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2010-2011年度  第２４号                 ２０１１年６月発行 

今年度スローガン 

見つめよう！未来の奉仕  深めよう Ｌ字の絆！We Serve 

 

トピックス 

６月２２日六本木ヒルズクラブにて最終例

会が開催され、今期すべての例会・アクテ

ィビティが終了致しました。皆様の多大な

るご理解・ご協力のおかげで無事に１年間

運営することが出来ました。どうも有難う

ございました。 

 

◎ 次期 理事会・例会等のご案内 

★７月１３日（水）於：目黒雅叙園 

第１回 理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1158 回  例  会 １８：３０〜２０：３０ 

進藤次期会長の会長就任式がございます。

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。 

 
 

★７月１５日（金）  於：区内施設 

障害者施設見学ツアー  

 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

ビティ「障害者施設見学ツアー」が月１

回開催されます。ライオンズメンバーの

皆様も、奮ってご参加ください。  

 

★７月２７日（水） 於：目黒雅叙園 

第２回 理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1159 回  例  会 １８：３０〜２０：３０ 

 

会長挨拶  
メンバー及びご家族をはじめとする関係者

の皆様におかれましては、一年間クラブ運営

にご理解とご協力を賜りありがとうございま

した。また、若輩三役を支えて下さいました

先輩メンバーの皆様に対し改めて御礼申し上

げます。特にテールツイスターとして毎回例

会を盛り上げて頂いた山本Ｌ、出席委員長を

快くお引き受け下さった小塚Ｌには深く感謝

申し上げます。さて、今期会長を拝命し感じ

ましたことは、当クラブは、我々自身やライ

オンズのあり方について各々更に深く考え、

はっきりしたビジョンを持つクラブにならな

ければいけないのではないかということでし

た。それは震災支援を実施するにあたり強く

感じたことでもありました。一方で、そうす

れば、当クラブは３３０－Ａ を代表するクラ

ブになり、或いはライオンズクラブの垣根を

越えて広く奉仕団体に存在感を示せるような

模範クラブとなれるのだとも思いました。今

後、理事会でクラブのあり方について更に活

発な議論を行うと同時に、当クラブのアイデ

ンティティを再構築していけば、会員増強が

促進され、更に活発なクラブになると確信し

ます。来期もメンバ

ーの皆様一丸となっ

てクラブを盛り上げ、

進藤次期会長、亀川

次期幹事、阿部次期

会計をサポートして

参りましょう。 
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 第１１５７回例会報告（最終例会）６月２２日    於 六本木ヒルズクラブ 

出席者 桂会長、L 阿部、L 藤川、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 亀川、 

L 木下、L 小塚、L 宮崎大、L 宮崎宏、L 村井、L 中村、L 西山、L 小野一郎、 

L 老田、L 芝田、L 須藤、L 鈴木、L 山本、L 吉崎、幹事進藤、桂会長奥様、 

L 進藤奥様、L 藤川ご家族４名、L 磯辺奥様、L 亀川ご家族４名、L 西山奥様、 

L 吉崎ご家族２名、遠藤光博様、レイモンド・チャン様、藤山かおる様、 

影山治子様、佐藤恵理様、佐々木まどか様、小堀由江様 

（出席者数メンバー２４名、ご家族ご同伴２０名、事務局１名、計４５名） 
 

1 第１１５７回６月第２例会（最終家族例会）が、６月

２２日（水）１８：３０より、「六本木ヒルズクラブ」

にて開催されました。Ｌ老田にご尽力いただきまして

ご手配頂きました「六本木ヒルズクラブ」は六本木ヒ

ルズの森タワーの最上階にあり、屋上からは都内の素

晴らしい眺望が望めます。早めにご到着された皆様に

は屋上からの眺望をお楽しみ頂きました。Ｌ老田、あ

りがとうございます。 

2 司会である幹事進藤の開会の言葉に続きまして、桂会

長から会長挨拶を頂きました。桂会長は多くのメンバ

ーの皆様の多大なるご協力を頂きまして１年間、最終

例会まで無事に運営できたことに対する感謝を述べ、

今宵の最終例会を楽しんで頂きたいとご挨拶されま

した。 

3 本日は、Ｌ芝田にご紹介頂きました「平井あみジャズ

トリオ」の皆様にまず登場頂きまして、２曲のご演奏

を頂戴しました。 

4 Ｌ芝田より、平井あみ様のご紹介かたがた、ウィサー

ブのご発声を頂きました。Ｌ芝田は平井様がジャズボ

ーカルの先生であると打ち明けられて会場の大いな

る歓声をかっていらっしゃいました。また、今期末で

終身会員となりクラブ運営についての思いも深いこ

と、是非当クラブからガバナーを輩出したいという願

いがあり、必ず実現してほしいとの強い希望を話され

たのち、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

5 会食に入りまして再び「平井あみジャズトリオ」の皆

様からご演奏を頂戴致しました。ボーカル平井あみ様、

ギタリスト成川修士様、ベーシスト澁谷盛良様、素晴

らしいご演奏を有難うございました。演奏終了後にア

ンコールの声が沸き起こりました。「平井あみジャズ

トリオ」の皆様はそれぞれ楽曲作成、音楽教育に携わ
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れ、ＣＤも出していらっしゃるとのことです。どうも

有り難うございました。 

6 演奏終了後、桂会長の作成したスライドにしたがって、

今期後半のアクティビティ紹介を幹事進藤より致し

ました。１月薬物乱用防止教室、２月わんぱくクラブ

育成会「２０歳を祝う会」協力、３月少年サッカー教

室、３月４月震災支援アクティビティ、６月潮来ＬＣ

との合同田植え、ビオトープメンテナンスをご紹介い

たしました。 

7 桂会長に進行をお願いしまして、薬物乱用防止教室の

寸劇の実演を行いました。サラリーマン風売人役のＬ

石上、先輩風売人役のＬ吉崎とランドセルをしょった

小学生役のＬ進藤が登場し、薬物を受け取ってしまう

場合、薬物の誘惑を断る場合を演じ分けました。３人

の熱演に会場は大いに沸きました。 

8 続けて会場のＬ阿部とＬ須藤が突然小学生役に指名

され、アドリブで売人からの誘惑を断るという演技を

行いました。アドリブとは思えない自然な演技は会場

を唸らせていました。 

9 続いて、テールツイスターＬ山本にビンゴの進行役を

お願い致しました。助手として次年度テールツイスタ

ー予定者Ｌ木下のほかＬ亀川・Ｌ畠山、さらにＬ畠山

のご友人の遠藤光博様に進行をお手伝い頂きました。 

10 番号が一つ一つ明かされる度に、会場のメンバーを巻

き込みながら進行していくＬ山本の話術に引き込ま

れました。会場からは「リーチ！」「ビンゴ！」の掛

け声がかかり、ビンゴが成立した方からＬ小塚のご用

意くださった豪華な賞品を選んでいきました。 

11 クラブメンバーの皆様から、ご家族ご同伴者の方を御

一人お一人ご紹介頂きながら、日ごろお世話になって

いる感謝のしるしとして記念品をお渡しいただきま

した。最後に、５年間事務局を御勤め頂いた小堀様に

は桂会長から感謝状と記念品を御渡し致しました。小

堀様の機転のきいたご挨拶に会場は大爆笑に包まれ

ました。 

12 また、本日のジャズ演奏家のご紹介を頂き、今後終身

会員となられるＬ芝田に長年のクラブに対する功績

をたたえ、桂会長から感謝状と記念品が渡されました。 

13 そして、会長幹事以外に今期すべての例会に出席され

たただ一人のメンバー、Ｌ中村に皆勤賞として桂会長
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から記念品が手渡されました。 

14 続いて第７回環境リーダー養成講座認定証が先に帰

られましたＬ鈴木以外の対象者である、Ｌ小塚・Ｌ磯

辺・Ｌ中村・Ｌ山本・Ｌ桂・Ｌ進藤に手渡されました。 

15 最後に桂会長から６月１０日に横浜ロイヤルホテル

にて贈呈された３３０複合地区クラブ優秀賞のご報

告があり、記念写真を撮りました。 

16 ライオンズロアをＬ福島にお願い致しました。Ｌ福島

はご家族向けにライオンズロアのご説明をされたの

ち、雄々しくロアを叫ばれました。 

17 出席率の発表を会員委員長Ｌ小塚にお願いしました。

在籍４２名、不在会員２名、終身会員３名、出席２４

名で出席率は６５％でした。 

18 最後に次期三役のご紹介を致しました。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

部が登壇し、Ｌ亀川が閉会の言葉を述べて回はお開き

となりました。皆様、一年間本当にご協力有難うござ

いました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ６月２４日東京渋谷ＬＣＣＮ５４記念例会参加報告       （Ｌ進藤） 

さる６月２４日（金）、渋谷エクセル東急ホテルにて昨晩

は東京渋谷ＬＣのＣＮ５４記念例会にＬ進藤が参加致しま

した。東京渋谷ＬＣは毎年ＣＮ記念例会を忠実に行ってい

らっしゃっているのです。 

今年は、東京渋谷ＬＣ会長・田宮Ｌのご挨拶に続きまし

て、河合悦子ガバナーのご挨拶などののち、東京渋谷ＬＣ

メンバーである石原伸晃Ｌがメンバースピーチを行いまし

た。また、長寿のお祝いがあったのですが、メンバー全員

の入会年と生年月日の一覧が配布され、「傘寿」「古希」の

御祝が贈られました。なかでも元ガバナーの中野了Ｌが「傘寿」ということだけでなく、「ライ

オン歴５０年」として表彰されました。中野Ｌはおもむろに舞台にかけられていた「第一国際副

会長」のフラッグを指さし、「これが自分のスポンサーだった小川元第一国際副会長のフラッグ

です。小川さんにはライオンズに紹介していただいて本当に感謝しています」と感無量の面持ち

でおっしゃいました。このお話をうかがっていた私も、非常に感動致しました。 

後半はジャズシンガーの歌唱やラッキーカード抽選などございましたが、特に自らのライオン

ズライフを深く考えるきっかけとなった記念例会でした。東京渋谷ＬＣの皆様、誠に有難うござ

いました。 

☆ ６月１３日 ３３０－Ａ地区１０Ｒ合同諮問委員会参加報告   （桂会長） 

６月１３日（月）に原宿单国酒家迎賓館にて３３０－Ａ

地区１０Ｒ合同諮問委員会が開催されました。当クラブか

らはＰＲ・情報委員長Ｌ山本と今回は会長桂とＬ進藤が出

席いたしました。 

 ご挨拶のあと、２ＺＺＣ沼田卓一Ｌからキャビネット会

議当日の審議事項・報告事項についてご報告を頂きました。

とりわけガバナー提出案件の審議のなかで、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承認されたとのご報告に、審議の進行

を詳細に教えてほしいとの質問も出て、この問題に対する関心の高さがうかがえました。 

懇親会は、会場を隣室に移し、元ガバナー中野了Ｌの中野式ウィサーブのご発声で和やかに会

食が始まりました。各クラブからの情報提供ということで、当クラブからは２０１３年９月２８

日に開催予定のＣＮ５０記念例会の告知をさせて頂きました。また、ご出席いただいたキャビネ

ット役員の皆様からもご挨拶を頂戴致しましたが、薬物乱用防止委員会委員の片岡Ｌからは立川

で開催されたスキルアップセミナーで当クラブの寸劇ビデオの上映がなされたことが紹介され、

また元ガバナー中野Ｌからは当クラブの複合地区クラブ優秀賞は素晴らしいことであるとあら

ためてお褒めの言葉を頂戴し、恐縮するとともに大変嬉しく思いました。 

これで今期最後のライオンズ活動が終了致しました。皆様お疲れさまでした。そしてクラブ運

営へのご協力に対し心より感謝申し上げます。どうも有り難うございました。 
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 ☆ 来期アクティビティ 障害者施設見学ツアーのご案内

 

今期東京三軒茶屋ＬＣと合同で８回開催しました障害者施設見学ツアーですが、好評につき来

期２０１１－２０１２期は毎月１回ずつ１２回開催することとなりました。原則ライオンズメン

バー３名と施設を探している当事者家族３名という形式で、障害当事者家族が施設を探す一助と

するとともに、ライオンズメンバーも障害者の生活について理解し次段階の奉仕につながるアイ

デアを考えるためのものとして行います。集合は、毎回午後１時に最寄駅（下記参照）改札口と

なります。以下の日程で行いますのでご希望の方は奮ってお申し込みください。 

  

申し込み先：Ｅメール：tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp または携帯：090-8845-3565 

お問合せも 090-8845-3565(東京世田谷 LC：進藤）まで 

 

＜日程＞ 

  日程 集合 13:00 13:10- 

14:10 

14:10- 

15:20 

15:20- 

16:30 

解散 

①  7 月 15日

（金） 

小田急線 

千歳船橋駅 
さらぽれ塾 

ざしき 

わらし 

風の谷 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

小田急線 

千歳船橋駅 

②  
8月 8日（月） 

田園都市線 

用賀駅 
Ｔ＆Ｅ企画 すとぉりぃ 

パイ焼き茶

房 

大井町線 

尾山台駅 

③  
9月 6日（火） 

大井町線 

等々力駅 
パイ焼き窯 りばてぃ ｱﾝｼｪｰﾇ藍 

田園都市線 

三軒茶屋駅 

④  10月 6日

（木） 

小田急線 

梅丘駅 

ウッドペッ

カーの森 

にゃんこの

館 
ハーモニー 

世田谷線 

上町駅 

⑤  11月 4日

（金） 

京王線 

芦花公園駅 
千草工芸 

フレンド 

パーク 
まごの手便 

京王線 

下高井戸駅 

⑥  12月 5日

（月） 

田園都市線 

用賀駅 
Ｔ＆Ｅ企画 藍工房 ＭＯＴＡ 

京王線 

下高井戸駅 

⑦  1 月 10日

（火） 

京王線 

千歳烏山駅 
ちぐさ企画 パイン 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

きぬた 

小田急線 

祖師谷大蔵駅 

⑧  
2月 2日（木） 

小田急線 

成城学園前 

陽だまりの

庭 

Navio 

けやき 

Crazy 

Cats 

世田谷線 

上町駅 

⑨  
3月 2日（金） 

小田急線 

千歳船橋駅 
さらぽれ塾 

ざしき 

わらし 

風の谷 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

小田急線 

千歳船橋駅 

⑩  
4月 9日（月） 

田園都市線 

用賀駅 
Ｔ＆Ｅ企画 すとぉりぃ 

パイ焼き茶

房 

大井町線 

尾山台駅 

⑪  
5月 8日（火） 

大井町線 

等々力駅 
パイ焼き窯 りばてぃ ｱﾝｼｪｰﾇ藍 

田園都市線 

三軒茶屋駅 

⑫  
6月 7日（木） 

小田急線 

梅丘駅 

ウッドペッ

カーの森 

にゃんこの

館 
ハーモニー 

世田谷線 

上町駅 

 



7 

 

 

■ 行事予定 

７月４日（月）～９日（金） シアトル国際大会             於：シアトル 

＜次期＞ 

７月１３日（水） 18：30～ ７月第一例会 （会長就任式）       於：目黒雅变園 

７月１５日（金） 13：00～ 第１回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

７月２７日（水） 18：30～ ７月第二例会               於：目黒雅变園 

 

■ 幹事 進藤より一言  

  

  いよいよ今期最終号となりました。幹事として発行するクラブニュース

の最終号、今期第２４号のクラブニュースをお届けします。この１年間、

とにかく例会ごとにニュースを発行することを心がけました。多くのメン

バーの皆様のご協力を頂いて、目標通り２４回のニュースを発行すること

ができまして安堵しております。 

今期は幹事としてクラブの運営に携わり、ライオンズクラブについてだ

けでなく経営その他人生についてまで多くのことを勉強させて頂きまし

た。さまざま不手際があったかとは思いますが、なんとか最後まで運営出

来まして皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。１年間本当にどうも有り難

うございました。 

また、７月頭に開催されるシアトルの国際大会に参加して参る予定で

す。来期のクラブニュースにてご報告し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。 

 


