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トピックス
◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★２月１０日（木） 於：銀座アスター
第 1148 回 例 会 １８：００〜
東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０記念式典
（例会振替）
当クラブの子クラブであります東京三軒茶屋Ｌ
ＣのＣＮ２０記念式典で例会振替となります。
また、例会に先立ち指名委員会を「三軒茶屋
プリズム」にて開催いたします。メンバーの皆
様、ぜひご参加下さいますようお願いします。

★２月２３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１２回 理事会 １７：３０〜１８：３０
第 1149 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
「双子例会」と銘打ち、経済産業省の進藤秀
夫氏（Ｌ進藤の双子の兄）をゲストに迎えゲス
トスピーチを予定しています。皆様、是非ご出
席のほどよろしくお願い申しあげます。

＜アクティビティのご案内＞
★２月２６日（土）於：わんぱくｸﾗﾌﾞ駒沢
「２０歳を祝う会」 協力
知的障害者の居場所を作っている団体「わん
ぱくクラブ育成会」の成人のグループ「ひか
り」の運営に協力して、本年も「２０歳を祝う
会」にご協力致します。クラブ青ジャンパー着
用にて集合下さいますようお願い致します。

会長挨拶
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、先日池尻小学校で我がクラブメンバ
ーだけで実施した初の薬物乱用防止教室を行
いました。前半を授業形式、後半を演劇によ
る実習という参加型の学習法を採用したとこ
ろ、子供たちも積極的に授業に参加してくれ
ました。私はちょっとしたきっかけを与えら
れただけで積極的に授業に参加しようとする
子供たちを見て、子供たちの自主性を育むこ
とはそのまま将来の日本の社会の発展に直結
するなと強く感じました。以前は分からない
ことは図書館に調べに行くか、知っている人
に尋ねにいくかしかありませんでしたが、現
在はインターネットで瞬時に調べることがで
きますので、学習意欲の高い子供とそうでな
い子供の間にかなりの学習進度の開きが出て
きているそうです。また、若年層の学習意欲
の高さは BRICs をはじめとする新興国の発展
を支える大きな要因ともなっているそうです。
我が世田谷ライオンズクラブも青尐年の健全
育成の中でも、特に青尐年の自主性や学習意
欲を育てるという
ことに力を入れて
いくべきだと思い
ます。それでは引
き続きご協力賜り
ますようお願い申
し上げます。

第１０回 理事会報告
出席者

１月２６日

於 目黒雅叙園

「カシオペア」

桂会長、L 阿部、L 今尾、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 木下、L 中村、L 西山、
L 小野一、L 白石、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤
（出席者数１６名）

今期第１０回理事会が目黒雅变園３Ｆ「カシオペア」にて
開催されました。

■ 報告事項

■

１．１月１９日２クラブ合同障害者支援事業実行委員会の件
につきまして幹事進藤よりご報告致しました。
２．１月２６日薬物乱用防止教室の件につきまして幹事進藤
より簡卖にご報告を致しました。
３)１月後半の他クラブ訪問等の件につきましては、幹事進藤
よりクラブニュース回覧にてご報告させて頂きました。

■

審議事項

■

１.尐年サッカー教室の件につきまして、桂会長およびＬ木下
から実行委員会の流れについてご報告頂き、駐車券やチラ
シの広告枠などについて協議いたしました。
２．２月１０日東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０記念式典の件につ
きまして、幹事進藤よりご説明し、出席者の確認等を行い
ました。
３.２月２０日若手会員フォーラムの件につきまして、幹事進
藤よりご説明し、当クラブからは、Ｌ亀川・Ｌ須藤・Ｌ進
藤の３名が参加することとなりました。
４.２月２６日わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」の件
につきまして幹事進藤よりご説明し、当日スケジュールだ
けでなく、当日までにわんぱくクラブ育成会の日中活動に
例年通り参加することと、２月８日はＬ阿部・Ｌ今尾、９
日はＬ木下、２４日はＬ須藤が参加することとなりました。
また、同日開催の東京ワンハンドレッドＬＣのボウリング
については桂会長・Ｌ白石・Ｌ小野・Ｌ須藤が参加すると
ことなりました。
５.３月１１日難病支援フォーラム＆チャリティーコンサートの件につきまして、Ｌ山本よりご
説明を頂き、チケットは１０枚購入して出席者を募ることとなりました。
６.他クラブ訪問の件については、１月２７日原宿ＬＣ例会、２月３日蔵前ＬＣ例会にＬ進藤が
参加することが承認されました。
７.指名委員会の件につきまして、幹事進藤からご説明し、２月１０日東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２
０記念例会の前に指名委員会を開催することとなりました。
８.２月４日ＬＣＩＦセミナーについてＬ山本よりご説明を頂き、クラブから出席者を募ること
となりました。

第１１４７回例会報告（ﾒﾝﾊﾞｰｽﾋﾟｰﾁ）１月２６日
出席者

於 目黒雅叙園「カシオペア」

桂会長、L 阿部、L 畠山、L 今尾、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 木下、L 宮崎宏、
L 中村、L 西山、L 老田、L 小野一、L 大島、L 白石、L 鈴木、L 手塚、L 山本、
L 吉崎、幹事進藤
（出席者数２０名）

1

第１１４７回１月第２例会が、１月２６日（水）１８：
３０より、目黒雅变園３Ｆ「カシオペア」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

お客様のご紹介を致しました。本日は、Ｌ西山のご紹
介で、ＪＴＢホームステイサービスの角田有賀里様、
留学生のエバ・クラウド様、マリオン・ゲイ・アルカ
ンド様にお越し頂きました。お忙しいなか有難うござ
いました。

3

桂会長から会長挨拶を頂きました。桂会長はお客様へ
の謝意を述べた後、先日の障害者施設見学ツアーの振
り返りが盛り上がったことをご紹介されました。また
本日の薬物乱用防止教室が初めて当クラブオリジナ
ルで行ったこと、講師・寸劇ともに役者ぞろいで驚い
たことを述べられました。３月５日は尐年サッカー教
室が迫っている告知もされてご挨拶とされました。

4

お客様からご挨拶を頂く前に、Ｌ西山からご説明を頂
きました。Ｌ西山のは、昨年の英会話同好会でネイテ
ィブスピーカーをお呼びしようとして、ＪＴＢホーム
ステイサービスにお願いして１回目にエバさんが講
師として来て頂いたこと、同好会を継続していくため
には例会でのご紹介もあった方がいいと考えてお招
きしたことをご説明されました。角田様とはＬ西山が
学校の教員としてカナダの語学研修に行ったときか
らの１０年来の交流があるとのことでした。

5

ＪＴＢホームステイジャパン 角田有賀里様からご
挨拶を頂きました。ＪＴＢホームステイジャパンでは
留学生の日本へのホームステイを進めていらっしゃ
り、エバ様についてはホストファミリーに紹介してホ
ームステイして頂いているとのことです。Ｌ西山にも
ホストファミリーとしてご活躍頂いているものの、ホ
ストファミリーが増えて行く事を期待しているとの
ことでした。「今ならキャンペーン中」と宣伝されて
会場が笑いに包まれました。続けてエバ・クラウド様
からは英語にてご挨拶を頂きました。クリスマス会や

英会話クッキングに招待されたことへの感謝を述べ
られましたが、本日お誕生日ということでＬ小野一郎
から花束の贈呈がございました。またマリオン・ゲ
イ・アルカンド様はやはり英語で、本日のパーティー
に参加できる喜びと留学生生活を苦労もあるが頑張
っているとのご挨拶を頂戴致しました。
6

本日は、Ｌ今尾からメンバースピーチを頂きました。
Ｌ今尾は、まず、昨年７月にＬ老田にスポンサー頂い
て入会したこと、現在４２歳で高校までは名古屋在住、
大学から上京されたこと、ここ数年Ｌ西山の池尻稲荷
で厄払いをしていることで「息災に過ごしている」こ
とをご紹介頂きました。

7

Ｌ今尾は、大学の時はロックスター志望でバンド活動
に明け暮れていたにもかかわらず４年で卒業できた
のは小林弘毅君という大親友のおかげであると打ち
明けられました。入学式で「僕友達いないけど友達に
なってくれる？」といわれて友達になってみると予備
校の全国模試で全国３位の実力があり、Ｌ今尾は大学
卒業に必要な１２８卖位をすべて「Ｃ」でいいから撮
らせてほしい、と小林氏にお願いしたところ、１２８
卖位すべてを「Ｃ」で切り抜けることが出来たと明か
して会場の爆笑を誘いました。小林氏は「卒業だけで
きればいい」というＬ今尾の願いをかわいがってくだ
さったようで、出席したくても卖位が取れる講義がど
れかを教えてくださったり、レポートで「Ｃ」のとれ
る程度のレポートを書いてくださったりしたらしく、
Ｌ今尾が本当にお世話になっていたことがよくわか
りました。

8

Ｌ今尾は大学卒業後、バンド活動を２８－９歳まで続
けて井上あずみさんと知り合われ、結婚後は井上あず
みさんのマネジメント業をされて１０年になられま
す。３年程前にお嬢様が急性白血病になられ、完治し
たものの国立成育医療センターにお世話になったと
このことでした。同じ病室には遠方のお子さんもいら
っしゃって、親の宿泊できる「マクドナルドハウス」
はあるものの、部屋数に限りがあったり期限が決まっ
ていたりして、闘病生活している子供の親は大変さを
痛感し、お嬢様が経過観察の終わる８歳になったらボ
ランティア活動をしたい、とご家族で相談されていた
ところ、ライオンズクラブを知り、社会奉仕団体・社
会貢献活動をしている団体ということで、様々な活動
をご覧になっていつかはがん治療している子供たち
のためのアクティビティを提案することを希望して
いらっしゃるとのことでした。

9

質疑応答でＬ山本から小林氏の動向が尋ねられ、埼玉
で公認会計士をしていらっしゃるとの回答がありま
した。またＬ小野からはバンドでの役割を尋ねられ、
ボーカル担当であるとの回答、さらにＬ白石から今は
歌わないのかと尋ねられ、奥様と出会ってプロとして
歌い手の実力を知り、応援に回ってみたところ裏方も
向いているとわかってきたと回答されました。Ｌ今尾、
素敵なスピーチを有難うございました。

10 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１０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。
11 ウィ・サーブのご発声はＬ石上にお願い致しました。
Ｌ石上は、本日の池尻小学校での薬物乱用防止教室に
触れられ、自分のＰＴＡ会長の任期はお嬢様のご卒業
とともに終了するものの、薬物乱用防止教室は継続し
てほしいとの希望が強いので、是非来期も継続アクテ
ィビティとしてほしいとお話しされて、高らかにウィ
サーブのご発声を頂きました。
12 会食中、すぐにテールツイスターの活躍の時間をとり
まして、Ｌ山本に進行をお願い致しました。Ｌ山本は
テーブルを回って前回欠席だった方を中心にご挨拶
を頂いて回りました。Ｌ吉崎は会長経験でマイクを持
ってしゃべれるようになったと、Ｌ老田は不景気では
あるが散髪によって心機一転頑張りたいと、Ｌ白石は
書道展での頑張りといつか日展に入りたいとの希望
をお話しされました。
13 副テールツイスターＬ手塚からドネーションの発表
をして頂きました。本日はファイン２１００円、ドネ
ーション４１９００円、計４４０００円でした。皆様
有難うございました。

14 出席率の発表はインフルエンザでご欠席のＬ小塚に
代わりまして、Ｌ宮崎宏之にお願いしました。Ｌ宮崎
は厄年の話から先日自転車で信号待ちしている所に
車が突っ込んできて車をよけるためにジャンプし、足
の下をボンネットが通過したという強烈な体験をご
紹介され、会場を驚愕につつみこみました。本日の出
席率ですが、在籍４２名、出席２１名、ビジター３名
で出席率は５７％でした。
15 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、お客様のお見送りを致し
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。

サッカー教室実行委員会報告
出席者

１月２６日

於 目黒雅叙園「カシオペア」

桂会長、L 今尾、L 磯辺、L 木下、L 中村、L 小野一、L 鈴木、L 吉崎、
幹事進藤、
（計９名）

1． １月２６日（水）目黒雅变園「カシオペア」にて尐年
サッカー教室実行委員会が開催されました。まず、前
日１月２５日の駒沢競技場現地での打合せの報告がな
されました。ミニゴールについては、当日使用可能か
の確認が必要なことなどご報告致しました。
2． 駐車券および搬入用の券の分配の仕方や、物品の搬入
の方法について協議しました。ＦＣ東京及び世田谷尐
年サッカー連盟に駐車券をご用意することとし、枚数
についてはご希望をうかがいながら調整することにな

▲駒沢競技場での打合せ

りました。
3． お弁当やお茶については競技場の中のお弁当屋を利用
することとなりました。その他、ご協賛いただける企
業の確認、立て看板の件や当日の看護師や賞状・トロ
フィーの手配。救急品の確認と不足分の購入、その他
紙コップなどの消耗品の調達などについても確認しま
した。どうか連絡がくる補助競技場のものが使われて
いる恐れあり。
4． Ｌ木下が作成してきたたたき台のパンフレット案につ
いて検討いたしました。Ａ３二つ折りで広告枠を作り、
広告枠の値段設定や、キャッチコピーや写真注文サイ
トについてさらに作りこむことになりました。

▲実行委員会の話し合い

薬物乱用防止教室報告
出席者

１月２６日

於 池尻小学校

桂会長、L 阿部、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 木下、L 西山、L 白石、L 鈴木、
L 須藤、L 吉崎、幹事進藤、
薬物乱用防止委員会２名（桐井義則 L、森本康一郎 L）
江戸川東 LC 茅島純一 L
（計１５名）

さる１月２６日（水）池尻小学校にて薬物乱用防止教
室が実施されました。
今年も２時間の枠で、６年生２クラス６０名を対象と
し、１時限めがＤＶＤとＬ西山によるオリジナルの講義、
２時限目に寸劇と東京江戸川東ＬＣから頂いたパワーポ
イントファイルの中から「断り方」の部分だけ使っての
まとめ、子供たちによる実演、質疑応答という構成です。
前日にＬ西山と打合せを行ったところ、もともと大学
で薬物乱用防止教室をしているＬ西山は「指導案」や「資
料」を自分で作成してきていて、さらに生徒の関心を引
くべく、「戦場カメラマンのまねをする」
「前の晩のサッ
カーの試合のユニフォームを着る」など工夫を凝らして
いました。
「これが覚せい剤です」と生徒たちにみせたも
のは見本で、
「こんな感じで売っています。ちなみにこれ
は塩ですが」と興味関心をそらしません。また、芸能人
が逮捕された時の新聞記事までとってあり、しっかり活
用していました。
そして２時限目はいよいよ寸劇です。バイニン役はＬ
吉崎とＬ石上、誘惑される小学生役にＬ進藤が挑戦しま
した。台詞を覚えられるかと心配していたＬ吉崎とＬ石
上は実際始まってみますと非常に積極的に演技し、先輩
バイニン役の時に「もう一人の先輩が乱入するパターン
にしよう」と提案してみたり、先生の名前を使って演技
に先生を巻き込んだりとアドリブもきかせて大変工夫し
ていました。とくにサラリーマン風のバイニン役のＬ石
上は池尻小学校のＰＴＡ会長でもあり、ご自分のお嬢さ
んもクラスにいらっしゃったわけですが、すばやく着替
えたりサングラスやサラリーマン風アタッシュケースな
どの小道具を持ってきていたり、と脂の乗った演技を披
露していました。小学生役のＬ進藤も半ズボンになり、
「今日はカレーを作らなきゃいけないから帰るんだ」
「あ！・・・烏が飛んでる！烏が飛ぶ日は縁起が悪いん
だよー」
「お母さんは怖いんだ。般若のような顔で怒るん
だ」など、さまざまなパターンで断る方法をしっかりと

実演していました。
続けて子供たちに実演してもらう番になりました。ま
ず昨年東京江戸川東ＬＣから頂いたパワーポイントファ
イルを使って、断り方のおさらいをしてから、演技の希
望者を募りました。
子供たちは実演になると最初はおずおずとしていまし
た。しかし、卖独でなくてもいいという条件になると、
まず男の子が２人組で、次に女の子たちが２人組で、バ
イニンに立ち向かいました。子供たちもいろいろと工夫
して、
「嵐のコンサートに行かなくちゃ」と楊枝をわざと
作ってみたり、
「あなたいったい誰ですか？」と反撃して
みたり、無言で部屋中走って逃げたり。次第に希望者が
増えてきて、次から次へと演技をするものですから、質
疑応答の時間がほとんどありませんでした。
最後は再びＬ西山が「戦場カメラマン風」に授業をま
とめて終了となりました。６年生の担任の伊藤先生が「今
日の授業は役に立った人？」と尋ねると、ほぼ全員が手
を挙げました。
当クラブのメンバーのみで薬物乱用防止教室を行った
のは初めてで、当クラブの「役者」だけで実施できるか
という不安もございまして、実は薬物乱用防止委員会委
員長の桐井義則Ｌ、副委員長の森本康二郎Ｌ、それに昨
年バイニン役をして頂いた今期キャビネット副幹事の茅
島純一Ｌにさんにスタンバイしていただいていました。
お忙しいなかお越し頂きまして大変ありがとうございま
した。しかしながら、なんとか最後まで自クラブメンバ
ーだけで遂行することができまして、喜びと達成感を当
クラブのすべてのメンバーが味わったようです。メンバ
ーの参加も１２名と多くのメンバーにご参加頂きました。
その後クラブメンバー８名で振り返りをいたしまして、
「質疑も積極的に出るようにしたい」
「来年はまた新たな
配役でやってみる」など次につながる意見がでた反省会
となりました。皆様、どうも有り難うございました。

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ １月２７日東京原宿ＬＣ例会参加報告
さる１月２７日（木）、原宿单国酒家にて開催された東京
原宿ＬＣ例会に参加して参りました。前期、自分が副幹事
だった頃から正副幹事会のなかで「是非例会訪問をさせて
ください」とお願いしていた夢が、ついに実現致しました。
迎賓館で行われる正副幹事会と違いまして、本館のほう
に例会場があり、出席率８０％ということで皆さんとても
和気あいあいとした雰囲気でした。会長挨拶では、東京原
宿ＬＣ会長 蜂谷陸男Ｌが間もなく迎えられる４５周年記
念式典についての準備状況などについてお話をされました。
また、ちょうどこの日入会式が行われまして、新メンバー
の誕生にも立ち会うことができました。ライオンズの誓い
などを聞きながら、自らが入会した時のよい意味での緊張
を思い出しました。
私は東京三軒茶屋ＬＣと合同で行っている障害者施設見
学ツアーの記事が掲載されている「ライオン誌２月号」を
持参し、東京世田谷ライオンズクラブの概要のご紹介から
この記事掲載に至るまでの流れをかいつまんで、５分程度
の「ご挨拶」をさせていただきました。社会福祉委員長の
松浦Ｌや司会をされていた副ライオンテーマーの吉田Ｌも
ご自分の実施されている障害者支援についてお話をいろい
ろとしてくださいまして、身の引き締まる思いでした。
さらに、今月誕生日を迎えられた辻Ｌに対するお祝いの
時間がありましたが、お祝いされる辻Ｌは蝋燭を手に持ち、
照明をやや落として、
「ハッピーバースデー」を全員で歌っ
てお祝いしたのには、厳粛な気持ちになりました。
会食のさなかに、チャーターメンバーである高橋Ｌが、
「ちょっと進藤君にお話ししたいことがある」とマイクを
握られました。
「自分がチャーターメンバーとして新たなク
ラブを作ろうと思った時、住んでいたところが用賀だった
ため、
『玉川ライオンズクラブ』という名称にしようとして、
例会場も当時二子玉川にあった『富士観会館』を考えてい
たのだったが、東京世田谷ライオンズクラブと例会場が重
なるという理由で断念し、結局原宿の单国酒家の社長のご
厚意でこの『单国酒家』を例会場として名前も『原宿ライ
オンズクラブ』にすることになった」というエピソードを
教えてくださいました。今から４５年前のことですが、意
外なご縁と歴史の重みを感じさせるエピソードでございま
した。東京原宿ライオンズの皆様、大変お世話になりまし
て誠に有難うございました。

（Ｌ進藤）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

☆ １月２９日わんぱくクラブ育成会チャリティーコンサート参加報告
さる１月２９日、世田谷区民会館にて、わんぱくク
ラブ育成会のチャリティーコンサートが開催されま
した。知的障害者の居場所を作っているＮＰＯ団体
『わんぱくクラブ育成会』には当クラブもバザーや
「２０歳を祝う会」に協力をしております。今年は原
田真二さんのアコースティックコンサートでした。
原田真二さんといえば、『てぃーんず

ぶるーす』

『キャンディ』『シャドー・ボクサー』の三部作で１
９７７年に鮮烈なデビューを飾ったアーティストで
すが、その後、東京の公立小学校２校の校歌を手掛け
られたり、心の環境整備を訴える「鎮守の杜コンサー
ト」を伊勢神宮、明治神宮、厳島神社等で行い、カン
ヌ国際芸術祭や広島国際平和会議、さらにはニューヨ
ークでの「Universal Peace Day 」「９．１１」セレ
モニーイベントなどでも演奏を行うなど国際的に活
躍されています。
この日も、往年の名曲『キャンディ』
『てぃーんず
ぶるーす』のほか、
『天才テレビくん』のエンディン
グテーマなどを歌われました。途中、『シンジ～！』
の合いの手を練習したりして観客と一体になって作
り上げるステージで、さらにご本人が非常に力を入れ
る名曲『大和〜YAMATO The Global Harmony〜』やア
ンコール曲『アメイジング・グレース』は感動的でし
た。しかし、なんといってもこのコンサートの名物は
「わんぱくクラブ」のひかりグループの子供たち全員
がステージに上がって歌手とジョイントするところ
です。ステージに立ち切れないくらい子供が並び、跳
んだり叫んだりしてジョイントソングの『地球はこん
なにやさしいハート』を歌いました。
原田真二さんも『病気や障害のある人も健康な人も
みんなともに頑張ろう！』と会場全員に対してメッセ
ージを贈っていて、自然と心が温かくなるのを実感す
るコンサートでした。わんぱくクラブ育成会の皆様、
感動を有り難うございました。

（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ
１月３１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

ガバナー諮問委員会報告

（桂会長）

さる１月３１日（月）、原宿单国酒家本館にて３３０－Ａ
地区１０Ｒ２Ｚの臨時諮問委員会が開催され、進藤幹事と
会長Ｌ桂が出席しましたのでご報告します。１０Ｒ２Ｚゾ
ーンチェアパーソンの沼田卓一Ｌから１月２４日のキャビ
ネット会議の報告として、主に①３月１１日難病支援フォ
ーラム＆チャリティーコンサートの件、②ゾーンチェアパ
ーソンについての提案事項についての２件を中心にご報告
が行われました。
難病支援フォーラム＆チャリティーコンサートについて
は各クラブからの参加人数を報告し合い、チケットの販売
よりも当日の出席が重要であるという確認がなされました。
またキャビネット会議でなされた「ゾーンチェアパーソン
についての提案事項」については、ゾーンチェアパーソン
の選出について活発に意見交換が行われ、最終的には「決
めた期日までに選出されなかったゾーンにのみ選出の基準
をあてはめる必要が生じる」かもしれないけれども、当ゾ
ーンでは現時点までゾーンチェアパーソン選出に問題が生
じたことはなく、ゾーンの総論としては提案に反対である
ということでゾーン内の意見が統一されました。
その後は、各クラブの会長幹事による懇談が和やかに行
われ、諮問委員会はつつがなく終了致しました。

☆

２月４日

３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会報告

さる２月４日（金）、原宿单国酒家迎賓館にて３３０－Ａ
地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚの正副幹事会が開催されました。当ク
ラブからは今回は幹事進藤が出席致しました。
１月は正副幹事会がなかったこともあり、今月は当番幹
事である東京セントラルＬＣの勝Ｌｎｏ進行により、まず
各クラブからの年始からの近況報告や後期のアクティビテ
ィ紹介などが行われました。周年行事を終えた東京恵比寿
ＬＣ、周年行事を控えている東京三軒茶屋ＬＣ（２月１０
日）・東京神宮前ＬＣ（２月２５日）・東京原宿ＬＣ（３月
２５日）からは告知が行われました。また、東京セントラ
ルＬＣからはメインアクティビティである中国帰国者の日
本語発表会の報告と御礼が伝えられました。その後は、今
後の幹事クラブの確認が行われたほか、和やかに懇親が行
われました。次回は３月４日（金）の予定です。

（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

２月３日

東京蔵前ＬＣ例会参加報告

さる２月３日（木）、浅草ビューホテルにて東京
蔵前ＬＣの例会が開催され、幹事進藤が参加してま
いりましたのでご報告します。浅草ビューホテルは
つくばエクスプレス浅草駅直結ということで、普段
ほとんど利用しないつくばエクスプレスに乗るこ
とが出来ましたが、東京スカイツリーはすでに夕闇
にまぎれていました。
会計平岡正維Ｌの司会で例会が始まり、会長山岡
彰司Ｌのご挨拶のあと、誕生日・結婚記念日を迎え
られたライオンたちのお祝いをまず行いました。ゲ
ストの挨拶では、同じく例会訪問されていた女性参
画・家族会員推進委員会委員の岩井純一Ｌと山崎紀
世恵Ｌが女性会員家族会員拡大について訴えられ
ました。世界では２０％いる女性会員が３３０－Ａ
地区では８％しかいないという現状をご紹介され、
女性の河合悦子ガバナーの今期、女性会員・家族会
員を増員したいということでチラシを配布されま
した。私Ｌ進藤も東京世田谷ＬＣの概要とアクティ
ビティのご紹介を致しました。
会食は仲良く和やかに進み、テールツイスタータ
イムでは、今年の旧正月で春節でもある２月３日に
ちなんで中国の春節における民族大移動について
のご紹介があり、全メンバーが定額のドネーション
を行う方式でした。出席率は１３名７５％でした。
会長の山本彰司Ｌは閉会のご挨拶でも「本日は節
分なのでまっすぐ帰宅して豆まきをしてください」
とおっしゃっていたのですが、例会訪問を誘ってく
ださった宇田川孚Ｌと山田達Ｌには二次会に強く
誘われました。「なじみのお店」という二次会会場
には８名ものメンバーがいらっしゃって、メロンを
くりぬいてクラッシュアイスにブランデーを注い
だ『メロン・ブランデー』を回し飲みしながら、
「蔵
前ＬＣのテーマソング」といわれる『港町ブルース』
ほか数曲を１番ずつ次々と隣の人にマイクを回し
ながら歌うという、いわば「強制リレーカラオケ」
の洗礼を受け、鮮烈な印象の残った夜でございまし
た。東京蔵前ＬＣの皆様、大変お世話になりまして
誠に有難うございました。

（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

２月４日

ＬＣＩＦセミナー＆国際理事報告会報告

さる２月４日（金）、永田町の憲政記念館にて３３０－
Ａ地区ＬＣＩＦセミナー・国際理事報告会が開催され、当
クラブからは、Ｌ山本と進藤幹事と会長Ｌ桂の３名が出席
致しました。
まず、３３０－Ａ地区河合悦子ガバナーも「わかってい
るようでわかっていないのがＬＣＩＦ」とおっしゃってい
ましたが、第１部のＬＣＩＦセミナーでは、講師であるＬ
ＣＩＦ財団の田辺憲雄Ｌから、大変具体的で分かりやすい
ご説明を頂きました。ＬＣＩＦの献金は運営費には使われ
ず、一部を投資に回しその利益で運営していること、国別
献金額で日本は１位であること、また交付件数もここ数年
の理事会では日本が１位であることをご説明頂きました。
さらに交付金の種類や、申請におけるスケジュールや注意
点、具体的な申請方法に至るまでを過去の申請例などをも
とに非常に具体的にご説明頂きました。そのウィットに富
んだ語り口に引き込まれ、当クラブにおけるＬＣＩＦの活
用についても光が見いだせたような気が致しました。
続いて、緊急援助交付金を受けたリジョン（７Ｒ）、さ
らには国際援助交付金を受けた鴬谷ＬＣと新都心ＬＣと
いう２つのクラブから、実際にＬＣＩＦ交付金をどのよう
に活用したかについて、スライドを交えながらご紹介頂き
ました。興味深い内容に対して活発な質疑応答が行われま
した。
５分程度のコーヒーブレイク休憩ののち、第２部は国際
理事山浦晟暉Ｌの報告会で、山浦理事のこれまでの功績が
ご紹介されました。そして、今まで勉強不足で存じ上げま
せんでしたがライオンズクラブが卖に世界最大の奉仕団
体というだけでなく、国連に認定された名誉ある団体であ
るということが改めて説明されました。また、シド・スク
ラッグス現国際会長が最高のライオンズマンであること
が強調され、さらにライオンズ国際協会の組織図およびそ
の中での山浦国際理事の役割がご紹介されました。最後に、
山浦国際理事が薬物乱用防止活動を世界のライオンズで
取り組むべきだという提案を国際協会に対して行ったこ
とが報告されました。
本日は大変有意義な講義を有難うございました。今回学
んだ知識を、日常のクラブ運営において十分に活用してい
きたいと考えました。

（桂会長）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

２月５日

⑥

３３３－Ｃ市川ＬＣ結成５０周年記念の集い報告

さる２月５日（土）、帝国ホテル「孔雀の間」にて「若松
組例会」でお世話になりました市川ＬＣの「結成５０周年記
念の集い」が開催され、幹事進藤が出席して参りましたが、
来るべき当クラブの５０周年記念式典にも大変参考になるこ
とが多々ありましたので、詳細にご報告申し上げます。
会場「孔雀の間」は千葉県全地方からの各クラブや３３０
複合地区からの出席者等２８０名もの出席者で埋め尽くされ
ましたが、会費をあらかじめ振込制としてありましたのでス
ムーズに受付が行われました。部屋の外には市川ＬＣのメイ
ンアクティビティ、視覚障害者のための絵画ペン「みつろう
君」の作品展示とワークショップ会場が設けられており、私
も実際に体験することが出来ました。
物故ライオンへの黙祷で会が始まりました。司会の吉原稔
貴Ｌから「乾杯までの時間を短縮するために、君が代とライ
オンズヒムの斉唱は割愛します」との（衝撃的な）説明の後、
オープニングの市川克美さん恵美さん親子による演奏が行わ
れ、同時にクラブ結成時のスライドが会場に流れました。ま
た、３曲目の『思い出の渚』を来場者全員で唱和することで
会場の緊張がほぐれて行きました。
「溝口会長、開会のゴングと会長挨拶をお願いします」な
ど時間短縮できるところは確実に短縮して工夫が随所に見ら
れました。会長溝口昭義Ｌからは「ライオニズム、新たに誓
う５０年」とのスローガンをご披露があり、続けて実行委員
長長谷川肇Ｌが歓迎の挨拶にて３３３－Ｃ地区全クラブにお
声かけをしたこと、２００名の予定のところ２８０名の参加
があったこと、そして「緊張のあまり血圧が下がった」との
エピソード紹介で一気に会場の雰囲気が和らぎました。特に
工夫を感じましたのは石毛剛Ｌによる来賓ご紹介です。
「記念
誌の２６ページの順に従ってご紹介します」との言葉に皆自
然に記念誌を開き、他団体の方、国際理事、地区ガバナー、
元地区ガバナーなどのご紹介に続いて「スポンサークラブで
ある東京ＬＣの皆さんです」
「３３０複合地区からのお客様で
す」とテーブルごとにざっくりとご紹介が行われた後は、
「記
念誌によるご紹介とさせていただきます」と紙面紹介の手法
でまとめられ、さらに「これで乾杯までの時間が２０分短縮
されました」と会場の爆笑を誘っていました。
次に事業委員長の生田邦彦Ｌによる５０周年記念事業とし
て、「市川市への青色防犯パトロール車両と障害者車両の贈
呈」「みつろう君贈呈」「京成鬼越駅の時計塔リニューアル贈
呈」がご紹介されました。
来賓のご祝辞は４名で、まずスポンサークラブの東京ＬＣ

（Ｌ進藤）

会長の追原篤男Ｌが「市川ＬＣの誕生には山下清を世に出し
た式場隆三郎Ｌなくしては語れません」と語り始め、式場Ｌ
の言葉として、
『ライオンズクラブにはたくさんのエキスパー
トがいる。この巨大なライオンたちがフルに活躍したら痛快
だ。眠れる獅子も素晴らしいが歩く獅子はもっと楽しい、走
る獅子はなおさらだ』との趣旨のお言葉をご紹介頂きました。
続いて竹下徳永ガバナーと山浦晟暉国際理事と大久保博
市川市長の３名からご祝辞を頂きましたが、山浦国際理事の
ご挨拶の中では、市川ＬＣのチャーターメンバー畝本昌介Ｌ
に対しての国際会長からの感謝状の贈呈も行われました。
そして乾杯のご発声は後藤隆一元国際理事に頂いて乾杯と
なりましたが、ここまで測ったかのようにきっちり１時間で
ございまして、進行の素晴らしさに感嘆致しました。
会食の時間は帝国ホテルの素晴らしいお料理を堪能しなが
ら、あちこちのテーブルで挨拶・名刺交換・写真撮影がみら
れ、盛り上がっておりました。
後半のアトラクションも市川さん親子による演奏で「イエ
スタデイワンスモア」で始まりましたが、司会の吉原Ｌが「ご
挨拶を頂戴しながら曲のリクエストにお答えして歌う」とい
う形式で各テーブルを回られました。東京ＬＣの池崎道男元
地区ガバナーからは「テネシーワルツ」、市川ＬＣから市川ロ
ータリークラブに転籍された塚本眞巳さんからはお祝いの手
紙のご披露のあとに市川ロータリークラブの会長大河原常雄
さんから「慕情のテーマ」がリクエストされ、船橋ＬＣ斎藤
貞雄元地区ガバナー、松戸ＬＣ飯塚平八郎Ｌからもメッセー
ジを頂戴致しました。来る４月２９日に行われる船橋ＬＣの
「５０周年の集い」のＰＲでは若き２８歳の会長木全（きま
た）純Ｌについて「５０年後の１００周年の会長も木全Ｌ」
なる壮大な計画がご紹介され、その後は会場から飛び入りの
スピーチのリクエストやエクステンション結成式や周年行事
のＰＲなどが次々行われる雰囲気となりました。最後のリク
エスト曲「銀座カンカン娘」のころには「会場みんなで歌う」
状態となり、次の「ダイアナ」では前に出て踊る方々が出始
め、
「青い山脈」では会場の隅の方から人々が次第に立ちあが
って輪を作って「また会う日まで」の要領で手をつないで歌
い始めました。この人の列が、次第に部屋の壁いっぱいにな
っていき、最後の「あの素晴らしい愛をもう一度」では会場
全員が立ちあがって大声で歌い、会場の一体感は最高潮に達
しました。
そのまま「また会う日まで」、副実行委員長の神戸征男Ｌの
お礼の言葉、閉会のゴングと続いてフィナーレを迎えたわけ
ですが、歴史と伝統を感じさせながら、形式を崩せるところ
は崩していて堅苦しくなく、それでいて抑えるところはしっ
かり抑えており、なごやかで一体感のある本当に良い「集い」
でございました。この「集い」を体験できて幸せでした。市
川ＬＣの皆様、感動を誠に有難うございました！！

☆

アクティビティ

☆ 【告知】

ご紹介

２月２６日わんぱくクラブ育成会『２０歳を祝う会』
当クラブでは、知的障害者の居場所つくりを行っている「わんぱくクラブ育

成会」、特に補助金がほとんどない中で運営している「グループひかり」に対して協力を行って
います。具体的な活動としては、「秋祭りバザー」とこの「２０歳を迎える会」に協力していま
す。今回は「グループひかり」の中で 20 歳を迎えた方をお祝いするために、当クラブより記念
品を贈呈するとともに、当日の「祝う会」に出席をして障害者の生活場面に実際に触れ合う、重
要なアクティビティです。多くのメンバーの皆様にご出席頂けますようお願い申し上げます。
記
日

時：平成２３年２月２６日（土）
午前１０時～１４時

場

所：わんぱくクラブ駒沢

（当クラブメンバー集合時刻９時３０分）
世田谷区新町１－３－３１

■ 行事予定
２月１０日（木）

18：00～

東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０例会（２月第１例会）於：銀座アスター

２月２３日（水） 18：30～ ２月第２例会（双子例会：講師進藤秀夫氏予定）於：目黒雅变園
２月２０日（日） 10：00～ ３３０－ＡＢＣ地区共催 若手会員フォーラム 於：東京プリンス
２月２６日（土） 10：00～ わんぱくクラブ育成会「20 歳を祝う会」
於：わんぱくｸﾗﾌﾞ駒沢
３月 ５日（土）
9：30～ 東京世田谷ＬＣカップ／尐年サッカー教室
於：駒沢第二球技場
３月１１日（金） 18：00～ 難病支援フォーラム＆チャリティーコンサート 於：東京芸術劇場

■ 幹事

進藤より一言
厳しい冬の寒さも立春を境に多尐緩んで暖かく感じられる日も見られ
始めました。今期第１４号のクラブニュースをお届けします。
１月２６日の池尻小学校における薬物乱用防止教室ではＬ西山のオリ
ジナルの講義に続いて、Ｌ吉崎・Ｌ石上とともに今年も寸劇を演じさせて
頂きました。子供たちがおずおずと、そして次第に目を輝かせて実演に取
り組んだのが印象的でした。
また、２月５日に市川ＬＣの５０周年記念の集いに参加して、大変な感
動を覚えました。今まで参加させて頂いた周年行事から考えるとかなり型
破りな、しかし来場された皆さんが大変楽しめる素晴らしい「集い」でし
た。多くの方々にも知って頂きたく、尐し多めに紙面を割いてご紹介させ
て頂きました。よろしければ是非ご覧くださいますようお願い致します。

