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深めよう Ｌ字の絆！We Serve

トピックス

会長挨拶

３３０複合地区アワードにて当クラブが
『クラブ優秀賞』を受賞致しました！

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、メンバーの皆
◎ 次回 理事会・例会等のご案内
様は先日の例会でテールツイスターＬ山本よ
り赤十字社の歴史や活動内容をご紹介頂きと
★６月２２日（水）於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ
ても勉強になったことは記憶に新しいと思い
第 1157 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
ます。また、私は知人のロータリークラブの
港区六本木 6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ 51 階
メンバーよりライオンズ・ロータリー両クラ
会費：メンバー5000 円
ブの歴史を教えて頂く機会がありとても勉強
同伴 10000 円（中高生 5000 円・小学生以下無料）
になりました。例えばライオンズクラブの創
今期「最終家族例会」です。六本木ヒルズ
の高層階の眺望が楽しめます。今期クラブ
設者であるメルビン・ジョーンズはロータリ
で行われたアクティビティを振り返るほか、 ークラブの元会員であったという説もあるよ
様々な企画が予定されています。メンバー
うですが、彼らの多方面からの研究によると
の皆様、ご家族・ご友人等お誘い合わせの
そのような事実はなく、メルビン・ジョーン
上、ご出席下さいますようお願い致します
ズがシカゴに点在していたビジネスサークル
◎ 次期 理事会・例会等のご案内
をまとめて立ち上げたのがライオンズクラブ
だったようです。設立当時の勢いは凄まじく、
★７月１３日（水）於：目黒雅叙園
ロータリークラブ創立者ポール・ハリスの実
第 １ 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
弟がライオンズクラブに鞍替えするほどでし
た。私は、このような体験から、他の奉仕団
第 1158 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
会長就任式がございます。メンバーの皆様に
体の活動をよく知り、また奉仕を受ける側の
おかれましては是非ご出席くださいますようお
意見も集約するような、いわゆるマーケティ
願いします。
ング活動が今後の
ライオンズクラブ
★７月１５日（金）
於：区内施設
には不可欠なので
障害者施設見学ツアー
はというかねてか
１３：００ 小田急線千歳船橋駅 集合
来期は三軒茶屋ＬＣとの合同アクティビテ
らの思いをますま
ィ「障害者施設見学ツアー」が月１回開催
す強く致しました。
されます。ライオンズメンバーの皆様も、
今後の委員会設置
奮ってご参加ください。
に期待したいです。
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第１７回 理事会報告
出席者

６月８日

於 目黒雅叙園

「孔雀」

桂会長、L 畠山、L 今尾、L 石田、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 中村、L 西山、
L 白石、L 須藤、L 山本、L 吉崎、幹事進藤
（出席者数１４名）

今期第１７回理事会が目黒雅变園４Ｆ「孔雀」にて開催
されました。今回は資料削減のため、来期のペーパレス会
議の実現を目指して、理事会でプロジェクターを導入し、
パソコンから直接資料を映写する方式を試験的に導入致
しました。実施にあたって、理事会前日までにメールにて
資料配布すべきとのご意見を頂戴致しました。

■ 報告事項

■

１. ５月３０日次期三役セミナーの件につきまして、会長
エレクトＬ進藤よりご報告致しました。
２. ６月５日潮来における合同食育アクティビティにつ
いて桂会長よりスライドを用いてご報告頂きました。
３. ６月６日薬物乱用防止教育認定講師講座（スキルアッ
プ・新規）につきまして、参加者のＬ西山・Ｌ石田よ
りご報告頂きました。
４. ６月２１日３３０－Ａ地区キャビネットチャリティ
ーゴルフ大会につきまして当クラブからの参加者が
ないことを幹事進藤よりご報告しました。
５. ７月４日－９日シアトル国際大会に会長エレクトＬ
進藤が参加する旨ご報告致しました。

■

審議事項

■

１. ２０１１年５月収支報告の件につきましてＬ石田より
ご報告頂きました。尐年サッカー教室の収支やデザイ
ン料の件についてご質問ご討議いただきました。
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いて、また６月２２日最終
家族例会につきまして、幹事進藤より出席者の確認を致しました。
３．６月１８日ビオトープメンテナンスの件につきまして、Ｌ吉崎より当日の進行についてご
説明頂き、出席者の確認を致しました。
４．Ｌ飛田 終身会員希望の件につきまして、幹事進藤よりご報告し、慰留するもご本人の意
思が固く、６月末をもって終身会員とする旨承認されました。また同時に、Ｌ大日向につき
ましても退会の意志が確認され、６月末をもっての退会が承認されました。
５．次年度行事日程・次年度予算の件につきまして、会長エレクトＬ進藤よりご説明致しまし
たが、納涼家族例会の意義や利便性・グレード感などについてご意見を頂戴致しました。
６．その他として、来期在籍確認について幹事進藤より進捗状況のご報告を致しました。また６
月２２日潮来ＬＣチャリティーゴルフについては最終例会と同日ということもありご辞退
申し上げることとしました。
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第１１５６回例会報告（ゲストスピーチ）６月８日
出席者

於 目黒雅叙園「孔雀」

桂会長、L 今尾、L 石田、L 磯辺、L 亀川、L 木下、L 小塚、L 村井、L 中村、
L 西山、L 老田、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１１５６回６月第１例会が、６月８日（水）１８：
３０より、目黒雅变園４Ｆ「孔雀」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致しました。本日はゲストスピー
チ予定者の株式会社ＪＡＰＡＮ・ＳＩＱ協会 取締役
事務局長 米谷侑子様、３３０複合地区会員増強委員
会委員・東京法政ＬＣ 水上久忠Ｌ、じゃむケア代表
佐々木まどか様の３名にお越し頂きました。皆様、大
変お忙しいなか、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。桂会長は残り尐な
い今期の中で、５０周年に合わせてのクラブピンバッ
ジの復活や理事会運営のペーパレス化など、やり残し
たことに挑戦したいとお話しになり、引き続きのご協
力のお願いをされてご挨拶とされました。

4

お客様ご挨拶に移りました。まず、３３０複合地区
会員増強委員会委員・東京法政ＬＣ 水上久忠Ｌから
ご挨拶を頂きました。水上Ｌは、たびたび当クラブに
訪問されていること、薬物乱用防止教育認定講師スキ
ルアップセミナーにて当クラブの実践ビデオをご覧
になったこと、ビオトープや潮来ＬＣとの食育アクテ
ィビティ等に刺激を受けていらっしゃること、本日の
ゲストスピーチの内容に関心を持ち飛び込みでの例
会訪問を決心されたことなどをお話しされました。ま
た、東京法政ＬＣが東日本大震災のため延期になって
いた第１回青尐年空手ジュニア大会を１１月１３日
に開催予定であると告知されてご挨拶とされました。

5

続いてジャムけあ代表 佐々木まどか様からご挨拶
を頂きました。佐々木様は世田谷区梅丘にてヘルパー
ステーションとしてヘルパー派遣等を行う会社を経
営していること、世田谷区障害者自立支援協議会でＬ
進藤と知り合い、例会に誘われたとお話しされました。
障害者の自立生活の実現が目標であり、障害児ケアの
施設や福岡営業所の展開などについてもご説明頂い
てご挨拶とされました。

6

本日のゲストスピーチを、株式会社ＪＡＰＡＮ・ＳＩ
Ｑ協会 取締役事務局長 米谷侑子様から頂きまし
た。まず、Ｌ老田より米谷様につきまして、勉強会で
知り合われたこと、若者たちに対する研修について関
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西弁で明快にお話し頂けるとご紹介頂きました。
7

米谷様は、まず、ＳＩＱ協会が“Social intelligence
quality”の略であること、鉄道会社社員や看護師、医
師、薬剤師、介護士など社会の質を高めたいと考えて
いる方々に対してサービス接遇の研修を行っている
ことをご説明頂きました。米谷様によりますと、「接
客」と「接遇」には違いがあり、「接客」はあくまで
マニュアルであり、相手を観察して一人ひとり気持ち
を込めて違う声かけをするのが「接遇」であるとご説
明頂きました。大学のサービス産業学部やホスピタリ
ティ学科などでも教鞭をとられているとのことです。

8

そして様々な事例を用いながら、最近の若者の生活実
態についてご説明頂きました。まず若者と言葉が通じ
ない、論じられました。「懸念される」等の通常の語
彙の意味が通じなかったり、なんでも略語にしてみた
り、あくまで自分を基準にして他人が自分と違う意見
を持っている実感がなかったり、場面に合わせた服装
ができなかったり、自分を会社に合わせずに自分に合
った会社を探し続けて転職し続けたりするなど、様々
な例を挙げられました。

9

次に若者が気持ちを表現する力が落ちていると指摘
されました。接遇の基本は表現力であり、企業でも表
現力をつける訓練をしてほしいと提案されました。

10 また、次に昨今の若者について憂うべきこととして
「モラルの欠如」をあげられました。既にコンピュー
タ・携帯の存在に慣れていて、物を大切にするという
モラルがなくなっていると指摘され、その根源は誰に
も教えられていないからと話されました。そこで、お
辞儀など挨拶から大学で教えているとのことです。
11 また、若者は相手が気持ちよく動けるようなコミュニ
ケーションが苦手であると指摘され、今後は親の世代
が家庭でも依頼の前に「悪いけれども」「ごめんね」
などのクッション言葉を使うことを推奨されました。
12 そのほか、物を教える際に思考や行動を促す詳細な説
明が必要になっていることや、学校の先生など目上の
者に敬語を使わなくなってきていること、先祖を敬う
習慣が尐なくなっていること、無宗教で「信じる気持
ち」「人を敬う気持ち」が減尐していること、情が薄
くなってきて「ありがとう」などの感謝の言葉が減っ
ていることなどを指摘されました。これらの改善すな
わち若者の教育には、若者に指摘し続けることが必要
で、それが若年者を育てることであると説明されまし
た。最後に特に好きな言葉として「不易流行」をあげ
られ、敬語は日本語の良い習慣であり、日本の変わっ
てはならないところを守りたいと強調されてスピー
チを締めくくられました。
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13 質疑応答では、Ｌ西山より男らしさ・女らしさについ
ても強調してほしいと要望が出ましたが、米谷様は、
企業研修ではセクハラになる危険があると回答され
ました。さらにＬ西山からは、若い人に言葉が通じな
いのならば一所懸命講演しても無意味ではないのか
との質問があり、米谷様はテレビドラマの高校生がま
ずモデルとしてふさわしくないこと、国旗や国歌など
の教育にも賛成であること、草食系男子が増えている
のは父親に対する尊敬が減っていること、それはイン
ターネットの普及で父親経由でなくても社会情報が
入手できるようになったとの社会情勢の変化も理由
であることなど幅広くお答えになりました。米谷様、
大変お忙しいなかはるばる関西からお越し頂きまし
て、どうも有難うございました。
14 ウィ･サーブのご発声はＬ今尾にお願い致しました。
Ｌ今尾はご尊父様のご葬儀に触れられ、皆様の温かい
励ましに対し謝意を述べられたのち、多くのご同僚や
ご後輩の皆様にご葬儀に参列いただいて幸せな人生
であったとご尊父様の人生を振り返られたのち、健康
が一番重要であると指摘されて、皆様の健康と発展を
祈られて高らかにウィサーブのご発声を頂きました。
15 会食中、幹事進藤より幹事報告を致しました。同日開
催されました第１７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２２号を回覧致しました。
16 続いて、３３０－Ａ地区ＰＲ・情報委員会委員長とし
て名簿作成にご尽力されたＬ山本より３３０－Ａ地
区名簿が完成されたとのご報告を頂きました。
17 桂会長から、クラブ結成５０周年を前に当クラブのク
ラブオリジナルピンバッジの復刻を行う旨、スライド
を用いてご提案がありました。ワインレッド・青色な
どの案が提示されました。またバナーについても元デ
ータをもとに復刻版が提示されました。さらにクラブ
ホームページにおけるブログの本格的開始について
の提案がありました。
18 テールツイスターＬ山本よりドネーションの発表を
頂きました。本日はファイン１６００円、ドネーショ
ン３１４００円、計３３０００円でした。
19 出席委員長Ｌ小塚より出席率の発表を頂きました。在
籍４２名、出席１６名、メークアップ１名、ビジター
３名、不在会員２名、終身会員３名で、出席率４６％
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。
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６月１８日

ビオトープメンテナンス報告

於：池尻小学校・三宿中学校

出席者 桂会長、L 阿部、L 畠山、L 石上、L 亀川、L 中村、L 大竹、L 須藤、L 吉崎、
幹事進藤、東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L （メンバー１０名、ゲスト１名、計１１名）
1

さる６月１８日、池尻小学校および三宿中学校にて、
ビオトープメンテナンスが行われました。このビオト
ープは当クラブが４０周年事業として設置したもの
で、以来毎年メンテナンスを行っています。今期は池
尻小学校のビオトープで荒木田土（田んぼに使われる
有機質を含む粘土質の土）がはげているところがある
ので補修すること、２年前に設置した橋が高くて児童
が渡りにくくなっているので段差をつける改修を行
うことが目標でした。

2

池尻小学校の学校公開日に合わせてメンテナンスを
計画したのですが、雨天が危ぶまれる中、なんとか雨
が上がって曇天となり、１０時に桂会長以下クラブメ
ンバー１０名に加え、東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌが
お越しになり、作業を開始致しました。ビオトープは
草が生い茂り、アメンボなども浮かんでおりました。
そしてビオトープは池の両側の荒木田土がはげて防
水シートが見えておりました。

3

９時に校庭に搬入した荒木田土を運搬用のネコ車に
積み替えて運ぶ者、池の両側に積んでいく者、橋の改
修を行う者に別れて作業を行いました。東京三軒茶屋
ＬＣ藤村Ｌは池に入って、育成しすぎた藻類などの草
取りをして整備して下さいました。どうもありがとう
ございます。

4

この日は学校公開日ということもあり、休み時間には
多数の児童が「何をやっているの？」と作業を見に来
ました。中にはスコップを持って土を掘るのを手伝う
児童、ビオトープの説明を受ける児童、橋の改修を手
伝う児童が何人もいました。土で作った団子などをわ
ざわざ見せに来る児童もいて、あちこちで子供たちの
笑顔が見られ、学校公開日に実施して本当に良かった
と思いました。

5

池尻小学校での作業は１１時半ごろに終了し、片付け
をして、三宿中学校に移りました。三宿中学校では学
内のビオトープクラブが日々整備を行っているとの

6

ことでしたので、草取りなどは行わず、池の周りの荒
木田土がはげて網が見えているところに土を盛る作
業のみを行いました。
6

作業は１２時ごろ終了致しました。皆、いい汗をかき
ました。メンバーの皆様、および東京三軒茶屋ＬＣ藤
村Ｌ、ご協力頂きまして誠に有難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ ６月１０日３３０複合地区第５７会年次大会記念アワード表彰報告

（桂会長）

さる６月１０日（金）、横浜ロイヤルパークホテルにて３
３０複合地区ガバナー協議会第２回全体会議が行われまし
た。今回は我がクラブが複合地区のアクティビティアワード
を受賞することになり、その授賞式にクラブを代表して参加
させて頂きました。
今回は３３０-Ａ地区のアワードは残念ながら受賞を逃し
ましたが、３３０複合地区で我がクラブが表彰されたことは
メンバーの皆様にとっても今度のアクティビティの励みに
なることと思います。
授賞理由としましては当クラブニュースや潮来ライオン
ズクラブなどとの地域の枠を超えたアクティビティが評価
されたとのことでした。今期クラブニュースを発行し続けた
進藤幹事、誠にお疲れ様でした。
最後に河合ガバナーと記念写真を撮らせて頂きました。河
合ガバナー、当クラブをご推薦下さり誠にありがとうござい
ました。また、一年間誠にお疲れ様でございました。

☆ ６月１８日

東京蒼天ＬＣチャリティーコンサート参加報告

さる６月１８日（土）、銀座６丁目のライブハウス「銀座タクト」
で東京蒼空ＬＣの震災支援のためのチャリティーコンサートが開催
され、Ｌ進藤とＬ亀川で参加してまいりました。
参加のきっかけとなったのは、今年行われました若手フォーラム
で、たまたま東京蒼空ＬＣの三根敬男Ｌと隣り合わせになって会話
が弾み、「今度チャリティーコンサートにお越しになりませんか？」
とのお誘いをいただいたことです。早速進藤幹事に報告をしたとこ
ろ、「東京蒼空ＬＣの結成式に行ったよ！」「三根さんはあのディッ
クミネの息子さんだよ！」と言う事を伺い、驚いたのですが、あら
ためて進藤幹事の顔の広さにも驚きました。
当日はディックミネのご子息である三根敬男さんと弟さんの三根
信宏さん、さらに東京蒼天ＬＣのメンバーでもある歌手の松島アキ
ラさんによる演奏が行われ、休憩をはさんで２時間半ほど、懐かし
い音楽を楽しみました。
途中で来場されていた芸能人の方々の紹介があったのですが、そ
れぞれの方が客席でご紹介を受ける中、
「大物芸能人」として紹介さ
れた「くちびる～寄せれば～なぜかしびれる～♪」のアイジョージ
さんがなんと隣に座っていて、大変驚きました。普段は知り合うき
っかけもないような方々とも知り合いになれるというライオンズク
ラブの素晴らしさを改めて実感致しました。
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（Ｌ亀川）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月１３日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

３３０－Ａ地区第４回キャビネット会議参加報告

６月１３日（月）に京王プラザホテルにて３３０－Ａ地
区第４回キャビネット会議が開催されました。当クラブか
らはＰＲ・情報委員長Ｌ山本、環境保全副委員長Ｌ小塚、
会員増強・エクステンション・リテンション委員会Ｌ白石、
献眼・献腎委員会Ｌ吉崎がキャビネット役員ですが、今回
は桂会長とＬ進藤もオブザーバー参加させて頂きました。
議場となった本館コンコードホールにキャビネット構成
員の出席者９４名及び構成員以外２０３名の合計２９７名
が参加し、キャビネット幹事近藤Ｌの進行で粛々と会議が
進みます。次期キャビネット幹事団のご紹介や外部団体（メ
イク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパンと東京都障害者ス
ポーツ協会）からの感謝状贈呈もありました。
議事では河合ガバナーを議長として、ガバナー提出案件
の審議・承認が行われました。途中、今まで禁止されてい
た元ガバナーの選挙活動について特定候補の支持を認める
という提案がでて、元ガバナーの影響力について議論が活
発にされ、賛否が拮抗したため起立による採決が行われま
した。最終的には５０対２３(棄権２１)で議案は承認され
ましたが、緊迫した一面を拝見し、気が引き締まりました。
続いて各委員会委員長の活動報告があり、ＹＥ委員会から
の委員長提案で、今期東日本大震災のため留学生が来日で
きず未使用となった予算を使用して、東日本大震災震災孤
児を東京にお呼びしてキャンプを行うという提案も賛成多
数で承認されました。休憩後は、各種報告事項の説明があ
りました。そのなかで、将来的な国際会費値上げや副地区
ガバナーの役割追加など重要な案件が国際大会で票決され
ると知りました。最後の方に３３０複合クラブアワードで
当クラブがクラブ優秀賞を頂いたことが報告されました。
懇親会は、会場を南館エミネンスホールに移し、東京麻
布ＬＣの女性メンバーの所属するバンド『プリモ』による
演奏が行われました。河合ガバナーが各テーブルを挨拶ま
わりされたのち、アワードとして今期キャビネット役員の
皆様が表彰されました。
続いてラッキーカードの抽選では、被災地支援というこ
とでラッキーカードの賞品は東北物産が中心。参加賞とし
て東北地方名産品詰め合わせを頂けるという趣向でした。
会議と懇親会と初めて参加致しましたが、規模の大きさ、
会議の進行具合など驚くことも多く、ライオンズ活動はま
だまだ奥が深いと感じるキャビネット会議でございました。
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（Ｌ進藤）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月１７日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

献眼・献腎セミナー参加報告

６月１７日（金）、西新宿のＡＰ西新宿会議室にて開催さ
れました献眼・献腎セミナー（アイバンク協会認定サポー
ター養成講座＆献腎セミナー）にＬ進藤とＬ吉崎で参加致
しました。
日本アイバンク協会の理事もされている東京ＬＣ池崎元
ガバナーからご挨拶を頂戴して、日本におけるライオンズ
活動のかなり初期からアイバンクに協力していること、全
国に５４か所、東京にも４か所のアイバンクがあることな
どを知りました。
そして、日本アイバンク協会常務理事 小口芳久氏にご
講演を頂きました。日本の角膜移植の創成期に法制度もな
い中で尽力された岩手医大の今泉亀徹医師が、ひそかに行
っていた角膜移植手術について、心ないメディアに取り上
げられ大ごととなった時、岩手医大の学長や奥様、さらに
は検察までが今泉医師を擁護し、これが国会での党派を超
えた議員立法による角膜移植法の成立に繋がったというエ
ピソードに感動してしまいました。
続けて、実際の角膜摘出や角膜移植の動画を拝見いたし
ました。白く濁った、もしくはとがった角膜が、きれいな
角膜に取り換えられて縫われていくという一連の動作（手
術）は大変リアルで、現在はこれを顕微鏡を見ながら行う
という眼科医たちの細やかな技術に驚嘆致しました。
後半は、東京法政ＬＣ上野滋朗Ｌから２０年前に実のご
子息に対してご自分の腎臓を提供された体験談をうかがい
ました。学生時代から腎臓病を発病され、高校・大学時代
はなんとか体調をコントロールしたものの就職して腎臓が
おかしくなる経緯や、実際に手術する前後の経緯など笑い
を交えてお話し下さいました。
「麻酔を打ちますよ」と言わ
れてから気持ちよく麻酔にかかり手術後に起こされるまで
目が覚めなかったことや、ご子息の小便が出て歓喜された
ことなど、実の体験談は胸を打ちました。
アイバンクのこと、献腎のこと、まだまだ当クラブでは
あまり関心が高くない分野ですが、今期献眼・献腎委員会
の一員として活動したこともあり、クラブ内にも啓発を進
めて行こうとあらためて思いました。
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（Ｌ吉崎）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月１９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

東京三軒茶屋ＬＣ献血アクティビティ参加報告

（Ｌ進藤）

６月１９日に三軒茶屋西友前広場
にて、東京三軒茶屋ＬＣの献血アク
ティビティが実施されました。ここ
数年間は半年ごとに東京三軒茶屋Ｌ
Ｃの献血アクティビティで献血をし
ている私は、当日の朝にライオンネ
ットの書き込みにて実施を知りまし
て、現地に駆け付け、４００ｃｃ献血を行いました。道行く人々も「献血したいです」と自ら足
を止める人もいらっしゃって、盛況でございました。東京三軒茶屋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１９日

青尐年英語スピーチコンテスﾄ参加報告

さる６月１９日、西新宿のＡＰ西新宿会議室にて３３０
－Ａ地区青尐年英語スピーチコンテストが開催され、Ｌ進
藤が参加してまいりました。
審査委員長・五反田ＬＣ石原宏高Ｌが英語でご挨拶され
てすっかり度肝を抜かれましたが、今年はなんと小学生か
ら大学生まで年齢の幅も広く１２名の参加があり、
「いま思
うこと」「趣味」「震災ボランティア」などについて、原稿
を読む方、暗記してスピーチにのぞむ方など、それぞれの
英語力を発揮してスピーチされていました。
アトラクションでは手品が行われ、５００年前に大道芸
として行われていた手品が披露され、会場参加者を巻き込
んでの手品に拍手が沸き起こりました。
手品のあと、表彰式が行われ、都知事賞を獲得したのは
オサマ・ビンラディン問題について英語で私見を述べた鐘
ヶ江美沙様（十文字学院高校３年・蒼天ＬＣスポンサー）
でした。章建てをきっちりとして論点のわかりやすいスピ
ーチが評価されたとのことで、石原審査委員長から表彰状
が授与されました。また、ガバナー賞には大久保玲様（都
立拝島高校２年・立川ＬＣスポンサー）が選ばれ、河合ガ
バナーより表彰状が授与されました。
途中会場にいらした元ガバナー見上Ｌが、飛び入りで、
出場者の努力を称えられるご挨拶を英語でなさって、感嘆
致しました。最後に出場者全員による記念撮影を行いまし
た。来年は第８回となります。国際化・グローバル化の叫
ばれる今日、出場者・来場者ともに参加者が増えて盛大に
開催されると望ましいだろうと思いました。
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（Ｌ進藤）

■ 行事予定
６月２２日（水） 18：30～ ６月第二例会
７月４日（月）～９日（金） シアトル国際大会
＜次期＞

於：六本木ヒルズクラブ
於：シアトル

７月１３日（水）

於：目黒雅变園

■ 幹事

18：30～

７月第一例会

（会長就任式）

進藤より一言
ぐずついた天気が続いております。特に、九州では梅雨末期の豪雨とな
っており、被害が心配されるところです。今期第２３号のクラブニュース
をお届けします。
６月になって潮来における田植えとビオトープメンテナンスが終わり、
今期の当クラブのアクティビティはすべて終了致しました。今期もずいぶ
んたくさんのアクティビティを行ったという実感がございます。あとは最
終家族例会を残すのみとなりました。今期の集大成となりますので、後半
のクラブアクティビティの振り返りのほか、いろいろな企画をご用意致し
ました。また、参加される皆様には六本木ヒルズクラブでの眺望をお楽し
みいただきたく、当日の晴天を心より祈っております。多くの皆様のお越
しをお待ちしております。
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