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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。震災の復興が遅々と
★６月 ８日（水）於：目黒雅叙園
して進まない今、特に大きな課題となってい
第１７ 回 理事会 １７：３０〜１８：３０
るのはリーダーシップと復興財源です。日本
第 1156 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
の教育界がリーダーシップ教育や金銭教育に
Ｌ老田のご紹介により、株式会社 JAPAN・SIQ
無関心であったことが如実に表れているよう
協会 事務局 米谷侑子様から「最近の 若者
です。そして、具体的な方法論は浮かばない
の生態・行動・特徴ならびにそれへの対応に
就いて」というテーマにてご講演を頂く予定で
までも、これを機に様々な枠組みを見直すべ
す。メンバーの皆様におかれましては是非ご
きだと危機感を覚える国民は非常に多いと思
出席くださいますようお願いします。
います。私は思い切って利子を生まない価値
の交換媒体機能だけを負った貨幣「地域通貨」
★６月１８日（土）
於：池尻小学校
を導入し、被災地域の労働力を交換できる経
ビオトープメンテナンス
済システムを構築するぐらいの新しい枠組み
１０：００ 池尻小学校 集合
例年行っている池尻小学校のビオトープの
が必要では考えています。税制改正も消費税
メンテナンスとして荒木田の補充・橋の改
率アップを一度忘れて各国の再建例から学ば
修を行います。環境問題について考えるよ
なければ再建は困難なのではと危惧します。
い機会です。メンバーの皆様、奮ってご参
この国難ともいうべき大災害を再生のチャン
加ください。
スに変えるのに必要な覚悟と、変革の原動力
★６月２２日（水）於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ
となるリーダーシップは今や日本国中のどの
組織でも求められているようです。残すとこ
第 1157 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
ろあと僅かになった今期に会長としてのリー
港区六本木 6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ 51 階
ダーシップを発揮
会費：メンバー5000 円
できなかったので
同伴 10000 円（中高生 5000 円・小学生以下無料）
今期「最終家族例会」です。六本木ヒルズ
はと反省しつつ、
の高層階の眺望が楽しめます。今期クラブ
最後まで気を引き
で行われたアクティビティを振り返るほか、 締めて参りますの
様々な企画が予定されています。メンバー
で引き続きご協力
の皆様、ご家族・ご友人等お誘い合わせの
よろしくお願い申
上、ご出席下さいますようお願い致します
し上げます。

◎ 次回 理事会・例会等のご案内
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第１６回 理事会報告

５月２５日

於 目黒雅叙園

「華しらべ」

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 木下、L 中村、L 西山、
L 老田、L 小野一郎、L 白石、L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤
（出席者数１７名）
今期第１６回理事会が目黒雅变園２Ｆ「華しらべ」にて開催されました。

■ 報告事項

■

１. ５月１３日東京渋谷ＬＣのＧＳ例会について、桂会
長からご報告頂きました。
２. ５月１７日潮来における潮来ＬＣ・東京三軒茶屋Ｌ
Ｃ懇親ゴルフ大会について桂会長からクラブニュ
ース２１号を回覧しつつご報告頂きました。
３. ５月２４日環境リーダー養成講座について、桂会長
からご報告頂きました。
４. カレンダー収集につきまして多数のクラブメンバ
ーにご協力頂き、２回にわたってキャビネット事務
局に持参し、一部はすでに被災地に運ばれたことを
幹事進藤よりご報告致しました。
５. ３３０－Ａ地区ニュースにて潮来における消毒薬
配布アクティビティの記事が掲載されていること
を幹事進藤よりご報告致しました。
６. 東日本大震災義捐金口座の開設とその他会計の件
につきましてＬ石田の代わりに幹事進藤よりご報
告致しました。

■

審議事項

■

１. ６月５日の潮来ＬＣとの合同食育アクティビティの出席者について確認致しました。
２. ６月１７日アイバンク協会認定サポーター養成講座・献腎推進セミナーの件につきましてＬ
吉崎よりご説明頂き、Ｌ吉崎とＬ進藤が出席することとなりました。
３. ６月１８日ビオトープメンテナンスにつきましてＬ石上より、三宿小学校と池尻小学校のビ
オトープの写真資料を用いながらご説明頂きました。池尻小学校のビオトープに荒木田を入
れること、橋を一部改修することとなりました。
４. 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、国際理事委員会のＬ石田の
他にはＬ阿部を推薦することとなりました。
５．準備理事会、納涼例会、移動例会等、次期行事日程につきまして会長エレクトＬ進藤より
ご説明し、準備理事会の場所はアンシェーヌ藍、移動例会についてはやはり箱根で行うこと
を検討することとなりました。
６. 次年度予算につきまして、会長エレクトＬ進藤よりご説明し、継続審議となりました。
７．その他事務局引き継ぎの件についての進捗状況や、オリジナルバッジ・バナーの件、ゴル
フ同好会日程について審議致しました。
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第１１５５回例会報告（周年準備例会）５月２５日
出席者

於 目黒雅叙園「華しらべ」

桂会長、L 阿部、L 福島、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 白石、L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤
（出席者数１７名）

1

第１１５５回５月第２例会が、５月２５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

桂会長から会長挨拶を頂きました。桂会長は、ゴルフ
に遅刻してしまい散々なスコアだったことを引き合
いに、なにごとも準備は重要であると話されてご挨拶
とされました。

3

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１６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２１号を回
覧致しました。

4

ウィ・サーブのご発声はＬ中村にお願い致しました。
Ｌ中村から震災時のクラブでの素早い被災地支援に
ついてお褒めの言葉を頂き、また、前日の環境リーダ
ー養成講座について、講師の北野大様が原子力推進派
でいらっしゃったのに、震災で反省されて今後は自然
エネルギーの活用についても示唆されていたことに
ついて触れ、原子力は事故の影響が１００年１０００
年もの影響を及ぼすことに注意せねばならないと述
べられたのち、ウィサーブのご発声を頂きました。

5

会食中にＬ老田より同日行われましたゴルフ同好会
コンペの結果発表がございました。Ｌ老田は、会場と
なったゴルフ同好会会長Ｌ福島のホームコースの厚
木にある清川カントリークラブが好天で新緑がきれ
いななか９名が参加したことを報告され、受賞者を発
表されました。優勝はＬ老田、２位はＬ白石、３位は
Ｌ吉崎、７位はＬ小野一郎、ブービー賞は桂会長、ド
ラコン賞がＬ亀川とＬ白石、ニアピン賞がＬ磯辺とＬ
白石で、それぞれ表彰されました。

6

続いて幹事進藤より、今期３３０ＭＤにおいて優秀ク
ラブとしてアワードの対象となったことをご報告致
しました。

7

本日はＬ進藤より、今期例会訪問にて出席しましたチ
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ャーターナイト記念例会についての発表を行いまし
た。当クラブのＣＮ４０記念例会やＣＮ４５記念例会
の資料を回覧するとともに、既に２０１３年９月２８
日に目黒雅变園にてＣＮ５０記念例会を開催すべく
予約してあることをご報告致しました。また、今期例
会訪問したり振り替え例会だったりしました、東京
代々木ＬＣＣＮ４０、東京山手ＬＣＣＮ４５、東京成
城ＬＣＣＮ４０、蒼天ＬＣ認証状伝達式、東京田園調
布ＬＣ合併５周年記念例会、東京玉川ＬＣ１０００回
例会、市川ＬＣＣＮ５０、東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０、
東京神宮前ＬＣＣＮ１５、船橋ＬＣＣＮ５０について
パワーポイントを用いて発表致しました。そのうえで
だれのための記念例会なのか、クラブとしての特徴は
何なのかが記念例会開催に向けて必要であると思う
と述べさせていただきました。感想をＬ吉崎、Ｌ木下、
Ｌ福島、Ｌ磯辺、Ｌ山本から頂き、そもそも記念例会
をなぜ行うのかというところから方向性を詰めるべ
きというご意見を頂戴致しました。
8

テールツイスターの活躍の時間はテールツイスター
Ｌ山本より、ｉＰａｄの活用法についてご発表頂きま
した。パソコンが苦手な方にも使いやすいこと、販売
価格５万円程度で月々の経費も２５００円程度と購
入しやすいことを指摘された上で、実際にｉＰａｄ画
面をスクリーンに映しながら、使用法のご説明を頂き
ました。世田谷ＬＣメンバーの連絡先や地図、希望地
への経路や所要時間、天気や仕事上で利用するカタロ
グなども簡便に見ることが出来ること、ライオンズ必
携も１枚１枚をＰＤＦファイルに落としてみること
が出来ること、廉価なスキャンサービスもあることな
どをご説明頂いたあと、最近流行りのクラウド技術で
データをネット上のサーバーに保存する方法などに
ついてもご説明頂きました。質疑忚答も盛り上がり、
かなり関心をもたれたメンバーもいらっしゃいまし
た。Ｌ山本、大変わかりやすい説明を有難うございま
した。

9

ドネーションの発表はＬ手塚にお願いしました。本日
のファインは１７００円、ドネーションは４４３００
円、計４６０００円でした。

10 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、忌引１名、出席者
１７名、病欠１名で出席率は５０％でした。
11 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、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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６月５日
出席者

潮来ＬＣ合同食育アクティビティ

田植え報告

於：潮来

桂会長、L 今尾、L 石田、L 石上、L 亀川、L 西山、幹事進藤、桂会長奥様、
L 今尾ご家族２名、L 石上関係者（池尻小学校）７名、L 西山関係者３名
（和田庸聖様、石川達也様、新島周様）、東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、
藤村 L ご家族ご親族６名
（出席者数１８世帯２７名、うち子供９名）

1

さる６月５日、茨城県潮来市にて、潮来ＬＣとの合同
食育アクティビティとして、田植えが行われました。
今回は東日本大震災の影響で開催が危ぶまれており
ましたが、復旧が進んだことにより、通常より１カ月
程度遅い時期での開催ではありますが、無事開催の運
びとなりました。幸い天気にも恵まれ、梅雨の谷間の
晴天にて田植えを行うことが出来ました。

2

世田谷からは、桂会長以下クラブメンバー７名に加え、
メンバーご家族や池尻小学校関係者、国学院大学学生
など１１名、さらに東京三軒茶屋ＬＣから藤村貞夫Ｌ
とご家族ご親族７名と合計１８世帯２７名（うち子供
９名）が５台の車に分乗して現地に向かいました。田
植えの前に液状化の被害が甚大だった日の出地区に
寄ってみましたところ、相変わらず電柱や塀は傾き、
余震の成果心なしか被害がひどくなったようにも見
受けられ、心が痛みました。

3

いったんＪＲ潮来駅前で集合し、潮来ＬＣ会長白鳥悦
男Ｌの案内で田植え会場であるかすみの郷公園の近
くの水田に向かいました。近隣の田んぼはすでに田植
えがすみ、この日の「田植え交流会」のために田んぼ
が用意されていました。潮来市大規模稲作研究会主催
のこの交流会には、潮来地域の小学生や、東京・庚申
塚商店街の皆さんも来ていて合わせて１３０名くら
いの参加がありました。

4

潮来市長松田千春氏はご挨拶の中で、放射能の影響に
ついて、実である米には放射能がたまりにくいと予想
されること、厳しい品質検査により基準になったもの
だけが出荷されることをお話しされました。

5

ご挨拶の後は、子供たちを筆頭にさっそく田植え開始
です。あらかじめ目標として田んぼには縦横に線が入
れられ、「交点のところに」稲を３本くらいずつ植え
ていきます。子供たちは泥だらけになりながら歓声を

5

上げつつ田植えを行っていました。
6

ある程度田植えを行うと後は機械の出番となります。
残りの部分につきましてあっという間に田植えが完
了致しました。泥を洗い流したあとは、参加者全員で
記念写真です。

7

田植えののちは、水郷県民の森に移動し、今度はサツ
マイモの苗植えを行いました。「斜めに苗を入れる」
との指示で、次々と苗植えを行っていきます。秋の収
穫が楽しみです。

8

そして交流会となりました。お釜で炊いたご飯で作っ
たおにぎりや美味しい豚汁を頂きました。自らおにぎ
りを作るコーナーやかき氷コーナーなどもあり、満腹
となりました。また、潮来ＬＣおよび潮来市からたく
さんのお土産をいただきました。

9

交流会解散後は潮来ＬＣの皆様のご厚意により、潮来
駅そばの「あやめ祭り」会場へ移動。櫓舟にて前川の
遊覧体験をさせていただきました。東京の子供たちも
「舟に乗れるの！？やったー！」と大喜びでした。

10 また、この日は潮来の有名な風習である、櫓舟による
嫁入り、「嫁入り舟」でお嫁に行く方がいらして、Ｎ
ＨＫの取材もあり、大勢の観光客が「嫁入り舟」を見
ているほか、華麗に咲き乱れている花ショウブを見た
り、露店で買い物したりしていました。
11 大変貴重な体験が出来て、参加者は満足しておりまし
た。潮来ＬＣおよび潮来市の皆様、大変暖かくおもて
なし頂きまして有難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ ５月２４日第 7 回環境リーダー養成講座報告
さる５月２４日、京王プラザホテルにて開催されました、
第７回環境リーダー養成講座に参加してまいりました。今
回は３３０－Ａ地区環境委員会副委員長の当クラブＬ小塚
の呼びかけもあり、当クラブからは桂会長・Ｌ山本・Ｌ小
野一郎・Ｌ鈴木・Ｌ中村・Ｌ磯辺・Ｌ進藤の計７名が参加
させて頂きました。
Ｌ小塚の軽妙な司会進行にて講座が始まりました。まず、
講師講演として、北野大様から環境問題入門とのテーマで
ご講演を頂きました。北野様は時折弟の北野武様の話を交
えて笑いを取りつつ、現在地球温暖化が進んでいること、
本来原子力は絶対的に必要と考えていたこと、東日本大震
災と原発事故が起きて反省し、その他の自然エネルギーの
活用も必要と考えるものの、いきなり原子力発電を全てな
くすのは難しいことなど、わかりやすくお話しされました。
休憩に続いて、地球環境をテーマにした動物アニメーシ
ョンが上映され、そののち環境問題に積極的に取り組んで
いる東京城北ＬＣ、東京立川ＬＣおよび東京ワンハンドレ
ッドＬＣの取り組みについてご発表頂きました。継続的な
取り組みには目を見張るものがございました。
当クラブも環境問題への関心は高く、池尻小学校と三宿
中学校にビオトープを設置し、毎年メンテナンスを行って
おります。今期は諸事情で実施が遅くなっておりましたが、
６月１８日にビオトープメンテナンスを行うことになりま
した。またクラブメンバーとともに地球環境について考え
るよい機会だと考えております。

7

（桂会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ５月２９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京都障害者スポーツ大会参加報告

５月２８日（土）、２９日（日）と駒沢オリンピック競技
場で開催されました東京都障害者スポーツ大会に、２日目
２９日の午後に参加してまいりました。
両日ともあいにくの雨でしたが、全国障害者スポーツ大
会の予選も兼ねているとのことで中止になることはなく、
雨の中、東京都内の各特別支援学校や障害者福祉作業所な
どからの参加者が、徒競争・ハードル・リレーなど多くの
陸上競技に挑戦していらっしゃいました。
日本体育大学を始め多くの大学からもボランティアが駆
け付けて運営を行うなか、ライオンズクラブ国際協会３３
０－Ａ地区は年次大会記念事業として、競技を終えた選手
の皆さんを表彰し万歳三唱を行うという形で協力致しまし
た。ちなみに１日目は屋外での表彰だったそうですが、２
日目は激しい雨が予想されて屋内表彰となりました。
河合悦子ガバナー、ガバナーエレクト大石誠Ｌはじめ都
内の多くのクラブから集合したメンバーは、選手の誘導を
行う係、メダルを授与する係、万歳三唱する係と分担し、
時折役割を交替しながら、何度も万歳三唱を行いました。
雨中の競技でありながら、全力で走る競技者の姿に感動
を覚え、また、万歳三唱では、ある者はおずおずと、そし
てまたある者ははちきれんばかりの笑顔で万歳するその姿
にもまた感動致しました。
リレーの表彰では人数も多く、玄関内が表彰される選手
とメダルをかけるライオンズメンバーで満員となりました
が、東京葵ＬＣ坪谷Ｌや東京玉川ＬＣ野々Ｌなどの掛け声
でスムーズに表彰及び万歳三唱が行われました。
すべての競技が終了後、雨の中のグラウンドで閉会式が
行われました。電光掲示板表示がとても美しく感じられま
した。予選を勝ち抜かれて全国障害者スポーツ大会に出場
する皆様を、心より忚援申し上げます。
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（Ｌ進藤）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ５月３０日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

次期三役セミナー参加報告

５月３０日（月）、永田町の憲政記念館にて開催されまし
た次期三役セミナーに、会長エレクトＬ進藤、次期幹事予
定者Ｌ亀川、次期会計予定者Ｌ阿部の３名で参加してまい
りました。
冒頭、河合悦子ガバナーからご挨拶があり、今期の総括
をされました。なんと来期は自クラブで幹事に就任される
との事で驚きました。続いて、次期政策・計画委員会委員
長 向徹男Ｌから会長・幹事の役割についてご講義頂き、ク
ラブ発信の文書の連名の仕方など知っておくべきルールを
教えて頂きました。続いて、次期キャビネット副会計の守
谷光正Ｌからクラブ会計についてご講義頂きました。
・事業費から運営費に繰り入れてはいけない
・会費請求者は幹事である
・事業の剰余金は理事会経由会計へ
などクラブ会計の実務を教えて頂きました。
そしてｅＭＭＲ ＳｅｒｖａｎｎＡ(サバンナ：以下サバ
ンナ)についてＩＴ委員会委員長 佐原幸雄Ｌからご説明が
ありました。私はサバンナについて何も知らなかったので
すが、ライオン誌主導の月次報告システムの事だそうです。
様々なデータやアクティビティ情報が共有できるいいツー
ルだと感じました。
休憩を挟み、ガバナーエレクト 大石誠Ｌから次期運営方
針を説明して頂きました。
１．東日本大震災の復興支援を行う
２．会員の維持と増強を推進する
３．次代を担う青尐年の健全育成
４．環境問題
５．奉仕活動を見直す
６．法人化の問題

についてお話頂きました。

次期三役セミナーを終えて、いよいよ来期が近付いてき
たことを実感いたしました。自分は来期会計を受け持つわ
けですが、クラブの会計システムについてきっちりと引き
継いでわかりやすくクラブ内でも説明できるようにしたい
と思いました。どうぞよろしくお願い致します。
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（Ｌ阿部）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

東京桜門ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる６月１日に帝国ホテルにて開催されました東京桜
門ＬＣの例会に参加致しました。東京桜門ＬＣは３３０
－Ａ地区に５つある大学系クラブのうち日本大学の卒業
生中心のクラブです。
大変若々しくて７０歳前にしか見えないけれども実は
８８歳でいらっしゃる濱中Ｌにご挨拶したところ、
「君は
どこ出身？」と尋ねられまして「横浜です」とお答えし
たら、
「違うよ、学校だよ」と言われまして出身大学名を
お答えしたところどうやら入会候補者と間違われていま
して、本来は皆さま日大出身ですので「○○学部」と答えるべきだったとわかりました。また、
ライオンズクラブですから「各ライオンはみな平等」であるはずですが、大学時代の「先輩－後
輩」の関係が卒業後も長く存在するということもお教え頂きました。
例会が始まり、会長大山Ｌがご挨拶されましたが会長スローガン『拡大、拡大、そして拡大』
の額が前面に飾ってあります。食事は尐し軽めにしてあり、本来の金額との差額を被災地に送る
のだそうです。メンバースピーチはその月に誕生日を迎えた方がそれぞれのお仕事の話をされま
した。ドネーションの方法も司会から指名された方が尐しお話しされてドネーション箱にドネー
ションするという方法で、クラブによって例会の違いがあることがよくわかります。もちろん例
会の最後は日大校歌斉唱でございました。いろいろと新しい発見がございまして大変楽しく過ご
すことが出来ました。東京桜門ＬＣの皆様、お世話になりまして誠に有り難うございました。

☆ ６月３日３３０－Ａ地区

１０Ｒ１Ｚ２Ｚ３Ｚ正副幹事会参加報告

さる２０１１年６月３日（金）１８：００より南国酒家
原宿店迎賓館にて３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ３Ｚ正副
幹事会が、開催されました。世田谷ＬＣからは現会長Ｌ桂、
会長エレクトＬ進藤、次期幹事Ｌ亀川、そして次期副幹事
のＬ畠山が出席しました。
東京スピリット２１ＬＣ（東京代官山ＬＣと改称予定）
の栗田Ｌの司会進行にて、同クラブ柴田Ｌが開会挨拶をさ
れ後、各クラブの現会長より来期正副幹事のご紹介があり
ました。
歓談が始まり、しばらくして幹事Ｌ進藤に連れられて各
クラブに挨拶まわりにうかがいました。沢山の方と名刺交
換をさせていただいたのですが、写真入り名刺では無い為、
誰が誰だか分からなくなってしましました（反省）。
会の中で、各クラブのいろいろな近況報告などが有り、
このような機会に自クラブ記念式典のお願いなどをしたり
するのだと思いました。次回は名刺を持参し、皆様のお名
前を覚えたいと思っておりますのでよろしくお願いします。
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（Ｌ畠山）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月６日

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

薬物乱用防止教育認定講師スキルアップセミナー参加報告

（Ｌ西山）

６月６日（月）、立川のザ・クレストホテルにて、第２回
薬物乱用防止教育認定講師スキルアップセミナーが開催さ
れ、Ｌ進藤とＬ西山で参加してまいりました。
午前９時３０分に開会し、薬物乱用防止委員会委員長桐井
義則Ｌの挨拶に続いて、東京世田谷ＬＣの薬物乱用防止教育
ビデオが放映され、Ｌ進藤が解説しました。これは、今期１
月に池尻小学校で行われた当クラブの薬物乱用防止教室の
ビデオであり、Ｌ進藤は、当クラブメンバーと生徒が寸劇を
しながら、薬物の恐ろしさや誘惑を毅然と断る勇気を学ぶこ
とを目的とした教室であると、説明しました。 更に、小学
生をいかに飽きさせずに薬物の恐ろしさを伝えるかが大切
なポイントであると解説しました。
次に、日野ＬＣ安藤Ｌが「認定教室開催の実施内容につい
て」発表しました。１校時は、体育館で全体講習を実施し、
２校時にクラス別に講習を展開しているとのことで、クラス
別に講師を配置するものの、講師の数を確保するのが困難だ
とのことでした。また、講師ごとに内容が異なり統一性に欠
けるという問題点があり、各講師のスキルアップがこれから
の課題だとのことです。いろいろな手法で取り組みつつ、問
題点を挙げ、その問題点をいかに解消していくかを検証する
ことができることが素晴らしいと感じました。何もやらなけ
れば反省はできず、そして、次の課題に取り組むこともない
ので、やはり、失敗を恐れずに行うことが大切です。
次に、森本康二郎Ｌから江戸川地域における薬物乱用防止
教室の進行をＤＶＤにてご発表頂き、さらに桐井委員長より、
重要視される「薬物乱用防止教室の重要性」と現状と題して
講話を頂きました。江戸川区５クラブでは３年前より、各ク
ラブ１名の青尐年育成委員を選出してもらい、委員会を立ち
上げたそうです。地域内の学校からの薬物乱用防止教室の開
催要請に対しては、統一フォーマット申込用紙に記入しても
らい、江戸川東ＬＣ事務局に申し込んでもらい、各クラブに
振り分けるとのことでした。ＰＴＡ会長という立場で校長へ
の働きかけを行ったり、区教育委員会や校長会に重要性を伝
えたりしているとのことでした。また、練馬区のクラブでも委員会を立ち上げるといった動きが
出てきているようです。各クラブで工夫を凝らしながら薬物乱用防止教室の開催をお願いしたい、
と、重要性を強調していらっしゃいました。最後に、フリーディスカッションで意見交換、質疑
忚答が行われ閉会となりました。自身のアンケートにも記しましたが、いろいろなクラブの事例
発表を聴くことにより大変参考になり、自クラブの事業展開に活かすことができると思いました。
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☆

来期より、当クラブ事務局が変わります。
東京世田谷ライオンズクラブでは、来期より事務局が変更となります。
２０１１年７月１日からの事務局は、以下の通りです。
住所）

〒158-0091 東京世田谷区中町２－２１－１２
なかまちＮＰＯセンター３１５
特定非営利活動法人障害者支援情報センター内
電話＆ＦＡＸ ０３－３７０５－９５０３
E-mail：tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp
どうぞよろしくお願い申し上げます。

■ 行事予定
６月 ８日（水） 18：30～ ６月第一例会
６月１８日（土） 10：00～ ビオトープメンテナンス
６月２２日（水） 18：30～ ６月第二例会

■ 幹事

於：目黒雅变園
於：池尻小学校
於：六本木ヒルズクラブ

進藤より一言
いよいよ６月となり、今期も残りわずかとなりました。季節的にも例年
より早く梅雨に入り、ぐずついた天気が続いております。今期第２２号の
クラブニュースをお届けします。
今期終盤の様々なセミナーが続いておりますが、当クラブでは今月潮来
における合同食育アクティビティとビオトープメンテナンスという２つ
のアクティビティを抱えており、まだ忙しい日々が続いています。
６月５日は潮来にて田植えを行うことが出来ました。合同食育アクティ
ビティも３年目となり、今回は震災の影響でどうなる事かと思いました
が、無事に終えることができました。潮来ＬＣ・潮来市の皆様、どうも有
り難うございました。
残りわずかの幹事職、全うしようと思っておりますので、どうぞよろし
くお願い致します。
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