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トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★１１月２４日（水）於：目黒雅叙園 

第７回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1143 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

 

◎注目アクティビティ 

★１１月２８日（日） 
わんぱくクラブ育成会秋祭りバザー 

<当クラブライオンズ奉仕月間ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ>  

2日とも天候に恵まれ、パネル・パンフレット

による広報だけでなくステージにてライオン

ズクラブ・当クラブの活動についてＰＲしま

した。１６日は河合ガバナーにもお越し頂き

ました。また、タイ・チェンライ山岳民族防

寒具を集約・分別しました。 

 

★１２月８日（水）於：アメリカンクラブ 

第 1144 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

。 

 

 

 

 

 

 

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。 

昨今、領土問題などで近隣諸国との関係が

クローズアップされております。ライオンズ

クラブは外交等の政治問題には不介入が原理

原則です。そこで、各々がその政治思想や愛

国心に基づきそれぞれの考えをはっきりと主

張していくことが我が国の国民としては大変

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

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

異なった、また国境や海や迷信などで引き離

された人々をつなぎ合わせて、よりよい世界

へ導こうとする信念である。」と規定していま

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

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

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

員でなくても、私た

ちクラブメンバー

一人一人が今後は

積極的に国際的な

奉仕活動を通じて

諸外国との関係を

築いていくべきだ

と強く感じました。 



 

 第１１４１回例会報告（東京成城ＬＣＣＮ４５ 振替例会） 

   １１月１０日             於 ヒルトン東京ホテル「菊」  

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 藤原、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 石田、L 磯辺、 

L 木下、L 小塚、L 中村、L 西山、L 小野一、L 白石、L 杉村、L 鈴木、 

L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤     （出席者数２２名） 
 

1 第１１４１回１０月第２例会が、１１月１０日（水）

１８：００より、ヒルトン東京ホテル４Ｆ「菊」にて

開催されました。東京成城ＬＣＣＮ４５例会に当クラ

ブが例会振替を行いまして、桂会長はじめ２２名が出

席致しました。 

2 東京成城ＬＣ幹事 師岡孝Ｌの司会のもと、東京成城

ＬＣ会長 城戸崎保博Ｌの開会のゴングで式典は始

まりました。国歌斉唱・ライオンズヒム斉唱・物故ラ

イオンに対する黙とうに続いて、実行委員長堀口一男

Ｌから開会の辞が、そして東京成城ＬＣ会長 城戸崎

保博Ｌが会長挨拶を述べられました。 

3 来賓として世田谷区区長熊本哲之様より、東京成城Ｌ

Ｃが世田谷区に対して例年多額の寄付を行っている

ことへのお礼を含めての祝辞を頂きました。また、３

３０－Ａ地区河合悦子ガバナーから、また国際理事・

３３０－Ａ地区元ガバナー山浦晟暉Ｌからお祝辞を

頂きました。 

4 ４０周年記念事業が発表されました。会場の外にもカ

ンボジアモンドルバイ村（地雷被害地区）への様々な

支援が写真入りで紹介されていたり、手話ダンスＹＯ

Ｕ＆Ｉ公演会への支援についてご紹介されていまし

たが、なんといっても記念事業として「東京新世紀ラ

イオンズクラブ」をエクステンションしたということ

が大変大きなアクティビティとして心を打ちました。 

5 ここで、東京新世紀ライオンズクラブ認証状伝達式が

行われました。３３０－Ａ地区会員増強・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から

新クラブ結成の経過がご報告され、その後認証状が入

場し、厳かに伝達式が執り行われました。東京新世紀

ライオンズクラブは活動の範囲が東京広範囲にわた

るということで１Ｒ３Ｚの所属となるとのことでし

た。早速財団法人がん研究会への難病対策研究費贈呈



という記念事業も発表されました。ＣＮ４０周年記念

例会の中で、エクステンションした新クラブの認証状

伝達式に立ち会うことが出来て身の引き締まる思い

でございました。 

6 祝宴は、東京成城ＬＣ副幹事 柳原敏彦Ｌの司会によ

り、まずＮＰＯ法人『ＹＯＵ＆Ｉ』の手話ダンスから

始まりました。障害のある方たちによる「ドレミの歌」

に続いて、指導員の方たちによる「ライオンズクラブ

の歌」の手話ダンスは思わず一緒に体が動いてしまい

そうな「振付」で楽しい気分が伝わってまいりました。 

7 ご来賓としてのＬＣＩＦコーディネーター・元地区ガ

バナー石井征Ｌからのお祝辞、第１副地区ガバナー大

石誠Ｌによる乾杯で祝宴は始まりました。素晴らしい

お料理の数々に加え、アトラクションにおきましては、

歌手である渡辺友子さんが会場を回りながら多彩な

歌と踊りを披露され、会場を魅了していました。 

8 ラッキー・カード抽選では、豪華な景品の数々に場内

が大変盛り上がりました。当クラブからはＬ石田とＬ

杉村が賞品を引き当てて盛り上がりましたところ、な

んと最後にＬ西山が第１位の３２型ハイビジョン液

晶テレビを引き当てまして、大喝采を浴びていました。 

9 ライオンズローア・また会う日までの斉唱があり、華

やかに東京成城ＬＣＣＮ４０記念例会は終了致しま

した。東京成城ＬＣの皆様、素晴らしい記念例会で大

変お世話になりまして誠に有難うございました。 

 

 

 

 



 

 第６回理事会＆第１１４２回例会報告（移動例会）１１月１４日  於 箱根「桜庵」 

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 藤原、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川、 

L 木下、L 小塚、L 中村、L 老田、L 大島、L 白石、L 杉村、L 須藤、 

L 鈴木、L 吉崎、幹事進藤               （出席１９名） 
  

 今期第６回理事会、及び、第１１４２回１１月第１例

会（移動例会）が、１１月１４日（日）１８：００より、

箱根湯本「桜庵」にて開催されました。当日は天気にも

恵まれ、箱根の山の紅葉も見事となっておりました。 

1．まず、桂会長に会長挨拶を頂きました。桂会長は、メ

ンバーのＬ羽田のご尽力のおかげで「桜庵」をご紹介

頂いて移動例会が今年も無事に開催できることに対

する喜びを述べて短くご挨拶とされました。 

2．次に幹事進藤より連絡事項として１１月２４日（水）

１１月第２例会の件、１１月２８日（日）わんぱくク

ラブ育成会秋祭りバザー協力について告知を致しま

した。 

3．続けて幹事進藤より、審議事項として奄美大島豪雤災

害義捐金についてご提案し、当クラブからも義捐金を

振り込むこととなりました。 

4．幹事報告は幹事進藤よりクラブニュースにて行うこと

とし、懇親会会食に移りました。本日のウィサーブは

Ｌ藤原にお願い致し、高らかにウィサーブのご発声を

頂きました。 

5．「桜庵」の豪華な食事を各自楽しみつつ、次第にカラ

オケにも興じ、メンバー同士大いに懇親を深めること

が出来ました。 

6．懇親会閉会後も部屋を変えて２次会３次会、温泉や麻

雀などを楽しむメンバーもいて、大変楽しく箱根の夜

は更けて行きました。皆様どうもお疲れ様でございま

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２回実行委員会報告 

１１月１１日             於 「三軒茶屋プリズム」 

出席者 桂会長、L 畠山、L 石上、L 木下、L 鈴木、幹事進藤、 

世田谷尐年サッカー連盟 渡辺征様            （出席７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２回実行委員会が１１月１１日（木）

１８：３０より、三軒茶屋にあります「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。実行委員会には世田谷尐年サッカー連盟 渡辺

征様にもお越し頂きました。渡辺様、お忙しいなか、

ありがとうございました。 

２．桂会長から今年の尐年サッカー教室の開催場が第

二球技場になること、今期はＰＲに力を入れたいこ

となどが話されました。また、幹事進藤より世田谷

区スポーツ振興課への書類提出についてご報告を

致しました。 

３．まず、参加者から広告を募集することが可能かに

ついて協議いたしました。また、今期は参加にあた

って、「特別枠」のようなものを設けるかどうかを

協議いたしました。午後開催の東京世田谷ライオン

ズクラブカップはチーム参加に限るものの、午前中

のサッカークリニックにおいては２０名程度の個

人参加も可能ではないか、また関連企業からの広告

募集など行う方向で協議いたしました。 

４．ＨＰ上に当日の写真をアップして販売を行ったり、

パンフレット及びＷＥＢ上の広告に力を入れて、収

益を得るという案についてかなり具体的に検討い

たしました。Ｌ木下の協力のもと、具体的に写真販

売のシステムについて検討することと致しました。 

５．次に、ＰＲ力を高めるため、当日の来場者につい

ても入場できる人数を拡大することについて検討

しました。競技場にライオンズクラブの紹介パネル

を設置して、ライオンズクラブについての啓発を行

っていく事が提案されたのち、第２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。 



 

第５回障害者施設見学ツアー報告 １１月１６日       於 区内各施設 

出席者 L 木下、落合 L・北見 L(三軒茶屋 LC)、幹事進藤、当事者家族３名（計７名） 
  

1． １１月１６日（火）今期第５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時に小田急線の成城学園前新宿寄り改札前に集合、

Ｌ木下と幹事進藤、東京三軒茶屋ＬＣの落合博行Ｌ、

北見正雄Ｌ、施設を探している男性当事者１名・さら

に女性当事者および母親の７名が集合致しました。今

回初めてキャンセルがなく、無事全員集合致しました。 

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「陽だまりの庭」に移動しました。こ

こは、高級住宅地成城学園前の一角にある瀟洒な一戸

建てで、居場所的意味合いの強い作業所です。所長の

尊田さんは、「作業は公園清掃だけで、あとは調理や外

出などのプログラムをたくさんいれている」とご説明

してくださいました。 

4． さらに、一見どこが病気かよくわからないように見え

る利用者さん達の中から、数人の方が「自分はそうう

つ病で何回か入院もし、いくつか施設を見たけれども

この施設がいいと思って入所した」など自己紹介をし

てくださいました。所内の調理スペースや休憩スペー

スなども見学させて頂き、「精神障害者のリハビリテー

ションには居場所が大切である」という言葉の意味を

しみじみかみしめました。 

5． 次にＬ進藤の運転するワゴン車で烏山に移りまして、

下請け授産として作業を行っている「ちぐさ企画」に

行きました。「ちぐさ企画」は施設内で作業を行って工

賃を稼ぐタイプの「就労継続支援施設」なのですが、

忙しくても安い工賃の作業などもあり、苦労も多い、

と職員の山崎さんが打ち明けてくれました。実際の作

業場面では、利用者さんが様々な作業を説明してくだ

さいました。とても細かい金属部品を「かしめる」作

業をしているところ、紙を何枚か重ねて封入をすると

ころなどに加え、施設通信を入力・編集・印刷・封入

する一工程なども見学させて頂きました。 

6． 休憩スペースで説明を職員の山崎さんからご説明をう

かがったのですが、「福祉の現場といえど、政治にもか



なり影響されていて、現在国会に提出されている法案

について、翌日（１７日）緊急抗議集会を国会議事堂

前で行います」ということも教えて頂きました。 

7． そして最後に祖師谷の「ざしきわらし」に行きました。

「ざしきわらし」は祖師谷の「ウルトラマン商店街」

の中にある喫茶店で、円谷プロダクションとの契約で

ウルトラマングッズも販売しています。店内にはグッ

ズ販売用の棚が置かれ、壁には大きなスクリーンがか

かっていて関連番組を放映し、またウルトラマンの隠

し絵も多数かかっていました。 

8． 職員の西川（さいがわ）さんの説明では、喫茶店系施

設にしては珍しく、「シフトははっきり決めずに先着５

名まで自由に入れる形にしているかわりに３０分交代

でおこなっている」とのことです。喫茶という作業は

行いたいものの体力的に自信がない方も「喫茶作業」

に参加できるようになっているのです。また、「喫茶店

だけでは施設運営が困難であり、そのため第２作業所

のスペースを確保して下請け授産作業も行っている」

とのことでした。 

9． またＬ進藤より全体的な説明をした後でご感想を聞き

ました。男性の当事者は「自分の行きたい施設を見つ

けることができた」、女性の当事者は「来ないでいたら

作業所を誤解したままだった。説明もわかりやすく、

よかった」、さらに当事者の母親は「この子がここに来

られただけでも本当にありがたいと思っている」と感

想をおっしゃいました。また、ライオンズ関連では、

当クラブのＬ木下は「ずいぶんと施設によって雰囲気

が違うし、法律や歴史のことも知らないことが多くて

勉強になった。まだまだ施設は世の中に知られていな

いと思うので自分でも多くの人に話し伝えていこうと

思う」、東京三軒茶屋ＬＣの北見Ｌは「作業所を探す人

も、作業所を運営する人たちも一所懸命で、しかも運

営の苦労も垣間見えた」、さらに落合Ｌは「今日は障害

者施設を卖に見学するんだと軽い気持ちできてみたら、

とても勉強になり、感動した。できれば今日乗ってく

れた当事者の方々が自分の行きたい施設がうまく見つ

かるとうれしいなと思った」というようなご感想でご

ざいました。１７時ごろ東急目黒線の奥沢駅付近で解

散いたしました。皆様どうもお疲れさまでした。次回

は１１月２６日です。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆  第２回ゴルフ同好会コンペ参加報告            （Ｌ亀川） 

皆様こんにちは、移動例会の翌日の１１月１５日に箱根カントリークラブにて開催された、

今期第２回ゴルフ同好会コンペにおいて見事優勝の美を飾りましたＬ亀川です。 

 参加するにあたって進藤幹事より、優勝した者にニュース用の原稿を書くように頼んでほしい

とことづけを頼まれたのですが、まさか自分が優勝してし

まうとは。・・という事で私が原稿を書きたいと思います。 

 当日は、前夜の懇親会のアルコールも抜けずに、足元も

ふらつき、正直言って気分も乗らずにいました。ところが、

抜けずにいたアルコールが功を奏したのか、力むこともな

く、思い通りにショットを打つ事ができ、その結果、ＨＣ

２３にも助けられた事もあるのですが、前半４８、後半４

６の９４で優勝する事ができました。優勝は私、２位は前

会長のＬ吉崎という「○○コンビ（○○についてはご想像

にお任せします）」でのワンツーフィニッシュでした。そし

て当日一緒に回って頂いたＬ小塚，Ｌ小野一郎には大変お

世話になりました。和気あいあいの非常に楽しいゴルフを

する事ができましたこと、ここに御礼申しあげます。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆  １１月６日東京山手ＬＣＣＮ４５記念例会参加報告        （桂会長） 

１１月６日（土）、ヒルトン東京ホテルにおきまして開

催されました東京山手ライオンズクラブＣＮ４５記念例

会に会長桂がＬ進藤とともに参加してまいりましたので

ご報告致します。 

 まず、姉妹クラブである台湾の羅東ライオンズクラブ

（国際獅子会）がお越しであることもあり、台湾国歌の斉

唱から式典が始まりました。３３０－Ａ地区河合悦子ガバ

ナーのご挨拶などに続いて発表された４５周年記念事業

は、神田川河畔に氾濫防止のためのベンチ４台等を寄贈す

る事業、目黒銀座商店街に防犯カメラ３台を設置する事業、

そして中野区尐年野球連盟にトスマシンを贈呈する事業

でした。 

 このように中野区から目黒区まで幅広く活動している

所がまさに「山手」ＬＣであるわけですが、以前の「東京

代田橋ＬＣ」から「東京山手ＬＣ」への名称変更の経緯等

についても明らかにされ、歴史を感じる式典でした。 

 招待客は百数十名と周年記念例会としてはこじんまり

していた感もありますが、祝宴におきましては、日ごろ副

幹事として正副幹事会に参加されている木村Ｌがお琴を

ご披露されたり、またアトラクションの最中に会場からリ

クエスト曲を募集するなど、温かみの伝わってくるＣＮ４

５記念例会でございました。東京山手ＬＣの皆様、大変お

世話になりましてどうも有り難うございました。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆  １１月９日東京神宮前ＬＣ例会参加報告          （Ｌ進藤） 

１１月９日（火）、原宿单国酒家において開催され

た東京神宮前ＬＣの例会にＬ進藤が参加致しました

のでご報告申し上げます。 

 東京神宮前ライオンズクラブはメインアクティビ

ティが「盲導犬育成街頭募金」で、今期の１０Ｒ合同

アクティビティの中心となったこともあり、各テーブ

ルには盲導犬についての資料が置かれておりました。 

 東京神宮前ＬＣへの例会訪問は、正副幹事会におけ

る幹事同士のつながりから実現したわけですが、今回

はゲストスピーチもさせて頂けることになりました。

そこで、Ｌ進藤の専門分野である「精神障害者福祉」

の歴史的流れと世田谷区におけるネットワークの充

実、さらにはもともと区内で行われていた施設見学ツ

アーの委託廃止についてまず述べさせていただきま

した。続けて東京世田谷ライオンズクラブの主なアク

ティビティと、昨今始まった障害者支援アクティビテ

ィの流れ、その中でも前々期より「ライオンズメンバ

ーと施設を探す当事者家族がともに見学を行う」とい

う形式で障害者施設見学ツアーが再編されて実施さ

れていることをお話ししました。さらにはそこから、

ライオン誌封入作業を区内の障害者施設ネットワー

クで行うようになったり、また今期は障害者施設見学

ツアーというアクティビティが東京三軒茶屋ＬＣと

の合同アクティビティ（２０周年記念事業）になって

いることなどをお話し致しました。 

 その後も会食中になごやかに懇親が行われ、渋谷区

では障害者支援についてどうなっているのかなどを

話題として和やかに過ごさせていただきました。 

 東京神宮前ライオンズクラブの皆様、大変お世話に

なりまして誠にありがとうございました。 

  



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④
 

☆ １１月１５日３３０－Ａ地区１０Ｒ２Ｚ諮問委員会参加報告  （Ｌ進藤） 

１１月１５日（月）、原宿单国酒家にて３３０

－Ａ地区１０Ｒ２Ｚのガバナー諮問委員会が開

催され、当クラブからはＬ進藤が参加して参り

ましたのでご報告申し上げます。 

１１月８日に行われたキャビネット会議から

の抜粋資料をもとに２ＺＺＣ沼田卓Ｌから、ア

ワードの件、年次大会の件などについてご説明

を頂きました。特に、３月に行われる予定の難

病支援チャリティーコンサートの日の動員や当

日池袋西口公園におけるＰＲ活動への協力など

について時間を割いてご説明いただきました。 

 

 

■ 行事予定 

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

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） 10：00～ わんぱくクラブ育成会秋祭りバザー      於：三軒茶屋 

１２月 ７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 

１２月 ８日（水） 18：30～ １２月第１例会（クリスマス例会）      於：アメリカンクラブ 

１２月１５日（水） 18：30～ １２月第２例会（メンバースピーチ Ｌ磯辺） 於：目黒雅叙園 

１２月１７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 

 

■ 幹事 進藤より一言  

  

 
 大変楽しかった移動例会が終了しました。東京成城ＬＣＣＮ４５例会の

移動例会では、例会前に到着して麻雀を楽しまれる方たちがいらっしゃ

るということで私も尐し早めに桜庵につきましたところ、早々にビールを

飲み、温泉に入り、またビールを飲みということで例会前に大変ご機嫌な

状態になってしまい、そのペースで司会進行を取り仕切るという、・・・

普段と一風変わった例会でございました。 

はたのこと。はんせいー。 


