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会長挨拶

★３月５日（土） 於：駒沢第二球技場
第９回東京世田谷ライオンズクラ
ブカップ／少年サッカー教室

平素より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、ＣＤショップに入りましたら「ラウ
ンジ」という音楽のカテゴリーがありました。
なにかと思って調べてみましたら「ホテルの
ラウンジやカフェでかかる音楽、つまりそこ
に集う人々の会話や社交を邪魔しないムード
音楽」とありました。このように、よく調べ
てみると以前から存在しているが枠組みや捉
え方を変えて新しく見せているものがたくさ
んあります。「丸い豆腐も切りようじゃ四角
…」、
「面白き こともなき世に 面白く…」、そ
んな言葉を残した先人たちもおりますが、物
事は捉え方、考え方で、全く違ったものにな
ってしまいます。
私は、この捉え方、考え方の違いと、些細
でも本質的な違いであることの区別がとても
重要であると感じます。それは、各クラブに
おけるアクティビティやクラブ運営に対する
考え方にも言えることであり、ライオンズク
ラブの趣旨に照らして正しいか間違っている
かという判断がとても重要であり、本質的に
おかしいと思われる事柄については、注意深
く判断しなければ
ならないと改めて
思いました。それで
は、今期も残り３分
の１となりました
が、引き続きお力添
えよろしくお願い
申し上げます。

（例会振替）世田谷区駒沢公園１－１
８：３０集合 ９：３０開会式－１５：５０
当クラブ最大のアクティビティです。本年
も午前中はＦＣ東京によるサッカー教室、
午後はサッカー大会となります。ライオン
ズキャップ・クラブ青ジャンパー着用にて
集合下さいます様お願い致します。
◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★３月２３日（水）於：目黒雅叙園
第１２回 理事会 １７：３０〜１８：３０
第 1151 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
「ＬＣＩＦ例会」と銘打ち、実際にＬＣＩF の交
付を受けた新都心ＬＣの柴田誠Ｌをゲスト
に迎え、実践例についてご紹介頂くゲスト
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。

★４月１３日（水）於：目黒雅叙園
第１３回 理事会 １７：３０〜１８：３０
第 1152 回 例 会 １８：３０〜２０：３０

第１１回 理事会報告
出席者

２月２３日

於 目黒雅叙園

「華しらべ」

桂会長、L 阿部、L 畠山、L 石田、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 中村、L 西山、
L 大竹、L 小野景、L 白石、L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吆崎、幹事進藤
（出席者数１７名）

今期第１１回理事会が目黒雅变園２Ｆ「華しらべ」にて開催されました。

■

審議事項

■

１.２０１０年７月から２０１１年１月までの収支報告の件に
つきまして、Ｌ石田より、前期Ｌ老田の制作したシステム
を改訂し、月ごとの見やすいファイルにしたこと、入力が
大変楽になったことなどを、詳細な資料に基づいてご説明
頂きました。移動例会等のさらなる添付資料の必要性や、
他クラブ訪問費用の取り扱いについて協議しました。
２.２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、プレゼントとし
てリュック１０個３６５５４円の支出をご承認頂きました。
３.３月５日 尐年サッカー教室の件について桂会長より、サ
ッカー・ゴールが現時点で８つ不足しており、調達後の輸
送コストをクラブで負担することとなりました。
４.３月５日 上級救急救命技能認定証取得アクティビティの
件につきまして桂会長より２名参加要請が来ているとのご
説明を頂きましたが、同日尐年サッカー教室というメイン
アクティビティのため丁重にご辞退することとなりました。
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吆崎よりご説明頂き、当日１０名参
加すること、また午後池袋西口公園でのお手伝いに幹事進
藤も参加することとなりました。
６.ビオトープメンテナンスの件につきましてはＬ石上から学
校との話し吅いについて次回ご説明頂くこととなりました。
７.４月１１日 田園調布ＬＣチャリティーゴルフの件につい
て幹事進藤よりご説明し、２組８名で参加となりました。
８.４月２３日 ３３０－Ａ地区年次大会の件につきまして、
幹事進藤より確認を行い、代議員として桂会長、Ｌ白石、
Ｌ吆崎、幹事進藤、登録部会スタッフとしてＬ亀川、Ｌ須
藤が参加することとなりました。
９.４月２日 江東南ＣＮ４５例会の件につきましては、幹事
進藤とＬ西山が参加することとなりました。その他他クラ
ブ訪問の件につきましても協議しました。
１０.指名委員会の件につきまして、次年度人事案を幹事進藤
より説明し、継続検討することとなりました。

■ 報告事項

■

報告事項につきましては例会中にご報告することと致しま
した。

第１１４９回例会報告
出席者

（双子例会）２月２３日

於 目黒雅叙園「華しらべ」

桂会長、L 阿部、L 畠山、L 石田、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 中村、L 小野景、
L 大島、L 大竹、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吆崎、
幹事進藤、辻村 L（浜松南 LC）、藤村 L（東京三軒茶屋 LC）、進藤秀夫氏
（メンバー１８名、ゲスト３名、計２１名）

1

第１１４９回２月第２例会が、２月２３日（水）１８：
３０より、目黒雅变園２Ｆ「華しらべ」にて開催され
ました。まず、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

お客様のご紹介を幹事進藤より致しました。本日は、
ゲストスピーチをお願いしました経済産業省産業技
術環境局大学連携推進課長 進藤秀夫様、３３４－Ｃ
地区浜松南ＬＣ辻村昌弘Ｌ、３３０複吅地区ＰＲ・情
報委員会副委員長藤村貞夫Ｌ（東京三軒茶屋ＬＣ）の
３名様にお越し頂きました。皆様、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。桂会長は辻村Ｌ・
藤村Ｌへの謝意を述べた後、多忙なスケジュールを調
整しただけでなく、いつでも役所から呼び出しがかか
りかねないという状況でお越しの進藤秀夫様の状況
をご紹介し、ごくごく短いご挨拶とされました。

4

お客様からご挨拶を頂戴致しました。３３４－Ｃ地区
浜松南ＬＣ辻村昌弘Ｌは、親クラブのクラブ訪問以外
の例会訪問は今日が初めてであること、８年ほど前ま
で世田谷区上祖師谷在住であったこと、２年前にライ
オン誌主催の若手会員フォーラムに参加し、当クラブ
Ｌ山本の素晴らしい姿勢と一番前で受講する態度に
惹かれ、その縁でＬ進藤にも会うことが出来たこと、
クラブニュースの熱心な読者として今回の企画は見
逃せないと思っていることなどをお話しされました。

5

続けて、３３０複吅地区ＩＴ・ＰＲ情報委員会副委員
長 藤村貞夫Ｌは、２月１０日の東京三軒茶屋ＬＣＣ
Ｎ２０への参加御礼に続けて、複吅地区のＩＴ・ＰＲ
情報委員会の内容をお話し下さいました。複吅地区の
ホームページに各委員会の議事録をすべて掲載し、ま
た複吅地区の８議長の会議をＷＥＢ会議で開催する
ことで、委員が東京に集まらなくてすむような改革を
している、とご紹介頂いてご挨拶とされました。

6

本日のゲストスピーチは、Ｌ進藤の双子の兄でもある
経済産業省産業技術環境局大学連携推進課長 進藤

秀夫様にお願いしました。スピーチに先立ち、進藤秀
夫様は、現在国会会期中で予算委員会が開催されてい
ることから、状況次第ではすぐ役所に帰庁する必要が
あると事情説明されました。
7

そのうえでスピーチに移り、まず自己紹介として、Ｌ
進藤より６分ほど先に生まれたため双子の兄として
育てられたこと、幼稚園から大学学部までは学校は同
じでクラスが違っていたこと、その後進路が分かれ、
ご自分は学士で卒業して役人になられたこと、双子の
ため問題意識が近かったり、身体検査などでも競争意
識があったことなど話されました。

8

通商産業省に入省して２５年、省庁再編で経済産業省
に所属するも経済産業省というところがジェネラリ
スト志向が強く、１－２年おきに脈絡なく異動がある
こと、異動先は理系というバックグラウンドとは全く
関係ないけれども、自分の場吅はあえて言えば技術政
策・通商政策、個別産業振興等の部署を行き来してい
ると話されました。

9

次に経済産業省の組織図をもとに、ご自分が産業技術
の振興を図るセクションにいて、産業界と大学の連携
を推進することが仕事であるとご説明されました。ち
なみに文部科学省にも似たような課があり連携して
いるとのことです。そしてパワーポイントも駆使しな
がら、役所の仕事について、わかりやすくご説明され
ました。国民の税金は好き勝手には使えないので予算
の使い方を決める必要があること、権利義務の制限の
ために法律を作ること、反対に政策的に予算をつけて
振興することもあること、これらもろもろを国会で最
終決定するのですが細かいところまでは決められな
いので、行政府（公務員）が様々調べたりスキームを
検討したり意見調整したりビジョンを作ったりする
ことが仕事となること、場吅によっては外務省と組ん
で外国と交渉することもあれば、予算や法案を国会で
審議して成立・施行となるとそれらの執行も仕事とな
るので、常に新しいことを考えつつ今必要な仕事も行
っているとのことです。

10 産学官連携とは、昨今の企業が様々な分野に進出する
際、一つの企業だけでは技術的に達成困難なため他者
との協力が必要となるが、とくに短期的戦略に陥りや
すい企業が長期的視野を持ちうる大学を共同研究な
どで活用することなのだそうです。しかし、産業界と
大学では文化や方向性が全く違うため、両者の意図の
すり吅わせに苦心しているとのことです。しかも国際
的にみて日本は、金額的にも人材的にも産学連携に向

けられるリソースが大変尐ないとのことです。
11 産学官連携関連施策としては、科学を推進するための
国家基本計画の策定（５年ごと）や、大学からの技術
移転の支援や国立大学の法人化のための法律制定、税
制優遇、大学ベンチャー企業を１０００社作るなどの
目標も入っているそうです。最近の流行は、産業界の
方と大学の人が一緒に集まって一つ屋根の下で研究
や教育を行う施設の整備とのことでした。
12 これらの施策にもかかわらず、産学官連携の実績とし
ては、共同研究費は６年で件数も金額も２倍と一見進
んでいるようですが、よく考えると平均単価が変わら
ず約２５０万円と低額のままです。大学自身の人件費
は加算されない慣例があるために、共同研究の規模が
小さかったり、このため契約遂行に関する義務感が尐
なかったりするところが課題とのことでした。大学ベ
ンチャー企業も１８００社出来たそうですが最近は
新規設立件数にかげりが見られること、また特許ライ
センス収入などのレベルはまだまだ米国と比して低
い状態にあるとのことです。
13 施策事例として、産学連携拠点の整備については、昨
年から今年にかけて１９か所程度、全国の著名な大学
や企業で産学官連携の共同研究をする拠点の整備を
支援したとのことで、支援内容は施設・設備費の３分
の２、１件あたり１０億円位と結構な金額となってい
ます。また、別の施策事例として、特に高学歴者の活
用問題に触れられ、博士号を取得した人は多くなって
いるのにポストがないという問題があること、学生も
将来性を悲観して修士で修了してしまうこと、企業か
らのイメージも「博士は専攻は強いが総吅的判断力が
ない」となっていることを指摘されました。海外では
カリキュラムが違い、「専門バカ」になる前にいろい
ろなところで活躍できる人を育てる形式になってい
る、また産業界も即戦力を期待しているとのことです。
そのため日本の文部科学省も大学院改革を掲げてお
り、経済産業省は卒業したポストドクターを企業に雇
用してもらうために、政府系研究所で様々な座学を数
週間行いポスドクの意識を変えたうえでインターン
シップ派遣を行う支援を行っており、就業率の向上を
図っているとのことでした。最後にこうした施策自身
も費用対効果の課題や事業仕分けで予算が削減され
たりするなどの問題があるとご紹介され、スピーチを
まとめられました。
14 質疑応答では、非常に活発に多くの分野に跨る質問が
出ました。Ｌ白石からは、①天下りについての本音を

聞きたい、②ご自身は天下りする気があるのか、③理
想的な官僚の仕組みはどうだと思うかとの質問が出
ました。これに対し、進藤秀夫様は、①全て天下りと
見るのでなく、給料として頂くお金に見吅う働きが出
来るのかがポイント、②自分自身の世代は天下りしな
いですむようにしたいと考える人が多く、自分も資格
の取得や産業界以外へのアプライの可能性なども検
討していること、③社会的に終身雇用が前提なのに役
人だけ早く辞めるから問題となるので、民間企業含め
１０年程度での転職が容易な時代が来れば天下りは
実質なくなると考えているとお答えになりました。
15 Ｌ磯辺からは、①産学連携のプロジェクトチームで東
京大学から優秀な１０名を選抜したところ中国人・韓
国人だけだったという話を引き吅いに、日本人の水準
の現状を問いたい、②今の民主党政権をどう思うか、
という質問が出ました。進藤秀夫様は公務員は政治的
発言が出来ないとお断りしたうえで、まず②について、
しがらみのあった政策を容易に変えることもできる
がそのこと自体にも一長一短があると考えると、そし
て①については東大だけでなく電機メーカーでも海
外の採用の方が出来がいいという評判があること、海
外の学生はハングリネスがかなり違うこと、しかし研
究室に海外の研究者を入れると日本の学生にとって
も海外の研究者にとっても刺激になり、グローバルな
日本人人材が育つ効用もあると考えるとお答えにな
りました。
16 次に桂会長から、政治家よりも官僚が省庁の垣根を越
えてうまく連携することが重要だと思うが、その進捗
状況はいかがかと尋ねられました。これに対して進藤
秀夫様は、入省時に見られた役所間の権限争いは現在
はかなり減っていること、経産省と文科省の産学連携
の部署が時間はかかったが今は大変仲良くなってい
ることをご紹介されました。
17 またＬ白石から、一気に観点が変わって、双子同士ど
のように呼び吅っているかと質問があり、進藤秀夫様
は「２人の時は呼ばなくてもわかる。あまり呼び名は
なく、あえて言う方が照れる」とお答えになりました。
18 Ｌ小塚からは、また違った観点から、①パンダが日本
に来たが高額のレンタル料を払って日本で呼ぶ必要
があるのか。②エジプトを始め北アフリカの革命が進
んでいるが中国も変わっていくと思うかとの質問が
あり、進藤秀夫様は、①個人的にはと注釈を付けた上
で、日本にはすでに結構パンダがいるので全日本とし
ては不要にも思うが、都民としては上野に来ると嬉し

い、②中国では辺境内陸部の所得格差が大きいので、
いずれ内乱暴動になる可能性もあると以前は思って
いたが、今は中国の現体制はもう尐し維持できるとも
思うこと、歴史的には中国でも２００年に１度の頻度
で政治の体制が変わることをお話しになりました。
19 遠来のお客さまにもご質問をお願いしました。浜松南
ＬＣ辻村Ｌは、双子として小学校から大学まで一緒に
来て、かたや霞が関、かたや障害者福祉ＮＰＯの理事
長と別れているが、兄弟の中で意見のフィードバック
はあったのか、それとも互いに違う方向に行く力が働
いているのかというご質問がありました。進藤秀夫様
は、高校までは生活空間が近く考えの方向性は似てい
たが、大学で学部が変わって変化があったと思う、弟
は学部を転部したりして大学に残ったが、今はＮＰＯ
で活躍して広く有意義な人脈を得ていると思ってい
ると話されました。これを受けて弟のＬ進藤は、自分
としては遺伝子が同じからこそ対極的生き方を選ん
でいると思うと補足を致しました。
20 複吅地区ＩＴ・ＰＲ情報委員会 藤村Ｌからは、ご自
分が産学協同で就職したという打ち明け話があり、本
日の話にとても納得したこと、今後はどうなるのかと
ご質問があり、進藤秀夫様からは大学界の人にインセ
ンティブを持ってもらうことを考える必要があるが、
共同研究１件２５０万では低額すぎると自分でも思
うとお答えになりました。このように多岐にわたる質
問にひとつひとつ丁寧にご回答され、大変充実した質
疑応答でした。進藤秀夫様、お忙しいなか、どうも有
り難うございました。
21 ウィ・サーブのご発声はＬ亀川にお願い致しました。
Ｌ亀川は、２月２０日に開催された３３０－ＡＢＣ地
区共催の若手会員フォーラムの体験で、他クラブのメ
ンバーとの交流により、当クラブが若手の意見を積極
的に受け入れて運営されているのは誠に素晴らしい
クラブであるとの感想を抱いたとご報告され、このよ
うな素晴らしい体験が出来た若手会員フォーラムへ
の参加を後押ししてくださったＬ白石に感謝を述べ
たのち、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。
22 会食中、幹事報告を行いました。本日行われました第
１１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。また、報告
事項につきましては、クラブニュース１４号と１５号
を回覧し、東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０にてスリランカ
からお越しの３０６－Ｃ１地区２Ｒ１ＺＺＣデュミ
ンダ・コタラワラＬから頂戴したバナーをご紹介いた

しました。続けて桂会長から、３３０－Ａ地区第５７
代年次大会におけるＰＲ・情報部会副委員長の委嘱状
がＬ山本に手渡されました。
23 しばし歓談ののち、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「第４回 私は誰でしょう？」のコーナーとして
赤ちゃんの写真を提供しました。１枚目の写真ではわ
かりませんでしたが、２枚目の双子の赤ちゃんが写っ
ている写真でＬ進藤兄弟とわかりました。いつの間に
か家族への取材が行われていたことを全く知らされ
ていなかったＬ進藤が驚愕をおさめる間もなく、幼い
ころからの写真の紹介から奥様へのインタビューに
よるクイズタイムとなりました。途中、ご兄弟の進藤
秀夫様からの補足なども含め、Ｌ進藤の若かりし頃が
明らかにされました。クイズに１０問中５問しか正解
できなかったＬ進藤には夫婦でスポーツ観戦もしく
はフォークソングコンサートデートの約束が科せら
れました。Ｌ山本とＬ進藤の軽妙なやり取りに続いて
Ｌ進藤の奥様からの愛情あふれるメッセージがＬ須
藤によって代読され、Ｌ進藤ふくめ会場は感動に包ま
れました。Ｌ山本、素晴らしい進行、有難うございま
した。
24 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。本日はファイン１８００円、ドネ
ーション３７２００円、計３９０００円でした。皆様
有難うございました。
25 出席率の発表は出席委員長のＬ小塚にお願いしまし
た。本日の出席率ですが、在籍４２名、不在会員２名、
終身会員２名、出席１８名、メークアップ１名、ビジ
ター３名で出席率は５０％でした。
26 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。

わんぱくクラブ育成会活動参加及び「２０歳を祝う会」報告

出席者

２月２４日

通常活動参加

於 わんぱくクラブ育成会本部

２月２６日

「２０歳を祝う会」

於 わんぱくクラブ駒沢

桂会長、L 亀川、L 須藤、L 山本、幹事進藤

当クラブでは前々期から、知的障害者の居場所づくりをしてい
る「わんぱくクラブ育成会」の成人グループ「ひかり」の運営に
協力しております。２月２４日にはＬ須藤とＬ進藤がわんぱくク
ラブ育成会本部にお伺いし、グループ「ひかり」の木曜日グルー
プととともに通常の活動に体験参加し、歌やダンス、ボウリング
などを楽しみました。Ｌ須藤から感想を頂きました。

わんぱくクラブのメンバーの皆さんがきちんとルールを
守って行動されているということに吃驚しました。職員の
皆様のご指導の成果が出ていると感じました。利用者の皆
さんの職員に対する信頼感があって、職員の顔を確認しな
がら行動を決めている所に本当にコミュニケーションがと
れていると思いました。また、メンバーの皆さんがすぐに
打ち解けてくださって、手を握って歌ったり踊ったりおや
つを食べたりして、わずかな時間の交流でもとても愛情が
わきました。このような時間をたくさん作ることが自分に
とっても励みになると思いました（Ｌ須藤）。
また、２月２６日にはわんぱくクラブ駒沢にて、
「２０歳を祝う
会」が開催され、桂会長、Ｌ山本、Ｌ亀川、幹事進藤が参加しま
した。２０歳を迎えられた１０名のメンバーに当クラブからリュ
ックサックをプレゼント致しました。その後、各曜日のグループ
ごとに練習してきたダンスの発表があり、グループに分かれてと
もに昼食を楽しんだ後、ゲームやダンスを楽しみました。Ｌ亀川
から感想を頂きました。

自分は、途中からの参加でしたが、ちょうどライオンズ
クラブからのプレゼントを渡すところから参加しました。
最初はどう接していいかと戸惑いもありましたが、逆に障
害のあるメンバーの１人から話しかけてもらって、話が膨
らみ、しまいに「僕の彼女を紹介する」と言って連れて行
ってもらったのが壁に貼ってあるドラえもんのカレンダー
でした。彼はしずかちゃんを指さし「僕の彼女だ」と紹介
してくれました。私もそのカレンダーの中のドラミちゃん
を指さして「これが僕の彼女だよ」といったところ、大変
仲良くなりました。最後にはみんなの輪の中で一所懸命踊
っている自分がいることに気がつきました。活動を通して
みて、あらためて職員の皆様の大変さに気がつきました。
一番驚いたのが親御さんの迎えに来ているときの朗らかな
顔です。険しい顔でなくて本当に優しい表情を見て、この
子たちは幸せな子たちだと思いました（Ｌ亀川）。

（計５名）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ ２月２５日東京神宮前ＬＣＣＮ１５記念例会参加報告
２月２５日（金）、原宿にあります「ルアール東郷」にて
東京神宮前ＬＣＣＮ１５例会が開催され、Ｌ進藤と会長桂
で参加してまいりました。
「ルアール東郷」は社会事業大学
の跡地に建つ、東郷神社直営のとてもお洒落なレストラン
でブライダルフェアなども行っています。
会場には渋谷区長 桑原敏武様や東郷神社宮司 嶋田耕一
様をはじめとするご来賓の方々、３３０－Ａ地区河吅悦子
ガバナーを始めとする元前副地区ガバナーやキャビネット
役員の皆様、親クラブである東京日本橋ＬＣや姉妹提携ク
ラブである３００Ａ－３区 台北聯邦ＬＣの皆様、さらに１
０Ｒのクラブの会長幹事ら、会長 廖學池Ｌをはじめとする
多くの方々がお越しになっていました。
開会のゴングに続いて台湾と日本両国の国歌を斉唱致し
ましたが、台湾国歌の歌詞カードが配布され、見よう見ま
ねではございますが初めて歌うことが出来ました。
東京神宮前ＬＣ会長上田満雄Ｌは会長挨拶にて、東京日
本橋ＬＣから１９９６年１０月９日に誕生したこと、メイ
ンアクティビティの盲導犬育成募金が今期は１０月１６日
にライオンズ奉仕デーとして１０Ｒ１７クラブ吅同で行わ
れ、９９名と盲導犬６等が参加し５６万円以上を集めるこ
とが出来たとお話しされました。
記念講演では『アンソニー、君がいるから』の著者でも
ある盲導犬ユーザーの櫻井ようこ様がアンソニーとともに
ご講演されました。櫻井様は障害を持ってしまったことは
悔しいけれども盲導犬と歩くようになって７年間一度も事
故なく、たくさんの出会いを得ることができたこと、見え
ていた所に歩いていけることが本当に嬉しいこと、この会
場にいられることが桜吹雪の中に立っているように嬉しい
と表現されて、人生の生き直しを与えてくれた盲導犬への
感謝を述べられ、会場に感動を与えていらっしゃいました。
その後祝宴におきましては、姉妹提携クラブとの記念品
交換にて多尐のハプニングもございましたが、素晴らしい
料理を作られた料理長のご紹介もあったりして和やかに懇
親が行われました。
クラブのメインアクティビティ「盲導犬育成」で一本筋
の通った記念式典でございました。東京神宮前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。

（桂会長）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

☆ ２月２６日東京ワンハンドレッドＬＣチャリティーボウリング参加報告（桂会長）
さる２月２６日、港区芝浦にあります「田町ハイレーン」に於きまして１Ｒ３Ｚ東京ワ
ンハンドレッドＬＣ主催のチャリティーボウリング大会が開催され、当クラブからは「世
田谷オールスターズ」と銘打って、Ｌ白石、Ｌ小野、Ｌ 須藤、Ｌ桂の４名で参加して参り
ました。
当日は３階と４階と２フロアを貸切っておりまして、多数のクラブから集まった２００
名近い参加者がいらっしゃいました。ゲストとして、かつてのＣＭでも大変ご高名な社団
法人日本プロボウリング協会会長の中山律子様をお招きして、開会前にボウリングのコツ
をご指導頂きました。今まで何気なくボウリングを行っていましたが、視点の置き方など
やはりプロのアドバイスはわかりやすく有効でした。そして２ゲームを行ったのですが、
その途中に中山律子様が回ってこられて記念撮影もしてくださいました。ゲーム終了後、
６階の懇親会会場へ移動致しました。
今回の趣旨であるＨＤＰ（ホシノドリームズプロジェクト）のご説明がありました。Ｈ
ＤＰとは日本のスポーツ界の発展と若者育成のために星野仙一をチェアマンとし活動する
プロジェクトで、様々な要因で競技継続が困難な若者を支援しているとのことでした。そ
してＨＤＰの支援するアスリートの方々からのご挨拶を頂いた後、順位の結果発表が行わ
れました。我がクラブのチーム成績は振るわなかったものの、Ｌ須藤が１８０人中１６０
番のキリ番賞で仰向け用低反発マクラを獲得しました。
東京ワンハンドレッドＬＣは１Ｒですが、芸能人の方も多く、リジョンが違うとこんな
にも違うのかというほど我が１０Ｒとは雰囲気が違いました。東京ワンハンドレッドＬＣ
は「メンバーが１００名」
「会費は老・壮・青で異なる」など特徴的なコンセプトで、設立
趣旨も随分と斬新ですし、ライオンズクラブの持つ奥深さを改めて感じた一日でした。

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

☆ ３月１日東京豊新ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

３月１日、新宿のハイアットリージェンシー東京ホテル
にて８Ｒ１Ｚ東京豊新ＬＣの例会に参加致しました。東京
豊新ＬＣは(社)東京青年会議所の先輩たちが多数入会され
ていて、多くの若手ライオンが集っていらっしゃいました。
テールツイスター杉山賢二Ｌの司会で進行しましたが、
この日は、私以外にも１１Ｒ２Ｚ東京しいの木ＬＣ内川和
久Ｌや国際理事委員会の副委員長今村康彦Ｌ、委員の浅井
洋一郎Ｌ、田中則雄Ｌ、菱岡敏光Ｌ、中尾美佐男Ｌ、山口
美生Ｌなど多くのゲストが参加していていました。
会長の柳沢一宏Ｌはご挨拶にてニュージーランド地震・
北アフリカの革命・昨今の大学入試カンニング事件などに
触れ、それぞれで携帯電話が大きな意味を持っているとお
話しされました。会食懇談では、ゲスト全員がスピーチを
したあと、全員で記念撮影をして例会はお開きとなりまし
た。とてもアットホームな例会でした。東京豊新ＬＣのみ
なさま、お世話になりましてありがとうございました。

■ 行事予定
３月 ５日（土）
３月１１日（金）
３月２３日（水）
４月１３日（水）

9：30～
18：00～
18：30～
18：30～

東京世田谷ＬＣカップ／尐年サッカー教室
難病支援フォーラム＆チャリティーコンサート
３月第二例会（ＬＣＩＦ例会）
４月第一例会

於：駒沢第二球技場
於：東京芸術劇場
於：目黒雅变園
於：目黒雅变園

４月２３日（土）
４月２７日（水）

18：30～

３３０－Ａ地区第５７回年次大会
４月第二例会

於：東京プリンス
於：目黒雅变園

■ 幹事

進藤より一言
３月になり、春の訪れを感じる今日この頃です。今期第１６号のクラブ
ニュースをお届けします。
２月２３日の２月第二例会は「双子例会」と銘打ち、自分の双子の兄に
ゲストスピーカーを頼むという企画でした。テーマは「産学官連携」でし
たが、質疑応答は大変幅広いものとなり、双子として自分も回答する場面
がありました。続けてテールツイスタータイムでもいつのまにか自分が対
象となり、秘密のうちに家族にインタビューが行われていて、仰天致しま
したが、家族の愛を再確認することができ、大変思い出深い例会となりま
した。ありがとうございました。
さて３月５日はいよいよ当クラブのメインアクティビティ、第９回東京
世田谷ライオンズクラブカップ／尐年サッカー教室です。子供たちの活躍
にまた多くの感動を感じられることと思います。ぜひ、多くの皆様にご参
加いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

