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2013-2014年度  第１号                ２０１３年７月発行 

今年度スローガン 

ライオニズムを大切に！仲間とともにWe Serve 

 

トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★７月２４日（水） 於：目黒雅叙園 

ＣＮ５０実行委員会 １６：３０～１７：２０ 

第２回 理 事 会 １７：３０～１８：２０ 

第 1207 回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

メンバースピーチ    

 ＣＮ５０実行委員長であるＬ山本からメンバ

ースピーチを頂く予定です。また、新メンバー

中村謙介様・庄司里香様・２名の入会式が予

定されています。皆様、ライオン帽をご持参く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

★８月７日（水）  於：ルアール東郷 

120８回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

 納涼家族例会 

納涼家族例会は原宿東郷神社の裏手のルア

ール東郷にて開催します。 

ルアール東郷： 

東京都渋谷区神宮前１−４−２０  

パークコート神宮前 2F  

    ＴＥＬ０３−３４７８−１０５０ 

会費：メンバー５０００円、同伴者１００００円

（中高生５０００円、小学生無料です）。 

皆様にお楽しみいただける企画を検討中です。

ご家族ご友人をお誘い合せの上、ふるってご

参加下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

会長挨拶   

例年より１５日早く関東甲信エリアに梅雨

明け宣言が出ました。猛暑のスタートと共に

今期、東京世田谷ライオンズクラブの会長に

就任することになりました。当クラブは、１

９６３年３月３０日に３１名のメンバーで結

成し、同年９月２８日チャーターナイトから

数えること今年で５０周年を迎えることにな

りました。都内で２９番目、日本で５６０番

目として誕生した伝統ある当クラブの会長の

重みを感じながらメンバーと共に楽しみなが

ら活動して参ります。 

さて、「さとり世代」という言葉をよく耳に

します。「結果をさとり、高望みしない世代」

だそうです。世代的には「ゆとり世代」と重

なりますが、ゆとり教育を受けつつ、さらに

勉強をし、現実的に将来を見通す賢い集団で

もあるとされています。「車を持つことに関心

が無く、ブランド服も欲しくない、スポーツ

はしない、酒は飲まない、旅行にも関心を示

さない。」が、さとり世代の特徴のようです。

他にも恋愛には淡泊で草食系だと言われてい

ます。このように高望みをしない世代が増え、

ライオンズクラブにも目を向けないというこ

とにならないように魅力あるアクティビティ

の企画、そして奉仕活動に力を注いでいきた

いと思っています。またライオンズクラブの

伝統を守り、世田谷ライオンズクラブの先輩

方々が築き上げてきたアクティビティの継続

そして充実を図りながら活動して参りますの

でよろしくお願い致します。どうぞメンバー

の皆様には、今期のスローガン「ライオニズ

ム大切に 仲間と共にＷｅ Ｓｅｒｖｅ」で、

ご協力をお願い致します。 

          （Ｌ西山和範） 

東京世田谷ライオンズクラブニュース 
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 第１２０５回・６月第２例会（最終家族例会）報告 ６月２６日 於 六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ 

出席者 石上会長、L 阿部、L 藤原、L 今尾、L 磯辺、L 岩瀬、L 桂、L 亀川、L 小塚、 

L 宮崎宏之、L 村井、L 中村、L 西山、L 老田、L 小野一郎、L 小野景彦、 

L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、 

畠山幹事 

東京 LC 須藤誠一郎 L 及びご家族４名、中村謙介様、田切裕二様、庄司里香様、 

川平慈英様、山本貴央様         

石上会長ご同伴２名、L 今尾ご家族ご同伴３名（井上あずみ様・ゆーゆ様含む）、 

L 磯辺奥様、L 亀川ご家族４名、L 小塚ご家族１名、L 宮崎ご家族ご同伴２名、 

L 西山ご家族ご同伴４名、L 老田ご子息、L 佐々木ご家族３名、L 進藤奥様、 

L 畠山ご家族ご同伴４名、事務局水戸様 

（メンバー２６名・ゲスト３６名・ビジター１名・計６３名） 
  

１．２０１３－２０１３期の最後を飾る、第１２０５回・

６月第２例会（最終家族例会）が、６月２６日（水）１

８：００より、Ｌ老田のご尽力により、六本木ヒルズク

ラブのバンケットルームにて開催されました。あいにく

この日は朝から悪天候で、六本木ヒルズ屋上からの素晴

らしい眺望も雨に煙っておりましたが、会場にはメンバ

ー２６名、家族・ビジター合わせて３７名、計６３名も

の参加者となりました。 

２．まず、石上会長より開会のご挨拶を頂きました。。 

３．続いて、この会場を予約するのにご尽力いただいたＬ

老田より乾杯のご発声を頂きました。 

４．六本木ヒルズクラブの素晴らしい料理を堪能致しまし

た。華やかな盛り付けと素晴らしい味に会場のあちこち

から「美味しい！」と感嘆の声が上がっておりました。 

６．会食を楽しみながら、Ｌ須藤が作成したパワーポイン

トにて今期のアクティビティをスライドにて振り返り

ました。２０１２－２０１３期も少年サッカー教室、寸

劇を中心とした薬物乱用防止教室、わんぱくクラブ育成

会などの障害者支援などのおなじみのアクティビティ

に加え、井上あずみさんのチャリティーコンサート、南

三陸町への支援、フィリピンでの歯磨き衛生指導アクテ

ィビティ、池尻小学校でのマラソン大会支援などとアク

ティビティが盛りだくさんだったうえに、７月には山梨

アカデミーＬＣ・川越つばさＬＣとの３クラブ友好クラ

ブ締結式が箱根で開催されたり、１０月には３３０－Ａ

地区全体でのライオンズデーアクティビティへの参加

など、大変充実した１年であったことが写真を通じて確

認されました。畠山幹事がテーブルを回り、順次２０１

２－２０１３期にご活躍頂いたメンバーよりご挨拶を
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頂戴しました。 

７．また、２０１２－２０１３期は例会へのゲスト・ビジ

ターが大変多かった年で、おそらく初めてと思われます

が、全例会にゲストもしくはビジター参加があった一年

でした。一年間を通じて他クラブからのビジターが述べ

６１名、さらにライオンズ以外のゲストが８５名と多く

の方にお越し頂いた一年でした。 

８．ここで各テーブルからご同伴者のいらっしゃるメンバ

ーにご家族ご同伴者をご紹介頂きました。６月第１例会

にお越し頂いた東京ＬＣの須山誠一郎Ｌはご家族同伴

で、またその時ゲストだった中村謙介様は２度目の参加

となり７月第２例会での入会意志を表明されました。ま

た、Ｌ畠山の紹介で職場の上司である田切裕二様ととも

にお越し頂いたいただいた庄司里香様も７月第２例会

で入会されるという意思を表明されました、また、今期

Ｌ畠山のご紹介でゲストスピーチされた川平慈英様が

「ボクも入会してもいいかな？」「いいんです！」の掛

け声でいつか入会されるご意志を表明されました。 

９．石上会長から、山梨アカデミーＬＣ・山梨ニューセン

チュリーＬＣの例会訪問の時に倣って「２０１２－２０

１３ベストライオン」が発表されました。全例会に出席

されたメンバーは実は多数いらしたため、全例会の直前

に開かれる準備会にも皆出席だったＬ亀川がベストラ

イオンに選ばれ、表彰されました。Ｌ亀川はこの日（６

月２６日）が誕生日ということもあり、誕生ケーキも用

意され、家族の皆様とキャンドルを吹き消しました。 

１０．また、２日後の６月２８日に誕生日を迎えられる畠

山幹事にも、一年間のご苦労の労いも込めて、石上会長

から誕生祝が贈られました。 

１１．奥様ご同伴のメンバーから、日ごろお世話になって

いる奥様達に感謝の気持ちを込めて花が贈られました。

Ｌ須藤には婚約者である山本貴央様より、また一年間事

務局としてご活躍頂いた水戸由美子様は先日ご結婚さ

れ、そのお祝いも込めて石上会長から花が贈られました。 

１２．次期三役から西山和範会長予定者、阿部鉄平幹事予

定者がライオンズローアを行いました。 

１３．出席委員長Ｌ中村から出席率の発表を頂きました。

在籍４３名、不在会員１名、終身会員４名、出席者２６

名、ゲスト３６名、ビジター１名で出席率は６８．４％

でした。 

１４．閉会の言葉を２０１３－２０１４会長予定者Ｌ西山

から頂いて、今期最終家族例会は無事にお開きとなりま

した。石上会長、畠山幹事、須藤会計を始め皆々様一年

間お疲れ様でした。そして有難うございました。 
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 ２０１３－２０１４準備理事会報告  ６月６日 於 銀座アスター三軒茶屋賓館 

出席者 西山会長予定者、L 福島、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 亀川、L 小塚、 

L 宮崎大二郎、L 宮崎宏之、L 中村、L 老田、L 大竹、L 小野一郎、L 小野景彦、 

L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、 

阿部幹事予定者                  （計２４名） 
  

２０１３－２０１４期の準備理事会が、６月６日（木）１８：３０より銀座アスター三軒茶屋賓

館にて開催されました。 

■審議事項■ 

1 さる６月６日（木）銀座アスター三軒茶屋賓館におきまして、２０１３－２０１４期理事に

よる準備理事会が開催されました。 

2 当日は、２０１３－２０１４期への期待と応援を込めて、大勢のメンバーが出席されていま

した。まずは幹事予定者のＬ阿部の司会のもと準備理事会が始まりました。 

3 続きまして、第１回理事会に諮る審議事項の原案として、会長予定者のＬ西山より年間予定

などを説明頂き、さらに一年間の抱負やＣＮ５０に向けた意気込みのある挨拶を頂きました。

途中、受付において全員が頂いた来期のスローガン「ライオニズムを大切に！仲間と共にＷe 

Serve」等がプリントされた粋な手ぬぐいの説明も頂きました。 

4 続いてＬ福島よりウィ・サーブのご発声を頂き、懇親会が始まりました。 

5 なんと今回はＬ西山の粋な計らいで、Ｌ西山の元教え子含め４名のコンパニオンさん達が参

加され、鼻の下をのばす者もおり（笑）宴会に花を添えていました。 

6 続いて２次会場へと場所を移し、夜が更けるまでメンバー同志懇親を深めました。 

7 今期は５０周年行事も控えており、大役を務めるに本当にふさわしい会長予定者だと思いま

す。幹事予定者のＬ阿部、会計予定者のＬ大竹、そしてメンバー皆で会長を支え、素晴らし

い一年にしたいと改めて思いました。（Ｌ亀川） 
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 第１回 理事会報告 ７月１０日          於 目黒雅叙園 華しらべ 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、 

L 小塚、L 諸見里、L 中村、L 老田、L 小野一郎、L 大竹、L 佐々木、 

L 白石、L 杉村、L 須藤、L 高橋、L 吉崎、阿部幹事  (計２１名) 
 

 ★今期第１回理事会が目黒雅叙園２Ｆ「華しらべ」にて開催

されました。 

■ 審議事項 ■ 

１．本年度 役員及び会計監査委員の件 につきまして西山会

長よりご提案頂き、承認されました。 

２. 本年度 委員会構成案の件 につきまして、西山会長より

ご提案頂き、承認されました。 

３. 本年度 年間行事予定の件につきまして、西山会長よりご

提案頂き、８月第１例会（納涼例会）を８月７日に、８月

第２例会を８月２１日に開催することで承認されました。 

４. 本年度 アクティビティの件 について年間予定表に基づ

き西山会長よりご提案頂き承認されました。 

５. 本年度 会費の件 について西山会長よりご提案頂き、例

年通り前期１４万円、後期１１万円という金額で承認され

ました。 

６. 本年度 収支予算案の件 につきましては次回例会にて審

議することになりました。 

７. 今期キャビネット役員の件 につきましては西山会長よ

りご提案頂き承認されました。 

８. ＣＮ５０記念アクティビィティ－の件 につきましては阿部幹事よりご提案頂き、９月初旬

に世田谷公園にてハナミズキの「植樹」とベンチの寄贈を行うこととなりました。 

９. 本年度 正副幹事会の件 につきましてＬ阿部より、ゾーン再編に伴う経緯のご説明を頂き、

１Ｚ・２Ｚ両方の正副幹事会に参加することが承認されましたが、ただし、日程が重なった

場合は２Ｚの正副幹事会を優先することとなりました。 

１０.南三陸見学ツアーの件につきまして、Ｌ亀川よりご提案いただき、１０月２６日(土)～２

７日(日)の１泊もしくは日帰りにて実施する方向で検討することとなりました。福興市が土

曜日に開催されるかもしれないとのことです。 

１１.９月５日(木)ガバナー公式訪問の件について西山会長からご説明頂き、例会振替というこ

とで承認された他、９月１１日をＣＮ５０実行委員会とすることといたしました。 

１４． １１月１７日・１８日移動例会の件 につきまして、西山会長より、『初華』もしくは『菊

花荘』が候補となっており、７月第２例会にて決定することとなりました。 

１５． クラブ旗補修につきまして、阿部幹事より補修見積１１８９５０円とご提案頂き承認さ

れました。 
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 第１２０６回例会・７月第１例会報告 ７月１０日 於 目黒雅叙園「華しらべ」 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、 

L 木下、L 小塚、L 諸見里、L 中村、L 老田、L 小野一郎、L 大竹、L 佐々木、 

L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事 

東京芝 LC 小堀光由 L、  メークアップ L 高橋、  

（出席者数２５名、メークアップ１名、ビジター１名、計２７名） 
  

1. 第１２０６回７月第１例会が、７月１０日（水）１８：

３０より、目黒雅叙園「華しらべ」の間にて開催されま

した。まず、西山会長に開会のゴングを鳴らして頂き、

国歌（君が代）斉唱、ライオンズクラブの歌、世田谷ラ

イオンズクラブの歌を斉唱致しました。 

2. 次にお客様のご紹介を行いました。本日は東京芝ＬＣか

ら３３０－Ａ地区政策・中長期計画委員会委員長 小堀

光由Ｌにお越し頂きました。小堀Ｌ、お忙しいなか有難

うございました。 

3. 続いて会長就任式を行いました。まずは石上前会長から

西山会長に認証状が伝達されました。新旧役員によるバ

ッジの交換に続いて、旧役員への記念品贈呈を行い、ク

ラブ旗の前で記念撮影を致しました。前三役の皆様、お

疲れ様でございました。今後とも宜しくご指導のほどお

願い申し上げます。 

4. 西山会長より会長挨拶を頂きました。西山会長は５０周

年という節目の年の会長を拝命し、身の引き締まる思い

であること、今年が伊勢神宮が２０年、出雲大社が６０

年に一度の式年遷宮の年に当たり、また東京ディズニー

ランドも３０周年ということでご縁を感じていらっし

ゃること、ご自身が国語の教師を３０年ほど勤められ、

今回改めて論語の一説「三十にして立ち、四十にして惑

わず、五十にして天命を知る」を紐解き、その意味をか

みしめられたとお話しされたうえで、皆様からご指導ご

鞭撻を賜りたいと話されてご挨拶とされました。 

5. ここでお客様からご挨拶を頂戴しました。３３０－Ａ地

区政策・中長期計画委員会委員長、東京芝ＬＣの小堀光

由Ｌは、前期はＬＣＩＦ委員会で今期は政策・中長期計

画委員会となったこと、当クラブに例会訪問してみてク

ラブの醸し出す雰囲気がさわやかでメンバー同士尊重

し合っていることが伝わってくること、９月２８日の５

０周年記念式典には５０周年ということで楽しみにし

ていること、クラブニュースも大変参考としていること
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などを話されてご挨拶とされました。 

6. 西山会長の紹介により、会長Ｌ西山、幹事Ｌ阿部、会計

Ｌ大竹、ライオンテーマＬ田中、テールツイスターＬ高

橋が紹介されました。 

7. ウィ･サーブのご発声は、前会長Ｌ石上にお願いいたし

ました。Ｌ石上は前期の運営に対するご協力への感謝の

念と、今期西山会長を筆頭として新体制での船出へのお

祝いを述べ、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

8. 会食に移りました。石上前会長、畠山前幹事、Ｌ進藤か

ら焼酎・ワイン等をドネーション頂きました。有難うご

ざいます。 

9. 阿部幹事から幹事報告として、例会に先立って開催され

た第１回理事会の審議事項が報告され、拍手により承認

されました。皆様、ありがとうございました。 

10. テールツイスタータイムは、第５９回ハンブルグ国際大

会に参加していて、例会途中に駆けつけたＬ山本とＬ進

藤よりハンブルグ国際大会のご報告を頂きました。成田

の出発からインターナショナルパレードの様子、ジャパ

ンレセプションや華やかな開会式、２日目総会と各種セ

ミナー参加のご報告、ジャパンレセプションや３３０－

Ａガバナー晩餐会、そして大切な代議員投票と山田實紘

Ｌが国際第二副会長に選出された閉会式まで、クイズを

交えてスライドを用いながらご報告頂きました。 

11. さらに一年ぶりに参加されたＬ木下から、３３０－Ａ地

区のホームページ作成の経緯やご苦労のご説明を頂き、

年次大会の際に放映した映像をご披露頂きました。 

12. ドネーションの発表は副テールツイスターＬ今尾にお

願いしました。終身会員のＬ飛田からも多額のドネーシ

ョンを頂き、ファインは２５００円、ドネーションは６

９５００円、計７２０００円でした。皆様、ご協力有難

うございました。 

13. 本日の出席率をＬ手塚よりご発表いただきました。当ク

ラブの在籍者数は４３名、不在会員１名、終身会員４名、

本日の出席者２５名、ビジター１名、メーキャップ１名

で、出席率は６８．４％でございました。 

14. 閉会のゴングを西山会長が打ち鳴らしたあと、「また会

う日まで」を皆様で一緒に歌い、お客様をお見送りした

のちに、無事に閉会となりました。メンバーの皆様、有

難うございました。 
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２０１３－２０１４障害者施設見学ツアー予定 

主 催：東京世田谷ライオンズクラブ・東京三軒茶屋ライオンズクラブ 

日 程：2013年 7月～2014年 6月 毎月 1回 

趣 旨：世田谷区で長年障害者施設ネットワークの要となっていた精神障害者共同作業所の見学ツア

ーを再編し、施設見学のツアーを行うこと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

のとします。2008-09期から実施を開始、現在は東京世田谷 LC・東京三軒茶屋 LCの共催となり、年

間で全 12回実施しています。 

概要：ライオンズメンバー2～3名と施設を探す当事者家族向け 3～4名というツアーです。 

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お申し込みください。   

参加費：施設を探している当事者・家族無料 その他の方からは一部ご寄付をお願いします。 

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 16日（火） 千歳船橋 さらぽれ塾 ざしきわらし 

風の谷ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ 
千歳船橋 

②  8月 9日（金） 用賀 Ｔ＆Ｅ企画 すとぉりぃ パイ焼き茶房 尾山台 

③  
9月 10日（火） 等々力 パイ焼き窯 りばてぃ 

アンシェーヌ

藍 
三軒茶屋 

④  
10 月 8日（火） 梅丘 

ウッドペッカ

ーの森 
にゃんこの館 ハーモニー 上町 

⑤  
11 月 14日（木） 千歳烏山 千草工芸 

フレンドパー

ク 
まごの手便 下高井戸 

⑥  12 月 6日（金） 用賀 Ｔ＆Ｅ企画 藍工房 ＭＯＴＡ 下高井戸 

⑦  
1月 9日（木） 芦花公園 ちぐさ企画 喫茶室パイン 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰき

ぬた 
祖師谷大蔵 

⑧  
2月 7日（金） 成城学園前 陽だまりの庭 

Ｎａｖｉｏけ

やき 

クレイジーキ

ャッツ 
梅丘 

⑨  
3月 11日（火） 千歳船橋 さらぽれ塾 ざしきわらし 

風の谷ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ 
千歳船橋 

⑩  4月 11日（金） 用賀 Ｔ＆Ｅ企画 すとぉりぃ パイ焼き茶房 尾山台 

⑪  
5月 9日（金） 等々力 パイ焼き窯 りばてぃ 

アンシェーヌ

藍 
三軒茶屋 

⑫  
6月 10日（火） 梅丘 

ウッドペッカ

ーの森 
にゃんこの館 ハーモニー 上町 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

 

☆ ６月２７日 東京代々木ＬＣ例会参加報告             （Ｌ進藤） 

 

さる６月２７日、シェラトン都ホテルにて開催された、

東京代々木ＬＣ例会に、当クラブ５０周年告知を兼ねて参

加致しました。東京代々木ＬＣは以前の周年記念例会の記

念アクティビティで全員ＭＪＦ献金をしたこともあり、多

数のアワードも受賞されていて特別のアワード掛にアワー

ドのみまとめてかけてあることに目を引かれました。 

この日が、最終例会ということもあって、次期の三役の

ご紹介があり、次期幹事による初々しい司会で例会は進行

いたしました。また、２０１２－２０１３期１０ＲＲＣ中

江勁Ｌの在籍クラブということもあり、ゾーン再編や新ク

ラブ結成などの２０１２－２０１３期の１０Ｒを振り返っ

ての話題で盛り上がりました。 

とくに料理のおいしさに驚きました。年齢層を考えてか、

量は多くはありませんが、非常におしゃれで美味しい料理

がどんどんと出てきて感動致しました。東京代々木ＬＣの

皆様、誠に有難うございました。 

 

☆ ６月２８日東京ピースＬＣ結成式参加報告            （Ｌ佐々木） 

 

６月２８日、ロイヤルパーク汐留タワーにて開催された、東京ピースＬＣの結成式にＬ須藤と

２名で伺いました。 

初代会長の阿部かな子Ｌは、昨年（２０１１－２０１２期）の最終例会にもお見えになり、「世

田谷ＬＣ大好き！」とお声をかけてくださる方です。結成式では、正しい心で奉仕することや、

メンバーの心が一つになることの大切さを語られ、「我々は奉仕する」というライオンズクラブ

を代表する言葉が、こんなにも素晴らしく似合う方がおられるのだと、聞き入ってしまいました。 

東京ピースＬＣは、７割が女性メ

ンバーで、年齢のお若い方や、四国

や台湾に在住のメンバーもおられ、

新しい形のライオンズクラブの形を

拝見できることが楽しみです。東京

ピースＬＣのご発展を、心よりお祈

り申し上げます。このたびはお招き

いただき、誠に有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ ６月２８日 東京渋谷ＬＣＣＮ５６記念例会参加報告        （Ｌ進藤） 

 

さる６月２８日、渋谷のエクセル東急ホテルで開催され

た、東京渋谷ＬＣＣＮ５６記念例会に当クラブを代表して

参加致しました。 

東京渋谷ＬＣは原則に忠実に毎年チャーターナイト記念

例会を開催されていて、この日も現会長 平山晋Ｌから新会

長 佐々木巖Ｌへとチャーターの引き継ぎが行われました。 

また、ステージには国際第一副会長旗が掲示されており、

中野了元ガバナーより、本来この旗は世界中を回っていく

予定であったものを、故・小川国際第一副会長が急逝され

たとき、東京渋谷ＬＣでずっと保管することとなったこと、

新しい国際第一副会長旗が今は世界を回っていること、と

のご説明がありました。 

祝宴に移りますと、多数のアトラクションが披露されま

した。剣舞では勇壮な立ち居振る舞いに、約１００名の観

客が魅了されました。また、続いて行われた無伴奏合唱で

は、観客も思わず歌を口ずさんでしまうほどでした。会場

からはアンコールの掛け声がかかりました。また多数の景

品が用意されており、ラッキーカード大会にて多くの豪華

景品が当たっていました。 

東京渋谷ＬＣの皆様、お疲れ様でした。そして有難うご

ざいました。 

 

 

 

☆ ７月１７日 東京田園調布ＬＣ例会参加報告        （Ｌ進藤） 

 

さる７月１７日、浄真寺にて行われた、東京田園調布Ｌ

Ｃ例会に、ＣＮ５０例会告知を兼ねて、参加致しました。

お寺の一室で行われました例会で、お酒なし、お弁当とい

う形式で、こじんまりとはしていますが、スピーディーに

進行される例会でした。多岐にわたる話題で場が盛り上が

りました。東京田園調布ＬＣの皆様、ありがとうございま

した。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＨＡＭＢＵＲＧ  

☆ ７月５日～９日 第９６回ハンブルグ国際大会報告     （Ｌ進藤） 

７月５日、成田を旅立ち、１１時間以上の長旅を経てフラ

ンクフルト経由でドイツのハンブルグに到着。シアトル・釜

山国際大会に次いで３回目の国際大会となります。今回当ク

ラブから参加するのは、代議員としてＬ田中と私Ｌ進藤、さ

らに補欠代議員としてＬ山本の３名です。ハンブルグはこの

季節には珍しく、毎日快晴が続き、夜９時半を過ぎてもまだ

明るいという街でした。 

７月６日はインターナショナルパレード。ハンブルグの市

庁舎前広場には人があふれ、湖のほとりを１．５キロ程度、

７列の隊列を組んで歩きました。７月７日の開会式は、主に

マデン国際会長からの２０１２－２０１３期の報告、７月８

日の二日目総会はアワード発表とＬＣＩＦ報告のほか国際理

事・国際第二副会長候補の立候補演説、７月９日の閉会式で

は新国際会長となったバリー・パーマー国際会長の方針が語

られ、「Follow your DREAM」の具体的方針として女性メンバ

ーの増加・会員増加の具体的目標が語られました。また 

特にこの国際大会では 日本から山田實紘Ｌが国際第二副

会長に立候補しているということで日本からの参加者は非常

に多く、また他の５名の候補者が立候補を直前になって取り

下げたため、実質信任投票となり、無事に代議員の信任を受

けられたので、日本で二番目の国際会長が２年後のハワイ国

際大会で誕生することがほぼ確実となりました。 

日本のイベントとしては８日にジャパンレセプションがあ

り、全国各地のライオンズメンバーと再会を祝い交流を深め

られたことと、それに先立ち７日にライオンネットのオフ会

があり、夜遅くまでライオンズについて語り合えました。ま

ら、３３０－Ａ地区のイベントとしてはやはり８日の夜に「阿

久津隆文ガバナーと鈴木定光ガバナーエレクトを囲む会」が

開催され、２００名ものメンバーが参加しました。閉会式で

はエレクトリボンがはずされ、正式に鈴木定光ガバナーが誕

生しました。 

個人的には、パレードで指名されて「ＤＧＥ」のプラカー

ドを持って歩くことができたこと、国際大会のたびに行って

いるＭＪＦ１０００ドル献金を今回も行うことができ、ＬＣ

ＩＦレセプションでウィンクン・タムＬＣＩＦ理事長から

直々にバッジを頂いたこと、英語で行われた公認ガイディン

グライオンセミナーに参加してテーブルディスカッションな

どを（前回参加の時よりも落ち着いて）無事に行えたことが

良き思い出となりました。また、今回もまた浜松南ＬＣの辻

村昌弘Ｌと同宿ということで大変お世話になりました。 

次は１１月のシンガポールのＯＳＥＡＬフォーラム、そし

て来年のトロント国際大会でまた全世界のライオンズメンバ

ーと交流できることを楽しみにしています。 
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■ 行事予定 

７月２４日（水）18：30～ ７月第２例会（メンバースピーチ）    於：目黒雅叙園 

８月 ７日（水）18：30～ ８月第１例会（納涼家族例会）      於：ルアール東郷 

８月 ９日（金）13：00～ 第２回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

８月２１日（水）18：30～ ８月第２例会              於：目黒雅叙園 

９月 ５日（木）18：00～ ９月第 1 例会（ガバナー公式訪問例会）  於：京王プラザホテル 

９月１０日（火）13：00～ 第３回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

９月１１日（水）     ＣＮ５０実行委員会           於：目黒雅叙園 

９月２８日（土）18：00～ ９月第２例会（ＣＮ５０記念例会）    於：目黒雅叙園 

 

■ 幹事 阿部より一言  

  

 

 

 

皆様、今期クラブ幹事を拝命いたしました、L 阿部でございます。先だって
６月６日に行われた準備理事会には多数のメンバーの皆様にご参加頂きあり
がとうございました。亀川前々幹事、畠山前幹事が築いて下さったクラブ幹事
としての重責を何とか励んでいく所存でございます。 

取り急ぎ、ＣＮ５０記念アクティビティである植樹とベンチ寄贈を成功させ
るよう邁進して参ります。 

理事会・例会運営、各アクティビティへのメンバー皆様のご参加・ご協力の
ほど宜しくお願い申し上げます。 

 


