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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
★２月２９日（水） 於：目黒雅叙園
有難うございます。
第 1 3 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
３月は大きなアクティビティが目白押しで
第 1173 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
す。まず１０日に当クラブのメインアクティ
講師例会
ビティ「世田谷ライオンズクラブカップ／尐
Ｌ藤原のご紹介で、竹久夢二さんのお孫さ
年サッカー教室」がございます。第１０回と
んで酒田・竹久夢二美術館名誉館長である
いうことで駒沢オリンピック競技場陸上競技
竹久みなみ様にお越しいただきご講演を頂
く予定です。新入会員２名の入会式がござ
場にて開催致します。
います。メンバーの皆様、ライオン帽をお
また、当クラブでは震災支援ということで
忘れなきようお願い申し上げます。
宮城県南三陸町に何度も足を運んでまいりま
したが、津波で被害に遭った知的障害者施設
★３月１０日（土）於：駒沢陸上競技場
「のぞみ福祉作業所」に新しい作業ラインを
第 1174 回 例 会 ８：３０〜１５：５０
作るために紙漉きの機械セットを贈るという
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）
震災支援アクティビティが固まりました。南
午前中はＦＣ東京普及部コーチによる少年
三陸志津川ＬＣとの合同アクティビティ（双
サッカー教室、午後は世田谷少年サッカー
方の５０周年記念アクティビティ）ともなり
連盟公式戦「世田谷ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ」とな
ます。世田谷で紙漉きを行っている施設「す
ります。皆様ぜひお越しください。
とぉりぃ」の職員利用者の皆さんをお連れし
て３月１９日に機械のセット、技術指導、交
★３月２８日（水）於：京王プラザﾎﾃﾙ
第 1172 回 例 会 １８：００〜２１：００
流会を行うことと致しました。
受付１７：００－
今後とも、精力的な
東京シティＬＣＣＮ４０例会
アクティビティ、そし
１０Ｒ３Ｚの東京シティＬＣの 40 周年記
て楽しいと思える例
念例会です。当クラブからも例会振替とな
会運営をクラブ一丸
ります。メンバーの皆様、是非ご出席くだ
となって実現してい
さいますようお願い申し上げます。
きたいと存じますの
★４月１１日(水) 於：目黒雅叙園
で、皆様なにとぞご協
旧皇族竹田恒泰さんの講演を予定しています。 力 の ほ ど よ ろ し く お
多くの方のご出席をお待ち申しております。
願い申し上げます。

◎ 次回 理事会・例会等のご案内
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第１２回理事会報告
出席者

２月７日

於 銀座アスター三軒茶屋賓館

進藤会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、
L 小塚、L 中村、L 西山、L 小野一郎、L 小野景彦、L 白石、L 山本、L 吉崎、
幹事亀川
（１８名）

２月７日（火）１７時３０分より、第１２回理事会が銀座アスター三軒茶屋賓館にて開催さ
れました。報告事項につきましてはクラブニュース１４号をもとに行いました。

■

審 議 事 項

■

１． タイ洪水災害及びトルコ大地震災害義援金お願いの
件について亀川幹事よりご説明頂き、当クラブでは
２００００円の義援金協力をすることとなりました。
２． 尐年サッカー教室広告協賛の件について亀川幹事よ
りご説明頂き、前期ご協賛頂いた方からは再びご協
賛頂くとともに新規ご協賛も募ることとなりました。
３． ３月南三陸志津川ＬＣ合同アクティビティの件につ
きまして進藤会長よりご説明頂き、３月１８日（日）
～２０日（火）の２泊３日で紙漉き機械の設置技術
指導を兼ねて、世田谷区のアルコール依存症施設『す
とぉりぃ』とともに被災地を視察し南三陸町『のぞ
み福祉作業所』を訪問するツアーを企画することと
なりました。日帰り等のオプションにつきましても
配慮することと致しました。
４． 進藤会長南三陸町志津川ＬＣＣＮ５０記念例会参加
の件につきまして亀川幹事よりご説明頂き、被災地
支援の形が決定しましたので、南三陸町への交通費
等をクラブで負担することと致しました。
５． 東京シティＬＣＣＮ４０記念例会例会振替の件につ
きまして進藤会長よりご説明を頂きました。３月２
８日（水）の３月第二例会は日程が重なるうえ、東
京シティＬＣ田中会長よりの依頼もあったことを鑑
み、例会振替とすることと致しました。
６． ４月１１日（水）講師例会の件につきまして進藤会
長からご説明頂きました。明治天皇の玄孫であります竹田恒泰様からご講演頂くこと、
講演の時間を十分に確保したいこと、会員拡大例会と同様、多数の方にお声掛けするこ
ととなりました。
７． ２月２５日（土）わんぱくクラブ育成会イベントと通常活動参加の件について進藤会長
から詳細なご説明を頂きました。また、２月２１日、２２日の両日にわんぱくクラブ育
成会の通常活動に参加すること、参加者については追ってご相談することとなりました。
８． 次年度体制の件につきまして第一副会長Ｌ石上からご提案頂きました。意見交換ののち、
次回さらにブラッシュアップしてご提案頂くことになりました。
９． Ｌ山本よりホームページの大々的な改訂についてのご提案を頂きました。フェイスブッ
クとのリンクやブログページの活用など非常に工夫がなされています。Ｌ山本、どうも
有り難うございました。
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第１１７２回例会（東京三軒茶屋ＬＣ合同例会）報告 ２月７日 於 銀座ｱｽﾀｰ三軒茶屋
出席者

進藤会長、L 阿部、L 藤川、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 磯辺、
L 桂、L 木下、L 小塚、L 宮崎大、L 村井、L 中村、L 西山、L 老田、L 杉村
L 小野一郎、L 小野景彦、L 白石、L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事亀川
メークアップ１名（L 石田）
（出席２６名、メークアップ１名）
東京三軒茶屋 LC １０名
（計３７名）

1

第１１７２回２月第１例会（東京三軒茶屋ＬＣ合同例会）
が２月７日（火）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。子クラブである東京三軒茶
屋ＬＣ（以下、三軒茶屋ＬＣ）との合同例会は毎年１回
開催されており、今回の幹事クラブは三軒茶屋ＬＣでし
た。三軒茶屋ＬＣ幹事落合博行Ｌの司会のもと、開会の
ゴングを三軒茶屋ＬＣ会長北見正雄Ｌに鳴らしていただ
き、国歌君が代・ライオンズヒムを斉唱いたしました。

2

お客様のご紹介を頂きました。本日は講演講師として先
日の三軒茶屋ＬＣアクティビティ「震災を語る会」でも
講師をされていらっしゃった、川崎葉子様にお越し頂き
ました。東日本大震災で被災され、現在も被災者自らも
支援活動されている合間を見て、福井県からお越し頂き
ました。お忙しい中どうもありがとうございました。

3

続いて両クラブから会長挨拶およびクラブアクティビテ
ィ紹介を頂きました。まず三軒茶屋ＬＣ会長北見正雄Ｌ
から、結成より２０年を経過したこと、震災を語る会で
川崎様にお話し頂いたことをご紹介されたうえでクラブ
アクティビティである献血・骨髄バンク活動、中古めが
ねリサイクル、区内児童養護施設「福音寮」への支援、
障害者施設見学ツアー等をご紹介頂きました。

4

当クラブ進藤会長は東京世田谷ＬＣ（以下世田谷ＬＣ）
が結成４８年を経て世代交代が進み、子クラブの三軒茶
屋ＬＣからご指導いただくことが多いこと、クラブアク
ティビティとしては尐年サッカー教室・ビオトープ・薬
物乱用防止教室の青尐年育成事業の３本柱と、潮来ＬＣ
との合同食育アクティビティである田植え・稲刈り、わ
んぱくクラブ育成会支援と障害者施設見学ツアーの障害
者支援事業に加え、昨今は特に南三陸町に訪問を重ね南
三陸志津川ＬＣとの合同アクティビティを実施する方向
で準備していることをお話しされてご挨拶とされました。

5

講師講演に移りました。まず、三軒茶屋ＬＣ前会長川津
義憲Ｌから川崎葉子様の詳細なご紹介を頂きました。そ
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して川崎様は「皆さんの時計を２０１１年３月１１日２
時４６分に戻してください」と語り始めて、当日の苦労
からお話になられました。福島県いわき市から自宅のあ
る双葉町に車で帰ろうとして道は寸断・道路陥没と渋滞
で帰宅が夜１１時になったこと、貼り紙で残りの家族３
人は双葉中学にいるとわかって駆け付けたこと、着のみ
着のままの家族と会い、おにぎり１つを家族４人で分け
たこと。翌朝は８時に「福島第一原発の放射能漏れがあ
るのですぐ逃げてください」とスピーカーが鳴り、
（車を
最後に入れていたし家族がそろっていたので）いち早く
逃げ出せたこと、その時に「しばらく福島県には住めな
い」と覚悟したこと。郡山に着いて避難所で初めて津波
があったと知ったこと。３日目はいきなり放射能検査を
され屈辱に感じたこと、避難所に充満する匂いに長くい
られないと感じ、携帯に連絡のあった静岡、次いで福井
を目指した逃避行について生々しくお話しされました。
6

続いて避難先の福井での生活についてご説明頂きました。
まず「津波の被災者はいずれ復興も可能だが、原発の被
災者は故郷がなくなった被害者」と心に響く重たい言葉
を投げかけられました。そしてご自分がしばらくは連絡
がつかず「行方不明」扱いされていたのに、連絡がつい
て福井にいるとわかってからはほしい必要物資を言うと
大量に物資が届くようになり、福井県に避難した５００
名のためにあちこちで支援物資を分ける会を開催したこ
と、そのうちに物資よりもお金よりも必要なのは「人の
繋がり」であると感じていった経緯をお話しされました。
「あなたのなまりが懐かしい」
「故郷の香りがする」とい
う言葉から「被災者大集合の会」を開いて相談ブースを
設けた試みについても話されました。

7

とくに強調されたのは、被災市街地復興特別措置法の期
限が２年間であり、２年だけでは福島には戻れないので
その間に人間同士の横の繋がりを作る必要があると強調
されました。そして①福島に帰りたい人のためには、白
河市近辺に新しく町を作り被災した６町２村から帰れる
場所を開発する、②福井県でも住み続けたい人のために
は、
「新ＤＡＳＨ村」の構想のもと、２年かけて住めると
ころを作っていくこと、③風評被害で生産品販売が苦労
しているので、ノンフィクション作家の吉永みち子さん
とともに東京のざくろ坂で被災地の生産品を売る「ざく
ろ坂」プロジェクトを継続していることをご紹介されて
スピーチを締めくくられました。会場からは感動の大拍
手が贈られました。
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8

会食に移るにあたって世田谷ＬＣのＬ福島がウィサーブ
のご発声を行いました。Ｌ福島は川崎様の講演がまるで
現場にいたような臨場感をもって拝聴していたと話され
て、高らかにウィサーブのご発声をされました。

9

会食中、両クラブから幹事報告を行いました。まず、世
田谷ＬＣの亀川幹事より、本日の第１２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。
続いて三軒茶屋ＬＣ幹事落合博行Ｌからアクティビティ
やキャビネットからの諸々の文書のご報告を頂きました。
どうもありがとうございました。

10 ここで川崎様から追加のお話として、被災地である富岡
町の郵便局長が震災の際に車に積んで持ち出した３月１
日発売だった記念切手についてご紹介頂いたところ、即
時２０枚の切手シートが完売となりました。
11 テールツイスターの時間では、両クラブテールツイスタ
ーからお話を頂きました。世田谷ＬＣテールツイスター
Ｌ木下からは通常の例会におけるテールツイスタータイ
ムのご紹介としてメンバー紹介ビデオの作成についてご
紹介頂きました。三軒茶屋ＬＣテールツイスター福島和
正Ｌからは震災についてのいわきと陸前高田の情報をも
とにお話を頂きました。
12 両クラブから出席率の発表を行いました。世田谷ＬＣ出
席委員長Ｌ白石からは、
「致知」のご紹介を頂いたのちに
出席率を発表されました。世田谷ＬＣ在籍者数４０名、
不在会員２名、終身会員５名、出席者数２６名、メーク
アップ１名で世田谷ＬＣの出席率は８１．８％でした。
三軒茶屋ＬＣ出席委員長福島和正Ｌからは三軒茶屋ＬＣ
在籍者数２５名、出席者数１０名、家族会員５名、長期
休養２名、海外他２名で三軒茶屋ＬＣの出席率は７６％
でした。
13 閉会のゴングを世田谷ＬＣ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。充実した合同例会
例会でした。皆様どうも有り難うございました。
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わんぱくクラブ育成会
通常活動参加
「ひかり音楽会」報告
出席者

２１日
２５日

２月２１日２２日

於：わんぱくクラブ本部

２月２５日

於： わんぱくクラブ駒沢

進藤会長、亀川幹事、
２２日
進藤会長、L 須藤、L 山本、亀川幹事

２月２５日（土）わんぱくクラブ駒沢にて、わんぱ
くクラブ育成会「ひかり音楽会」が開催され、進藤会
長、Ｌ須藤、Ｌ山本、Ｌ亀川が参加しました。「わんぱ
くクラブ育成会」は知的障害者の居場所を作っている
団体で、そのなかでも成人に達した人たちのグループ
が「ひかり」です。当クラブではこの「ひかり」が公
的補助金のほとんどない中で運営を継続しているとの
ことで数年前から協力を行っています。
この日のイベントに先立つこと、２月２１日には進
藤会長とＬ亀川が、また２月２２日にはＬ須藤とＬ西
山がわんぱくクラブ育成会「ひかり」グループの通常
活動に参加しています。やはり普段の活動を現場で実
際に見聞きして実態を知ることがニーズに合ったアク
ティビティを生むと考えるからです。ともにおやつを
頂き（この日はうどんでした）、日記を書いたり掃除を
したり、歌や踊りをしたり、手遊びをしたりしました。
そして、例年はこの時期に２０歳を迎えたメンバー
のために「２０歳を祝う会」が行われるのですが、今
年は対象者がいらっしゃらないということで、皆様が
得意な歌と踊りを中心としたイベント「ひかり音楽会」
が２５日に開催されたのです。数週間練習した歌や踊
りでメンバーが元気よく発表しているのを見て、一緒
に大声で歌ったり踊ったりして、こちらも大いに盛り
上がりました。
当クラブでは当日の設営から撤収に至るまでの運営
のお手伝いと、ささやかではありますが、精神障害者
施設パイ焼き窯の焼き菓子を差し入れ致しました。
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L 西山、L 須藤
（のべ８名）

第１回池尻こどもマラソン大会報告
出席者

２月２６日

於 池尻小学校

進藤会長、L 石上、L 畠山、L 小野景彦（４名）

２月２６日（日）、池尻小学校及びその周辺にて「第１回池尻
こどもマラソン大会」が開催されました。本来は前日の２５日
の予定でしたが雤で順延になり、進藤会長、Ｌ石上、Ｌ畠山、
Ｌ小野景彦の４名が参加して参りました（参加予定のＬ亀川、
Ｌ吉崎は順延により参加できませんでした）。
雤が晴れ上がり、初めての子供マラソン大会に参加する児童
は池尻小学校の生徒１２２名。これに対して準備を行ったのは、
ＰＴＡや８８の会（ハチハチの会：おやじの会改め母親も参加
できるように命名）、さらに消防団や自衛隊看護学校の方々など、
やはり１００名以上の大人たちで、池尻小学校に集結し、手作
りのマラソン大会を作り上げました。
小学校１年生、２年生、３・４年生、５・６年生と距離に応
じて４回のレースが行われ、校庭及び外周を自衛隊看護学校の
学生さんの前走及び後走とともに１~２周ずつ走りました。東京
世田谷ライオンズクラブとしては警護観察や大会運営のお手伝
い、および当日の参加賞となる約１５０個のオリジナルストラ
ップを協賛させていただきました。警護観察ではＬ吉崎の会社
である磯辺工務店の前の通りを警備させていただいて、車や自
転車の通行を制限しながら子供たちの走りを応援しました。Ｌ
吉崎の御嬢さんの結菜さんも完走していらっしゃいました。
ほぼ全員が完走し、閉会式では各学年男女の成績上位者がメ
ダルを授与されました。それぞれが自分のペースで走ったこと
で全員に対して惜しみない拍手が贈られたのち、Ｌ石上が朝か
らずっと作っていた焼きそばを参加者全員で食べてお開きとな
りました。皆様お疲れ様でした。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ２月９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

東京日本橋ＬＣ例会参加報告

２月９日(木)１２時からのお昼は箱崎のロイヤルパー
クホテル（水天宮前駅直結）で開催された東京日本橋Ｌ
Ｃの例会に参加してまいりました。
東京日本橋ＬＣと当クラブは東京クラブをスポンサー
とする兄弟クラブであり、先日の当クラブの１１月第２
例会では屋代誠一Ｌに例会訪問にお越しいただいており
ますので、いつか例会訪問したいと思っておりました。
会場を訪れると、東京日本橋ＬＣの皆様が封筒に切手
を貼る作業をしていらっしゃいました。４月１２日に開
催予定の東京日本橋ＬＣのＣＮ５５記念例会のご案内を
皆様で一丸となって作成されている作業の真っ最中だっ
たのでした。私も微力ながら切手貼りをお手伝いさせて
いただき、そのうえでその場で出欠確認はがきに「出席」
と記入して提出致しました。
作業終了後、例会となりました。この日は全員による
案内封筒作成作業があったり、例会会場が突然変更にな
ったという事情で通常とはかなり異なる形式の例会だっ
たそうなのですが、
「理事会例会」という形式で理事会審
議事項を審議している場面をずっと拝見させていただき
ました。
この日の中心となる議題が「５５周年記念例会の開催
について」でした。メインのアトラクションと記念例会
全体を貫くテーマ、予算との兼ね合いや景品の選定など、
大変勉強になることばかりでした。当クラブでも２期後
の２０１４年９月２８日に５０周年記念例会を控えてお
りますので大変参考になる会でした。
さらに震災支援の種々のアクティビティ、そしてアワ
ードの申請書確認などもありまして、非常に勉強になる
ことばかり。昼食をいただきながらでしたが、審議事項
が非常に多くありまして、とても意味深く記憶に残る例
会訪問でした。
東京日本橋ＬＣの中川会長からのミャンマー旅行のお
土産や 桜田わこＬや事務局の方からのバレンタインチ
ョコなども頂き、大変アットホームで居心地の良い例会
でございました。東京日本橋ＬＣの皆様、誠に有難うご
ざいました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ２月９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京荏原ＬＣ例会参加報告

（進藤会長）

２月９日（木）の夜は、目黒不動前の割烹水仙本店にて、
東京原宿ＬＣ・東京大井ＬＣ・東京荏原ＬＣの３クラブ合
同例会に例会訪問させて頂きました。３クラブは親子孫と
いう関係ですから、３世代クラブ合同例会となります。
１月の東京成城ＬＣの新年例会の際、東京荏原ＬＣの会
長竹花秀勝Ｌのお隣の席になりまして、そのご縁で例会訪
問が成立いたしました。
会場は東急目黒線不動前駅から３０秒という好立地で
した。会場には３クラブということもあって大勢のメンバ
ーが集まっていらっしゃいました。東京荏原ＬＣライオン
テーマ 與野裕師Ｌの司会で第一部が始まりました。東京
荏原ＬＣ竹花秀勝会長がゴングを鳴らし、国歌・ライオン
ズヒム斉唱ののち物故ライオンに黙祷をささげました。そ
して、竹花会長の開会のご挨拶では 「先日のマラソン大
会でピカチュウだった世田谷ＬＣの進藤会長」とご紹介頂
きドギマギ致しましたが、しかしもっと驚きましたのは東
京荏原ＬＣの新入会員の数でした。今期新入会員が８名も
入ったほか、さらに家族会員が１０名いらっしゃるのだそ
うです！会員増強の賜物だと思いました。
第二部の親睦会では、アトラクションはまず扇谷和助様
による太神楽がご披露されました。客席との掛け合いもよ
く、傘ややかん、扇子などを用いた素晴らしい技に拍手喝
采となりました。
続いて落語の三遊亭若圓歌師匠が登場され、巧妙なトー
クで観衆を魅了致しました。特に「山のあな・あな・あ
な・・・」で有名な落語「山の穴」の落語のさわりをご披
露いただきまして、満足致しました。
３世代合同例会は山梨県でも先日体験致しましたが、こ
ちらではこれを毎年開催されていらっしゃるとのことで、
大変素晴らしいと思いました。特に会員増強の点で強い衝
撃を受けた例会でした。東京荏原ＬＣをはじめ皆様どうも
有り難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

☆ ２月１０日ＩＴセミナー参加報告

（事務局

佐々木まどか様）

２月１０日（金）キャビネット事務局にて３３０－Ａ地区ＩＴセミナーが開催され、進藤会長
とＬ木下とともに事務局の佐々木まどか様も出席していただきましたので、以下、ご報告を頂き
ました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
普段の例会と異なり、クラブの外部へ伺うことが私にとっ
て初めてでしたので、緊張しながら参加してまいりました。
到着時すぐに当クラブ選出のＩＴ委員で当日の講師でも
あるＬ木下とやはり講師の東京三軒茶屋の藤村Ｌにお会い
することができ、ホッと安心しました。日頃よりＩＴを避け
て仕事をしている佐々木は、全く不勉強な状態のまま講義を
受けることになりました（申し訳ないです）。
実際に講義が始まりますと、３３０－Ａ地区キャビネット
のサイトへの投稿や、ホームページ作成などが容易にできる
よう、初心者にもわかりやすくご説明いただき、
「ほう・・」
「へー・・」「私にもできるかも」と、だんだん楽しくなっ
てきました。
我らがＬ木下の、身近なスマホやタブレットのお話の時に
は、「あ、持ってる、持ってる。私ってＩＴ使える人かも」
と錯覚を覚えました（笑）。携帯電話など機種変更の際は、
Ｌ木下に相談したいと思います。
今までは、ｉＰａｄなどを持っているだけで使えているつ
もりでおりました。ゴルフを始める時に、可愛いウェアを揃
えるのと同じ感覚ですね。困ったものです。一年近くは自分
にとっても「飾り」でしかありませんでしたが、今後は宝の
持ち腐れのままにならず、本当に活用できる気がしてまいり
ました。
世田谷から、ライオンズクラブ世界共通サイトや地区サイ
トへ、クラブ情報をどんどん共有していくべきだと感じまし
た。アクティブな東京世田谷ＬＣについて、他クラブの皆さ
んにももっと知っていただきたいですもの！
自分の会社でも、最近ホームページを立ち上げましたが、
スタッフに任せっきり。この機会に自分で一部編集してみま
した！自分の言葉で伝えたいと考えていたので、良いキッカ
ケとなりました。小さな一歩ではありますが、今後もちょこ
ちょこいじってみたいと思います。
ＩＴは便利で、現在では必要不可欠です。でも、結局は人
間が使うもの。そして、人間が表現する一つの手段に過ぎま
せん。苦手意識は、「ＩＴに使われているから」かもしれま
せんね。この講習を通じ、使いながら仲良く付き合って行こ
う！と、何だかＩＴ分野に愛しさを感じた佐々木でした。参加させていただき、誠にありがとう
ございました。これを事務局にも生かせることができたら（？）良いのですが……（笑）。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

☆ ２月１３日会員増強セミナー参加報告

（Ｌ亀川）

さる２月１３日（月）、会員増強ワークショップセミナ
ーに進藤会長、Ｌ山本、私の３名で参加して参りましたの
でご報告申し上げます。
会場は千代田区麹町の「スクワール麹町」で行われまし
た。会員の減尐につきましては、やはりどのクラブも危機
意識を持っておられるようで、約８０名もの大勢の参加者
が来ていました。
まずは会員増強委員長の橋口啓一Ｌより開会のご挨拶が
あり、３年間で１万人に会員を増やしたい、そして楽しい
会員増強セミナーにしたいとのお話がありました。つづい
て大石ガバナー、地区ＧＭＴリーダー日下 勲Ｌ、第１副地
区ガバナー阿久津隆文Ｌ、第２副地区ガバナー鈴木定光Ｌ、
の順でご挨拶がありました。
第２部のセミナーが始まり、５～６人のグループに分か
れてディスカッションが始まりました。私はＩグループに
入り、議長に山浦国際理事、事務局長の今村兼彦Ｌ、書記
に私Ｌ亀川が推薦されました。まずは会員増強（目標：３
年間で１万人にする）について議論されました。意見をま
とめて一部ご紹介しますと、以下のようになります。
①会費の問題・・・「会費が高く、若い世代が入りづらい
のでは？」「合同事務局費、１５０万～２００万を抑えた
い」
「会費をただ安くするだけではクオリティが下がる」。
②入会して頂くには・・・「ライオンズクラブの青年部を
安い年会費で作る、そしてライオンズクラブの下地を作る」
「退会したメンバーをもう一度根気強く誘う」「家族会員
を増やす、または反対意見も有り」「３年で１万人は非現
実的ではないか？３年で３０００人は可能ではないか」
「若
い世代の思っていること、物の考えている事を知る」。
③会員を維持していくには・・・「とにかく楽しい例会に
する」「若い世代に役員になってもらい、積極的に発言す
る機会を与える」「移動例会を増やす」。
全部はご紹介できませんが、とにかく会員の減尐には皆さん危機感を持っておられ、様々な意見
が出ました。
私はディスカッションの中で、「世田谷ＬＣは若い世代が役員を受け、アクティビティなど若
い世代が中心となって活動している、それは先輩ライオンと若手がうまく融合し、先輩に温かく
見守って頂いているからです」と発言しますと、隣にいらっしゃった今村Ｌが、「世田谷ＬＣは
私も存じ上げていますが、実に若手が活躍していて、うまく先輩たちと融合している。まさに成
功しているクラブの一つです」と発言され、その言葉を聞いた私は涙が出るほど感激し、感謝の
言葉を申し上げました。
ディスカッションが終わり、各グループが収斂した意見を発表し、セミナーは終了しました。
その後懇親会も行われ、午後１時～午後６時までの「会員増強ワークショップセミナー」は終わ
りとなりました。
とても有意義で勉強になりました。２月２４日（金）に今度は会員維持セミナーが有り、また
いい勉強になりましたので、次号でまたご報告したいと思います。以上で報告を終わります。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

＜告知ページ＞

４月第１例会
「竹田塾予備校＠ライオンズクラブ」at 東京世田谷ＬＣ
◆

日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか
－ 「女性宮家は日本を滅ぼす」 －
明治天皇の玄孫である竹田恒泰先生を講師としてお呼びしてお送りする講師例会です。
オープン例会となっておりますので、多くの方にお越しいただければ幸いです。
２月２５日の市川ＬＣ「歴史教科書の嘘八百」、６月１５日のライオンズクラブユアー
ズ「古事記１３００年、神話を学ばない国は滅びる」とともに竹田恒泰先生を講師とす
る竹田塾予備校＠ライオンズクラブ３回シリーズの第２回目となります。
＊
＊
＊
＊

日 時 ： ４月１１日（水）
１８：００～２０：３０
場 所 ： 目黒雅叙園
会 費 ： ６，０００円
問い合わせ・お申し込みは世田谷ＬＣ事務局まで
ＦＡＸ ０３−３７０５－９５０３
e-mail：tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp

■ 行事予定
２月２９日（水）18：30～２月第２例会（講師例会：竹久みなみ様）
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
３月１１日（日）10：30～東日本大震災復興支援イベント

於：目黒雅叙園
於：区内障害者施設
於：駒沢陸上競技場
於：新宿西口公園

３月１９日（月）10：00～南三陸町のぞみ福祉作業所訪問
於：南三陸町
３月２８日（水）18：00～３月第２例会（東京シティＬＣＣＮ４０例会）於：京王プラザ
４月 ９日（月）13：00～第１０回障害者施設見学ツアー
於：区内障害者施設
４月１１日（水）18：30～４月第１例会（講師例会：竹田恒泰様）
於：目黒雅叙園

■ 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。
さて、２月２９日（水）の第２例会では、竹久みなみさまのご後援を頂
くと共に、新入会員２名の入会式がございます、ライオンズクラブ全体で
年々会員数が減るなか非常に有りがたい事です。皆様で温かく迎えて頂け
ればと思います。そして世田谷ライオンズクラブのみならず、ライオンズ
クラブ全体が活気づくことを期待したいと思います。
３月１０日（土）は駒沢公園陸上競技場におきまして、 クラブメイン
アクティビティーの「世田谷ライオンズクラブ主催・尐年サッカー教室」
がございます。メンバーの皆様におかれましてはお忙しい中、恐縮ではご
ざいますが多数のご参加をお待ちしております。
以上幹事の一言でした。
幹事Ｌ亀川
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