2010-2011年度

第１１号

２０１０年１２月発行

今年度スローガン

見つめよう！未来の奉仕

深めよう Ｌ字の絆！We Serve

トピックス

会長挨拶

★１２月８日（水）於：アメリカンクラブ

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。
先日、ＮＡＳＡによって驚くべき発見が発
表されました。遺伝情報を記録したＤＮＡが
炭素、水素、酸素、窒素、ヒ素の５つの元素
からできているという生命体の存在です。生
命体の定義が「ＤＮＡを持ち、その情報から
自らを複製できる仕組みを持った有機体」と
するならば従来のリンの代わりにヒ素で構成
されているＤＮＡを持つ生命は正に新しいタ
イプの生命体と言える訳です。
私は現在直面している様々な問題に対して
解決策を見出す場合に常に思考の基礎となっ
ている定義や認識から考え直すように試みて
いますが、生命ですらその定義が書き換わる
のであるとすれば、私たちは何事に対しても
常にその定義さえも疑ってかかるべきなのか
もしれません。
ライオンズクラブのあり方や奉仕の定義も、
常に見直されなければならないと改めて感じ
ると同時に、我がクラブの諸先輩方が、これ
らのことについて、
常に真剣に考えて
下さっているとい
う事実は若手メン
バーにとって注目
すべきことです。

クリスマス家族例会が東京アメリカンクラブ
にて開催されました。多数のメンバー・ご家
族・ご同伴者にご参加頂き、アクティビティ紹
介にフルート演奏、クイズにビンゴにチャリテ
ィーオークションに興じました。皆様まことに
有難うございました。
◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★１２月１５日（水）於：目黒雅叙園
第 ８ 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
第 1145 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
Ｌ磯辺によるメンバースピーチを予定して
います。今後のライオンズライフにとって
貴重なお話となりますのでメンバーの皆
様におかれましては是非ご出席のほどよ
ろしくお願い申しあげます。

★１月１２日（水）

於：目黒雅叙園

第 ９ 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
第 1146 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
年の初めの大切な例会です。「健康」例会
としてメンバーの鈴木伸先生にお越し頂き、
採血を行って頂く予定です。メンバーの皆
様におかれましては是非ご出席のほどよ
ろしくお願い申しあげます。（健康保険証
をお持ちください）

第１１４４回例会報告（クリスマス家族例会）１２月８日 於 東京アメリカンクラブ
出席者

桂会長、L 福島、L 今尾、L 石上、L 石田、L 亀川、L 木下、L 小塚、L 宮崎大、
L 中村、L 西山、L 越智、L 老田、L 小野一、L 大日向、L 大島、L 白石、
L 杉村、L 鈴木、L 須藤、L 山本、L 吉崎、幹事進藤、
桂会長奥様、L 今尾ご家族３名、L 石上ご家族３名、L 石田奥様、
L 小塚ご家族３名、L 西山奥様、L 大島奥様、L 白石奥様、L 山本奥様
L 吉崎ご家族２名、大久保篤男様、田邊奈々枝様、高橋秀子様、
Eva Claud 様、Marion Guai Arcand 様、Meir Ravia 様、事務局小堀様
（メンバー２３名、ご家族ご同伴２３名、計４７名）

1

第１１４４回１２月第１例会（クリスマス家族例会）
が、１２月８日（水）１８：３０より、東京アメリカ
ンクラブにて開催されました。まず、幹事進藤が開会
宣言し、その後の司会進行を行いました。

2

桂会長から会長挨拶を頂きました。桂会長は東京アメ
リカンクラブでクリスマス例会を開くことのできる
喜びと、参加者が是非楽しめますようにという期待を
述べられて、ご挨拶とされました。

3

続いてウィサーブのご発声をＬ福島にお願い致しま
した。Ｌ福島は会場の準備のご様子をご覧になりなが
ら、クリスマスのこと、ご自分のことをお話しされた
のち、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。

4

続いて簡単なゲームを行いました。Ｌ進藤にまつわる
クイズを行い、各テーブルで正解し続けた人が１名盛
り上げ役として選ばれるのですが、偶然にも、Ｌ白石、
Ｌ小塚、Ｌ山本、Ｌ吉崎、Ｌ須藤、Ｌ大日向という何
とも芸達者なメンバーばかり選出されました。

5

メイン会場では、野平加奈子様と石井美由紀様による
クリスマスにちなんだフルート演奏が行われました。
お２人の奏でるフルートの美しい調べに会場は聴き
入りました。

6

先ほど盛り上げ役として選ばれた６名は別室に移動
し、着替えを行いました。マイケルジャクソン風な帽
子や覆面レスラー、サンタクロース、ウサギの耳など
様々な被り物をし、Ｌ進藤もピカチュウの着ぐるみを
着て入場致しましたところ大変な盛り上がりとなり
ました。

7

そのまま、ご家族ご同伴者のご紹介を行って頂きまし
た。外国人のゲストの方がいらっしゃったため英語で
の紹介を行うメンバーがいらっしゃったり、皆様大変
ユーモラスで機転のきいたご挨拶で会場はその都度
笑いに包まれました。最終テーブルではＬ今尾の奥様
井上あずみ様がとなりのトトロの『さんぽ』を歌って
頂けることになり、野平様・石井様のフルート伴奏の
もと美声をご披露頂きました。井上あずみ様、野平加
奈子様、石井美由紀様、本当に有難うございました。

8

興奮冷めやらぬなか、会食をご堪能頂きながらアクテ
ィビティ紹介に移りました。潮来における稲刈りや障
害者施設見学ツアー、未来博での販売その他、さらに
は先日のわんぱくクラブ育成会秋祭りバザーの様子
などをスライドショーにてご紹介いたしました。

9

ご歓談をお楽しみ頂いて、皆様お待ちかねのビンゴに
移りました。ビンゴの進行をお願いしましたのはＬ亀
川とＬ大日向です。Ｌ亀川はかぶり物持参という気合
の入れようでした。ビンゴが出るたび歓声がわき、
数々の景品をわいわいと楽しそうにお取りいただき
ました。

10 続いてメンバーの皆様からおもちより頂いた一品で

チャリティーオークションを行いました。ビンゴに引
き続きＬ亀川とＬ大日向の歯切れのよい仕切りでオ
ークションは進行し、総額４２５００円のドネーショ
ンとなりました。皆様ご協力有難うございました。
11

そして、ライオンズローアを会員委員会の３名、Ｌ小
塚、Ｌ白石、Ｌ吉崎にお願いしました。奇しくもお３
方とも全員被り物の盛り上げ役になられた方々で、盛
大にライオンズローアの掛け声をかけて頂きました。

12

出席率の発表を前期出席委員長のＬ小野一郎にお願
い致しました。在籍者数４２名、不在会員２名、終身
会員２名、出席者２３名で、出席率は６１％でした。

13

閉会のご挨拶を第一副会長Ｌ石上に行っていただき、
無事お開きとなりました。会場の手配にご尽力いただ
いたＬ老田、景品の手配を頂いたＬ小塚とＬ大日向、
さらに当日の運営に皆様にご協力頂いて、無事にクリ
スマス例会を執り行うことができました。皆様ご協力
いただきまして、まことに有り難うございました。

第７回障害者施設見学ツアー報告
出席者

１２月７日

於

区内各施設

L 今尾、L 大竹、川津義憲 L・藤村貞夫 L(三軒茶屋 LC)、幹事進藤、
当事者１名、区内関係機関職員１名
（計７名）

1． １２月７日（火）今期第７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。本日は、１３時に小田急線の梅丘
駅改札に集合、当クラブからＬ今尾・Ｌ大竹・Ｌ進藤
の３名、東京三軒茶屋ＬＣからは川津義憲会長と藤村
貞夫Ｌ、そして当事者１名と区内関係機関職員１名、
という７名が集合致しました。
2． 写真撮影の許可を取り、まず、歯科医師会館地下にあ
る「ウッドペッカーの森」に行きました。最初に見学
者も実際に作業を体験することになりました。ねじな
どの材料を数えて小さなビニール袋に入れてホチキス
でとめるという軽作業。１袋８０銭だそうです。見学
者たちは１５分程度で２０～３０袋程度完成させてい
ました。これらの工賃は施設内利用者のボーナスとな
るそうです。そのほかにアクセサリー関係の作業と、
中古のゴルフボールの仕分け作業が行われていました。
3． 施設長の寺出様にご説明頂きました。区内唯一の区立
の精神障害者施設であること、見た目は障害が軽く見
えるかもしれないが区立ということでやや重篤な障害
の利用者が多いこと、高次脳機能障害などの他障害の
方もいらっしゃること、来年度は「就労継続支援Ｂ型」
と「生活介護」の２つの事業体系に移行することなど
です。また、まず施設に通所できることが重要なので
常に同じような作業を用意しており、利用者さんが自
分のペースに合わせて来所し、自分のペースで作業し
ているなどが特徴とのことです。毎日来ている人が必
ずしも工賃が高くはないことなど、意外な実態をお聞
きすることが出来ました。
4． 次にＬ進藤の運転するワゴン車で、下高井戸駅近くの
「まごの手便」に移動しました。午後１時から午後７
時まで開所するという珍しい施設で、大きな印刷機を
有しており、利用者さんが描く絵をパソコンに取り込
んで印刷して作ったカレンダーと絵はがきが大変よく
出来ていました。東京三軒茶屋ＬＣの川津会長はカレ
ンダーを、そして藤村貞夫Ｌは絵はがきをその場でご
購入されました。

5． 地下のフロアに移動して、職員の岡部様からご説明を
うかがいました。
「まごの手便」が大切にしている方針
は「セルフケア」であり、体のケアが心のケアに通じ
るということ、そして「自分で疲れているとは疲れて
いると実感できる」と身体の状態を自覚することは意
外に難しいとのことです。そこで「まごの手便」で導
入している「テルミー」という温灸療法を岡部様から
ツアー利用者全員が施術して頂きました。もぐさを棒
状にしたようなものに火をつけて金属棒に入れて、こ
れを２本合わせてそれぞれの手をこすって頂きました。
本来は全身行うそうで、身体の悪いところでは煙の出
方が変わるそうです。ツアー利用者は早速それぞれ血
行がよくなるという体験を致しました。
6． 最後に三軒茶屋にあるフレンチレストラン「アンシェ
ーヌ藍」に移動しました。コーヒーを頂きながら、創
始者の竹ノ内様のご説明を頂きました。
「アンシェーヌ
藍」は以前は喫茶店系作業所でしたが、障害者自立支
援法のあおりを食って喫茶店が運営しにくくなった時、
是非フレンチレストランで働きたいという知的障害者
の方の夢を叶える形でフレンチレストランと形を変え、
その後の運営に苦労しながら「藍工房」と同一の「就
労継続支援事業所」となっていること、レストラン部
分の家賃補助はなく自立して運営しようとしているこ
と、障害者でも説明が簡単に出来るようにメニューコ
ースメニューにするなどの工夫をしたことなどです。
7． 竹ノ内様からは「ぜひ会合にこの場所を使ってほしい」、
そして施設長の迫（はざま）様からは「ケータリング
なども利用できます」とのお話を頂きました。
8． ここで、Ｌ進藤から全体的な説明を行い、感想を聞き
ました。当事者の方は「行きたい作業所が見つかった」
と早速さらなる説明を求めていました。また関係機関
職員は「仕事を始めて日が浅く、知らない施設を見る
ことが出来てよかった」、藤村Ｌは「３回目だが見たこ
とのない施設ばかりで新しい出会いもありよかった」、
川津会長は「三軒茶屋ＬＣももっと勉強するべきだと
思う」、大竹Ｌは「自分も昨年も乗ったが今回は初めて
のところばかり。実行委員会でレストランは使ったが
経緯は初めて知った」、今尾Ｌは「テルミーなど今まで
の人生で初めて知った。貴重なアクティビティだと思
う」と、いろいろな感想が出ていました。皆様どうも
お疲れさまでした。次回は最終回で１２月１７日です。

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

１２月１２日東京三軒茶屋ＬＣ献血アクティビティ参加報告

さる１２月１２日、三軒茶屋茶沢通り駐車場にて行
われた東京三軒茶屋ＬＣの献血アクティビティに参加
してまいりました。
献血アクティビティは東京三軒茶屋ＬＣのメインア
クティビティでございまして年間２０回以上あちこち
で行われております。私は入会した２００８年の１２
月に「三軒茶屋ＬＣの献血を手伝ってきてほしい」と
の理事会に応える形で受け付けの手伝いだろうと思っ
て駆けつけたところ、「自ら献血する」というタイプの
お手伝いだっただけでなく、その場で骨髄バンク登録
までしてきたという思い出があるのですが、以来夏は
６月、冬は１２月に行われる東京三軒茶屋ＬＣのアク
ティビティで献血することにしております。
１２日は天気も良く、三軒茶屋茶沢通りは間もなく
歩行者天国になるということで大変にぎわっておりま
した。現地の駐車場では日本赤十字社の献血車とテン
トがかなりのスペースをとっておりました。東京三軒
茶屋ＬＣ齋藤Ｌから「あなた、午後の一番よ」とお声
をかけて頂き、持参した献血カードをもとに受付票を
作成、昼食摂取の有無や海外渡航歴など必要事項を受
付票に記入しました。
献血車に移って、問診・血圧測定のあと、血液の比
重をはかるため予備採血をします。無事比重も合格し
ていよいよ４００ｃｃ献血に移りました。看護師さん
にお願いして献血中の写真を撮って頂きましたが、途
中藤村貞夫Ｌも献血者にお見えになり、献血中の私の
写真を撮っていかれました。
「献血車の天井には献血後
のトイレは座位で行ってください」などの注意書きが
あり、話題にしていたところ、献血そのものも４分ほ
どであっという間に終了致しました。
献血車を出て、ジュースとクッキーで水分と糖分の
補給を行いました。そこに落合Ｌ、石田Ｌがお見えに
なり、茶沢通りにて午後の献血協力に対する本格的な
呼びかけを始められていました。
献血には「服薬していてはだめ」「ある一時期の一部
の国への海外渡航はだめ」などさまざまな条件があり
ます。献血ができることを喜びに感じつつ、今後も東
京三軒茶屋ＬＣのアクティビティを通じて、できるだ
け続けていきたいと思っています。

（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

１２月１４日市川ＬＣ「若松組」例会参加報告

さる１２月１４日、市川市の山崎製パン企業年金基金会
館３Ｆにて開催された、３３３－Ｃ市川ライオンズクラブ
例会に世田谷区内の精神障害者共同作業所「ハーモニー」
メンバーのＮさんとゲストスピーカーとして参加してま
いりましたのでご報告致します。
今回の例会参加は、ライオンズクラブメンバー専用ＳＮ
Ｓ（ソーシャルネットワーキングサイト）「ライオンネッ
ト」にて、世田谷区の障害者自立支援協議会において「若
松組」という妄想を持つ精神障害者Ｎさんの事例を取り上
げたことをレポートし、例会にゲストスピーカーとして読
んで下さるクラブはないかと書き込みしたのをきっかけ
に、市川ＬＣ幹事吉原稔貴Ｌが取り計らってくださって実
現したもので、例会告知を受けて都内の東京浅草ＬＣ菱岡
Ｌ、東京新都心ＬＣの柴田Ｌ・池田Ｌ、東京江戸川東ＬＣ
坂東Ｌ・茅島Ｌ、東京フロンティアＬＣ鹿野Ｌと例会訪問
してくださるメンバーが多数いらっしゃいました。
例会が始まり、５０周年記念式典準備状況のご報告など
のあとに我々のゲストスピーチが始まりました。精神障害
者の苦しむ幻聴や妄想の世界をユーモラスにカルタにあ
らわした「幻聴妄想カルタ」のいくつかのカードのご紹介
や、ＮＨＫにて取り上げられた時の映像、さらには世田谷
区内の精神障害者共同作業所「ハーモニー」に至る前のＮ
さんのご様子や実際の若松組の様子などを、Ｎさんとトー
クショーの形でお話させて頂きました。
「若松組」とは、姿の見えない謎の組織で、いつの間に
かＮさんの近くにやってきて床を踏み鳴らすので床が揺
れる、といった妄想で、三井住友系の謎の女性によって操
られているのだそうです。そして時々警察が取り締まりを
してくれますが、今回の例会当日にもＮさんのそばにずっ
といたそうです。
スピーチが終わった後の質疑応答がかなり盛り上がり、
市川市の精神障害者施設の話や市内の病院、さらには市川
ＬＣと精神障害者関連アクティビティの深いご関係にも
話が膨らみました。さらに服薬の継続や中断や服薬以外の
治療法などについての専門的な事柄や、治療費に関連する
制度や障害年金の仕組みといったかなり高度な金銭的質
問まで多数のご質問を頂戴しまして、とてもわくわくしな
がらお答えしておりました。
ライオンズクラブの例会で精神障害者関連を取り上げ、
しかも障害当事者ご本人がゲストと参加するという斬新
で画期的な例会を企画された市川ライオンズクラブの皆
様、大変お世話になりまして、本当に有難うございました。

（Ｌ進藤）

１月１２日は健康例会
☆ 健康例会には健康保険証をお持ちください
２０１１年１月１２日（水）の１月第１例会では、当クラブ
メンバーＬ鈴木伸に健康についてお話を頂き、さらに採血を皆
様から行う予定です。日ごろライオンズライフの名のもとに夜
遅くまで会合があるなど、日常リズムの崩れ、運動不足、肥満
化などに陥りやすいかと思います。この期にご自分の健康につ
いて思いをはせるというよい機会と考えられますので是非奮
ってご参加ください。その際、健康保険証が必要となりますの
で、当日忘れずにご持参下さいますようお願い申し上げます。

■ 行事予定
１２月１５日（水）
１２月１７日（金）
１月１２日（水）
１月２４日（月）

18：30～
13：00～
18：30～
18：30～

１２月第２例会（メンバースピーチ Ｌ磯辺）
東京三軒茶屋ＬＣ合同 障害者施設見学ツアー
１月第１例会（健康例会）
３３０－Ａ地区賀詞交歓会

於：目黒雅变園
於：区内障害者施設
於：目黒雅变園
於：京王プラザ

１月２６日（水）
１月２６日（水）
２月１０日（木）

8：30～
18：30～
18：00～

薬物乱用防止教室
１月第２例会
東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０（例会振替）

於：池尻小学校
於：目黒雅变園
於：銀座アスター

■ 幹事

進藤より一言
寒い日が続いております。いよいよ年の瀬も押し詰まってまいりまし
た。今期第１１号のクラブニュースをお届け致します。
クリスマス家族例会は恒例のビンゴ・チャリティーオークションに加
え、フルート演奏や着ぐるみ・被り物など趣向を凝らしてみました。お楽
しみ頂けましたでしょうか。
早いものでばたばたとしているうちにこれで任期の半分が過ぎたこと
になります。幹事を引き受けさせて頂いて、至らないところが多々あると
反省しきりでございますが、現在のライオンズライフが確実に自分の成長
につながっていることを感じる毎日で、感謝の念でいっぱいです。
年明けからも尐年サッカー教室、ビオトープメンテナンス、薬物乱用教
室、わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」など後期もアクティビティ
が目白押しですので、また気合を入れ直していきたいと思います。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

