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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。３月となり、当クラブメ
インアクティビティである東京世田谷ライオ
ンズクラブカップ／尐年サッカー教审の時期
となりました。今年は１０回目の記念すべき
事業となり、駒沢オリンピック公園陸上競技
場にて開催致しますので是非皆様お越しくだ
さいますようお願い申し上げます。
さて、昨年はサッカー教审開催の直後に、
東日本大震災と福島原発事故という未曽有の
大災害を体験致しました。池袋西口公園で３
３０－Ａ地区アクティビティの真っ最中、立
っていられないほどの揺れに続き、交通機関
の麻痺により大多数の方の避難場所と化した
池袋西口公園で整理誘導した数時間、また自
らも帰宅難民として４時間歩いて帰宅した体
験を決して忘れません。
当クラブではその後、潮来市、单三陸町と
現地へ出向きつつ支援活動を続けて１年が経
ちましたが、まだまだ
復興には時間がかかる
と实感しております。
今後もライオンズとし
てできる支援・ライオ
ンズだからこそできる
支援を継続して参りた
いと存じます。皆様何
卒ご協力のほど宜しく
お願い申し上げます。

★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）
当クラブのメインアクティビティです。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。

★３月２８日（水）於：京王プラザﾎﾃﾙ
第 1175 回 例 会 １８：００〜２１：００
受付１７：００－

東京シティＬＣＣＮ４０例会
１０Ｒ３Ｚの東京シティＬＣの４０周年記
念例会です。当クラブからも例会振替とな
ります。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。（場所
が京王プラザと当初の年間予定から変更し
ておりますのでご注意ください）

★４月１１日(水)

於：目黒雅叙園

第 1 4 回 理 事 会 １７：３０〜１８：００
第 1176 回 例 会 １８：００〜２０：３０
竹田塾予備校＠ライオンズクラブ第２回
明治天皇の玄孫、旧皇族竹田恒泰さんの講演
を予定しています。環境問題、歴史問題など
さまざまなテーマで切れ味鋭くお話しされる
竹田さんですが今回は「女性宮家は日本を滅
ぼす」とのテーマでご講演を頂きます。オー
プン例会ですので多くの方のご出席をお待ち
申しております。
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第１３回理事会報告
出席者

２月２９日

於 目黒雅叙園

３Ｆ「花苑」

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 小塚、L 中村、L 白石、L 鈴木、L 手塚、L 吉崎、幹事亀川
（１６名）

２月２９日（水）１７時３０分より、第１３回理事会が目黒雅变園３Ｆ「花苑」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１５号をもとに行いました。

■

審 議 事 項

■

１． ２０１２年１月収支報告＆クリスマス例会収支
報告の件を会計Ｌ阿部よりご報告頂きました。
２． ３月１０日 尐年サッカー教审の件につきまし
て、進藤会長から進捗状況をご報告頂き、役割
分担等の最終確認をいたしました。
３． 单三陸視察ツアーの件につきまして、進藤会長
から準備についてご報告頂きました。現時点で
参加者は進藤会長以下６名の予定です。
４． ２０１２－２０１３期１０Ｒ２Ｚ ＺＣ選出の
件につきまして来期当クラブがＺＣ当番クラブ
となることを進藤会長からご説明頂き、進藤会
長がクラブから選出されました。
５． ４月１日 日本ライオンズメンバーシップセミ
ナーの件につきまして、進藤会長が開催趣旨と
当日パネリストとして参加する旨ご報告を頂き、
参加申し込みを募りました。
６． 杉内健二様、佐々木まどか様、入会審査の件に
つきまして、進藤会長からご提案頂き、理事会
に先立って行われた入会審査に基づき、両名の
入会が承認されました。
７． ３月２３日 社会、障害者福祉委員会セミナー
開催の件につきまして、亀川幹事よりご説明頂
き、クラブから参加者を募りました。
８． ４月１９日世田谷地区ライオンズクラブ有志の
合同ゴルフコンペの件につきまして亀川幹事よ
りご説明頂きました。続けて４月２３日東京赤
坂ＬＣＣＮ５０記念チャリティーゴルフ（およ
び東京ゴルフＬＣ結成式）につきましてＬ白石からご説明頂き、参加者を募ることとな
りました。
９． ３月１８日 ライオンズクラブ法人化セミナー開催の件につきまして亀川幹事よりご説
明頂きました。当クラブは单三陸町視察ツアーと重なっており、法人化委員会のＬ山本
が代表してセミナーに参加することとなりました。
１０． 次年度役員につきまして、石上第一副会長からご提案頂きました。会計監査委員が理
事を兼ねられないということで一部役員案を修正することとなりました。そのほか、Ｌ
吉崎から例会開催日を変更する案も提案されました。
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第１１７３回例会（講師例会）報告
出席者

２月２９日 於 目黒雅叙園「花苑」

進藤会長、L 阿部、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 村井、L 中村、L 老田、L 白石、L 須藤、L 鈴木、
L 手塚、L 吉崎、幹事亀川 ＋ 新入会員 L 杉内健二、L 佐々木まどか
メークアップ L 藤川、L 山本
仙台青葉 LC 幹事 平嶋敬義 L
（出席２２名、メークアップ２名、ゲスト１名、ビジター１名）

1

第１１７３回２月第２例会が２月２９日（水）１８：３
０より、目黒雅变園３Ｆ「花苑」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

お実様のご紹介を頂きました。本日は講演講師として竹
久夢二の直系のお孫さんであり、竹久夢二美術館名誉館
長でもある竹久みなみ様と３３２－Ｃ仙台青葉ＬＣ幹事
平嶋敬義Ｌのお２人にお越しいただきました。お忙しい
中どうもありがとうございました。

3

続いて入会式を行いました。亀川幹事の厳かな司会のも
と、会員委員長Ｌ白石に続いて新入会員となる有限会社
杉内建設 代表取締役 杉内健二様（スポンサー・Ｌ手塚）
とうめほジャムけあ 代表 佐々木 まどか様（スポンサ
ー・進藤会長）の両名がそれぞれのスポンサーとともに
入場し、拍手で迎えられました。スポンサーから両名の
略歴のご紹介、会員委員長Ｌ白石より入会審査のご報告
を頂いたのち、両名にライオンズの誓いをご唱和いただ
いて進藤会長からライオン帽とラペルピンが授与され、
正式にライオンズクラブメンバーとなられました。

4

新入会員となられたお二人からご挨拶を頂戴しました。
Ｌ杉内健二は、３７歳と若く、スポンサーであるＬ手塚
と同様型枠大工のお仕事をされていらっしゃいますが、
名誉あるライオンズに入会できた喜びを語り、ボランテ
ィア精神を養い、人として社会人として成長したいとご
挨拶されました。また、Ｌ佐々木まどかはやはり３７歳
と若く、介護派遣事業所を経営されていらっしゃいます
が、今期事務局をもお手伝い頂いており、７月からクラ
ブの活動を身近に感じていたために入会式を迎えること
ができた喜びをことさらに感じ、今後奉仕の精神を学ん
でいきたいという抱負を話されてご挨拶とされました。

5

進藤会長から会長挨拶を頂きました。進藤会長はゲス
ト・ビジターに御礼を申し述べたのち、新入会員を迎え
入れることができる喜び、さらに年齢層が若くなり活動
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的になるであろう予測を述べられてご挨拶とされました。
6

お実様からご挨拶を頂きました。「おばんでございます」
と東北地方宮城県のご挨拶で始められた３３２－Ｃ地区
仙台青葉ＬＣ幹事平嶋敬義Ｌは、東日本大震災で最も多
数の犠牲者を出した宮城県から来られたこと、ご自身も
被災されて会社やご自宅が損壊したこと、さらに巨額の
負債を抱えたメンバーもクラブにいらっしゃるのに、ラ
イオンはつらい時ほど笑うと話されて悲壮感を感じさせ
ませんでした。本日は、仙台青葉ＬＣの子クラブの気仙
沼ＬＣにホットカーペット購入資金を当クラブで一部支
援したことにつきまして、クラブのメンバーの９割が被
災した気仙沼ＬＣの皆様の名代としてお越しいただいた
とのことでした。お礼状を読み上げられた後、感謝状を
贈呈頂き、また写真・写真集も頂戴いたしました。平嶋
Ｌ、遠方より誠に有難うございました。

7

ここで講師講演に移りました。紹介者のＬ藤原より講師
の竹久みなみ様をご紹介頂きました。竹久みなみ様は「夢
二式美人画」を生み出した「大正の浮世絵師」とも呼ば
れる大正時代の代表的画家の竹久夢二さんの直系のお孫
さんでいらっしゃいます。竹久夢二さんの詩『宵待草』
には曲がつけられて愛唱歌にもなっています。

8

竹久みなみ様は、大正１２年に発生した東京大震災の直
後に描かれた「東京災難画信」について、竹久夢二が『都
新聞』に長編小説「岬」を連載中に関東大震災が起き、
小説の連載が中断していた時期に描いたスケッチ画であ
るとご説明されました。関東大震災の際に避難してきた
４万人を焼き尽くしてしまった両国横網町の陸軍省被覆
廠跡に建立された関東大震災の東京慰霊堂に展示され、
６０００名の方が拝観されたこと、震災後すぐに描いた
絵として深い意義を持っていることをご説明されました。
そしてこの２１枚の絵にそれぞれ読むと感動的で味わい
深い文章がついていること、竹久夢二の生の声として貴
重であることをご説明されました。

9

そして、实際の絵２１枚をそれぞれスライドで提示され
ながら丁寧に注釈と解説をされていきました。１番目の
座っている母と子の絵から順番に説明がありました。座
っている母と子の絵や炊き出しの絵、屋根瓦が波打って
いる絵などがありました。

10 そのなかでも７番目の被覆廠跡の絵では、４万人が爆発
により吹き飛ばされて亡くなったこと、一緒に入って生
死が分かれた兄妹の話をご紹介され、人間はひどい目に
あっても何かの事情でその地を離れられない場合があり、
今でも毎年慰霊堂にお参りに来ている方も多いこと、こ
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の絵は遺体を焼く場面であるが、震災直後はあまりにひ
どくて竹久夢二も絵が描けず、最後の日に行って遺体を
焼くところを描いたとご説明されました。
11 その後も「骨ひろいの絵」「自警団の絵」
「当時の日比谷
公園の絵」
「風評被害を防ぐために貼られた警視庁のポス
ターの絵」
「自分の命可愛さに家族を置いて逃げ出してし
まった夫の絵」
「震災直前に借金までして結婚を申し込ん
だのに震災により婚約破棄された人の絵」など震災直後
の混乱した世相を表す絵が連続しました。
12 最後の２１番目の絵は古く栄えたあと荒廃した都市の名
前になぞらえて「バビロン」と名前がついていました。
本日は仙台青葉ＬＣの平嶋幹事からも被災地のお話を頂
いたため、東日本大震災の大いなる被害も眼に浮かんで
くる、淡々としていて臨場感のあふれるスピーチでした。
竹久みなみ様、誠に有難うございました。
13 ウィサーブのご発声はＬ鈴木にお願いいたしました。Ｌ
鈴木は久しぶりに参加した例会でとてもよいお話を伺う
ことができたと竹久様の労を労って、高らかにウィサー
ブのご発声をされました。
14 会食中、幹事報告を行いました。亀川幹事より、本日の
第１３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。皆様有難うございました。
15 テールツイスターの時間では、テールツイスターＬ木下
から、先日のＩＴセミナーでの発表をダイジェスト版で
ご報告頂きました。
「最近のＩＴ事情」というテーマでス
マートフォンとタブレットの違いやクラウドについての
ご説明を頂きました。フロアのＬ福島からは「フェイス
ブックで写真を載せる方法を教えてほしい」とかなり实
践的な質問が飛び、大変有意義な質疑忚答となりました。
16 ドネーションの発表もＬ木下にお願いいたしました。本
日は、ファイン２０００円、ドネーション４６０００円、
計４８０００円でした。皆様有難うございました。
17 続いて出席率の発表を出席委員長Ｌ白石から頂きました。
新入会員２名が増えたため、世田谷ＬＣ在籍者数４２名、
不在会員２名、終身会員５名、出席者数２２名、メーク
アップ２名で、出席率は６８．６％でした。
18 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、お実様をお見送りしまして、
無事お開きとなりました。皆様どうも有り難うございま
した。
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第９回障害者施設見学ツアー報告
出席者

３月２日

於：区内障害者施設

進藤会長、東京代官山 LC 会長中島太 L、当事者２名、関係者３名（計７名）

３月２日（金）東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティビ
ティ、第９回障害者施設見学ツアーが实施されました。
今回は施設を探されている障害当事者２名のほか、東京
代官山ＬＣから会長中島太Ｌが、障害者向けのファッシ
ョンを手掛けているご友人とご一緒に乗車されました。
また前々回に利用された江戸川区の区議からのご紹介で
世田谷区の区議のさらにまたご紹介で国会議員候補の方
２名もご乗車されました。
９回目ということで施設見学ツアーも一巡し、第１回
と同じ布陣で回ります。まず、小田急線千歳船橋駅改札
で集合し、ＩＴ特化型就労移行支援事業所「さら就労塾
＠ぽれぽれ」に見学に行きました。職場としてきちんと
身なりを整えた利用者さんたちやワード・エクセルだけ
でない専門的なパソコンの技術、高い就労实績などに皆
驚きました。ご本人さんたちの許可を取って訓練風景を
後ろから撮影させて頂きました。
次に祖師ヶ谷大蔵のウルトラマン商店街にある喫茶店
系就労継続支援Ｂ型事業所「ざしきわらし」を見学しま
した。きれいな店内の風景だけでなく、ウルトラマング
ッズを円谷プロダクションと相談しながら委託ではなく
買取で販売しているということにツアー利用者が驚いて
いました。奥の居心地よさそうな休憩スペースや、
「実か
ら見られない」ことを配慮した厨房の造りには感心させ
られました。
最後に千歳船橋近辺の庭付き一戸建てで居場所的雰囲
気を携えている就労継続支援Ｂ型事業所「風の谷プロジ
ェクト」を見学しました。障害者自立支援法成立から就
労系の施設が多くなった中、居場所型施設が貴重である
こと、区役所と相談しつつ地域活動支援センターという
事業を行いたかったが、予算の兼ね合いもあって就労継
続支援Ｂ型事業所となっていること、利用者にも協力を
頂きながら居場所的雰囲気を継続していることをご説明
頂きました。
進藤会長より、精神障害者に関する法律の歴史や世田
谷区内の施設のネットワークについてご説明した後、皆
様からご感想を頂きました。当事者の方は参加してみた
い施設ができてよかったこと、丁寧な説明もよかったと
おっしゃっていました。他の方はたとえば喫茶店をもっ
とＷＥＢを利用して宠伝するなど、ご自分にできること
をしてみたいとおっしゃっていて、まさに障害者施設見
学ツアーの趣旨そのものの効果がでていました。次回は
４月９日の予定です。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ２月２４日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

会員維持セミナー例会参加報告

（Ｌ亀川）

さる２月２４日（金）に、ＡＰ東京八重洲通りにおきまし
て 会員維持セミナーに進藤会長、私幹事亀川の２名で参加
して参りましたのでご報告申し上げます。
司会進行は、会員維持委員会副委員長の小川 薫Ｌのもと
に進められました。つぎに開会のご挨拶を同じく副委員長の
木下 満Ｌより頂きました。続きまして大石 誠ガバナー、山
浦国際理事、地区ＧＭＴコーディネーターの日下 勲Ｌより
ご挨拶を頂きました。
本題のセミナーは、講師吉澤隆志Ｌ（東京早稲田ＬＣ）よ
り「退会防止対策について」をテーマにご講演頂きました。
内容としまして、「ライオンズにはどういう理由でいるの
か、理由を明確にしないといけない」「感動を与えるアクテ
ィビティができているか？」「地域社会にライオンズクラブ
のＰＲを」「古いままではなく、社会の変革に対忚しなけれ
ばいけない」などの今までの吉澤Ｌご自身の体験を交えなが
らのご講演を頂きました。
続いて３クラブより事例の発表がありました。
まずは東京ワンハンドレッドＬＣ、３３０－Ａ地区 緊急
対策委員会委員 阿部かな子Ｌより発表がありました。１０
０名がチャーターメンバーで、現在メンバー数は９４名だそ
うです。現在会費等の見直し検討して、退会者は止めないが、
その代わり推進して新入会員を入れていて、常に１００名の
会員数を心がけているそうです。 若いメンバーは先輩のメ
ンバーの話を聞くなどクラブ全体で会員維持につとめてお
り、まさにワンハンドレッドＬＣは未来型のライオンズクラブと自負されているという事で、頼
もしいクラブだと思いました。
次は東京立川ＬＣ３３０－Ａ地区指導力・若手育成委員会副委員長の宮澤公廣Ｌの発表があり
ました。立川ＬＣは入会者にテールツイスターのアシスタントをして、理解をしてもらう、また
グッドスタンディングメンバーに半年間教えてもらうなどの事で会員維持に努めているそうで
す。スリーピングメンバーには電話やメールなどでしつこいくらいお誘いの連絡をしているそう
です。
最後に東京福生ＬＣ会長 長谷部明Ｌより発表が有り、福生ＬＣは今期４７年を迎え、現在正
会員４４名、家族会員含め５４名で構成されているそうです、その内６割が福生市内で全体的に
はゆる～く運営されているそうです。会員維持については、皆仕事有りきではあるが、飲み会に
誘うなどなにかと接触をして退会を阻止しているそうです。
事例発表はここで終わり、最後に閉会の挨拶を副委員長の小泉重光Ｌより頂き、閉会となり
ました。会員増強セミナーに引き続きの会員維持セミナーでしたが、会員減尐の意識はやはり皆
が共有しており、増強も大切ですが維持も大変な事で、早急な対忚が必要だと思いました。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ２月２４日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京神宮前ＬＣＣＮ１６記念例会参加報告

２月２４日（金）、原宿のルアール東郷にて、東京神宮
前ＬＣＣＮ１６記念例会が開催され、亀川幹事と会長Ｌ進
藤が参加して参りました。毎年開催されているチャーター
ナイト記念例会ですが、海外姉妹クラブをはじめとして多
くの来賓がお越しになり、満員でございました。
まず、第１部の例会では幹事の吉田賀一Ｌの司会のもと、
台湾と姉妹提携しているクラブがあるとのことで、台湾国
家および日本国歌「君が代」、さらには両国の「ライオン
ズクラブの歌」の斉唱がありました。丁寧な歌詞カードが
ついておりましたのでそれとなく歌えた感覚を味わうこ
とができました。東京神宮前ＬＣ会長の福永栄次郎Ｌの实
直なお人柄を感じさせるご挨拶で式典は始まりました。メ
インアクティビティが盲導犬育成募金というクラブでも
あり、今年も盲導犬協会の方への記念アクティビティが継
続され、盲導犬協会からクラブへの感謝状が贈呈されまし
た。また、姉妹クラブである台湾の台北市聯邦国際ＬＣの
皆様がお越しになり、記念品の交換をされました。
第２部に移りまして、ライオンテーマ佐々木譲二Ｌの司
会のもと、元地区ガバナー名誉顧問の中野了Ｌによる「台
湾風・中野式」乾杯で祝宴は始まりました。
「カンペーイ」
といいながらライオンズローアの要領で三唱するのです。
今年のアトラクションは落語家の橘屋竹蔵師匠によるト
ークショー、それに引き続いてお弟子さんとの单京玉すだ
れやかっぽれなどのご披露があり、大変盛り上がりました。
続いてご自身もライオンズメンバーであるジェーム
ズ・ルードーＬ（東京ＧＡＩＡ ＬＣ）とその御嬢様のケ
レンさんとご友人フィリップ・ジョンソンさんからなる
Heart to Heart のライブ演奏で
した。ジェームズＬもフィリップ
さんも来日３５年余りというこ
ともあって日本語が堪能で、透明
感のある歌声は素敵でした。私は
個人的にオリジナルソングの「こ
とわざマンボ」が大好きで、フロ
アとの掛け合いも充实して素晴
らしいものがありました。
全体を通じて、心温まる記念例会でございました。東京
神宮前ＬＣの皆様、誠に有り難うございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ２月２５日

ＭＥＭＢＥＲＳ
市川ＬＣ

③

竹田塾予備校＠ライオンズクラブ

参加報告（進藤会長）

２月２５日（土）市川駅北口の山崎製パン企業年金基
金会館にて、市川ライオンズクラブの「がんばれ日本 復
興支援チャリティ講演会」が開催され、参加して参りま
した。講師は東京新都心ＬＣ池田謙司会長のご紹介で明
治天皇の玄孫で旧皇族でもいらっしゃる竹田恒泰様で、
竹田様のお話を拝聴するのは１０月の東京新都心ＬＣの
講師例会（その時のテーマは環境問題でした）に続いて
２度目ですが、今回のテーマは「日本はなぜ世界でいち
ばん人気があるのか～歴史教科書の嘘八百～」でした。
会場にはたくさんの方がいらっしゃっていました。
私はアクティビティの関係で尐し遅れていったのです
が、
「世界１９３か国の中で最も古い国家が連続している
のは日本である」
「文明成立の象徴ともいえる最古の磨製
土器は日本の青森県から出土されている」
「これらを教え
るだけで子供たちは日本という国に誇りを持ち、日本の
歴史に関心を持つはずなのに教科書には書いていない」
「４大文明などという考え方は考古学ではすでに１００
年前に否定されているのに日本だけで教えられている」
「日本の歴史の教科書は、古墳時代までは考古学で書き、
飛鳥時代からいきなり史学になっている」
「そのため、日本の建国の経緯が書いていない」
「民族
の精神を教えない国は滅びてしまう」
「日本の建国の経緯や精神は古事記に編纂されている」
「震
災は神話を読めというメッセージなのではないか」と舌鋒鋭く（説得力強く）語られました。影
響されやすい私は帰りに古事記を購入して読み始めました（笑）。
さて、竹田様の講演ですが、当クラブでも下記のように４月１１日の例会でお話を伺う予定で
す。今度のテーマは「女性宮家は日本を滅ぼす」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。

◆

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」 －
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 ： 目黒雅变園
会 費 ： ６，０００円
問合せ・お申込みは世田谷ＬＣ事務局まで（予約の都合上、必ず事前にお申込み下さい）
ＦＡＸ ０３−３７０５－９５０３
e-mail：tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

☆ ３月２日３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会報告

（Ｌ畠山）

３月２日（金）单国酒家 迎賓館にて第６回３３０－
Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会が開催され、亀川幹事
とともに出席して参りました。東京代々木ＬＣ 大古Ｌ
の司会にて進行いたしました。
まず、各クラブから近況をご報告頂きました。
１Ｚの各クラブでは、まず、東京渋谷ＬＣは第二副会
長が退会されることになり、とても残念な思いであると
のことでした。東京原宿ＬＣは会員増強について２月に
１名入会、４月に１名入会予定で、今期は全員で４名の
メンバーが増える予定とのことです。東京恵比寿ＬＣは
会員維持セミナーに出席して勉強になり、尐ないメンバ
ーを退会させない事に努力するように頑張りたいとの
ことでした。東京代々木ＬＣからは１Ｚの次期ゾーンチ
ェアパーソンについての話をいただいたとともに、会員
増強についてはクラブでは「今時、入会する人がいる
か！」との意見も出たりしたとのことです。東京渋谷中
央ＬＣではタイへの義援金は２万円で決定したとのこ
とでした。
次に２Ｚの各クラブにうつりまして、東京山手ＬＣか
らは、４月に旅行例会が開催されることと、会員増強に
つては１名退会したものの家族会員が１名入会したと
のことです。東京セントラルＬＣからはメインアクティ
ビティである、中国帰国者による日本語発表会の開催告
知を頂きました。東京三軒茶屋ＬＣからは、昨年震災で
中止になった石垣島へ移動例会が決定になったこと、東
京世田谷ＬＣとの合同例会のこと、太子堂小学校マラソ
ンのお手伝いなどのことについてご報告頂きました。東京神宮前ＬＣからは１６周年記念例会へ
の参加の謝辞と今期会長が次期会長も引き受けてくださったとのご報告を頂きました。東京代官
山ＬＣからは、東京セントラルＬＣへのアクティビティへ例会振替えをすること、フェイスブッ
クで例会へのお誘いやアクティビティへの参加などをＰＲして会員増強を頑張っているとご報
告頂きました。各クラブとも次期役員は決まりそうだとの報告でした。
ちなみにわが東京世田谷ＬＣからは、尐年サッカー教审の開催の告知、单三陸志津川ＬＣとの
合同アクティビティの件、单三陸町視察ツアーの件、次期２Ｚゾーンチェアパーソンの件につい
てご報告いたしました。
そのほかに、１０Ｒ１Ｚ２Ｚ合同で合同アクティビティを考えＬＣＩＦを動かす事をしたいと
意見が出ました。さらに、今後、正副幹事会の価値が上がるような形で、ライオンズクラブの中
でも存在感ある正副幹事会にしていこうと盛り上がりました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆ ３月７日３３０－Ｃ

④

大宮グリーンＬＣ例会参加報告

（進藤会長）

３月７日（水）、大宮東天紅にて開催された３３０－Ｃ
大宮グリーンＬＣ例会に例会訪問致しましたのでご報告い
たします。この例会訪問は、１２月の山梨アカデミーＬＣ
のクリスマス例会訪問、これに引き続く１月の川越つばさ
ＬＣ新年例会訪問をライオンネット（ライオンズ専用ソー
シャルネットワーキングサイト）で知った大宮グリーンＬ
Ｃ関根正美Ｌからお誘いを受けまして实現いたしました。
大宮グリーンＬＣは２００４－２００５期に日本で初めて
の女性ガバナーとなられた櫻井慧子Ｌを輩出したクラブで、
全員女性メンバーである女性クラブです。会場に入った瞬
間、皆様がお召しのお揃いの上品なピンクのジャケットに
目を奪われました。制服ということで毎回の例会で皆さま
着用されていらっしゃるとのことです。
この日は卓話のスピーカーとして３３３－Ｃ第２副地区
ガバナー正木守Ｌがお見えになっていたほか、同じ君津Ｌ
Ｃから青尐年指導・ＬＥＯ委員長の大瀧勝明Ｌ、親クラブ
の大宮北ＬＣから３３０－Ｃ第一副地区ガバナー中村泰久
Ｌ、さらに川越つばさＬＣから会長五十嵐冬樹Ｌと会計沼
田浩正Ｌも例会訪問されていました。
大宮グリーンＬＣ会長の宮口節子Ｌは「こんなに多くの
男性がいらっしゃるなんて」と笑いを誘った後で「今期目
標通りＬＥＯクラブ結成ができる見込みになった」と嬉し
いご報告をされてご挨拶とされました。会食中にうかがっ
た、幹事中山律子Ｌほか皆様のご報告によると、被災地宮
古に５１６２８３円を義援金として持参されたほか、多数
の地区委員・複合役員を抱え、献血・チャリティーゴルフ
など多くの活動をされているのがよくわかりました。
そして、正木３３３－Ｃ地区第二副地区ガバナーの卓話
ですが「ＬＥＯクラブ運営の心構え」と題して、本来キャ
ビネットは奉仕活動はできないけれど、全体にかかわるＬ
ＥＯ・ＹＥ・クエストなどは支援すべきであり、特にＬＥ
Ｏ活動の支援は今後日本の宝となる青尐年の育成にかかわ
る重要な役目であるとお話しされました。そして青尐年は
「認められること」「役立っていること」を嬉しいと思う
わけでその気持ちを利用してＬＥＯの中に居場所を作って
あげること、夢を持つように指導していくこと、そして青
尐年育成には本当に忍耐が必要で、きちんと叱るべきとこ
ろと許すべきところを見定めて育てていく必要がある、と
わかりやすく情熱的にお話しされました。卓話を拝聴しま
して、当クラブでは今のところＬＥＯ活動を行っていませ
んが、大変重要なことと深く認識致しました。
例会はその後も誕生日を祝うテールツイスタータイムやライオンスピリットをみんなで歌う
（踊る？）など、本当に楽しく進行いたしました。感動的で印象的な例会でした。大宮グリーン
ＬＣの皆様、そして一緒に例会訪問された皆々様、誠に有難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

☆ ３月８日東京江戸川中央ＬＣ例会参加報告

（進藤会長）

３月８日（木）、小岩ニューオークラホテルにて開催さ
れた東京江戸川中央ＬＣの例会に例会訪問して参りました
のでご報告申し上げます。今回は東京江戸川中央ＬＣの第
一副会長 峰村篤Ｌと会計 大類雅之Ｌにお誘いを受けま
して例会訪問の運びとなりました。東京江戸川中央ＬＣは
ちょうど来期が４０周年、江戸川区の５クラブの中では２
番目に歴史の長いクラブです。
会長 川村健Ｌのご挨拶では、前の週に江戸川５クラブ
合同で江戸川善行尐年尐女表彰式という（４７回という長
い歴史をもつ）アクティビティに来られた、俳優であり欽
ちゃんファミリーの「コニタン」こと小西博之さんに触れ、
腎臓がんを患いながらも生き抜いて命の大切さを訴えた講
和に感動したとお話しされました。
この日は私のほかに公益社団法人東京青年会議所（ＪＣ）
江戸川区委員会の会計幹事 力石貴信様と委員 江守学様
も、わんぱく相撲江戸川区大会の告知及び協賛依頼にお越
しになられていました。
私は自分も短いながらもＪＣに在籍し、その中でわんぱ
く相撲都大会・全国大会が实施された両国国技館で司会・
進行を２年にわたって行ったことを挨拶の中で述べ、そこ
からＪＣのＯＢ会の幹事を経てＪＣの先輩の勧誘でライオ
ンズに入会した経緯をご説明して、「もし入会するならぜ
ひライオンズクラブに、これも何かの縁と思ってこの東京
江戸川中央ＬＣに」・・・とさりげなく（？）お誘いして
みました。
テールツイスタータイムでは、御年９４歳のチャーター
メンバー野村Ｌに関東大震災や第二次世界大戦の戦後につ
いての体験を伺うことができました。
毎回例会訪問では大変勉強になることが多いですが、今
回は川村会長、峰村第一副会長と会員増強や例会運営につ
いて熱く意見交換し、充实した時間を過ごすことができま
した。この日が今期３１回目の今期例会訪問であると述べ
ますと、５Ｒ２Ｚゾーンチェアパーソンの高津征夫Ｌから
「ぜひ５０回を目指してください」とはっぱをかけられま
して、大変身の引き締まる思いを致しました。
居心地良く過ごすことができる例会でございました。東
京江戸川中央ＬＣの皆様、誠に有難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑥

新入会員紹介

２月第２例会で新入会員が２名誕生しました。
【Ｌ杉内健二

（スポンサー

Ｌ手塚）

お１人ずつご紹介いたします。

】

このたび、歴史ある東京世田谷ライオンズクラブに入会させていた
だきましたＬ杉内健二と申します。友人であり、商売の先輩でもあ
りますＬ手塚・Ｌ村井のお誘いもあり、東京世田谷ライオンズクラ
ブに入会することになりました。日々の生活では、なかなか体験の
出来ない社会奉仕をこれからたくさん体験し实践して行きたいと思
います。私は、練馬区にてＬ手塚・Ｌ村井と同じ型枠大工工事業を
営んでおります。住まいは、埼玉県の所沢市で、妻一人で子供が二
人おります。趣味は、下手なゴルフとアウトドアスポーツ（キャン
プ）でございます。よろしくお願いいたします。

（次回はＬ佐々木まどかをご紹介します）

■ 行事予定
３月１０日（土） 8：30～世田谷ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ/尐年サッカー教审

於：駒沢陸上競技場

３月１１日（日）10：30～東日本大震災復興支援イベント
於：新宿西口公園
３月１９日（月）10：00～单三陸町のぞみ福祉作業所訪問
於：单三陸町
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：目黒雅变園
４月２１日（土）
３３０－Ａ地区年次大会
於：東京プリンス

■ 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。
先日の例会ではＬ杉内健二、Ｌ佐々木まどか、２名の入会式が無事執り
行われました。お二人とも入会おめでとうございます。お二人とも３０代
と若く、これからの活躍を期待すると共に、皆様で暖かく見守って頂けれ
ばと思います。
さて、３月１０日（土）駒沢公園陸上競技場におきまして我がクラブの
メインアクティビティ尐年サッカー教审がございます。そして３月１８日
から２０日にかけて宮城県单三陸志津川ＬＣとの合同アクティビティで、
現地で被災にあった『のぞみ福祉作業所』に紙漉きの機械を納入する為の
ツアーがございます。
アクティビティが目白押しですが、皆様、ご協力の程、宜しくお願い申
し上げます。
幹事Ｌ亀川
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