、就

労移行支援事業所の方は入れ替わりがあるのでしばら

くすると空きが出るかもしれないという回答でした。 

8． そして最後に下高井戸の「ＭＯＴＡ」に向かいました。

「ＭＯＴＡ」は地域活動支援センターⅠ型という、居

場所的スペースと相談活動を行っている施設で、障害

当事者の力を十二分に引き出しており、施設自体もメ

ンバー中心の運営がなされています。「ＭＯＴＡ」のス

ペースは２か所あり、片方は沖縄グッズショップ・リ

サイクルショップで、ツアー利用者が石垣島のラー油

などを購入したりして売り上げに貢献いたしました。 

9． ここで全体的な説明をＬ進藤から致しました。「精神障

害者関連の法律は最初にできたのは約１００年ちょっ

と前、座敷牢を家に作るのを認めた法律です」と語り

出すと皆さんが息を飲むのがはっきりとわかりました。

その後の法律の流れ、世田谷区内のネットワーク、地

域生活支援センターの話になって「ＭＯＴＡ」の説明

に自然に移行しました。 

10．そしてもうひとつのオープンスペースが最後の見学場

所でした。ここでは当事者の鶴田英規さんが「ＭＯＴ

Ａはメンバーが中心になって運営しています」「自分も

別の施設からここにピア相談員を目指してやってきま

した」「ここでは様々なプログラムがあります」などと

説明してくださったほか、「いったいどこが病気なんで

すか？」とやや突っ込んだ質問にも丁寧にお答え下さ

り、「今まで苦しんだのは試練だったと思います。これ

からは同じように病気で苦しむ人のためにいろいろ話

したい。これは使命だと思っています」との迫力のあ

るお話に皆さん感動していらっしゃいました。 

11． 最後に感想とライオンズに望むことなどをお聞

きしたところ、当事者の方は「見るのが初めてで参考

になった」、家族は「この子には通ってもらいたい施設

があった」、都外のご夫婦は「東京都と埼玉県でずいぶ

ん違う。近隣の施設が尐なくて選べない。埼玉県にも

同じように施設があり、そしてこのような見学ツアー

があるといいのに」、さらに別のご家族が「病気になっ

て４年目にしてようやく作業所のことやツアーの存在

を教えてもらった。もっと早く教えてもらえたらいい

のに」「でもこのようなツアーがあるのは本当に助かり

ます」とおっしゃったので、見学ツアーの重要性を再

認識した次第です。Ｌ手塚は「前回のアクティビティ

で行った知的障害者の居場所（わんぱくクラブ育成会）

を想像してきたんですけど全然違いますね」とインパ

クトがあったようでした。次回は１１月５日です。



 

 

第４回障害者施設見学ツアー報告 １１月５日        於 区内各施設 

出席者 L 須藤、滝山 L（東京三軒茶屋 LC）、幹事進藤、当事者家族４名（計５名） 
  

1． １１月５日（金）今期第４回障害者施設見学ツアーを

実施致しました。今回は東急大井町線等々力駅改札に

て集合致しました。今回はライオンズメンバー３名、

当事者３名、関係機関職員１名の予定でしたが、出発

直前にキャンセルが１名、連絡なくキャンセルになっ

てしまった方も１名いて５名で出発しました。精神障

害者の当事者の方は前日や当日に突然体調が悪くなる

方もいらっしゃるので、今後のアクティビティの課題

が浮き彫りにされた形となりました。 

2． 最初に訪れたのは「社会就労センターパイ焼き窯」で、

２年間で一般就労を目指す訓練をしている｢就労移行

支援事業｣と利用年限なく工賃を稼ぐことを目的とす

る「就労継続支援事業」の多機能型就労支援施設です。

１階は焼き菓子を作るスペースで、業務用オーブンや

冷凍室・冷蔵室があるほか、厳選された材料を使って

甘さ控えめの美味しいケーキ・クッキーを数十種類作

っています。就労訓練ということもあり、作業に遅れ

ないような心構えや自らその日に製作する焼き菓子を

選ぶよう希望すること、さらには技術のある人ほど多

く工賃を得られるようによく考えられた工賃システム

などが印象的でした。 

3． ２階には調理班が厨房で片付けを行っていました。午

前中は館内の職員利用者や関係するグループホーム利

用者の昼食約６０食をつくっているとのことでした。

また３階には清掃班がミーティングを行っていました。

清掃班の詰所には所狭しと清掃用具が置かれ、それぞ

れの取り扱いの仕方や館外委託清掃のマニュアルがわ

かりやすくラミネート加工されて保管されていました。

また、清掃班の皆さんの大きな掛け声が聞こえるなど

活気あふれる形で作業を行っていました。施設長の鹿

島さんの説明によると、就労する先はお菓子屋ではな

く様々で、ここでは労働習慣を身につけることを中心

に行っていらっしゃるとのことでした。逆にお菓子の

技術を身につけたいという人には、「パイ焼き窯」の施

設そのもので技術職員として雇用するということも行

っていらっしゃるとのことでした。 



4． 次に用賀の閑静な住宅地にある「Ｔ＆Ｅ企画」に向か

いました。「Ｔ＆Ｅ企画」は２年間で一般就労を目指す

訓練をする「就労移行支援事業所」ですが、年齢層の

若い利用者が多く、２０代から３０代の人で占められ

ていました。基本的に作業は下請け作業で、他施設と

比べて数倍の仕事量をこなしているとの説明でした。 

5． 施設長の山崎さんは「広告代理店から毎日違う作業が

大量に入ってくる。これがある意味で良い訓練になっ

ていて、実際に就労した人は今まで離職していない」

「ひとりひとりの夢を大切にしている。例えば『電車

が大好き』『大企業に入りたい』などの言葉を何とかし

て実現している。」と詳しくいくつかの事例をお話しに

なりました。我々はついついお話しに引き込まれつつ

若者の就労支援でも試行錯誤しながら大変なご苦労を

されているのだなと思いました。 

6． 最後に奥沢駅そばにある、地域活動支援センター「り

ばてぃ」を訪れました。時間が遅くなって利用者さん

はほとんどお帰りになっていらっしゃいましたが、職

員の塚越さんは、ゴルフボール封入や洗剤封入の作業

や休憩用のベッドや相談室もある室内を案内して下さ

り、「プログラムがないとつらいという人のために午前

中は作業を行っている」「毎日食事は提供しているが最

近はお昼を食べずに帰る人も多い」「午後は音楽や勉強

会、散歩や卓球などのプログラムを取り入れている」

とお話しになりました。 

7． そののちＬ進藤より、精神障害者福祉の歴史や区内ネ

ットワークなどの説明をさせて頂きました。 

8． 参加された皆様に感想をお聞きしたところ、Ｌ滝山は

「障害者施設に入ったのも全く初めてでとてもために

なった」、Ｌ須藤は「３施設とも全くコンセプトが違っ

ていて勉強になった」とのご感想でした。また、当事

者の方は「自分は本当に当事者と言われるのかよくわ

からないが、それぞれ違う施設を見ることが出来てた

めになった。今後のことは紹介してくれた保健師とよ

く相談して決めたい」、関係者の方は「江戸川区で知的

障害者のケアホームを運営しているが、精神障害との

重複の方や発達障害の方がいて対応に苦慮していた。

今日の施設の皆さんの話を聞いて非常にヒントになっ

た」とのことです。皆様お疲れさまでした。次回は、

１１月１６日の予定です。  



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆  薬物乱用防止教育認定講師養成講座参加報告        （Ｌ藤川） 

去る１０月２７日タワーホール船堀にて「第一回薬物乱用防止教育認定講師新規および更新養

成講座」が開催されました。当クラブからはＬ西山とＬ藤川が参加致しました。１３時３０分か

ら１７時までの３時間半と約半日かけての講座で、その間ギッシリと講義が詰まっており、体力

を要する尐し骨のある密度の濃いものでありました。 

 講義の内容も、「ダメ・ゼッタイ」のキャッチフレーズを基に医学博士の万本Ｌからの「薬物

乱用と身体への影響」というタイトルで医学的な観点からの薬物の怖さの話から始まり、続いて

警察庁刑事局組織犯罪対策部銃器対策課からは「薬物犯罪の現状」というタイトルで、取り締ま

りと防止を如何に図っているのかの話、また、文部科学省スポーツ青尐年局学校健康教育課、厚

生労働省薬物食品局監視指導・麻薬対策課からもそれぞれの省庁の立場からの現状と対策および

その取組状況の話があり、臨場感のある講義内容で「薬物乱用」にまったく問題意識のなかった

私でさえも認識を改めるきっかけとなりました。 

 そして、最後に印象的だったのは、「ライオンズクラブ国際協会における薬物乱用防止活動に

ついて」というタイトルで東京鶯谷ライオンズクラブの寺田Ｌが話された学校にて講演する際の

注意点で「君たちは地域の宝」「我が国の大切な宝」その宝を薬物という魔物から守るのだとい

う愛情あふれるメーセージを送ることが大切と訴えられていたことです。 

 私も今回晴れて、薬物乱用防止教育認定講師に認定いただきましたので、我が国の宝を魔物か

ら守るエージェントとして活動できれば幸いと決意を固めた次第です。 

☆  東京原宿ＬＣ・六本木ＬＣトゥレヴァンコンチェルト参加報告   （Ｌ進藤） 

さる１０月３０日、台風１４号が東京に接近する中、浜

松町のメルパルクホールにて、テレビ朝日主催、東京原宿

ＬＣ・六本木ＬＣが協力してトゥレヴァンコンチェルトが

開催されました。「トゥレヴァン」とはフィンランド語で

「未来」を表すそうです。 

 昨年から始まったこのコンサートは、障害を持ちつつ素

晴らしい音楽活動をされている方に演奏して頂くコンサ

ートで、聴衆にも近隣区の視覚障害者・知的障害者・精神

障害者など多くの障害者が招待されていました。今回は眼

の難病を持つ前川裕美さんのピアノや歌でオリジナル曲

「ねがい」やモーツァルト「星降る金」などの曲を室内楽

団「ムジークフェライン交響楽団」とコラボして演奏し、

そして視覚障害の川畠成道さんのヴァイオリンでグノー

の「アヴェマリア」、サラサーテの「ツィゴイネルワイゼ

ン」など曲が演奏されるのを堪能致しました。前川さんが

歌い川畠さんのヴァイオリンを演奏した「メモリー」（ミ

ュージカルキャッツから）も大変心に残りました。 

 途中、知的障害者の方のあいの手なども入るほのぼのと

したコンサートで、参加者の我々の心にも心地良い風が吹

き抜けた感じがしました。会場の外に出てみると台風の影

響はほとんどなく、穏やかな夜でございましたが、荒天の予想された中、いろいろとお骨折り頂

いた東京原宿ＬＣ、東京六本木ＬＣの皆様、どうも有難うございました。



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

 ☆ 東京ワンハンドレッドＬＣチャリティゴルフ大会 参加報告  （Ｌ老田） 

晩には「木枯らし一番」が吹いた１０月２７日、突然、冬景色が色濃くなった、秩父の飯能く

すの樹カントリー倶楽部で、東京ワンハンドレッドライオンズクラブのチャリティゴルフ大会が

開催されました。圏央道の開通で最近は都心から約１．５時間となった埼玉県中部地域の、秩父

連峰の美しい山々に映えるゴルフ場です。わが東京世田谷ライオンズクラブからは、わがクラブ

を代表する腕前のＬ磯辺、Ｌ白石、最近めきめき腕を上げてきているＬ小野一郎とテニスで痛め

た足を引きずりながら参加のＬ老田の４名が参加しました。全体にこじんまりしたコース設定で、

特にＩＮは距離は短いのですが、両サイド、グリーン奥ともに、正確なコントロールが必要なホ

ールが続きます。東京ライオンズでは総出で、もてなしをしていただきました。どのメンバーも

笑顔を絶やすことなく全力で持ち場で頑張り、また、受付時のペットボトルやホカロン、参加賞

の「お米」の他に抽選で全員に当たるプレゼント、チャリティのショートホールでもワンオンを

逃した人には、チャリティに対して小さなプレゼントなど、感謝の気持ちを随所に見ることが出

来ました。秋晴れが続く中で、メンバー４人と和気藹々の中ホールアウトしました。組数も多く、

表彰式のない流れ解散となりましたが、楽しい一日を過ごしました。今後の東京ワンハンドレッ

ドライオンズクラブのご発展をお祈りいたします。 

☆ 東京ワンハンドレッドＬＣ例会参加報告         （Ｌ進藤） 

さる１１月４日、ヒルトン東京ホテル「飛鳥」の間にて

東京ワンハンドレッドＬＣの例会にＬ進藤が訪問させて

頂きましたのでご報告申し上げます。かねてより「メンバ

ー数１００名」「会費は年齢に応じて３種類」など特徴的

な運営をされているとうかがっておりましたので大変楽

しみに参加させて頂きました。 

 当日は入会式ということでしたが、新入会員が１５名も

いらっしゃるということでまずその人数に驚いてしまい

ました。入会式に勢ぞろいした新入会員の中には若手の方

から年配の方まで、さらには歌手の金井克子さんもいらっ

しゃいました。人数が多いので、入会式はどのように執り

行われるのか興味津々でしたが、略歴紹介こそ簡素なもの

でしたけれど、宣誓やラペルピンの贈呈などきっちりと様

式に則って行われておりました。 

 東京ワンハンドレッドＬＣはこれで名前の通り１００

名の会員を得たことになるのだそうです。初めて顔を合わ

せる組合せも多いため、会食中は名刺交換が盛んに行われ

ておりました。私も偶然隣同士になった新入会員の方が当

クラブＬ畠山とお知り合いだったので大変話が弾み、楽し

いひと時が過ごせました。東京ワンハンドレッドＬＣの皆

様、お世話になりましてどうも有難うございました。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ １０月５日３３０－Ａ地区１０Ｒ２Ｚ正副幹事会参加報告    （Ｌ亀川） 

去る１１月５日金曜日に、原宿单国酒家におきまして、今

期第４回目の３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会が

開催されましたので、ご報告致します。 

今回も、私Ｌ亀川と幹事Ｌ進藤とで行って参りました。今

回担当幹事の恵比寿ＬＣ、荘Ｌの司会で進行し、各クラブの

近況報告から始まりました、当クラブとしましては、先日行

われました未来博の報告に加え、ただいま進行中の満員御礼

の障害者施設見学ツアーの現状の報告を致しました。我がク

ラブは、ほぼ毎月何かしらのアクティビティを行っており、

本当に精力的にアクティビィティを行っているクラブだと

いうことを、改めて実感致しました。 

そして今回、ＹＥ委員会委員長の三宅泰雄Ｌにお越し頂い

ており、ＹＥの活動状況などについて報告頂きました。ＹＥ

については正直初めてお聞きしたのですが、１６～２２歳ま

での青尐年交換留学で、世界各国に亘って幅広くＹＥ活動を

しているとの事です。皆様も、当てはまる年頃のお子様や、

お孫さまがいらっしゃる方は一度いかがでしょうか？もち

ろん言葉の違い、文化の違いはありましょうが、きっと貴重

な体験ができる事と思います。 

以上簡卖ではございますが、第４回目の正副幹事会報告とさせて頂きます。 

 

■ 行事予定 

１１月１０日（水） 18：00～ 東京成城ＬＣＣＮ４０（１０月第２例会）   於：ヒルトン東京 

１１月１４日（日） 18：00～ １１月第１例会（移動例会）          於：箱根湯本「桜庵」 

１１月１６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 

１１月２４日（水） 18：30～ １１月第２例会（講師例会・長井隆充Ｌ）   於：目黒雅变園 

１１月２６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 

１１月２８日（日）      わんぱくクラブ育成会秋祭りバザー      於：三軒茶屋 

 

■ 幹事 進藤より一言  

  

 
 秋晴れが続くよい季節となりました。障害者施設見学ツアー２回分を中

心に今期第８号のクラブニュースをお届けします。 

 今回は東京ワンハンドレッドＬＣとのご縁が多くありました。チャリテ

ィーゴルフへの参加、例会訪問と連続して行わせて頂いたほか、１１月第

二例会にゲストとしてお越し頂く予定の会員増強・エクステンション・リ

テンション委員会委員長の長井隆充Ｌも東京ワンハンドレッドＬＣ所属

でいらっしゃいます。今後ともよい交流が築いていければと思います。 

 さて、週末にはいよいよ移動例会が近付いてまいりました。多くの皆さ

んのご参加をお待ち申しておりますのでよろしくお願い致します。 

＊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。日程が決まり次第ご連絡いたします。 


