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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

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
有難うございます。
私事ではありますが、大変久しぶりに風邪
をひきました。もしかするとインフルエンザ
だった恐れが大きいです。３８．５度を超え
て仕事も休んで家で寝ているなど何年ぶりの
ことでしょうか。しかしながら休むために仕
事を割り振ってみて、このような急場でも仕
事が回っていくように普段から留意しておく
必要があるのだと改めて感じました。
さて、先日また单三陸町を訪れて、さらに
石巻、女川と回ってまいりました。震災から
１０カ月経ち、力強い復興が始まったところ
もありますが、場所によっては、ビルの上に
あるバス、横倒しのままのビルなどほぼ手つ
かずでいまだに震災の爪痕がくっきりと残っ
ているところもありました。とくに人口が流
出したところは復興が大変だということを強
く感じます。今後も
被災地に足を運ぶ、
被災地で仕事がで
きるようにするな
どの支援を継続し
ていきたいと思い
ます。今後もご協力
のほどよろしくお
願い申し上げます。

★２月７日（火）於：銀座アスター三軒茶屋賓館
第 12 回 理事会 １７：３０〜１８：３０
第 1172 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
東京三軒茶屋ＬＣ合同例会
当クラブの子クラブであります東京三軒茶
屋ＬＣとの合同例会です。メンバーの皆様、
是非ご出席くださいますようお願い申し上
げます。

★２月２９日（水） 於：目黒雅叙園
第 1 3 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
第 1173 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
講師例会
Ｌ藤原のご紹介で、竹久夢二さんのお孫さ
んで酒田・竹久夢二美術館名誉館長である
竹久みなみ様にお越しいただきご講演を頂
く予定です。メンバーの皆様、是非ご出席
くださいますようお願い申し上げます。
★２月第２例会は日程が２月２９日（水）に
変更となりました。ご注意ください。

★３月１０日（土）於：駒沢陸上競技場
第 1174 回 例 会 ８：３０〜１５：５０
第 10 回世田谷ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ/少年ｻｯｶｰ
教室
（開会式９：３０）
午前中はＦＣ東京普及部コーチによる少年
サッカー教室、午後は世田谷少年サッカー
連盟公式戦「世田谷ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ」とな
ります。皆様ぜひお越しください。
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第１１回理事会報告
出席者

１月２５日

於 目黒雅叙園「孔雀」

進藤会長、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 小塚、L 村井、L 中村、L 西山、L 手塚、
L 山本、L 吉崎、幹事亀川
（１１名）

１月２５日（水）１７時３０分より、第１１回理事会が目黒雅变園４Ｆ「孔雀」にて開催さ
れました。報告事項につきましてはクラブニュース１３号をもとに行いました。

■

審 議 事 項

■

１． ２０１１年１２月収支報告の件につきまして進
藤会長よりご報告を頂き、例会の当日キャンセル
の人数について調べることとなりました。
２． わんぱくクラブ育成会コンサート、チケット協賛
の件につきまして、進藤会長より報告を頂き、５
枚のチケットを配布いたしました。
３． １月３１日薬物乱用防止教室の件につきまして、
進藤会長よりご説明を頂き、出席者と配役の確認
を致しました。Ｌ山本より当日隣接するＬ羽田の
会社に伺うのがいいのではないかとご提案頂きました。
４． ３月１０日（土）尐年サッカー教室の件について進藤会長より当日の実行委員会のご報
告を頂きました。パンフレットの印刷や協賛方法、写真販売について再度シミュレーシ
ョンを行うことになりました。
５． ２月２５日（土）第１回「池尻こどもマラソン大会」の件についてＬ石上よりご説明頂
き、参加賞ストラップに当クラブの名称が入ることと、参加賞ストラップ（５００円）
１５０個分７５０００円について供出することについて承認致しました。また当日の９
時からの警備にＬ石上・Ｌ今尾・Ｌ吉崎・Ｌ畠山・Ｌ亀川および最初だけＬ進藤が参加
することとなりました。
６． ２月２５日（土）わんぱくクラブ育成会「ひかり音楽会」の件につきまして進藤会長よ
りご説明頂き、進藤会長とＬ山本が出席することとなりました。
７． 事業等実行委員会の件につきましてＬ山本からご報告頂きました。
８． 震災被災地支援アクティビティの件について、進藤会長より单三陸町「のぞみ福祉作業
所」に寄贈する機械のセットについて、紙漉きの施設「すとぉりぃ」を通じて大阪の「紙
好きセンター」から頂いた見積書についてご説明頂いたほか、单三陸町でのお披露目や
技術指導という形で「すとぉりぃ」の施設職員と利用者を单三陸町に連れて行くことに
ついて提案がありました。
９． ３月１１日新宿西口公園被災地支援アクティビティの件について進藤会長よりご提案頂
き、東京新都心ＬＣの企画で３月１１日に新宿西口で大規模に被災地支援のためのバザ
ーその他イベントを行う企画において、单三陸町の産物を販売するお手伝いをすること
となりました。
１０． ４月２１日（土）第５８回年次大会代議員の件につきまして、進藤会長より单三陸志
津川ＬＣのＣＮ５０と日にちが重なっていることを受け、進藤会長は单三陸町に出席し、
年次大会への代議員については別途４名（亀川幹事、阿部会計、石上第一副会長、西山
第二副会長）とすることとなりました。
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第１１７１回例会（薬物乱用防止教室練習例会）報告
出席者

１月２５日 於 目黒雅叙園

進藤会長、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 小塚、L 村井、L 中村、L 西山、
L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事亀川、
ﾒｰｸｱｯﾌﾟ L 阿部、L 桂、L 木下、L 小野景
ビジター 團村 L（東京山手 L）
（出席１３名、ﾒｰｸｱｯﾌﾟ４名、ビジター１名、計１８名）

1

第１１７１回１月第２例会（薬物乱用防止教室練習例会）
が１月２５日（水）１８：３０より、目黒雅变園４Ｆ「孔
雀」にて開催されました。開会のゴングを進藤会長に鳴
らしていただき、国歌君が代・ライオンズヒム・世田谷
ライオンズクラブの歌を斉唱いたしました。

2

進藤会長から会長挨拶を頂きました。進藤会長は部屋を
飾る横断幕や薬物の見本などの設えに触れ、本日は薬物
乱用防止教室の練習例会を行うこと、是非全員に参加頂
きたいことを確認したうえで、サプライズゲストがお越
しになるかもしれない可能性について言及し、ご挨拶と
されました。

3

続いて直ちにウィサーブに移りました。ウィ･サーブのご
発声はＬ吉崎にお願いしました。Ｌ吉崎は「（セリフを）
噛まないように」というそばから噛んで爆笑を誘ったう
えで、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。

4

会食中、幹事報告を亀川幹事より頂きました。本日の第
１１回理事会審議事項についてご報告頂き、拍手にて承
認いただきました。どうもありがとうございました。

5

折り合いを見て薬物乱用防止教室の練習が始まりました。
まず、当日講師を行うＬ西山より１月２１日に参加され
た東京都薬物専門講師研修についてのご報告を頂きまし
た。薬物乱用の実態や事例についてオフレコでお話があ
ったこと、さらには薬物乱用の害をお話し頂きました。
そのうえで「ダメ！ゼッタイ！」ということをいかに子
供たちに伝えるかが重要で、現在平成２２年度には東京
都の６－７割の小中学校で薬物乱用防止教室を行ってい
るというデータをご紹介のうえで、数日後の寸劇の重要
性を強調されました。

6

そしてついに薬物乱用防止教室の練習を始めました。ま
ず全てのテーブルに寸劇のシナリオを配布し、いつもの
配役、サラリーマン風バイニンＬ石上、先輩風バイニン
Ｌ吉崎、誘惑される小学生役進藤会長の組合せで、Ｌ山
本のナレーションのもと演技を行いました。役者陣も手
慣れたもので、小道具としてカバンやカツラ、ランドセ
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ルや帽子なども用意されて迫真の演技が披露されました。
7

続いていよいよメンバー全員による練習です。サラリー
マン風バイニン役をＬ畠山に交替、小学生役には「帽子・
青ジャンパー・ランドセル」セットを渡していくことで
見た目も小学生風とし、小学生役をＬ村井に交替しまし
た。セリフはシナリオを見ながらで構わないので適宜ア
ドリブを入れて楽しみながら行うこととしました。

8

さらにチャラい先輩風バイニンをＬ手塚、小学生役をＬ
村井の組み合わせでやはり受け取るパターンを行いまし
た。もともと仲が良い２人の演技は大変リアルでした。

9

ここでバイニン役をＬ西山、小学生役をＬ小塚に交替、
誘惑を断るバージョンを行いました。Ｌ西山は「ｓパー
ティーのｓはスーパーマン、もうひとつｓをつけるとス
ケベ」などとアドリブのセリフを加えて会場を爆笑の渦
に包みこみました。

10 さらにバイニン役をＬ今尾、小学生役を事務局佐々木ま
どかさんに交替しました。事務局佐々木さんは様々な話
題を作り出して話をそらす方法で逃げ切りました。
11 次はバイニン役が亀川幹事、小学生役はＬ中村に交替。
迫力のあるバイニンに対してＬ中村が初々しく断る姿が
印象的でした。
12 最後に先輩役をＬ磯辺、小学生役をＬ山本に交替しまし
た。Ｌ山本はＬ磯辺が声をかけた途端無言で逃げ出し、
大爆笑を誘いました。その後もじりじりと逃げるパター
ンをうまく演じ切りました。こうして全員が寸劇を体験
したわけですが、総じて当クラブメンバーは役者がそろ
っていて、役を割り当てられれば工夫して楽しく演じ切
ることができると証明されました。
13 ここで東京山手ＬＣの團村守男Ｌが登場されました。お
なじ目黒雅变園内の別の会合にご出席されていたとのこ
とですが、当クラブの薬物乱用防止教室を見学したいと
のことで顔を出されたわけです。ご挨拶を頂いている間
に、帽子と青ジャンパーとランドセルの小学生セットを
團村Ｌに装着、そのまま亀川幹事と組んで寸劇を行って
頂きました。亀川幹事は「おぅ、ダンムラ！」と迫力の
あるバイニンを演じ、團村Ｌも初めてとは思えないほど
楽しげに演じていらっしゃいました。
14 テールツイスターの活躍の時間は、テールツイスターＬ
木下がご欠席（メークアップ）のため、ドネーションの
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発表をＬ今尾にお願いしました。本日はファイン１３０
０円、ドネーション２７７００円で、計２９０００円で
した。皆様有難うございました。
15 出席率の発表は出席委員長Ｌ白石がご欠席のため、Ｌ吉
崎にお願いいたしました。在籍４０名、不在会員２名、
終身会員５名、出席１３名、メークアップ４名で出席率
は５１．５％でした。
16 閉会のゴングを進藤会長に鳴らしていただき、全員で「ま
た会う日まで」を斉唱し、お客様をお見送りしまして、
無事お開きとなりました。笑いの絶えない楽しい例会で
した。皆様どうも有り難うございました。
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少年サッカー教室実行委員会報告
出席者

１月２５日

於 目黒雅叙園

４Ｆ「孔雀」

進藤会長、L 石上、L 中村、L 西山、L 吉崎、幹事亀川（６名）

１月２５日（水）１６時３０分より、目黒
雅变園 ４Ｆ「孔雀」にて、尐年サッカー教
室実行委員会が開催されました。
まず、進藤会長より亀川幹事と２名で陸上
競技場に打合せに行った報告を頂きました。
１月１３日に陸上競技場に打合せに行き、当
日の流れや資材の搬入方法や駐車券などにつ
いてのご報告でした。ただし、駐車券につい
てはまだ枚数が確定せず、後程ご連絡いただ
けるとのことでした。
また、役割分担について確認を致しました。
賞状作成についてはＬ小塚に、ステ看板製作
についてはＬ山本に、看護師手配等について
はＬ福島に、国旗掲揚についてはＬ西山に、
さらには物品の確認や輸送についても細かく
役割分担を確認しました。
話題となりましたのは、昨年から始めたク
ラブメンバーによる写真撮影とホームページ
上にて保護者向けに可能な限りの廉価にて行
う写真販売についてでした。
「写真が安く入手
できる」とパンフレットにきちんと入れるこ
と、さらにパンフレットについては昨年と同
様協賛を募ることと致しました。クラブメン
バーだけでなく様々なつながりで協賛を募る
方法が協議されました。
また、国歌斉唱について、前奏のある国歌
のＣＤを入手する必要性について協議致しま
した。また、トロフィー製作の確認他
連絡することや写真・パンフレットその他の
確認がなされました。
また尐年サッカー教室当日が、指名例会と
なりますので、指名委員長として前期会長Ｌ
桂を中心に進めて頂くことと、当日までのスケジュール確認を行いました。
尐年サッカー教室は３月１０日（土）
、駒沢オリンピック競技場陸上競技場にて開催され
ます（開会式９時３０分）。皆様のお越しをお待ち申しております。
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池尻小学校薬物乱用防止教室報告
出席者

１月３１日

於 池尻小学校

進藤会長、L 石上、L 小野景、L 西山、L 手塚、L 吉崎、幹事亀川
東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L
（メンバー７名、ビジター１名、計８名）

１月３１日（火）池尻小学校にて薬物乱用防止教室
を実施致しました。８時５０分からの１限と９時４０
分からの２限を利用して、６年生２クラス４８名を対
象に行いました。当日は学校公開日ということもあり、
ＰＴＡ会長ほか約１０名の保護者も参加されました。
６年生の担任である久保先生と田中先生のご引率頂
いて、進藤会長が挨拶でライオンズクラブの紹介や本
日の薬物乱用防止教室の進め方について説明致しまし
た。１限では麻薬覚せい剤防止センターの最新の「ダ
メ！ゼッタイ！」ＤＶＤの上映に続き、Ｌ西山による
講義が行われました。Ｌ西山は本日池尻稲荷神社の宮
司の仕事があるため羽織袴の正装で登場。子供たちの
心をつかむためＡＫＢ４８のＢＧＭやお手製の教材に
加え、食塩で作った麻薬の見本や酒井法子や押尾学な
ど有名人が薬物使用で逮捕された新聞記事を持参され、
わかりやすく講義をされました。
休み時間は薬物の見本を生徒たちが取り囲み、わい
わいと観察しておりました。
２限に入ると東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌのナレー
ションにより寸劇を開始。最初はサラリーマン風バイ
ニンＬ石上と先輩風バイニンＬ吉崎に、誘惑される小
学生を進藤会長が扮し、
「誘惑されて受け取ってしまう
事例」「誘惑を断る事例」をそれぞれ見本として行いま
した。何度も寸劇を行っている３名は衣装や小道具な
どにも凝り、子供たちの驚きや笑いも誘っていました。
見本に続いてはいよいよ生徒たちの寸劇参加です。
当クラブからはチャラい先輩風バイニンのＬ手塚と怖
い先輩風バイニンのＬ亀川も加わって、カメラマンＬ
小野の記録のもと、多数の演技が行われました。生徒
たちのなかでも１名では自信のない女生徒たちも２人
組ならできるらしく、次々と生徒たちが立候補してい
ました。その中では「お母さんもみんなクスリをやっ
てるんだよ～」というバイニンの誘いに、
「私の母は警
察ですけど」と素晴らしい返答にさすがのバイニンも
すごすごと引き下がるなど、見事なやり取りが繰り広
げられていました。
最後の「ダメ！ゼッタイ！」の唱和も一度でうまく
いき、大変楽しい薬物乱用防止教室となりました。
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第８回障害者施設見学ツアー報告
出席者

２月２日

於 区内障害者施設

進藤会長、東京三軒茶屋 LC 会長北見正雄 L、当事者３名

２月２日（木）東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティ
ビティ、第８回障害者施設見学ツアーが実施されまし
た。寒気の影響で大変寒い日が続くなか、小田急線成
城学園前駅中央改札口にて当クラブからは進藤会長、
東京三軒茶屋ＬＣからも会長北見正雄Ｌ、さらに区内
当事者２名、江戸川区からの当事者１名の計５名が集
合しました。
最初に向かったのは成城学園前の地域活動支援セン
ター『陽だまりの庭』。障害者自立支援法の施行に伴い
前年の共同作業所から「地域活動支援センター」に移
行しました。公園清掃以外は工賃の出る作業はありま
せん。この日は翌日の節分のために恵方巻きを作って
食べるというプログラムでした。尊田所長からは新体
系に移行してメンバーの自主性を活かしていけるよう
に方針に一本筋が通ったとのことでした。
続いて駒沢の就労移行／継続支援Ｂ型事業所『Navio
けやき』に向かいました。ここは新聞折りや中古ゴル
フボール仕訳および封入などの下請け作業のほか、会
報誌編集や印刷（東京三軒茶屋ＬＣの名簿印刷も）な
ども行っています。進藤会長もあらかじめ注文してい
た名刺を受取っていました。当事者の方が「家が近い」
「散歩コースだ」ということもあって最初から「ここ
に通所したいです」と言わんばかりの勢いでしたが、
実際には就労移行支援の方には空きがあっても就労継
続支援の方は空きがないとのことで待ち方を工夫する
必要があるとわかりました。
最後に梅ヶ丘駅そばの就労継続支Ｂ型事業所『Crazy
Cats』に向かいました。ステージを持っているこの施
設は有料ライブイベントの設営や運営を作業として行
っています。この日は利用者さんが演奏の練習に入り
ましたので、障害者自立支援法上の施設に移行するに
あたってもう一部屋借りた下請け作業の部屋に移動し
て施設の理念や運営についてご説明を受けました。
最後に進藤会長から世田谷区全体のことや法律の流
れについて説明を行いました。区内当事者の方からは
「はじめて障害者施設を見てイメージが変わった」な
どの感想を、区外の方からは「ぜひ江戸川区でも実施
したい」とのご感想を頂きました。次回は３月２日（金）
の予定です。

8

（計５名）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆ １月２８日

①

わんぱくクラブ育成会チャリティーコンサート参加報告（Ｌ亀川）

さる１月２８日（土）にＮＰＯ法人わんぱく
育成会主催、世田谷区民会館で行われましたサ
ンプラザ中野くん「せたがやたがやせコンサー
ト」に、Ｌ吉崎ファミリーと私、本当なら進藤
会長も参加予定だったのですが、インフルエン
ザで欠席でしたので（進藤会長も鉄人ではなか
ったんですね！（笑））４人で行って参りました
のでご報告申し上げます。
『爆風スランプ』のサンプラザ中野は良くご
存じの方も多くいらっしゃると思いますが、簡
卖にご紹介しますと、１９８４年にデビュー後、
実は１９９９年に休止、以後ソロとしてタレン
ト活動や執筆活動を経て、２００８年に名前を
「サンプラザ中野くん」とリニューアルし活動
を続けていらっしゃるそうです。東日本大震災
の直後には、復興支援ソング「ＴＯＭＯＳＩＢ
Ｉ－地震が来たら」を発表しＷＥＢ上で無料配
信し、すでに世界５０カ国でダウンロードされ
ているそうです。
まずは、主催者でありますわんぱくクラブ育成会理事長の
里中哲夫様より開演のご挨拶を頂き、さらに保坂世田谷区長
含め、御来賓のお客様方のご挨拶が有りました。そしてコン
サートが始まりました、最初の歌「ＴＯＭＯＳＩＢＩ」を皮
切りに、続いて名曲「大きなたまねぎの下で」を熱唱し、約
８曲を歌った後、わんぱくクラブとのジョイントで子供たち
もステージに上がり、最後に「Ｒｕｎｎｅｒ」を大合唱して
終わりました。
このように毎年いろいろな歌手を招いてのコンサートを行
っているわんぱくクラブ育成会の皆様には頭が下がる思いで
す。スタッフの皆様、有り難うございました。
翌日、私は宮城県单三陸へと向かうのですが、詳しくは幹
事の一言で報告させていただきたいと思います。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ １月２９日

ＭＥＭＢＥＲＳ
单三陸町

②

寒ダラ福興市参加報告

１月２９日（日）、宮城県单三陸町にて開催された「寒ダ
ラ福興市」にＬ亀川と市川ＬＣの吉原稔貴Ｌとともに参加
して参りました。大阪の「紙好きセンター（←あえて「好」
の字を使用しているらしいです）」から紙漉き機械セットの
見積書が送られて参りまして、これを单三陸志津川ＬＣに
お渡しするのが一つの目的でありました。
東京駅で待ち合わせたのですが、この日はしびれるよう
な寒い朝、Ｌ亀川も吉原Ｌも帽子やマスク、ヒートテック
などで完全防備で駅で会っても「いったい誰？」と笑って
しまうようないでたちでした（写真）。
会場に着く前に、单三陸町を一望できる高台に上りまし
て、現時点での单三陸町を２名に見て頂きました。今でも
船が載っている志津川病院などよく見渡すことができまし
た。福興市会場では餅まきが行われていました。ライオン
誌日本語版事務所鈴木所長にもお会いできたのでＬＣＩＦ
交付金申請の仕方などお聞きしまして、小坂会長とも打ち
合わせを致しました。終わり際のコンサートには「サンプ
ラザ中野くん」が歌っていて前日の世田谷に続いてここで
も！とＬ亀川が驚いていました。
その後、一路单へ。单三陸町でもなかなか復興が進んで
いないように見える戸倉地区を抜け、石巻市に入りました。
北上川にぶつかって川をさかのぼり新北上大橋を渡ったと
ころで吉原ＬとＬ亀川が気づきました。左折したところの
窪地にある学校が、多くの被災者を出した「大川小」であ
ることに。われわれも進路を変更し、大川小に参りますと、
たくさんの花が供えられ、今も多くの方が訪れておりまし
た。堤防の裏手の窪地にある大川小は裏手が高い土手にな
っていてとても小学生の足では登りきれません。河口から
かなりさかのぼったところにあるこの小学校で多数の被災
者がでたことに大変胸が痛みました。
さらに雄勝・女川へと向かいました。驚いたことに海沿
いの道は高台にあっても今でも亀裂が走っていたり片側交
互通行だったりと、地震そのものによる被害がたくさん残
っていました。石巻市雄勝地区は、とても人が住んでいる
ようには思えないほど堤防は崩れ、葬祭場となっている建
物の上にはいまだバスが載っていました。
女川では港一体が瓦礫で埋め尽くされていただろうとす
ぐに想像できました。
「あの建物、変じゃない？階段の付き
方が・・」驚いたことに今でも横倒しになったままのビル
が尐なくとも３棟倒れていて、言葉もありませんでした。
今後も单三陸町を中心に宮城県を訪れ、支援を長く続けて
いきたいと考えております。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １月３０日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

３３０－Ａ１０Ｒ２Ｚガバナー諮問委員会参加報告

（Ｌ亀川）

去る１月３０日（月）、原宿单国酒家にて３３０－Ａ
地区１０Ｒ２Ｚガバナー諮問委員会が開催され、進藤会
長とともに出席して参りました。２ＺＺＣの相野谷信之
Ｌの司会進行で会は始まりました。まず、１０ＲＲＣ八
木原保Ｌのご挨拶を頂きました。次に各クラブより自己
紹介がてら、近況報告を行いました。当クラブからは单
三陸町への訪問と震災アクティビティの進捗についてご
報告いたしました。そののち、ＺＣの相野谷信之Ｌから
１月２３日に行われた第３回キャビネット会議のご報告
を頂いたほか、会員拡大委員会の沼田卓一Ｌから会員拡
大について今期初めの計画の再確認についてお話し頂いたほか、各クラブの会員拡大についての
現状報告を行いました。

☆ ２月３日３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告

（Ｌ畠山）

２月３日（金）１８：００～ 原宿单国酒家にて３３
０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会が、担当クラブ東
京恵比寿ＬＣ奥野Ｌの司会にて開催され、亀川幹事と出
席してまいりました。
まず初めの議題として「タイ洪水災害」への義援金の
各クラブ対応はという議題については、在籍数２０名以
下のところはメンバー×１０００円、２０名以上のクラ
ブは２００００円に決まりそうだと各幹事からの報告で
した。意見として､東日本大震災へ送った方が良いのでは
と言う意見もありました。
次に例会や会員増強についての議題では、①出席率を上げるための開催日時の検討の必要性
（ただし昼例会では若いメンバーの参加率が悪化することも）、②アルコールの有無、③若いメ
ンバーにアクティビティの企画・実行を任せる案、④ボランティアに対しての取組方の考えの相
違など、いろいろな意見がでました。若いメンバーが居ないとクラブ自体が衰退し存続が出来な
いと各クラブ悩みを抱えている様子で、その点、当クラブは恵まれていると感じました。
各クラブからの近況報告では、東京恵比寿ＬＣは３月４日に尐年野球教室を広尾中学にて開催
すること、昨年の物故Ｌのお墓参り例会の企画、東京セントラルＬＣは３月２５日のメインアク
ティビティでもある中国帰国者日本語発表会の開催について、東京三軒茶屋ＬＣからはタイへ古
着を贈るアクティビティの報告と合同例会・移動例会（石垣島）の計画、東京神宮前ＬＣは２月
２４日のＣＮ１６の件、東京代官山ＬＣからは入会式や今後の地域密着型のアクティビティの計
画について、そのほか各クラブから国際大会への参加についてご報告がありました。当クラブか
らも薬物乱用教室や尐年サッカー教室の告知を行いました。
最後に東京代々木ＬＣの大古Ｌが２０年間、例会無欠席というお話をうかがい、驚きました。
そのほか、他クラブではライオンテーマが司会をするところが多いことやグッドスタンディング
の考えの適用（連続３回例会を無断欠席したら退会など）など、大変勉強になりました。まだま
だ知らない事が多すぎると感じた次第です。
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■ 行事予定
２月 ７日（火）18：30～２月第１例会（三軒茶屋ＬＣ合同例会）
２月２５日（土） 8：30～池尻子どもマラソン大会
２月２５日（土） 9：30～わんぱくクラブ育成会「ひかり音楽会」
２月２９日（水）18：30～２月第２例会（講師例会）

於：銀座ｱｽﾀｰ三軒茶屋賓館
於：池尻小学校
於：わんぱくクラブ駒沢
於：目黒雅变園

３月 ２日（金）13：00～第９回障害者施設見学ツアー
３月１０日（土） 8：30～世田谷ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ/尐年サッカー教室

於：区内障害者施設
於：駒沢陸上競技場

■ 幹事

亀川より一言
世田谷ライオンズクラブの皆様、いつもお世話になっております。
先日私は、進藤会長、市川ＬＣの吉原Ｌと共に３回目の宮城県单三陸の
視察へ行って参りました。因みに会長９回目、吉原Ｌ５回目・・・２人と
も凄い！当日の宮城県の予想最高気温はマイナス２度という事を吉原Ｌ
より前日に聞き、上下ヒートテックを着て、ニット帽に手袋と重装備で行
ったのですが、現地に着くとそれでもとにかく寒いの一言で、３人ともぶ
るぶる震えていました。
そんな中、福興市で働く皆さん非常に元気です。その福興市でなんと、
偶然にも昨日世田谷区民会館でコンサートをしていたサンプラザ中野く
んがチャリティーコンサートをしているではないですか！ この单三陸に
最初に訪れて以来偶然とは思えないようなことが多々起きています。卖な
る偶然ではないと信じています。
单三陸町に支援が決まった今、この絆を大切にしていきたいと強く思っ
ています。
以上幹事の一言でした。
幹事Ｌ亀川
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