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トピックス
＜アクティビティのご案内＞
★１月２６日（水） 於：池尻小学校
薬物乱用防止教室 開催
本年も池尻小学校にて5年生を対象に開催い
たします。講義と寸劇を予定しています。役
割のあるメンバーは8時、それ以外のメンバ
ーは8時半に集合くださいますようお願い致し
ます。

◎ 次回 理事会・例会等のご案内
本日例会です！

★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
健康例会（血液検査）
Ｌ鈴木伸により、血液検査を行って頂く予定で
す。年の始めに健康を振り返るよい機会です。
メンバーの皆様、ぜひ健康保険証をご持参で
ご参集くださいますようお願い致します。

★１月２６日（水）於：目黒雅叙園
少年サッカー教室実行委員会 １６：３０〜１７：３０
第１０回 理事会 １７：３０〜１８：３０
第 1147 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
Ｌ今尾によるメンバースピーチを予定していま
す。また、当日午前中開催の薬物乱用防止教
室のご報告が出来ればと考えています。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。

新年明けましておめでとうございます。平
素よりクラブ運営へのご理解とご協力を賜り
ありがとうございます。
さて、私ごとですが、新年ということで毎
年恒例の百年計画を新しい手帳に書き入れま
した。これは自分の「健康」
「仕事」
「経済」
「家
庭」「社会」「人格」「学習」「遊び」それぞれ
の分野の百歳までの計画を今年の計画に反映
させる作業です。
私は１６歳の時に立てた計画が大筋では、
ほとんど変わっていませんが、短期的には紆
余曲折あり一筋縄ではいかないものの、本年
は年始から運気も景気もすべて良くなってい
きそうな気がしており非常に楽しみにしてお
ります。さて、私はライオンズの活動は「社
会」の分野で計画しています。今年の目標は
会長としての残り半期、ご期待に沿えるよう
に全うすることと、５０周年に向けての様々
なアクティビティの準備を進めることです。
「仕事」の分野では会社を設立して１０年が
経ちましたので、今年こそは一人前の経営者
として計画している成績を達成できるように
と意気込んでおります。最後に、本年はより
一層、皆様にとっ
て素晴らしい年に
なりますようにお
祈り申し上げます。
そして、本年も改
めてご協力賜りま
すようお願い申し
上げます。

第８回 理事会報告
出席者

１２月１５日

報告事項

■

１．１２月７日（火）障害者施設見学ツアーの件につ
きまして、幹事進藤よりご報告致しました。
２．１２月８日（水）クリスマス例会の件につきまし
て、幹事進藤よりご報告致しました。
３．１月１２日（水）１月第一例会の件につきまして、
幹事進藤より、Ｌ鈴木伸に血液検査をお願いする
ことになったこと、その際健康保険証をご持参頂
く必要があることをご報告致しました。
４．１２月前半の他クラブ訪問の件につきまして幹事
進藤からクラブニュースを回覧する形でご報告
させて頂きました。

■

「花苑」

桂会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、
L 中村、L 西山、L 老田、L 小野一、L 小野景、L 大島、L 白石、L 鈴木、
L 山本、L 吉崎、幹事進藤
（出席者数２０名）

今期第８回理事会が目黒雅变園４Ｆ「花苑」にて開
催されました。

■

於 目黒雅叙園

審議事項

■

１．２００９年度決算および２０１０年１０月までの
収支報告の件につきまして、桂会長から前期に導
入した会計システムが予想以上に難解であるこ
と等のご報告を頂き、別途会議を行い、次回理事
会にてまた審議することとなりました。
２．尐年サッカー教室の件につきまして、桂会長より
写真撮影してＨＰ掲載し収益をはかる件につき
まして、収支見込みのご説明がありました。今期
は実施する方向で単価をやや下げて再度収支見
込みについて検討することとなりました。
３．地区会員名簿作成の件につきまして幹事進藤より
説明を行い、訂正や掲載してほしくない情報のあ
るメンバーは１２月中に幹事進藤までご連絡入
れて頂くこととなりました。
４．Ｌ芝田退会届の件につきまして桂会長より説明が
あり、Ｌ芝田の在籍年数・ライオンズクラブへの
貢献度を鑑み、終身会員としてお残り頂く方向性
となりました。また、すでに退会された方が終身

会員になる可能性や再入会する件についても協
議致しました。
５．賛助会員の件につきまして幹事進藤よりご説明し、
条件については今後検討する必要があるものの、
当クラブにおいても賛助会員を設定していく方
向で協議していくこととなりました。
６．１月１４日（社）東京青年会議所世田谷区委員会
新年賀詞交歓会につきまして幹事進藤よりご説
明し、会長幹事で出席することと致しました。
７．１月２０日東京都主催薬物専門講師研修の件につ
きまして幹事進藤よりご説明し、参加する方は各
自ＦＡＸにて申し込みを行い、のちにご報告を頂
くことになりました。Ｌ鈴木およびＬ吉崎はご参
加の意思を表明されました。
８. １月２４日３３０－Ａ地区賀詞交歓会の件につ
きまして、幹事進藤よりご説明し、会長幹事が出
席することと致しました。
９. １月２６日薬物乱用防止教室の件につきまして、
幹事進藤よりご説明し、当クラブで講師を務める
可能性について協議し、江戸川東ＬＣや３３０－
Ａ薬物乱用防止委員会とも調整を行うこと、当日
役割のあるメンバーは８時集合、通常メンバーは
８時半集合となりました。
１０.２月２５日東京神宮前ＬＣＣＮ１５記念式典の
件につきまして幹事進藤よりご説明し、会長幹事
が出席することとなりました。
１１.第９４回年次ライオンズクラブ国際大会（シア
トル）予備登録の件につきまして幹事進藤よりご
説明し、参加希望の方は年内に幹事まで連絡を頂
くこととなりました。
１２.障害者支援事業実行委員会開催の件につきまし
て、幹事進藤よりご提案を行い、１月１９日（水）
障害者施設見学ツアーで訪れたフレンチレスト
ラン「アンシェーヌ藍」にて開催することとなり
ました。

第１１４５回例会報告（メンバースピーチ）１２月１５日
出席者

於 目黒雅叙園「花苑」

桂会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、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 老田、L 小野一、L 小野景、L 大島、L 大竹、
L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 山本、L 吉崎、幹事進藤
（出席者数２３名）

1

第１１４５回１２月第２例会が、１２月１５日（水）
１８：３０より、目黒雅变園４Ｆ「花苑」にて開催さ
れました。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、ライオンズヒムおよび東京世田谷
ライオンズクラブの歌の斉唱を行いました。

2

桂会長から会長挨拶を頂きました。桂会長は午前中に
Ｌ芝田からお聞きした、クラブ運営・組織活性化のノ
ウハウなどライオンズクラブに対する熱い思いにつ
いて述べ、経験豊かな諸先輩のご体験について伺うこ
との素晴らしさを伝えてくださいました。そして本日
はＬ磯辺のメンバースピーチを大変楽しみにしてい
るとお話しになり、ご挨拶とされました。

3

Ｌ磯辺よりメンバースピーチを頂きました。Ｌ磯辺は、
ご自身の人生を振り返られ、２０歳の時に父と兄と２
人の病人を抱えて父の会社磯辺工務店を引き継いで
鳶土工になられた経緯をまずご紹介されました。次に
昭和４８年オイルショックで建設業界にも大きな影
響があり、取引先の倒産により多額の負債を抱えたこ
と、体重も激減するなかあらゆる仕事を探したこと、
しかしこの時はその後の超インフレにも助けられ、借
金返済が可能だったことなどをお話しされました。

4

その後３０歳で建設会社を興し、１０年後には社員１
００名を越えるほどに事業拡大されたとのことです。
しかし、平成２年に不動産バブルを抑えるための総量
規制が実施されると受注が減尐し、３年間で売上が３
分の１まで落ちるほど苦労されたとのことでした。当
時は悩むあまり眠れぬ夜が続き、社員数をも３分の１
にするほどのリストラの断行やご自身も無給とする
などの工夫を重ねられました。それでも銀行や信用金
庫には厳しく追及される毎日でしたが、辛抱強く事業
計画を練り直して持参し、日々の返済を譲歩してもら
うという日々が続いたそうです。さらにお客様の提案
で月々の金利の支払いをさらに月賦にしてもらうな
どの工夫を重ねて運転資金をつないだとのことです。

5

このような苦労が続くなかＬ小野一郎に誘われて伊
勢神宮参拝に行ったところ、返済に不足しそうだった
程度の金額の受注があってなんとか耐えしのぐこと
が何度もあり、このような紙一重の状態が数年継続し、
世の中に神様がいるのではないかと思われたそうで
す。平成１５年くらいになると売上が向上して持ち直
し、仕事が順調に回転するようになるという経験を経
て、「必死にもがいていればそれなりに神様が必要な
だけ知恵をくれる」との結論に至ったそうです。

6

そして、Ｌ磯辺はホワイトボードを利用して「信じる
者（信者）＝儲ける」と大書されました。自分を信じ
てくれる信者が集まれば儲かる、との意味で、自分が
一所懸命行うことで幸せになってくる人が増え、これ
が「信者」が増えることに繋がると強調されました。
夜寝る前に感謝の心を述べることで、心も豊かになる、
一番大切なことは心である、ともお話しされました。

7

さらにもう一つ「経営とはお経を営む」ことであると
ご説明をされました。ここでいう「お経」とは仏教で
もキリスト教でもユダヤ教でも儒教でも「こういう風
に生きるとよい＝よき生き方」を説くものを指します。
自分のファンづくりをするためにお経を営みなさい、
経営とは何か、幸せとは何か、生きるとは何か、社会
の仕組みはどうなのか、と毎日説いて一日一日を一所
懸命生きることです、とご指導くださいました。

8

そして右の写真のようなＬ磯辺が作成した『幸せの哲
学』を配布されました。ＰＴＡ連合会会長を務められ
た時に子供たちを幸せにする家庭教育は何かと考え
ていたことを文章にされたものだそうですが、応用す
ることも可能とお考えになり、項目をいくつか補って
社員教育に利用されていらっしゃるとご説明になり、
スピーチを締めくくられました。

9

質疑応答では、Ｌ西山から、ご自分の神社（池尻稲荷
神社）で社務所で建設する時にもＬ磯辺に大変お世話
になったこと、「接している方々を大切にせよ」との
アドバイスがご自分の日常生活にも非常によく活き
ているとのお話がありました。

10 ウィ・サーブのご発声はＬ鈴木にお願い致しました。
Ｌ鈴木は本日が年内最終例会であることに触れ、この
一年に感謝し、来るべき年では皆様のご家族に幸せが

多いように祈念して高らかにウィ・サーブのご発声を
頂きました。
11 本日は、Ｌ白石から焼酎「百年の孤独」、Ｌ吉崎から
日本酒「磯自慢」、Ｌ畠山から芋焼酎「不二才」、Ｌ中
村からウィスキー「ジョニ黒」をそれぞれドネーショ
ン頂きました。皆様どうも有り難うございました。
12 会食中に幹事進藤より幹事報告を行いました。本日行

われました第８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。
13 また、会食中に、クラブ会長増強賞が桂会長から吉崎

前会長に、また第５７回年次大会委嘱状としてＬ山本
に記録部会副部会長、Ｌ小塚に登録部会副部会長の委
嘱状が手渡されました。さらに、薬物乱用防止教育認
定講師養成講座修了証がＬ西山に手渡されました。
14 テールツイスターの活躍はＬ山本にお願い致しまし

た。Ｌ山本は今年一年を振り返って各メンバーからお
一言ずつ頂戴致しました。本日のＬ磯辺のスピーチに
感銘を受けたメンバーが多く、またＬ白石の感受性豊
かな一言にも会場のメンバーが感動致しました。
15 副テールツイスターＬ大竹からドネーションの発表

をして頂きました。本日のファインは２３００円、ド
ネーションは４３７００円、計４６０００円でした。

16 出席率の発表を出席委員長Ｌ小塚にお願い致しまし
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。
17 閉会のゴングを桂会長に行っていただき、全員で輪に

なりまた会う日までを歌いまして、無事お開きとなり
ました。皆様有り難うございました。

第８回障害者施設見学ツアー報告
出席者

１２月１７日

於

区内各施設

藤村 L(三軒茶屋 LC)、幹事進藤、ライオン誌柳瀬様、当事者２名、
区外関係機関２名
（計７名）

1． １２月１７日（金）今期第８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。この日は１３時に京王線芦花公
園駅改札に集合、キャンセルが複数名ありましたが、
キャンセル待ちの方に連絡して。本日は当クラブから
Ｌ進藤、東京三軒茶屋ＬＣから藤村貞夫Ｌとライオン
誌日本語版事務所柳瀬祐子様。そして当事者２名と区
外関係機関２名で計７名という布陣でした。
2． まず最初に甲州街道沿いにある『千草工芸』に行きま
した。『千草工芸』は「就労移行支援事業」（２年間で
一般就労を目指して訓練するタイプ）と「就労継続支
援事業Ｂ型」
（施設で作業して工賃を稼ぐタイプ）の多
機能型施設です。就労継続支援事業のスペースでは広
いテーブルを使って有名な菓子製造会社の箱折り作業
を行っていました。その脇では、金属部品製造会社か
ら機械をリースしてスイッチ部品の一部を「かしめる」
という細かな加工作業を女性の利用者さんが行ってい
ました。金属部品加工の作業は箱折り作業に比べて大
変細かく、難易度も高そうでした。藤村Ｌは「かしめ」
の作業で機械が微妙に回転する具体的な動きなどをみ
て「長年の疑問が解けた」と大変納得されていました。
3． また別室の就労移行支援事業のスペースではパソコン
教室を行っていました。本日は主にエクセルの講習で
した。応接スペースにて職員の北川さんからご説明を
頂きました。
『千草工芸』では、施設内だけでなく近所
のすし屋の開店前清掃や病院の売店喫茶作業など『外
勤訓練』に力を入れていらっしゃるということでした。
4． 続いてＬ進藤の運転で環状八号線の千歳船橋付近にあ
る『にゃんこの館』に移動しました。『にゃんこの館』
は「就労継続支援事業Ｂ型」の施設で、色とりどりの
風船を紙パネルに設置して封入する作業を行っていま
した。見学ツアーを利用していた女性当事者の方は「こ
の作業ならやってみたい」と気に入ったようでした。
5． 職員の大西さんからご説明を頂きました。
『にゃんこの
館』ではメンバーミーティングを重視していて、レク

や作業など様々なことについて利用者外聞たちで意見
を言えるように留意しているとのことでした。かつて
は職員人事面接も当事者である利用者がみんなで行い、
「あなたの目の前で喧嘩が起きたらどうしますか？」
などと次々質問が飛び交うというユニークな採用面接
を行っていたと伺いました。
6． その後、祖師谷大蔵にある『サポートセンターきぬた』
に移動しました。
『サポートセンターきぬた』はもとも
と相談活動や様々なプログラム活動を行っていた地域
活動支援センターで現在は「相談支援事業所（相談を
行う）」と「地域活動支援センター（障害者の居場所を
提供）」という枠組みで活動を行っています。本棚には
ぎっしりと書籍が並んでいました。
7． 職員の中根さんのご説明では、
「資料の閲覧やプログラ
ム活動を重視しており『居場所ではない場所』として
います」とのことでした。
「区内にはすでにたくさんの
居場所がありますが、古参の利用者が幅を聞かせたり
して新しい利用者が参加しにくい場合もあるので、
『ず
っといられる場所ではない』ということでかえって誰
でもが来やすい場所になっています」とのことでした。
8． 別室では「健美操」
「ピアグループ」などのプログラム
の中で最も人気がある「パソコン教室」をちょうど行
っていました。講師の方が利用者のレベルに合わせて
指導を行っていらっしゃいました。
9． 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。病院から来た当事者の方が「大変参考になっ
た」
「思っていたより明るくて、いい所も複数見つかっ
た。母とよく相談して考えたい」、藤村Ｌは「１０施設
くらい見学したが、いつも新しい発見があり勉強にな
る」、柳瀬さんは「ライオン誌封入作業で交流がある作
業所の実際の様子を知ることが出来てよかった。中央
区の作業所ともかかわりが持てれば」、江戸川区の知的
障害者施設関係者は「知的障害者施設と精神障害者施
設の違いを実感した」、そして豊島の作業所職員が「初
めて見学ツアーに乗ったが、他区にはないシステムで、
とてもよいと思った。見学ツアーが世田谷区の委託が
なくなったにもかかわらず、ライオンズクラブの協力
を得て継続していることがとても素晴らしいと思う」
とお褒めの言葉を頂戴しました。これで８回の見学ツ
アーが終了致しました。今後は実行委員会を開催し、
今後の方向性を検討していく予定です。

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

１２月１６日東京ウィルＬＣクリスマス例会参加報告

さる１２月１６日（木）、京王プラザホテル４４階「ハー
モニー」にて開催された東京ウィルＬＣクリスマス例会に
幹事進藤が参加して参りましたのでご報告します。
東京ウィルＬＣは練馬区にある女性メンバーだけのライ
オンズクラブで、クリスマス会会場も女性らしい感覚で華
やかに彩られておりました。メインアクティビティはアイ
メイト協会への協力として街頭募金を行って寄付をしたり、
老人介護施設への慰問等を行っていらっしゃるとのことで
す。今期はキャビネット幹事団に副幹事として伊藤弘美Ｌ
がご活躍していらっしゃるため、キャビネット幹事団の皆
様はじめ大変多くの来賓がご出席されていました。
東京ウィルＬＣ会長 永浜静江Ｌはご挨拶の中で「今期
９期目で２回目の宿泊旅行を計画しており、２１名のクラ
ブメンバー全員が参加予定です」とお話しされ、私はメン
バー全員で旅行とは大変素晴らしいと簡単致しました。ま
た、来賓ご挨拶におきましては、３３０－Ａ地区で初めて
の女性ガバナーでいらっしゃる河合悦子ガバナーからは
「３３０－Ａで３か所ある女性クラブのなかでも大変活発
なクラブ」とのご挨拶があり、今後の３３０－Ａ地区でも
女性クラブ、そして女性メンバーの力を強く感じることと
なりました。
第二部では、３３０－Ａ元地区ガバナー宇田川雄弘Ｌに
乾杯のご発声を頂いて始まり、最近誕生日を迎えたメンバ
ーのお誕生日祝いや、お楽しみ会と称しての様々なプレゼ
ントなどの企画がございました。その端々に女性らしいき
め細やかな心遣いを感じさせられました。メインのアトラ
クションは「ぶっつけ本番第九」でございました。東京音
楽大学大学院教授 高橋啓三様の指揮・東京オペラ団体代
表ピアニスト 松尾史子様の伴奏にて東京ウィルＬＣの皆
様による美声を拝聴致しました。続いて今度は「会場全員
で第九を、しかも原語で歌う」という、まさに「ぶっつけ
本番の第九」企画に驚きも致しましたが、高橋教授のわか
りやすいご指導のもと、ほんの２－３回の練習をおこなっ
たのち会場全員による第九の大合唱が行われました。歌う
ことの好きな私はおなかの底から大声をだして大変気持ち
よく歌うことが出来ました。このような全員参加型のアト
ラクションは大変楽しく感じることができました。東京ウ
ィルＬＣの皆様、どうも有り難うございました。

（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

１２月１７日東京田園調布ＬＣ合併５周年・クリスマス例会参加報告（桂会長）

去る１２月１７日（金）、目黒雅变園「シリウス」の間に
て開催された東京田園調布ライオンズクラブ（以下、田園
調布ＬＣ）合併５周年・クリスマス例会に、進藤幹事とＬ
桂の２人で参加して参りました。
田園調布ＬＣ会長 永田雄三Ｌはご挨拶にて、クラブ合
併にまつわる様々な困難をどう乗り越えてこられたかにつ
いてお話しされました。会員数減尐の昨今、ライオンズク
ラブの将来にはクラブ合併という手法は大変有効であると
考えられますが、実際には「名称をどうするか」
「両クラブ
のアクティビティをどうするか」「例会場をどこにするか」
など基本的なことから課題が多数あり、さまざまな試行錯
誤の後にいろいろ落ち着いてきて本日の５周年を迎えられ
たとのことでした。
また、田園調布ＬＣでは例年クリスマス会に大田区の児
童養護施設「聖フランシスコ子供寮」の皆様をご招待して
おり、会場の真ん中の大きなテーブルにはたくさんの子供
たちが席についておりました。施設長の釘宮禮子様から謝
辞が述べられました。
第二部のクリスマスパーティーでは、美味しい食事を堪
能しつつ、東京ボーイズによるアトラクションを楽しみま
した。最近はやりの「ととのいました」で有名な謎かけは
「東京ボーイズ」の方が本家本元であるとのことで、会場
からお題を頂く「謎かけ小唄」で会場の笑いを誘っていま
した。
そして、サンタクロースが聖フランシスコ子供寮の皆さ
んにプレゼントを配り、３３０－Ａ地区元ガバナー・モン
ゴルコーディネーター中野了Ｌをソングリーダーとしてク
リスマスソングを歌いました。子供寮の皆さんも演台に出
て元気よく声を響かせていました。
ラッキーカードの抽選では、次々と賞品があたって会場
全体が盛り上がりました。第１副地区ガバナー大石誠Ｌ、
第２副地区ガバナー阿久津隆Ｌやゾーンチェアパーソンの
皆さんによるライオンズロアののち実行委員長である１０
Ｒリジョンチェアパーソン関真一郎Ｌのご挨拶で合併５周
年・クリスマス例会はお開きとなりました。
東京田園調布ＬＣの皆様、お招き頂きありがとうござい
ました。クラブ合併という稀な体験についてお聞き出来、
ライオンズクラブの将来についても考える機会になりまし
た。誠にありがとうございました。

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

１２月１９日東京三軒茶屋ＬＣクリスマス例会参加報告

１２月１９日（土）、弦巻にある焼肉料理店『Cossotte’e
（コソット）』にて東京三軒茶屋ＬＣクリスマス例会が開
催され、幹事進藤が参加して参りました。
東京三軒茶屋ＬＣとは今期合同例会開催だけでなく、障
害者施設見学ツアーの合同開催など大変お世話になって
おりまして、今回は福音寮におけるアクティビティに続け
て焼肉料理店でクリスマス会を行うというので、ラフな格
好で参加させて頂きました。
『Cossotte’e』は２０１０年
１０月２２日(金)放送の日本テレビ『金曜スーパープライ
ム』の『肉ばか～日本一美味しい肉料理今夜決定～』で堂々
第 1 位に輝いた美味しいと評判の焼肉料理店で、しかも東
京三軒茶屋ＬＣの福島和正Ｌの有限会社多気設備工業の
すぐそばにあるとのことでクリスマス例会の会場に選ば
れたとのことです。
店内は東京三軒茶屋ＬＣのメンバーおよびご家族で満
員で、東京三軒茶屋ＬＣ会長川津義憲Ｌのご挨拶ののち、
なんと私がウィサーブの発声を行うことをご指名頂きま
して大変恐縮しつつ行わせて頂きました。店内では店長の
込山秀規さん自ら肉を切って調理されていらっしゃいま
す。タン・カルビなど大変おいしい肉を焼いて皆さん舌鼓
を打っていらっしゃいました。よき店によき食事によき仲
間という組合せで和やかなクリスマス会でございました。
このあと、２次会は三軒茶屋に移動してカラオケという
ことでご一緒させて頂いたのですが、皆様大変歌いこんで
いらっしゃって美声をたくさん拝聴させて頂きました。東
京三軒茶屋ＬＣの皆様、お世話になりまして大変有難うご
ざいました。

（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

１２月２３日東京ＬＣクリスマス例会参加報告

昨年末１２月２３日（祝）、帝国ホテル「光の間」にて東
京ＬＣのクリスマス家族例会が開催され、Ｌ進藤とＬ山本
で参加してまいりましたのでご報告申し上げます。
東京ＬＣは１９５２年に日本で最初に結成されたライオ
ンズクラブであり、当クラブは東京ＬＣにとって１９番目
の直系子クラブにあたります。
会場には同じように子クラブが招待されており、渋谷Ｌ
Ｃ・新橋ＬＣ・馬場先門ＬＣ・櫻ＬＣの他、３３０－Ｂ地
区横浜ＬＣ、３３０－Ｃ地区川口ＬＣ、３３３－Ｃ地区市
川ＬＣ・千葉ＬＣ・船橋ＬＣ、３３３－Ｅ地区日立ＬＣ、
３３４－Ｅ地区伊東ＬＣも出席していらっしゃいました。
第一部の例会では、東京ＬＣ会長追原篤男Ｌのご挨拶に
始まり、在籍会員賞や喜寿祝いの贈呈などが行われ、第二
部の家族会では『ホワイトクリスマス』を全員で斉唱した
のち、『なだ万』『伊勢長』などの豪華な料理が並ぶバイキ
ング形式の晩餐など、格式と伝統を感じさせつつもアット
ホームな雰囲気が満ち溢れる素晴らしい会でございました。
サンタクロースによる子供たちへのプレゼントに続き、
アトラクションのミニコンサートでは、人見珠代様のオペ
ラ カルメンから『ハバネラ』など美しく華やかな歌声を
堪能させて頂いたほか、練馬ＬＣでかつて会長も務められ
ました渚晴彦様による素晴らしいマジックショーがおこな
われました。破かれたはずの１万円札が元に戻るマジック
や人間の入った箱を切ってしまうイリュージョンなど不思
議なマジックの数々に会場は目を奪われました。
そして、皆様お待ちかねのラッキーカード抽選会では、
景品の発表をすばやく行うために、予め当選番号を紙面で
配布するなど進行にも大変工夫が施されておりました。
どのテーブルにもやさしい笑顔が満ち溢れ、心豊かに過
ごしたクリスマスのひと時でした。
中締めでは歌舞伎役者十代目坂東三津五郎こと守田寿Ｌ
から一丁締めと一本締めの違いについてご解釈を頂き、身
の引き締まる思いで一本締めを行いましたのち、全員で『蛍
の光』を斉唱致しましてお開きとなりました。
年末のひとときにライオンズクラブの原点と未来につい
て思いをはせることのできる素晴らしいひと時でございま
した。東京ＬＣ
の皆様、誠に有
り難うございま
した。
本年もご指導
の程宜しくお願
い申し上げます。

（Ｌ山本）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

１２月２５日東京玉川ＬＣ１０００回＆クリスマス家族例会参加報告（Ｌ進藤）

さる１２月２５日、渋谷エクセルホテル東急「プラネッ
ツルーム」にて東京玉川ＬＣ１０００回記念例会～クリス
マス家族会が開催され、幹事進藤が参加してまいりました
のでご報告します。
会場には３３０－Ａ地区河合悦子ガバナーはじ、多くの
キャビネット役員、近隣クラブメンバー、さらに東京玉川
ＬＣの元メンバーやご遺族など多くの方で、１４０名収容
のお部屋に１３９名いらっしゃったと伺いました。
東京玉川ＬＣ会長兼益保夫Ｌのご挨拶にもございました
ように１０００回例会といいますと４０数年の歴史がなく
ては達成できません。それがちょうどクリスマスの時期に
あたるように調整もなされたとのことでした。
ご来賓として河合悦子ガバナーと弘前津軽ＬＣ会長奈良
岡峰一Ｌのご挨拶を頂戴致しました。三田英雄Ｌからは東
京玉川ＬＣの本年のアクティビティは九品仏におけるバザ
ーで障害者施設自主製品販売を行ったこと、薬物乱用防止
教室を区内８か所の中学校だけでなく１か所の高等学校に
おいても行ったご紹介がありました。またこの日は２５名
のメンバーの出席率が１００％だったということで、クラ
ブの結束力の強さを感じました。
第二部の宴会では、
「サプライズ」とプログラムに記され
ているところでモンゴルコーディネーター・３３０－Ａ地
区元ガバナー中野了Ｌが「１０００回例会」のお祝いとし
て『千の風になって』をお歌いになられました。あちこち
でソングリーダーをなさっている中野Ｌは素晴らしい歌唱
力で『千の風になって』を歌いあげ、満場の喝采を浴びて
いらっしゃいました。
また野々晴久Ｌと谷井和男Ｌ扮するサンタが入場したか
と思うと、本日結婚記念日でありながらご来場された２組
のカップル、結婚１０周年の東京渋谷ＬＣ森亮介Ｌご夫妻
と結婚２９周年の東京新都心ＬＣ渡辺豊Ｌご夫妻が紹介さ
れ、お祝いのプレゼントを贈られました。
アトラクションでは東京葵ＬＣ坪谷茂Ｌからのご紹介で
アンデス音楽バンド『ウイニャーニ』の演奏が披露されま
した。またラッキーカードでは事務局梅元紗代様の引きで
次々と景品があたり、会場が盛り上がりました。
私にとっては、この東京玉川ＬＣクリスマス例会が２０
１０年最後のライオンズ活動だったのですが、とても楽し
い例会であっただけでなく、当日配布されたプログラムが
仕事上お付き合いのある精神障害者施設『Ｎａｖｉｏけや
き』が印刷したものであり、そしてお土産がやはり精神障
害者施設『パイ焼き窯』の自主製品・焼き菓子でしたので、
大変嬉しく思いました。東京玉川ＬＣの皆様、お世話にな
りましてどうも有り難うございました。

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １月１９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

障害者支援事業実行委員会について

（Ｌ進藤）

１０月から１２月にかけて、東京三軒茶屋ＬＣと合同で「障害者施設見学ツアー」を８回実
施してまいりました。多くの当事者ご家族の方が施設探しに利用され、また区内外の関係者が見
学研修に利用されていました。当クラブからも９名、東京三軒茶屋ＬＣからも７名のメンバーが
見学ツアーに参加致しました。実際に施設を見学し、障害者の地域生活に触れて様々な感想が当
日聞かれました。この思いが新たなうちに、今後の障害者支援事業のあり方について検討するべ
く実行委員会を開催したいと思います。
場所は見学ツアーでも訪れたフレンチレストラン『アンシェーヌ藍』です。
会費が基本的に５０００円かかりますが（当クラブメ
ンバーは一部補助あり）奮ってご参加頂ければと思い
ます。どうぞよろしくおねがいします。
日時：１月１９日（水）１８：３０～
場所：アンシェーヌ藍
東京都世田谷区三軒茶屋１－３６－８由上ビル２Ｆ
ＴＥＬ：０３－５４３０－３６７１

■ 行事予定
１月１２日（水）
１月１９日（水）
１月２６日（水）
１月２６日（水）
２月１０日（木）
２月２３日（水）

■ 幹事

18：30～
18：30～
18：30～
18：30～
18：00～
18：30～

１月第１例会 （健康例会）
於：目黒雅变園
障害者支援事業実行委員会
於：ｱﾝｼｪｰﾇ藍
薬物乱用防止教室
於：池尻小学校
１月第２例会（メンバースピーチ）
於：目黒雅变園
東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０例会（２月第１例会）於：銀座アスター
２月第２例会（講師例会を予定）
於：目黒雅变園

進藤より一言
新年明けましておめでとうございます。今期第１２号のクラブニュース
をお届け致します。
いよいよ今期も後半にはいりました。後期は「健康例会」で幕を開け、
薬物乱用防止教室、わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」、そして当
クラブ最大のアクティビティ「尐年サッカー教室」とアクティビティが目
白押しになりますので、また気合を入れて頑張って行きたいと思います。
さて、私事で恐縮ですが、この正月に両親の金婚式のお祝いで家族・兄
弟が集まりました。兄弟が集まってプレゼントの相談などしながら、やは
り親孝行はできるときにしておくべきとの思いを新たに致しました。この
際に、経済産業省の官僚である双子の兄に、当クラブにおけるゲストスピ
ーカーをお願いしてみました。早ければ２月の例会で「双子例会」が実現
するかもしれません。どうぞご期待ください。

