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会長挨拶

★東日本大震災で被災された皆様に心よ
りお見舞い申し上げます。当クラブでは被
災者支援アクティビティとしまして、潮来
ＬＣ・東京三軒茶屋ＬＣとともに、液状化
現象による被害が甚大であった潮来地域
の小中学校等への消毒薬配布を行いまし
た。今後も支援活動を継続していきます。

メンバーの皆様方におかれましては、平素
よりクラブ運営へのご理解と協力を賜り誠に
ありがとうございます。さて、今回の原発事
故では、ご存知のように「テラ」という単位
がでてきました。これは１０の１２乗という
数字で、長さ「メートル」でいうと地球の公
転軌道（１０の１１乗）ほどの大きさの数字
です。しかし、それでも宇宙の大きさはテラ
にあと０が１６個もつくほど大きい（１０の
２７乗）そうですから驚くばかりです。
ガリレオが地動説を唱えてから約４００年、
最近は宇宙の姿は我々が今まで想像していた
ものと全く違った姿であると分かってきまし
た。そして、震災で一変した社会に直面し、
私たちは、また、様々なことが分かりかけて
います。想像していた安全や平和がかなり脆
いものであったことも分かりました。経済が
成熟しボランティアが一般化してきた昨今、
日本のライオンズはあり方を考え直さなけれ
ばならないのかもしれません。そのためには
各クラブはアクティビティを通じて積極的に
地域社会とかかわり、彼らに私たちの役割を
教えてもらうことが
必要です。８６年前に
ヘレン・ケラーにライ
オンズの重要な役割
を教えてもらったこ
とをライオンズは思
い出すべきでしょう。

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★４月２７日（水）於：目黒雅叙園
第１４回 理事会 １７：３０〜１８：３０
第 1153 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
「潮来支援例会」と銘打ち、４月１４日に行
った潮来市における支援の報告を実際に
潮来を訪問したメンバーからご報告頂く時
間を予定しています。潮来ＬＣから幹事兼
平俊昭Ｌもお越しになる予定です。皆様、
是非ご出席のほどよろしくお願い申しあげ
ます。

★５月１１日（水）於：目黒雅叙園
第１５回 理事会 １７：３０〜１８：３０
第 1154 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
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第１３回 理事会報告
出席者

４月１３日

於 目黒雅叙園

「カシオペア」

桂会長、L 阿部、L 藤原、L 畠山、L 飛田、L 今尾、L 石田、L 石上、L 磯辺、
L 亀川、L 小塚、L 中村、L 西山、L 小野一、L 小野景、L 白石、L 鈴木、
L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤
（出席者数２１名）

今期第１３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. ３月２６日３３０－Ａ地区東日本大震災義捐金１０
Ｒ合同募金につきまして、当クラブから８名の参加が
あったこと、９２万円強の義捐金が集まり、すでに被
災地に無事届けられたことを幹事進藤よりご報告致
しました。
２. ３月３０日２クラブ合同障害者支援事業委員会につ
きまして、クラブニュース１８号を回覧しつつ、幹事
進藤よりご報告致しました。
３. ４月４日３３０－Ａ地区ガバナー諮問委員会につき
まして、幹事進藤より資料を回覧しつつご報告致しま
した。
４. ４月２３日３３０－Ａ地区年次大会について出席予
定者を確認し、代議員登録証をお渡しいたしました。

■

審議事項

■

１.２０１１年３月、および今期の特別例会の収支報告の
件につきまして、Ｌ石田より詳細な資料に基づいてご
説明頂きました。
２.東日本大震災義捐金の件につきまして幹事進藤より
ご報告しましたところ、当クラブでも義捐金口座を作
って国際交流基金から移し替えたのち、全額寄付すべ
きだという意見や、会員数×３０００円のみ振り込む
べきだ、もしくは日本赤十字社に振り込むべきだなど
多数の意見が出ました。結論としましては当面は会員
数×３０００円を指定口座に振り込むことと致しま
した。
３.４月１４日 震災被災地（潮来）支援アクティビティ
の件につきまして桂会長及び幹事進藤からご説明致
しました。潮来の小中学校へ消毒薬を配布すること、
他の被災地もあわせて９０００本の消毒薬のうち４
０００本を潮来ＬＣから、２０００本を当クラブから
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申請を行い、８複合サポートチーム経由でＬＣＩＦ交
付金から還付される件、いったん２０００本分につい
てクラブで立替える件、残りの３０００本について３
クラブで１０００本ずつ負担する件、１４日に潮来現
地を訪れて小中学校に配布する件が承認されました。
４.４月１６日 中体連野球大会の開会式の件につきま
して幹事進藤よりご報告し、今期は開会式は参加せ
ず、金銭負担についても来期以降は震災被災者支援
に振り分けたいと理由を明記してご辞退することと
なりました。
５.５月１８日 東京スピリット２１ＬＣ例会訪問の件
につきまして、Ｌ亀川とＬ進藤の両名が出席すること
が承認されました。
６．５月２０日 東京渋谷ＬＣのＢＳ例会の件につきま
して幹事進藤よりご報告し、桂会長・Ｌ白石・Ｌ磯辺・
Ｌ小野一郎・Ｌ吉崎・Ｌ山本・Ｌ石田・Ｌ亀川・Ｌ西
山・Ｌ中村・幹事進藤の１１名が参加することとなり
ました。
７．５月３０日 次期三役セミナーについて幹事進藤よ
り次期三役に告知を致しました。
８．５月２４日 第７回環境リーダー養成講座につきま
して、Ｌ小塚よりご説明を頂き、当クラブより桂会
長・Ｌ山本・Ｌ小野一郎・Ｌ鈴木・Ｌ中村・Ｌ磯辺・
幹事進藤の７名が参加することとなりました。
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第１１５２回例会報告（ＬＣＩＦ例会）４月１３日
出席者

於 目黒雅叙園「カシオペア」

桂会長、L 阿部、L 藤川、L 畠山、L 飛田、L 今尾、L 石田、L 石上、L 磯辺、
L 亀川、L 小塚、L 村井、L 中村、L 西山、L 小野一、L 小野景、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２４名）

1

第１１５２回４月第１例会が、４月１３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、桂会長に開会のゴングを鳴らして頂
き、国歌、ライオンズクラブの歌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

お客さまのご紹介を行いました。本日はゲストスピー
カーとして３３０－Ａ地区ＰＲ・情報委員会副委員長
新都心ＬＣ 柴田誠Ｌにお越し頂きました。柴田Ｌ、
お忙しいところ、誠に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。桂会長は震災後の
経済的な二次被害の大きさに触れ、野菜や水産物の販
売への影響だけでなく、ご自身のお仕事であるウェデ
ィング業界でも結婚式が激減したと話されました。ま
た、震災に関するＱ＆Ａをホームページ上で立ち上げ
たところ多くの閲覧があり、「そもそも結婚式をとり
行ってよいのか」「スピーチの時に震災に触れてよい
のか」などの質問があるとのことです。新郎新婦が主
役という原則を外さなければ震災に触れないのは不
自然であり、お見舞いの気持ちも示して良いとのこと
でした。そのうえで、今回のゲストスピーチでＬＣＩ
Ｆについて学べる喜びを話され、ご挨拶とされました。

4

３３０－Ａ地区ＰＲ・情報委員会副委員長 新都心Ｌ
Ｃ 柴田誠Ｌからゲストスピーチを頂戴しました。柴
田Ｌはまず、以前世田谷に長く在住していて１０年ほ
ど前に当クラブ例会を訪問されたときの話をされま
した。そして最近はＰＲ情報委員会でＬ山本と２年間
ともに地区ニュースを作成していると話されました。

5

続いて、新都心ＬＣにおいてクラブで行ったＬＣＩＦ
の交付金を使った事例をご紹介頂きました。申請を行
ったのは国際援助交付金で、ネパールのクラブと連名
で申請されたそうです（ＬＣＩＦ交付金申請は２つ以
上のクラブの連名で申請することが基本とのことで
す）。学校に浄水器を設置するプロジェクトで、資金
面は日本の新都心ＬＣが担い、メンテナンスは現地の
クラブが担当するとの役割分担でした。

6

そして、ネパールのご紹介に移りました。ネパールは
東西に細長い国で、首都はカトマンズ、エベレストな
ど８０００メートル級の山が８本もある国です。ネパ
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ール第２の都市ポカラが今回の支援を行った都市で
だそうです。連名で申請したクラブ名もポカラ・アン
ナプルナＬＣとのこと。このクラブから来日中に例会
訪問してくださって交流が始まったとのことです。
7

識字率も低く、豊かとはいえない国とのことで、路上
で重なり合う子供等のスライドもご紹介頂きました。
多くの子供たちは山岳地帯に住み、水の事情も悪く、
下痢などが起きるのだそうです。現地ＬＣは子供たち
や老人のために奉仕活動を行っているとのことです。

8

一昨年、現地のクラブを訪問し、学校等に「逆浸透式
浄水装置」を導入したそうです。１台３００ＵＳドル
の簡易なものですが、海水を水に変えることもできま
す。日本は水の事情がよすぎて簡易な浄水器を作って
も売れないのだそうです。浄水装置は３０台購入して
現地に搬入し、３０個の学校に設置したとのこと。難
点は生産効率が悪くて溜めておく必要があり、そのた
めバケツは現地ＬＣが購入したそうです。浄水器を導
入したことで子供たちの表情が明るくなりました。

9

ポイントとして、寄贈する装置にはＬＣＩＦ寄贈と表
示しなければならないとのことです。そして、具体的
な申請書についてもスライドで提示してくださいま
した。事業名、活動で恩恵を受ける人の数、事業の理
由などを平易な文章で文章化する必要があります。そ
の他、事業案及び実施計画、予算書や届いた承諾書や
報告書などについてもご紹介くださいました。

10 その後、資料に基づき、ＬＣＩＦが献金の一部を運用
して運用益で国際本部の運用資金が賄われているこ
とや、ここ１０年の運用額の推移などをもご説明頂き
ました。
11 そして、ネパールのクラブが日本のクラブのパートナ
ーが希望している話もご紹介頂き、ＬＣＩＦを大いに
活用して事業を行ってほしいとの希望を述べられた
あと、東日本大震災におけるＬＣＩＦ献金にも触れら
れて、スピーチを締めくくられました。
12 質疑応答として、桂会長から入会して間もないメンバ
ーのためにＬＣＩＦとは一体何かを説明してほしい
との要望が出まして、柴田Ｌから献金と交付金の関係
についてご説明頂き、またＭＪＦ献金をするだけでな
くＬＣＩＦに対する理解が必要だと話されました。柴
田Ｌ、貴重なお話をどうも有り難うございました。
13 ウィ・サーブのご発声はＬ山本にお願い致しました。
Ｌ山本は柴田Ｌとの２年の交流、物事の表層でなく本
質を見据えて発言がぶれないとの姿勢、出会えた喜び
等をお話しされました。そして震災後に例会で食事で
きる喜びに触れられ、「活かされている」という言葉
を「い」を「貸してもらっている」ととらえ、『い』
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は「衣服の『い』」「居場所の『い』
」「食べる『胃』」
の３つであるとするなら、衣食住のすべてに関係して
いると捉えなおせると表現されて、この言葉の意味を
かみしめながら、ウィサーブのご発声を頂きました。
14 本日は、Ｌ今尾よりスペインの赤ワインと宮城県産の
日本酒のドネーションを頂きました。誠に有難うござ
いました。
15 会食中に、幹事報告を行いました。本日行われました
第１３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１８号を回覧
致しました。
16 テールツイスタータイムはテールツイスターＬ山本
にお願い致しました。Ｌ山本は、まずナイチンゲール
の写真から、本日は赤十字にまつわる様々な知識をク
イズ形式でご披露頂きました。次々とクイズがメンバ
ーに投げかけられ、赤十字の創始者やマーク、さらに
は献血の値段などの知識を得ることが出来ました。Ｌ
山本、どうも有難うございました。
17 ここでＬ飛田より会社内にて実施した東日本大震災
義捐金募金の結果として、１６５７４円の指定献金を
頂戴致しました。
18 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２４００円、ドネ
ーション５４６００円、計５７０００円でした。皆様
有難うございました。
19 出席率の発表は出席委員長のＬ小塚にお願いしまし
た。本日の出席率は、在籍４２名、不在会員２名、終
身会員３名、出席２４名、病欠１名で出席率は６８％
でした。
20 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、お客様をお見送りして無
事お開きとなりました。皆様有り難うございました。

＜柴田Ｌからご感想を頂戴しました＞
歴史と伝統のある貴クラブを訪問することが
でき、大変嬉しく思いました。若いメンバー
が多いことにも驚きました。やがて５０周年
を迎える様な歴史のあるクラブでは、メンバ
ーの高齢化が進み、古いメンバーらが威張って
しまっているクラブも見受けられるのですが、そのような様
子は感じませんでした。桂会長に象徴されるように若いメン
バーの積極的な意欲が感じられ、自クラブでも若いメンバー
の招聘と育成をより一層、積極的に行うべきだと感じました。
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東日本大震災

被災者支援

潮来ＬＣ・東京三軒茶屋ＬＣとの３クラブ合同アクティビティ報告
潮来地域の小中学校等への消毒薬配布
出席者

４月１４日

於 潮来

（世田谷ＬＣ）桂会長、L 畠山、L 今尾、L 石田、L 石上、L 亀川、L 西山、
L 小野景彦、L 手塚、幹事進藤（１０名）、
（三軒茶屋ＬＣ）五月女幹事、水谷 L（２名）、
（潮来ＬＣ）白鳥会長、兼平幹事以下３０名
（計４２名）

東日本大震災では、報道は尐ないですが、東北三県だけ
でなく茨城県や千葉県にも大きな被害が出ています。当ク
ラブが例年合同食育アクティビティで田植え・稲刈りでお
世話になっている茨城県潮来地域も日の出地区に激しい液
状化現象が起き、甚大な被害が出ました。特に上下水道の
被害が深刻で、４月現在でも学校等での水回りの衛生面で
不安があり、消毒薬を５０００本購入して潮来・神栖地域
の小中学校に配布するという震災被災地支援アクティビテ
ィを、潮来ＬＣ、東京三軒茶屋ＬＣと当クラブの３つのク
ラブでの合同アクティビティとすることとなりました。
４月１４日、朝８時に三軒茶屋みずほ銀行前に集合、数
台の車に分乗して潮来をめざします。潮来インターチェン
ジから集合場所の潮来ステーションホテルに行く前に被害
の甚大だった日の出地区の一部を車で回りました。一部復
旧工事も始まっていて新しい電信柱が建ったり建物の建設
も始まっていましたが、たび重なる余震でさらに塀が傾い
たと思われる家もありました。潮来ステーションホテルに
はすでに潮来ＬＣメンバー約３０名が集合していました。
まず、配布すべき消毒薬の箱にライオンズクラブのシール
を貼りました。今回お世話になった８複合サポートチーム
のシールだけでなく、３クラブ合同のシールも作成して手
際よく貼付します。
午前中は５つのグループに分かれ、各班３－５つの学校
をまわり、潮来の小中高・幼稚園保育園に約３３００本の
消毒薬を配布しました。どの学校でも消毒薬は大変喜ばれ
ました。配布途中に潮来市内の現状を垣間見ましたが、電
信柱は傾き、あちこちに地割れがあり、被害が甚大だとい
うことがよくわかりました。潮来高校では地滑りが発生し
ていて、校庭・テニスコートを大きく横断するように地割
れがあり、小屋が校庭から転がり落ちて民家をつぶしたり、
校舎が使えなかったりという現状をお聞きしました。
昼食後に、神栖ＬＣの会長 大槻眞人Ｌと幹事 塙 展道
Ｌが潮来ステーションホテルにご来訪頂きましたので、消
毒薬１６８０本の贈呈を行いました。
午後３時からは午後３時からは液状化の激しかった日の
出地区にある日の出中学校の体育館にてジャズ演奏家日野
皓正氏のライブが行われました。日野皓正氏は日の出中学
校の校歌の作曲者で、潮来ＬＣ初代関根会長の親友でもあ
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り、震災後「いてもたってもいられない」と、ご本人のた
っての希望でこのライブコンサートが実現したのです。
日の出中学校は潮来市の避難者１７００名あまりのうち
最大で１０２２名が生活していた場所です。体育館は竣工
したばかりで、竣工式もまだというのに震災に遭い、周囲
は陥没しましたが建物はきれいに残っており、つい先日ま
で使用されていた仮設トイレが校庭に残っていました。
まず、コンサートの来場者にお渡しする手土産を約８０
０袋封入しました。会場は来場者で満員となり、コンサー
トに先立って、日の出中学校・日の出小学校の校長先生に
潮来ＬＣ会長 白鳥悦男Ｌ、東京三軒茶屋ＬＣ第二副会長
水谷力Ｌ、そして当クラブ会長Ｌ桂太郎の３名から消毒薬
の贈呈式を行いました。
そして、日野皓正さんの登場です。今回の呼びかけで来
てくださったのは日野さん含め４名で、普段は世田谷で中
学生にジャズを教えているのだそうです。まずニューオー
リンズでお葬式の時によく演奏される２曲を皮切りにジャ
ズ演奏が始まりました。途中、
「日の出中学校の吹奏楽」と
コラボということでしたが、日野さんは、バンドの方を向
いて吹き始めて、ドラムの女子生徒を炊きつけ、
「震災のこ
んな時だからこそ、自分が！オレが！と前に出て行く人間
がいないとだめなんだ」と生徒たちを鼓舞しました。
コラボでは日の出中の校歌を演奏し、そして『負けない
で』の演奏では会場の中学生にも「ステージに上がれ！踊
れ！」と合図を送ります。最初にけしかけられたドラムの
生徒も負けじと演奏し、大拍手が会場から沸き起こりまし
た。来場者７６８名が熱い思いに酔いしれたひと時でした。
今回のアクティビティは無事に終了しまして、参加され
た皆様、誠に有難うございました。現地の状況を拝見し、
今後も息の長い支援が必要と痛感致しました。今後も震災
被災地支援を継続していく予定です。
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３３０－Ａ地区年次大会報告
出席者

４月２３日

於 東京プリンスホテル

桂会長、L 石田、L 亀川、L 小塚、L 須藤、L 山本、L 吉崎、幹事進藤
（計８名）

４月２３日、東京プリンスホテルにて３３０－Ａ地区年
次大会が開催されました。当クラブからは代議員４名（桂
会長、Ｌ石田、Ｌ吉崎、幹事進藤）、登録部会３名（Ｌ小塚、
Ｌ亀川、Ｌ須藤）、記録部会１名（Ｌ山本）で計８名が参加
いたしました。
午前中の代議員会ではガバナー選挙・第一副地区ガバナ
ー選挙・第二副地区ガバナー選挙があり、それぞれ立候補
者が１名ずつでしたので拍手による信任方式に変更された
のち、立候補された皆様が全員ご信任され、ガバナーエレ
クトに大石誠Ｌ、第一副地区ガバナー予定者としては阿久
津隆文Ｌ、第二副地区ガバナー予定者として鈴木定光Ｌが
選出されました。
続けて行われた各部会では「東日本大震災について」と
いう統一テーマと各部会固有のテーマで話し合いを行い、
活発な討議がなされました。
午後２時からは、大会式典となり、今期の河合悦子ガバ
ナーの歩みが動画で紹介されました。３月１１日に難病フ
ォーラム＆チャリティーコンサートを実施する予定で準備
を重ねていたにもかかわらず、当日に東日本大震災が発生、
イベントを中止して震災対応を行ったことや、実際に募金
活動を行って義捐金を被災地３県の各ガバナーに届けにい
らっしゃった時のことがすでに盛り込まれていました。
年次大会記念講演は、早稲田大学第１４代総長である奥
島孝康先生に「スポーツと学校教育」というテーマでお話
しいただきました。
「スポーツは教育の一環としてやるべき
である」、との論旨で、イギリスのフェアプレー精神やパブ
リックスクール、貴族の『ノーブレス・オブリージ』の精
神により民主政治がおこなわれていたこと、日本でも高校
野球では甲子園がフェアプレー精神の集大成となっている
こと、スポーツを行って自らの痛みを知ることで他人の痛
みをおもんぱかることができるようになること、したがっ
て、スポーツを教育の一環としてやるべきであるという、
熱く骨太な内容の講演でございました。
続いて、例年ならアトラクションを行う時間帯に、記念
アクティビティ発表として、３月１１日の難病フォーラム
＆チャリティーコンサートで予定していて放映の出来なか
った動画が映像として流されました。また、当日に寄付を
行う対象となっていた団体がそれぞれ紹介され、目録の贈
呈が行われました。
さらに国際会長表彰やガバナーズアワードの表彰があり
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ました。当クラブはいくつか申請したものの対象となりま
せんでしたが、来期また頑張りたいと思います。最後に信
任されたばかりのガバナーエレクト大石誠Ｌが奥様ほか支
援者とともに入場し、ご挨拶され、満場の拍手がわきおこ
りました。
当日参加したＬ亀川とＬ須藤から感想を頂戴しましたの
でご紹介します。
Ｌ亀川）Ｌ須藤と共に登録部会の一員として参加して参
りました。参加のきっかけになったのは、副部会長でもあ
りますＬ小塚の任命を受けての参加でした。私も恥ずかし
ながら、参加するまでは年次大会の内容すら知らずにいま
した。後に今回はなかったのですが、次期ガバナーの選挙
もある大切な大会で、今期の河合悦子ガバナーの集大成の
大会だと知り、身の引き締まる思いでした。今回は受付の
お手伝いでの参加でしたが、このような形で携われた事で、
非常に貴重な体験が出来たと思っています。
Ｌ須藤）登録部会の皆様には準備ミーティングの時から
色々とご教示頂き、有難うございました。当日は『来賓控
室』にてご来賓の方々をご接待させて頂く、
『接待部会』の
お手伝いをする事になり、元秘書でいらしたというキャビ
ネット副幹事伊藤弘美Ｌから、ご案内の際のマナーを教え
て頂きました。
更に、来賓控室では、３３０－Ａ地区最高齢９９歳の渡
辺豊隆元ガバナーと、地震後の『自粛』についてお話しさ
せていただき、
「昨今の状態は『自粛』ではなく『萎縮』だ。」
との叱咤激励をいただいた事で、地震後萎縮していた自分
を省み、もっと被災された方の後方支援が出来るよう仕事
もプライベートもこれまで以上に励もうと思えました。渡
辺元ガバナーは９９歳とは思えないほど矍鑠とされており、
御歳の半分にも満たない自分が小さな事でくよくよしてい
る場合では無いと元気付けられました。
式典には１５：３０くらいから参加し、難病支援の団体
のお話などを拝聴させて頂き、今後の活動にヒントを得ま
した。 また、様々なアワードを拝見し、他クラブの様々な
活動を知る事ができた事も有意義でした。最後に、大きな
輪になって『また会う日まで』を合唱出来き、本当に感動
しました。地震後、相当心細くなっていた自分に改めて気
付いたと同時に、何か心強い味方を大勢得たような気がし
たからです。本当に有難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ ４月２０日東京葛飾東ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる４月２０日（水）、小岩ニューオークラホテルにお

きまして開催されました５Ｒ１Ｚ東京葛飾東ＬＣ例会に
参加致しました。女性参画・家族会員推進委員会の岩井
純一Ｌのご紹介でお伺いすることができました。
この日のビジターで日本赤十字社の新担当の方が献血
の話をされていらっしゃいました。私も当クラブの青尐
年育成や障害者支援アクティビティの他、震災被災地支
援で行ったアクティビティをご紹介しました。
また、テールツイスタータイムでは副テールツイスタ
ーの近藤健司Ｌが「若手ライオンにしゃべっていただき
ましょう」と入会８カ月の大塚秀人Ｌに突然マイクを渡
すというパフォーマンス。渡された大塚Ｌは４５歳で入
会８カ月ですが、いきなり指名されたにもかかわらず機
転のきいたご挨拶をされ、さらに入会の若いメンバー２
名にマイクが渡されそれぞれ話すことになるという大変
面白い展開でございました。
多くの方にご紹介頂き、また、非常に和やかでアット
ホームであり、さらに出席率も非常に高い例会でした。
東京葛飾東ＬＣの皆様、お世話になりまして有難うござ
いました。

☆ ４月２１日東京フロンティアＬＣ例会報告
さる４月２１日（木）、小岩ニューオークラホテルにお

きまして開催されました５Ｒ２Ｚ東京フロンティアＬＣ
例会に参加しました。ガイディングライオンの東京江戸
川東ＬＣ茅島純一Ｌもともに出席しました。
結成して丸３年、メンバー数は１５名とこじんまりと
していますが、平均年齢も４０歳代と、大変若手で構成
される東京フロンティアＬＣは、例会のプログラムに毎
回全世界の物故ライオンのための黙祷と、
「ライオンと呼
ばるる人」の朗読が入っていて、新鮮に感じました。
例会自体の進行は、決して気取らず、第一部ではキー
賞の贈呈があったり、テールツイスタータイムではクイ
ズがあったり、またガイディングライオンの茅島Ｌの希
望でカラオケが始まる等、かなり自由な進行で心の底か
ら歌い、笑い、大いに楽しみました。
東京フロンティア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。
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（Ｌ進藤）

■ 行事予定
４月２７日（水） 18：30～ ４月第二例会（潮来支援例会）
５月１１日（水） 18：30～ ５月第一例会
５月２５日（水） 18：30～ ５月第二例会
６月 ８日（水） 18：30～ ６月第一例会
６月２２日（水） 18：30～ ６月第二例会

■ 幹事

於：目黒雅变園
於：目黒雅变園
於：目黒雅变園
於：目黒雅变園
於：六本木ヒルズクラブ

進藤より一言
３月１１日の大震災以来、余震・停電・福島原発事故などのニュースが
毎日続いておりますが、それでも桜は咲き、春が巡ってきております。今
期第１９号のクラブニュースをお届けします。
４月１４日に潮来ＬＣ・東京三軒茶屋ＬＣとともに消毒薬を潮来地域の
小中学校に配布する合同アクティビティを行いました。地区を越えて合同
アクティビティを行える感動も味わいましたが、一方で震災の激しい爪痕
も目の当たりにし、長期的視野に立つ被災地支援活動の必要性を痛感致し
ました。
４月２３日には３３０－Ａ地区年次大会が開催され、ガバナーエレク
ト、第一・第二副地区ガバナー予定者も選出され、いよいよ来期の活動を
見据えての引き継ぎの時期がやってまいりました。幹事としての業務もあ
と２カ月余り、最後まで全力投球で行いたいと考えておりますので、どう
ぞよろしくお願い致します。
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