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会長挨拶
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、私たちはみな日々を充実して過ごし
ながら、それぞれの本分を全うしたいと願っ
ていますが、そのためには心を整えることが
何をおいても重要なことだと思います。そし
て、混沌とした昨今におきましては心を整え
ることの重要性は特に増していると感じます。
その方法は掃除から自己暗示まで人それぞれ
様々ですが、私は朝晩鏡とにらめっこして自
己暗示をかけ、履物を揃え、お手洗いの掃除
をしています。また、心身は繋がっているよ
うですので心身統一をはかるため運動して体
を整え、神仏に手を合わせることも有効なの
で度々神社に行きます。この季節、自宅の三
宿から松陰神社までランニングコースは格別
で、松陰神社境内に再現された松下村塾の前
で吉田松陰や高杉晋作が若干二十九歳の人生
で様々成し遂げたことを顧みるにつけ、わが
身を内省するというお決まりのコースです。
様々な努力を惜しまず最大限整えた心で前向
きに奉仕活動に励
みたいと思います
ので今期残り２カ
月となりましたが、
引き続きメンバー
の皆様のご理解と
ご協力よろしくお
願い申し上げます。

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★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
「メンバースピーチ プラス１」として、Ｌ藤
川博康から、ＳＭＢＣ日興証券 国際市場
分析部 今川倫太郎氏とともに、「震災後
のマーケット動向は？」というテーマで、復
興に向けて経済・金融・産業はどのように
なっていくかを予想し、メンバーの皆さま
に問題提起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く
ださいますようお願いします。

★５月２５日（水）於：目黒雅叙園
第１６回 理事会 １７：３０〜１８：３０
第 1155 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
「５０ＣＮ準備例会」としまして、今期
各クラブで行われた多数の周年記念例
会を振り返り、２年半後に迫った当クラ
ブの５０ＣＮ記念例会への糧としたい
と考えます。メンバーの皆様、今後の方
向性を考える重要な例会です。どうぞご
出席くださいますようお願い致します
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第１４回 理事会報告
出席者

４月２７日

於 目黒雅叙園

「清風」

桂会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川、
L 中村、L 西山、L 小野一、L 小野景、L 白石、L 山本、幹事進藤
（出席者数１６名）

今期第１４回理事会が目黒雅叙園４Ｆ「清風」にて開催されました。

■ 報告事項

■

１. １０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会の剰余金について幹事進
藤より報告し、東日本大震災の義捐金に充てることを
ご承認頂きました。
２. ４月１４日に行われました震災被災地支援アクティ
ビティにおける現地潮来の様子を、幹事進藤よりクラ
ブニュース１９号の回覧にてご報告致しました。
３. ４月２３日３３０－Ａ地区年次大会について、大石誠
ガバナーエレクト、第一副地区ガバナー予定者阿久津
隆文Ｌ、第二副地区ガバナー予定者鈴木定光Ｌが決定
したことなど幹事進藤よりご報告致しました。
４. ４月２９日 東京スピリット２１ＬＣのアクティビティ訪問の件、５月に予定されていた例
会訪問が振り替わったことを幹事進藤よりご報告致しました。
５. ３３０ＭＤ複合年次大会代議員登録の件についてＬ山本・Ｌ小塚・Ｌ白石・Ｌ吉崎の４名を
登録したことを幹事進藤より報告致しました。

■

審議事項

■

１. 尐年サッカー教室決算の件につきまして、Ｌ石田よりご報告頂き、多尐の訂正ののち承認さ
れました。写真の売れ行きが不振だった理由について討議しました。
２. 東日本大震災義捐金口座開設の経過についてＬ石田よりご報告頂き、三菱東京ＵＦＪ世田谷
支店に新設することとなりました。
３. ５月１７日 潮来におけるゴルフの件について幹事進藤よりご説明し、最終的に２組参加す
ることとなりました。
４. ５月２２日 青年会議所世田谷区委員会 わんぱく相撲協賛の件について幹事進藤よりご
説明し、例年通り１万円協賛することと致しました。
５. ６月１９日 青尐年英語スピーチコンテストの件につきまして幹事進藤よりご説明し、Ｌ石
田・Ｌ進藤が参加することとなりました。
６. 準備理事会及び次期行事日程の件について次期会長予定者Ｌ進藤よりご説明し、準備理事会
は６月２日（木）１８：３０からと決定、また行事日程は予算も含め継続審議となりました。
７. 次期障害者施設見学ツアー日程案の件につきましてＬ進藤よりご説明し、さらに桂会長より
このアクティビティの意義についてご説明頂いて、来期予算に盛り込むこととなりました。
８. １０月１５日１６日 せたがや未来博の件につきまして、幹事進藤よりご説明し、来期も潮
来の安全な食材が販売できるブースを申し込むこととなりました。
９. 次期キャビネット役員招聘の件について幹事進藤よりご説明し、Ｌ石田が推薦されました。
１０.桂会長より、東京スピリット２１ＬＣの東京代官山ＬＣへの名称変更についてご説明があ
り、討議の結果満場一致で承認されました。
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第１１５３回例会報告（潮来支援例会）４月２７日
出席者

於 目黒雅叙園「清風」

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

1

第１１５３回４月第２例会が、４月２７日（水）１８：
３０より、目黒雅叙園４Ｆ「清風」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

お客さまのご紹介を行いました。本日は先日合同アク
ティビティでお世話になりました、３３３－Ｅ地区
潮来ＬＣ幹事 兼平俊昭Ｌにお越し頂きました。兼平
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、兼平Ｌ
に感謝の念を述べたのち、前日参加したＰＲ情報委員
会懇談会の様子から、ライオンズクラブの外部への発
信をさらに行うべきと考えていること、世田谷に住ん
でいる経営者の皆様に当クラブの存在を知って頂き
たいとお話しになり、ご挨拶とされました。

4

３３３－Ｅ地区 潮来ＬＣ 幹事 兼平俊昭Ｌから
ご挨拶を頂戴しました。兼平Ｌは東日本大震災直後に
液状化対策として当クラブがポリタンク支援を行っ
たこと、ライオンネット経由で松戸ユーカリＬＣの高
橋Ｌが潮来市役所に軽油を届けてくださったこと、Ｌ
ＣＩＦ交付金の複合サポートシステムを用いての当
クラブと東京三軒茶屋ＬＣと合同で消毒薬配布を実
施できたことについて深く感謝の念を示されて、ご挨
拶とされました。感極まって話す御姿にクラブメンバ
ー一同感激致しました。有難うございました。

5

続いて幹事進藤より、幹事報告を行いました。本日行
われました第１４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
１９号を回覧致しました。

6

ウィ・サーブのご発声はＬ畠山にお願い致しました。
Ｌ畠山は潮来における支援アクティビティに触れ、日
之出町の甚大な液状化被害に驚愕したこと、消毒薬配
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布で子供たちから感謝の言葉をもらい、さらに日野皓
正氏のコンサートで生徒たちが舞台に上がって頑張
っていることで感動したと述べられ、こんな時だから
こそ手を合わせて頑張っていきたいと強く話されて、
高らかにウィサーブのご発声を頂きました。
7

会食中にＬ老田より、ゴルフ同好会の日程についてご
提案を頂きました。

8

本日はテールツイスタータイムを利用して、Ｌ進藤よ
り４月１４日に実施しました、潮来における３クラブ
合同消毒薬配布アクティビティを振り返りました。現
地の電信柱や家の傾き、潮来高校の地割れなどにメン
バーは息を呑みました。また小中学校での消毒薬配布
と日の出中学校における日野皓正氏のコンサートに
ついてご紹介しました。

9

また、当日参加したメンバー全員から当日の感想を頂
戴しました。Ｌ畠山からは、お仕事で行かれた先代の
情報についてもご紹介頂き、被害の甚大さを改めて思
い知りました。

10 テールツイスターＬ山本からドネーションの発表を
して頂きました。兼平Ｌより多額のドネーションを頂
きまして有難うございました。本日のファインは２０
００円、ドネーションは４５０００円、計４７０００
円でした。
11 出席率の発表はＬ阿部にお願い致しました。在籍４２
名、不在会員２名、終身会員３名、出席者２０名、病
欠１名、ビジター１名で出席率は５８％でした。
12 最後に、兼平Ｌから再びお話しを頂きました。兼平Ｌ
は、震災で心配されていた田植えですが、６月５日に
可能になったこと、東京三軒茶屋ＬＣが潮来ＬＣの小
林恭子Ｌの経営する割烹旅館にて５月１７日に移動
例会を行うことをご報告頂き、当日ゴルフも行うとの
ことで当クラブメンバーにも参加を呼びかけられま
した。
13 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。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ ４月２９日船橋ＬＣＣＮ５０記念例会報告
さる４月２９日、三井ガーデンホテル船橋ららぽーとに
て開催されました、３３３－Ｃ地区 船橋ＬＣＣＮ５０記念
例会に参加してまいりました。東日本大震災以降、自粛ム
ードが続いておりましたが、今回行われた周年行事は「震
災支援」を前面に出し、最初に黙祷し、
「自粛ではなく通常
生活で経済活動を」というコンセプトで行われ、３５クラ
ブ２７２名の出席があり、部屋は満席となっていました。
さて、船橋ＬＣ５０周年の会長はなんと言っても若い、
２８歳の木全純Ｌです。司会の話の中でもありましたが、
「１００周年の時も木全会長で」とのクラブ上げての企画
なんだそうです。木全会長は東日本大震災の被災地にすで
に飛んでいらして、南相馬市と相馬市の現状についてご挨
拶でお話しされました。
そして船橋ＬＣは５０年の歴史の中、５名ものガバナー
を輩出し、そのうち３名もの元ガバナーの方が現在もとて
もお元気でいらしてクラブからの表彰と国際会長感謝状を
贈呈されていらっしゃいました。
アクティビティの 1 番目は東日本大震災被災地に義捐金
および援助物資寄贈で、さらに盲導犬・視覚障害者支援関
係のアクティビティに力を入れていらっしゃいました。ま
た、３３３－Ｃ地区としても東日本大震災被災地支援で釜
石他に何度も支援に行き、釜石在住で就職内定を取り消さ
れた高校生への就職の支援をして、まず１名採用になった
ということで、ご本人が来場されていらっしゃいました。
来賓ご挨拶では登壇された藤代孝七船橋市長は、船橋市
の液状化被害も甚大であったということをお話しされまし
た。また、マレーシアから姉妹クラブであるＰＥＴＬＩＮ
Ｇ ＪＡＹＡ ＬＣのケサバン会長がご挨拶され、１万リ
ンギット（１００万円相当）が船橋市長に贈呈されました。
第２部の祝宴では船橋市在住のソプラノ歌手 松本やす
子さんの美声につづき、アトラクションは３名の元ガバナ
ー、斎藤貞雄Ｌ、木下務Ｌ、小西宗仁Ｌの魅力を最大限に
みせる形で進行致しました。小西元ガバナーは「特別出演
市村浮左衛門」と銘打って向島の芸者さんと小唄をご披露
されました。

大変歴史を感じる５０ＣＮ記念例会でした。当クラブ
でも５０ＣＮ記念例会が２年半後ですので大変勉強にな
りました。船橋ＬＣの皆様、誠に有難うございました。

5

（Ｌ進藤）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

☆ ５月４日ライオンネット福島県新地町炊き出しイベント参加報告
５月４日に福島県相馬郡新地町で行われた炊き出しイベ
ントに参加してまいりました。ライオンネット（ライオン
ズメンバー専用ソーシャルネットワーキングサイト）上で
明石魚住ＬＣ橋本維久夫Ｌの呼びかけで、５月４日５日と
２日間、福島県相馬郡新地町と岩手県大槌町の２か所にお
いてそれぞれ新地ＬＣ、大槌ＬＣを主催として実施された
ものであり、私は第１日目だけ参加致しました。
前夜午後１０時に三軒茶屋に集合し、東京新都心ＬＣの
池田謙司Ｌ、高橋昌幸Ｌ、川上浩司Ｌ、山口俊三Ｌ、それ
に当クラブのＬ西山の職場、池尻稲荷の権禰宜の和田庸聖
さんの６名とともに出発しました。まず、東京三軒茶屋Ｌ
Ｃ藤村貞夫Ｌのご自宅により、西宮ホワイトＬＣ会長畑山
裕子Ｌ寄贈のチョコレートを６箱積み込んで夜の東北自動
車道をひた走り、仙台南部道路、仙台東部道路を乗り継い
で午前４時に現地の新地町役場に着きました。
次第に明るくなり、津波の被害がわかってきました。海
のほうに歩いていきますと、ある一線を境に建物が突然何
もなくなる感じなのです。かろうじて残っている家は 1 階
部分が破壊されていますし、線路が畑の中に落ちていたり、
橋脚だけあって橋がなかったり、また、道路と思ったとこ
ろは実は元は常磐線が走っていたところでした。役場の隣
の建物は現在も避難所となっていて、皆さんが仮設トイレ
で用を足したり、顔を洗ったり歯を磨いたりしていました。
７時１５分に新地ＬＣメンバーでもある加藤憲郎町長の
アナウンスがありました。なんと地震の翌日から毎日続け
ていらっしゃるのだそうです。この日のイベントについて
も前日放送で告知されたそうです。
朝が明けるにつれ、次第にライオンズメンバーが全国か
ら到着します。それを待っている間、庁舎の裏ではゲーム
コーナーで使う水風船をみんなで作りました。
そして、いよいよ新地ＬＣ幹事水戸誠Ｌの司会で打ち合
わせ開始です。加藤憲郎町長に続き、新地ＬＣ会長藤田修
Ｌ、今日の実行委員長笹原健司Ｌ、町のボランティアの皆
さんが紹介されました。続けて、その場の指示で駐車場の
広場に８張りのテントが張られ、明石・岐阜・千葉などか
らやってきたトラックから炊き出し用の大量の食材や大鍋、
コンロなどを荷下ろししました。またたく間に本部テント、
チョコレートや牛乳の配布テント、その他食べ物類のテン
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（Ｌ進藤）

トが作られ、テントの外には子供たちが遊べるようにとス
ーパーボールすくい・ヨーヨー釣りの各プール、水風船ダ
ーツのパネルが設置されました。これらのプールやパネル
も土岐織部ＬＣ小野木巧Ｌらの手作りです。
１１時からイベントが始まり、多くの方が来場されまし
た。この日のメニューは、ハヤシライス・鳥のから揚げ・
ポテトフライ・メンチカツ・きつねうどん（そば）
・たこ焼
き・明石焼き・お好み焼き・玉子焼き風お好み焼き・佐用
町名物ホルモン焼うどん・たい焼き・炭火焼さんま・炭火
焼カレイ・綿菓子等でした。特に魚は久しぶりといった方
が多く、大行列が出来ていました。また、チョコレートや
牛乳・駄菓子や風船の配布、ゲームコーナーにも行列が出
来ていたほか、自衛隊の皆さんもお祭りに協力して下さい
ました。
私はスーパーボールすくい屋さんを割り当てられ、お祭
りらしくピカチュウ姿にて行いましたが、新地町の子供達
はとても明るい笑顔で笑い、スーパーボールすくいをしま
した。大きいボールは３つまで、小さいボールは７つまで
持って帰れる、たくさんとった人は「最高記録」としては
り出す、というシンプルなルールでしたが、チケット制の
はずなのに他人にもらってまで何度も挑戦に来る子供もい
ました。新地町のボランティア２名の方とフル回転で１時
半ごろまでまったく立ち上がれないくらいの盛況でした。
結局３００名強の子供たちがスーパーボールすくいを行い、
最高記録はたかひろ君（１１歳）の４３個でした。
３時ころから全体でテキパキと片づけを行い、全体で挨
拶と記念写真を撮って４時に解散となりました。大槌町に
行く皆さんに別れを告げ、東京からきた我々は帰途につき
ました。帰りは仙台周辺からいきなり大渋滞で、東北道も
ずっと断続的に渋滞しておりましたので、途中で郡山から
磐越自動車道に載り、いわきに抜け、常磐道に入ったとこ
ろで運転を替わってもらい、東京に帰りついたのは日付が
変わるころでした。
大変疲れましたが、新地町の方が芝生に座ってゆっくり
昼食をとりながら「子供たちは放射能が怖くてしばらく外
に出ていなかった。こんなに子供がいたのね」
「町長の呼び
かけもあったから町民のほとんどが来ているんじゃないか
しら」と話して下さったのが大変印象的でした。
大槌町に行かれた皆さんは翌日また炊き出しを行い、息
つく間もない忙しさだったそうです。頭が下がります。
この震災は被災地も広く、息の長い支援が必要です。今
後もクラブにて被災地支援を行っていこうと思いを新たに
致しました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

☆ ４月２９日東京スピリット２１ＬＣアクティビティ参加報告

（Ｌ亀川）

さる４月２９日（金）昭和の日に、東京スピリット２１
ＬＣの例会振替のアクティビティに進藤幹事と共に参加し
て参りましたのでご報告致します。
アクティビティの内容は、
『ひまわりガーデン代官山坂タ
ネ植え』というもので、毎年代官山で行なわれている『春
花祭』のイベントの一つです。道路の間の緑道に、ひまわ
りのタネを植えて育てるのですが、実を申しますと、当日
は一般市民のタネ植え開始は１３時から、私たちは１１時
の集合だったのですが、私たちが着いた時には、東京スピ
リット２１ＬＣによるタネ植えはほぼ終わっていて、尐し
だけお手伝いして終わりました。せっかくだからと、私達
も世田谷ＬＣのネームプレートを作り、タネを尐しだけ植
えてきたのですが、植えたからには、たまに寄っては水を
あげるなり、面倒をみなければいけないそうですので、頑
張ります。
私もライオンズに入会ざせて頂いて、今までにない経験
をさせて頂いておりますが、これからも時間の許す限り
色々と参加していこうと思っています。

■ 行事予定
５月１１日（水）
５月２５日（水）
６月 ２日（木）

18：30～
18：30～
18：30～

５月第一例会
５月第二例会
準備理事会

於：目黒雅叙園
於：目黒雅叙園
於：検討中

６月 ５日（日） 10：00～ 潮来ＬＣ合同食育アクティビティ
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：潮来
於：目黒雅叙園
於：六本木ヒルズクラブ

進藤より一言
季節の移り変わりは早いものでゴールデンウィークとなり、初夏の季節
となりました。今期第２０号のクラブニュースをお届けします。
４月第２例会では潮来ＬＣ兼平Ｌがお越しになる中、潮来でのアクティ
ビティを振り返ることが出来ました。個人的にもライオンネットの企画で
ゴールデンウィーク中に福島県相馬郡新地町の炊き出しに参加すること
ができ、津波の甚大な被害をまざまざと感じました。しかし当日の炊き出
し（お祭り）イベントでは子供たちがたくさん来てくれて、笑顔で楽しん
でいたのが大変印象的で、これからも様々な支援アクティビティが出来れ
ばと考えました。
さいわい、潮来での田植えも６月に可能になるようです。継続的に潮来
にうかがいながら必要な支援についてまた考えていきたいと考えており
ますので、どうぞよろしくお願い致します。
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