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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

春一番も吹き荒れ、いよいよ花粉が飛び交
う時期となりました。鼻がむずむず、目の淵
はボリボリと掻きむしりたい・・・そんな花
粉症の皆様にはお見舞い申し上げます。
当クラブでは、３月２日（土）世田谷区民
会館ホールにて「親と子のはじめてのコンサ
ート（チャリティコンサート）」を主催いたし
ました。当日は約８００名もの御来場をいた
だき、井上あずみさん・ゆーゆちゃん親子共
演による素晴らしい歌声に魅了され「となり
のトトロ」
「天空の城ラピュタ」など人気アニ
メの主題歌の時には、一緒になって元気いっ
ぱい歌って踊る子供達の笑顔がとても印象的
なコンサートとなりました。御支援・御協力
いただきました関係者の皆様には本当に感謝
を申し上げます。
さて、次のアクティビティは ３月１７日
（日）世田谷ライオンズクラブカップ少年サ
ッカー教室を駒沢公園陸上競技場にて開催い
たします。今度は将来のプロサッカー選手を
目指す少年少女達の熱い戦いと元気いっぱい
のプレーを期待した
いと思いますので、
関係者の皆様に於か
れましては、運営に
際して益々の御協力
を宜しくお願い申し
上げます。

★３月７日（木）
第 13 回理事会

第 11 98 回

例

於：目黒雅叙園
１７：３０〜１８：２０

会 １８：３０~２０：３０

★３月１７日（日） 於：駒沢陸上競技場
第 1199 回 例会(例会振替)
世田谷ＬＣカップ／少年サッカー教室
９：３０〜１５：３０の予定
例年開催している少年サッカー教室です。
今年は日曜日開催となりました。午前中はＦＣ
東京普及部コーチによるサッカークリニック、
午後は東京世田谷ライオンズクラブカップとな
ります。今年は女子チームの参加もあります。
皆様、ぜひお越しくださいますようお願い申し
上げます。

★４月１１日（木）
第 14 回理事会

於：目黒雅叙園

１７：３０〜１８：２０

第 1200 回 例 会 １８：３０~２０：３０
1200 回記念例会
内容については現在検討中です。
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第１２回理事会報告
出席者

２月２０日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 東村、L 今尾、L 桂、L 諸見里、L 中村、L 西山、
L 小野一郎、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 田中、L 手塚、畠山幹事
（計１６名）

第１２回理事会が、２月２０日（水）１７：３０より目黒雅叙園３階「ペガサス」にて開催され
ました。

■審議事項■
１．２０１３年１月収支会計報告が会計Ｌ須藤よりなされ
ました。エンブレム・ネクタイ・バナー・バッジなどの
頒布品の取り扱いについては、一度貯蔵品として資産化
して期末に棚卸し残数から経費化する案が提案され、次
回の報告に反映させることとなりました。また会費未納
者には１か月経過時点で督促を行うこととなりました。
２．２月２１日（木）指導力レベル向上セミナー開催の件につきまして畠山幹事よりご報告頂き、
当クラブからは１０Ｒ対象の２２日に参加できるメンバーがいなかったため、別リジョン対
象の２１日にＬ阿部にご参加頂くこととなりました。
３．２月２３日（土）
「池尻こどもマラソン大会」協賛･警備の件につきまして石上会長よりご報
告頂き、石上会長以下Ｌ吉崎・Ｌ西山・Ｌ鈴木・Ｌ亀川・Ｌ今尾の計６名が参加すること、
チャリティコンサートのチケットをマラソンの参加賞としてマラソン大会の参加者児童全員
に親子２名ずつ、計２８０枚配布することとなりました。
４．２月２３日（土）「わんぱくクラブ育成会２０歳を祝う会」の件につきましてＬ進藤よりご
報告頂き、畠山幹事・Ｌ須藤・Ｌ進藤の３名が参加すること、お祝いとして対象者５名にリ
ュックを購入することなど確認いたしました。
５．３月２日（土）チャリティ-コンサートの件につきましてＬ今尾よりご報告頂き、上智大学
ゴスペルサークルと１曲コラボすることを確認したほか、チケット販売状況の把握、資材搬
入時刻（８：４５）や一般メンバー集合時刻（９：００）を確認いたしました。なおドレス
コードは紺ブレザー＋グレーズボン＋グリーンのクラブネクタイと致しました。
６．来期役員について次期会長予定者Ｌ西山より提案があり、意見のある人はＬ西山と次期幹事
予定者Ｌ阿部に３月５日までに提案することとなりました。
８．ＣＮ５０周年実行委員会につきまして石上会長より報告及び提案があり、司会についての人
選について報告協議を行いました。
９．３月１０日の新宿中央公園被災地支援イベント参加についてＬ進藤よりご報告頂き、南三陸
町の商品の購入予算をおよそ５万円とすることとなりました。
１０．ご欠席のＬ山本からのご提案で他クラブ周年行事へのＬ山本の参加費用（八王子高尾ＬＣ
１５０００円・東京葵ＬＣ１２０００円・東京荒川ＬＣ１５０００円）についてクラブ負担
とすることとなりました。

2

第１１９７回例会（フィリピン報告例会）報告
出席者

２月２０日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 東村、L 今尾、L 磯辺、L 亀川、L 桂、L 諸見里、
L 中村、L 西山、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 田中、
L 手塚、畠山幹事
メーキャップ：L 小塚、L 鈴木、L 山本、L 吉崎
東京平成 LC：坪谷茂 L、十河健司 L、 東京新都心 LC：池田謙司 L
（出席１９名、メーキャップ４名、ビジター３名、計２６名）

1

第１１９７回２月第２例会（フィリピン報告例会）が２
月２０日（水）、１８時３０分より目黒雅叙園３Ｆ「ペガ
サス」にて開催されました。開会のゴングを石上会長に
鳴らして頂き、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

御客様のご紹介を司会である畠山幹事より行いました。
本日はお客様として、３３０‐Ａ青年アカデミー委員会
副委員長 東京平成ＬＣ坪谷茂Ｌ、３３０‐Ａ青年アカ
デミー委員会副委員長 東京新都心ＬＣ池田謙司Ｌ、東
京平成ＬＣ十河健司Ｌの３名にお越し頂きました。皆様
お忙しいところ誠に有難うございました。

3

会長挨拶を石上会長より頂きました。石上会長はご参加
頂いたお客様への御礼と青年アカデミー委員会の交流会
に当クラブメンバーも多数参加したり、逆に多くの他ク
ラブメンバーに例会訪問頂いていることへの感謝、そし
て来期の９月２８日の当クラブＣＮ５０記念式典への協
力のお願いをしてご挨拶と致しました。

4

お客様からご挨拶を頂戴いたしました。まず、３３０‐
Ａ青年アカデミー委員会副委員長 東京平成ＬＣ 坪谷
茂Ｌから、青年アカデミー委員会の交流会が若手だけで
なくベテラン・中堅メンバーも一堂に会した世代交流を
行っていきたいと願っていること、また東京ヒルズＬＣ
の中西Ｌの結婚お祝いの会の告知を頂き、ご挨拶とされ
ました。次に３３０‐Ａ青年アカデミー委員会副委員長
東京新都心ＬＣ 池田謙司Ｌから３月２日は３３３‐Ｅ
地区の青年アカデミー委員会の立ち上げに参加するため
コンサートに参加できないこと、３月１０日新宿中央公
園のイベントのご案内、さらには東京新都心ＬＣ２５年
記念例会（２０１４年２月１７日）とご自身のバンドの
ライブ（７月２日）の告知を頂きご挨拶とされました。
東京平成ＬＣ 十河健司Ｌからは前回当クラブ例会に参
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加された他メンバーから世田谷ＬＣの例会について薦め
られて参加されたと話されてご挨拶とされました。皆様
有難うございました。
5

ここで、会食に当たり、Ｌ手塚にウィ･サーブのご発声を
頂きました。Ｌ手塚はご自身も青年アカデミー委員会に
出向して楽しく委員会活動をされていること、Ｌ手塚の
御嬢様がテレビの企画で東海大高輪高校吹奏楽部として
スクールライブショー全国大会に出場し、さらにダンサ
ーとして踊っているところが放映されたこと、フィリピ
ンアクティビティに参加し、単身で海外渡航したことが
良い経験となったこと、そして今後のフィリピンアクテ
ィビティの継続を願って、声高らかにウィサーブのご発
声を頂きました。

6

会食中にＬ田中からメンバースピーチとして、先日のフ
ィリピンアクティビティのご報告を頂きました。前半は
Ｌ畠山とともに歯磨き衛生指導のアクティビティについ
てスライドを用いてご紹介頂きました。Ｌ田中は、まず
１月３１日にフィリピンに入国し、当クラブのクリスマ
ス例会の集合写真を利用して全員の笑顔がうつっている
巨大なバナーを作成されたとのことです。巨大なプリン
ターで印刷に３０分ほどかかったとのことですが、フィ
リピンでは２万円程度で製作できたとのことです。

7

２月８日にはＬ畠山が到着、現地のスーパーで約１２０
名分の歯磨き粉や袋入りのジュース、３種類のお菓子を
購入いたしました。そしてマニラにあるＬ田中の家で子
供たちに渡せるように袋詰め作業をしました。詰めてい
る袋は、世田谷ＬＣのバッジのマークをプリントしたエ
コバッグで、これは先日の大洪水の時から排水路を詰め
る恐れのあるビニール袋の使用が禁止されたためだそう
です。

8

２月９日に現地入りするＬ手塚を空港に迎えにいき、ア
クティビティ会場に移動しました。東京江戸川東ＬＣか
らお借りしたライオンズベストを着用し、東京ＬＣが６
０周年記念事業で建設した施設（デイケアセンター）に
向かいました。Ｌ田中の奥様やマニラＬＣの皆様、さら
にはマニラサンパウロＬＣの佐藤Ｌ夫妻にマニラ副市長
（次期市長）もお越しになりました。子供たちはかなり
たくさんいて、その周りの子供たちは何かものをくれる
のではと期待している子供たちが見に来ています。

9

マニラＬＣのメンバーでもある歯医者さんが歯科検診を
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行ったり、虫歯の進行止めを塗ったり、衛生指導を行っ
たりしました。その後はテーブルに漫画や絵本を用意し
て、東京世田谷ＬＣのステッカーを張って贈呈式を行い
ました。
10 翌日は現地のガバナーにお会いして、東京世田谷ＬＣの
バッジとバナーを贈呈いたしました。
11 ここからＬ手塚がＬ畠山と交代して説明を行いました。
Ｌ手塚は翌日訪れた３０１‐Ａ１・３０１‐Ａ２キャビ
ネット事務局についてご説明頂きました。
12 また、Ｌ田中からこの世田谷ＬＣのアクティビティの前
にマニラＬＣで実施された医療支援アクティビティにウ
ィンクン・タム前国際会長や長野県から１００名もの人
間が来ていたとご説明され、メンバースピーチを終えら
れました。どうもお疲れ様でした。
13 また、会食中に畠山幹事より幹事報告を頂きました。畠
山幹事は例会前に同会場で開催された第１２回理事会の
審議事項を報告され、拍手で承認されました。皆様有難
うございました。
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今
尾にお願い致しました。Ｌ今尾は３月２日のチャリティ
コンサートの出席者や集合時刻を確認したほか、先日奥
様の井上あずみさんと御嬢様であるゆーゆちゃんがわん
ぱくクラブ育成会本部に訪れて楽しい時間を過ごされた
ことをご紹介されました。本日のファインは１９００円、
ドネーションは３２１００円で合計３４０００円でした。
皆様有難うございました。
15 出席率の発表を出席委員長Ｌ中村より頂きました。Ｌ中
村は花粉シーズンの到来に触れ、中国大陸からの汚染と
して黄砂やＰＮ２．５が春にかけて偏西風に乗って日本
に上陸し福岡などでは被害が出ているので外出を控える
ことをも提案されて出席率を発表されました。本日の出
席率は在籍者数４３名、不在会員１名、終身会員４名、
出席者数１９名、メーキャップ４名、ビジター３名で出
席率は６０．５％でした。
16 閉会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、全員で大きな
輪になって「また会う日まで」を歌いまして、お客様を
お見送りいたしまして、無事お開きとなりました。本日
も皆様有難うございました。
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池尻小学校マラソン大会報告

２月２３日

出席者：石上会長、L 今尾、L 亀川、L 西山、L 鈴木、L 吉崎
２月２３日（土）池尻小学校こどもマラソン大会が開催され、
当クラブもご協力いたしました。以下は参加したＬ亀川の報告
です。
【Ｌ亀川より】
さる２月２３日（土）池尻小学校こどもマラソン大会に参加
して参りましたこの日は同じ時刻にわんぱく育成会「二十歳を
祝う会」のアクティビティも行われていました。参加と言いま
しても走ったわけでは無く（笑）、子供達が安心して走れるよ
うにマラソンルートの周辺警備を行ったのです。ＰＴＡの方を
含め、当クラブからは、石上会長、Ｌ西山、Ｌ吉崎、Ｌ鈴木晴、
Ｌ今尾、私Ｌ亀川の６名で参加しました。世田谷ＬＣとしては、
去年に引き続き２回目のアクティビティで、前回は記念として
ストラップ、今回は記念バンダナを協賛しております。
開会式が終わり、まずは低学年の子供達からスタートしまし
た。校庭を数周回り、学校の周りを一周してゴールというかた
ちで高学年の子供達は学校の周りを二周してゴールでした。
子供達の息を切らして一生懸命に走っている姿をみて、私も
小学生の頃、マラソン大会で優勝した事を思い出しました。
（自
慢）
（笑）。なかでも驚いたのが、ペースメーカーとして全ての
レースの先頭を呼吸ひとつ乱さず走っていた方がいて、聞くと
ころによると、自衛隊の方だったらしく、この位のペースであ
れば一日中走ってられるとの事。今の私でしたら、百メートル
走ったら心臓が持ちこたえられずに、確実にＡＥＤのお世話に
なっていた事でしょう。（笑）
マラソンは全員が走り終え、表彰式も終わりました。ここで
池尻小学校名物、「しんちゃん焼そば」が全員に振舞われまし
た。この「しんちゃん焼そば」は、池尻小学校の元ＰＴＡ会長
でもあり、当クラブ会長の石上会長が毎年焼いているもので、
当日も朝から仕込みをしていて、本職もビックリするくらいの
見事なヘラさばきを見せていました。（笑）
今回の池尻小学校こどもマラソン大会、今年初めての参加で
したが、つくづく子供達の喜ぶ姿が見られる、本当に素晴らし
いアクティビティだなぁと実感して参りました。
石上会長はじめ、参加して頂いたメンバーの皆様、本当にご
苦労様でした。
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於：池尻小学校
（計６名）

わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」報告

２月２３日

出席者：畠山幹事、L 進藤、L 須藤

（計３名）

２月２３日（土）「わんぱくクラブ育成会２０歳を祝う会」
が開催されました。これに先立ち２月１９日（火）と２月２２
日（金）にはわんぱくクラブ育成会本部での通常活動にメンバ
ーが参加しました。特に１９日には、Ｌ進藤のほかにＬ今尾の
奥様である井上あずみさんと御嬢さんのゆーゆちゃんが参加
され、「音楽遊び」のプログラムを一緒になって大変楽しんで
いらっしゃいました。
２月２３日の「２０歳を祝う会」当日につきましては、今回
初参加となる畠山幹事からご報告頂きます。
【畠山幹事より】
２月２３日（土）に開催された「わんぱくクラブ育成会２０
歳を祝う会」にＬ進藤、Ｌ須藤と私Ｌ畠山の３名で参加して参
りました。このアクティビティは数年前からの障害者支援アク
ティビティの一環として行われているアクティビティです。Ｌ
進藤、Ｌ須藤は何度も参加されていますが、私は初めて参加を
したので、何をして良いのかわからないまま、２０歳を祝う会
がスタートしてしました。当日は５名の成人になる方へのクラ
ブからのプレゼントとしてリュックを持参しました。
初めにわんぱくクラブの実行委員長

塚本様よりご挨拶が

あり、各グループで練習した歌や踊りが成人メンバーへ送られ
ました。私たちも一緒になり歌や踊りを一緒に踊りました。か
なりテンションが上がっている人もいて、みんながそれぞれ楽
しく参加していました。
２０歳の方へプレゼントをお渡しする準備をしてお渡しし
た後には仲良く記念撮影などしていました。（ちなみに私が声
を掛けても

於：わんぱくクラブ駒沢

Ｒ君は一緒には記念撮影

は、してくれませんでした（笑））
最後にみんなで輪になり手を繋ぎ輪に
なり歌や踊りを終わって２０歳を祝う会
は終了となりました。
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親と子の初めてのコンサート報告

３月２日

於：世田谷区民会館

出席者：石上会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 磯辺、L 亀川、L 桂、L 小塚、
L 中村、L 西山、L 越智、L 老田、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 杉村、
L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 高橋、L 手塚、L 山本、L 吉崎、畠山幹事
（計２５名）
３月２日１３時３０分より世田谷区民会館ホールにて、
当クラブ主催の「親と子のはじめてのコンサート」を開
催致しました。当クラブメンバーＬ今尾の奥様であり、
「となりのトトロ」
「さんぽ」など宮崎駿作品の歌で有名
な井上あずみさんと、その御嬢さんで昨年「６歳のバラ
ード」でデビューした「ゆーゆ」、さらには上智大学ゴス
ペルサークル「Safro Family」を招いて、普段なかなか
コンサートをじっくり聞けない子供たちにも音楽に楽し
んでいただきつつ、収益の一部（子供たちの入場料）を
被災地支援として被災地写真展の開催と難病の子供たち
ょの手術に当たっての保護者支援を行う「ドナルド・マ
クドナルドハウス」に寄付するためのチャリティコンサ
ートです。
当クラブメンバーは９時に集合して、パンフレットへ
の協賛チラシ折りこみ、クラブアクティビティを表示す
るパネルの展示、クラブパンフレット三つ折り作業など
して準備を進めました。日本作編曲家協会（ＪＣＡＡ）
の皆様、上智大学ゴスペルサークル「Safro Family」の
皆さんもお手伝いいただいて準備を致しました。
会場には座席指定引換の際には列ができるほど並び、
多くの子供たちが会場にあふれていたほか、都内外のた
くさんのライオンズクラブから多くのメンバーがお越し
頂き、誠に有難うございました。
井上あずみさんのライオンズクラブの宣伝を交えた軽
やかなＭＣや素晴らしい歌声、ゆーゆちゃんとのかわい
らしいコラボにゴスペルの重厚な歌声も相まって大変な
ごやかなコンサートとなりました。
来場者は約８００名でそのうち２３７名がお子さんの
来場者ということで入場料１１８５００円が寄付されま
す。クラブが一丸となって行うアクティビティというこ
とが実感されるアクティビティでした。皆様大変お疲れ
様でした。そして有難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ２月２３日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

東京ワンハンドレッドＬＣチャリティボウリング参加報告（Ｌ須藤）

さる２月２３日（土）、初回から参加させていただいている
東京ワンハンドレッドＬＣのチャリティボウリング大会が田
町ハイレーンにて開催され、Ｌ諸見里、Ｌ亀川、Ｌ手塚と参
加させていただきました。
当日は、我が東京世田谷ＬＣは午前中、二手に分かれてア
クティビティがあり、その活動を終えてボウリングチームと
合流し、石上会長お手製の焼きそばをいただいてから会場入
りしました。(ちなみに、『しんちゃんやきそば』と命名され
たその焼きそばは、石上会長のお人柄そのものの優しいお味
でした。あまりに美味しいので、その内、発売されるかもし
れません(笑))。
このチャリティボウリング大会は、ＨＤＰ(Hoshino Dreams
Project ホシノドリームズ プロジェクト
http://hoshinodreams.com/)をサポートする主旨で開催され
ており、オリンピックを目指す若きアスリートを応援してい
ます。当日は、スケルトンの近藤圭佑選手も参加していまし
た。次回のソチオリンピックが楽しみですね。
個人的には、大先輩のＬ諸見里と初めてボウリングをご一緒でき、また、いつも下手くそな私
を優しく見守ってくださるＬ亀川とディフェンディングチャンピオンのＬ手塚と昨年に続いて
ご一緒させていただき、とても楽しくプレイできました。
また、中山律子プロからもアドバイスをいただきましたが、お隣のレーンでプレイされていた、
個人的にもお付き合いさせていただいている東京ワンハンドレッドＬＣの大川あつ子Ｌにも、プ
レイ前にワンポイントアドバイスをいただき、かなり上達した感があり( とは言え、元がひど
いので、それでも普通以下ですが(^̲^;))、大満足の１日でした。
プレイ後の祝賀会では、沢山の顔見知りの方々と美味しくお酒をいただき、盛り上がりまし
た。そして、何位か良く分からず(笑)賞品をいただいたＬ亀川とＬ手塚。世田谷メンバーはただ
では帰りません
(笑)。
また来年も楽
しみです。その頃
はきっとソチオ
リンピックです
ね。このチャリテ
ィに後押しされ
た選手が活躍さ
れる事をお祈り
しております。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ２月２８日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる２月２８日、帝国ホテルで開催された東京ＬＣの例会
に、石上会長・Ｌ諸見里と私Ｌ進藤で参加させて頂きました。
東京ＬＣは日本で最初のライオンズクラブであると同時
に東京世田谷ＬＣにとっては親クラブに当たります。先日行
われましたフィリピンアクティビティのお礼、直近に迫った
３月２日のチャリティコンサートの告知、さらには９月２８
日の当クラブＣＮ５０記念例会の告知をさせて頂くために訪
問されて頂きました。
この日は３３４‐Ｂ地区元ガバナー村田太吉Ｌもお越しに
なり、東京ＬＣ名物の生ピアノ演奏をお楽しみになられまし
た。また、指名例会も近いということで池崎元ガバナーから
本来指名例会から来期役員の決定に至るまでのご説明を頂き
まして、大変勉強になりました。さらにテールツイスタータ
イムではライオンズクラブに関する様々なクイズがご紹介さ
れ、それこそ本当に勉強になりました。長谷川健治会長はじ
め東京ＬＣの皆様、誠に有難うございました。

☆ ３月６日

東京代官山ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる３月６日、原宿南国酒家本館にて開催された東京代官
山ＬＣの例会に参加させて頂きました。９月２８日開催予定
の当クラブＣＮ５０記念例会について告知させて頂きました。
東京代官山ＬＣは少人数ながらも大変和やかに例会が進行
し、来期の役員の件やクラブ合併の可能性などから、昨今の
青少年教育における挨拶の必要性に至らうまで様々な話題で
盛り上がりました。会長 栗田久永Ｌをはじめとした東京代官
山ＬＣの皆様、有難うございました。

☆

３月１日

３３０‐Ａ１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会報告

（Ｌ阿部）

さる３月１日（金）に原宿南国酒家にて第７回正副幹事会が行われました。当クラブからは畠
山幹事・西山副幹事・そして私Ｌ阿部で参加させていただきました。
通常は各クラブから直近の報告からウィサーブというプログラムが慣例になっていましたが、
今回は１０ＲＲＣ・中江勁Ｌがご出席され、３月１２日に結成式が行われる予定の表参道ＬＣ結
成についてご報告をして頂きました。各クラブの出席者皆様から活発な意見交換で持ちきりで今
回正副幹事会は閉会しました。おつかれさまでした。
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☆
☆

ｆｒｏｍ

ＺＣ

①

２月２５日東京神宮前ＬＣＣＮ１７記念例会参加報告

２月２５日、原宿のルアール東郷にて東京神宮前ＬＣＣＮ
１７記念例会に、当クラブから石上会長、畠山幹事、私Ｌ進
藤と３名で参加させて頂きました。東京神宮前ＬＣは毎年チ
ャーターナイト記念例会を開催していらっしゃいます。
東京神宮前ＬＣのメインアクティビティが盲導犬育成募金
ということもあり、ご来賓には公益財団法人日本盲導犬協会
の井上幸彦理事長ほか協会の方々や盲導犬（ＰＲ犬）がご出
席されていたほか、姉妹提携クラブでもある台北市聯邦国際
ＬＣの創立会長 彭栄源Ｌや第十七期会長 王清杰Ｌをはじめ
とした台湾からのメンバーがいらっしゃいました。
東京神宮前ＬＣ幹事 遠山浩光Ｌの司会で執り行われた第
１部の記念例会では、台湾と日本の両国国歌が斉唱されたほ
か、日本でのライオンズヒムに当たるものが台湾では『我獲
得獅子精神』という歌だったのですが、メロディは『ライオ
ンスピリット』でございました。プログラムに歌詞カードも
ついていましたので一緒に歌いながら、振りも踊ることがで
きました。
東京神宮前ＬＣ会長 福永栄次郎Ｌのご挨拶、チャーターナ
イト実行委員長 八木原保Ｌの歓迎の言葉ののち、３３０‐Ａ
地区 阿久津隆文ガバナーと台北市聯邦国際第十七期会長 王
清杰Ｌにご祝辞を頂き、記念アクティビティとして公益財団
法人日本盲導犬協会への金一封贈呈・姉妹提携クラブとの記
念品交歓と続いて第１部は終了しました。
記念アクティビティ贈呈の際、例年行われている東京原宿
ＬＣとの共催アクティビティ・盲導犬育成募金のご説明があ
ったのですが、そこで「今期は特に東京世田谷ＬＣも合同で
実施して頂き・・・」とご紹介頂いて大変ありがたく思いま
した。
第２部祝宴は、元地区ガバナー名誉顧問 中野了Ｌの『中野
式ウィサーブ』で始まりました。しばらくの歓談ののち、ア
トラクションとして、沖永良部島出身の「ぼうず漫談」甘味
けんじ師匠の痛快な漫談と、奄美大島出身の久永ひとみさん
の歌声を堪能致しました。久永さんは夏川りみさんにとても
よく似ていらっしゃるだけでなく、声質も透明で素晴らしく
似ている感じが致しました。
今年も東京神宮前ＬＣらしい、ほのぼのとして大変居心地
のよいチャーターナイト例会を楽しませて頂きました。東京
神宮前ＬＣの皆様、誠に有難うございました。
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（Ｌ進藤）

【告知】少年サッカー教室
２０１３年３月１７日（日）

駒沢オリンピック公園陸上競技場

東京世田谷ＬＣでは、青少年健全育成アクティビ
ティとして、平成９年から世田谷区および教育委員会、
並びに世田谷区少年サッカー連盟等の賛同を得まし
て「東京世田谷ライオンズクラブカップ 少年サッカ
ー教室」を継続開催しております。毎年世田谷区内の
小学生と同伴の父兄を合わせて数百名もの御参加を
頂き、更にはプロサッカーチーム「ＦＣ東京」様の選
手から指導を受けると共にミニサッカーゲーム等を
行っております。今年は女子チームの参加も取り入れ
て、本年も盛大に開催できる様、準備に取り組んで居
りますので、多くの方にご参加頂ければ幸いです。
開 催 日：平成２５年３月１７日（日）
開 会 式：午前 ９ 時３０分から
（１５時５０分 終了予定）
開 催 場 所：駒沢オリンピック公園 陸上競技場
世田谷区駒沢公園１‐１（公園事務所 03-3421-6199）

■ 行事予定
３月 ７日（木）18：30〜
３月 ８日（金）13：00〜
３月１７日（日） 9：30〜
４月１１日（木）18：30〜

■ 幹事

３月第１例会
於：目黒雅叙園
第９回障害者施設見学ツアー
於：区内障害者施設
世田谷ＬＣｶｯﾌﾟ／少年ｻｯｶｰ教室（例会振替）於：駒沢陸上競技場
４月第１例会
於：目黒雅叙園

畠山より一言
世田谷ライオンズメンバー皆様をはじめとした、全国いや世界のライオン
ズメンバーのみなさま、いつもありがとうございます。
２月の後半から「わんぱく育成会２０歳を祝う会」
「池尻小学校マラソン」
などをはじめとする多くのアクティビティに、ご協力・ご支援をいただきま
して、世田谷ＬＣメンバーはじめとする各クラブの会長・幹事・メンバーの
皆様、ありがとうございました。先週末のチャリティコンサートでは、井上
あずみ様、ＪＣＡＡの関係者、上智大学のゴスペルメンバーのご協力のお陰
でコンサートも大成功で終わる事が出来ました。また、当日鑑賞に下さった、
たくさんのＬＣ関係者の皆様も本当にありがとうございました。
今月は残すところ３月１７日（日）
「少年サッカー教室・世田谷ライオンズ
カップ」を開催いたします。世田谷ＬＣメインアクテビィティに向けて最終
準備をしているところなのでご協力よろしくお願いします。
早いものでまもなく、指名例会が開催される時期にもなりました。残すと
ころあと少し、幹事として、息切れしないように最終例会へ向けて頑張りた
いと思います。（実は少しダウン気味でしたが （笑）
）
つい２月終わりには大寒波のおかげで体調を崩された方も少なくはないと
思いますが、ここ、何日かは春に向けて暖かくなって来てはいますが、まだ
まだ寒い日があるとは思いますので、メンバーの皆様は無理をなさらないで、
お身体ご自愛下さい。
2012.7〜2013.6 幹事 Ｌ畠山
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