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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。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／尐年サッカー教室は多くの方に準備・
ご協賛など頂きましたが、時ならぬ雪のため
中止となり、大変残念でございました。来期
は２０１３年３月１７日と日曜日開催予定と
なりますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。
また、３月１９日に南三陸志津川ＬＣと合
同の震災支援アクティビティとして、現地の
「のぞみ福祉作業所」に紙漉き機械を贈呈し、
贈呈式に合わせて世田谷の「すとぉりぃ」の
皆さんとともに交流して参りました。
「のぞみ
福祉作業所」の皆さんの晴れやかな笑顔に励
まされました。そして「すとぉりぃ」の皆さ
んにとっては被災地の視察そのものが重要な
体験だったようです。今後は両施設が交流を
継続してくださるとのことで、商品開発や販
路 拡大 などさ らな
る 発展 に繋が るこ
と を期 待して おり
ます。この事業が復
興 への 一助と なる
こ とを 願うと とも
に、ご協力頂いた多
く の皆 様に深 く感
謝申し上げます。有
難うございました。

★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。また、次期役員の選挙例会として
の時間を取る予定です。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。また、場所が京王プラザですので
ご注意ください。

★４月１１日(水)

於：目黒雅变園

第 1 5 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。

★４月２５日（水）於：SMBC 日興証券
第 1 6 回 理 事 会 １７：３０〜１８：００
第 1177 回 例 会 １８：００〜２０：３０
メンバースピーチ
二子玉川にあるＳＭＢＣ日興証券玉川支店
会議室をお借りして例会を行います。Ｌ越
智のメンバースピーチを予定しています。
皆様ぜひお越しください。
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第１４回理事会＆第１１７４回例会（少年サッカー教室＝中止：指名例会）報告
３月１０日 於 駒沢陸上競技場
出席者

進藤会長、L 阿部、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、L 西山、
L 小野景彦、L 大竹、L 白石、L 鈴木、L 手塚、L 吉崎、幹事亀川 ＋
メークアップ L 石田、L 佐々木、L 山本
（出席１５名、メークアップ３名、計１８名）
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第１１７４回３月第１例会は３月１０日（土）、駒沢オリ
ンピック公園総合運動場陸上競技場にて、第１０回東京
世田谷ライオンズクラブカップ／尐年サッカー教室とし
て開催される予定でした。前日までに多くの会合や準備
を重ねておりましたが、前日には終日冷たい雨が降り続
き、当日はさらに気温が下がって、午前７時の時点で大
雪となってしまいました。昼過ぎには上がるとの予報も
ありましたが、世田谷尐年サッカー連盟の渡辺征さんと
協議しました結果、大人ならいざ知らず小学４年生の子
供たちは雨の中でのサッカーに慣れていない、気温が低
すぎて子供たちが風邪をひいてしまう恐れがある、グラ
ウンドも前夜からの雨でびちゃびちゃで、けがの恐れも
あるということから中止を決定、関係各所にご連絡をさ
しあげました。
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今回の尐年サッカー教室開催にあたっては、保坂展人世
田谷区長や大石誠ガバナーほか多くのご来賓がお越しに
なる予定だった上、ＦＣ東京の普及部コーチの皆様にも
途中まで来られていたにもかかわらず、中止となり、大
変申し訳ありませんでした。何よりもこの大会を楽しみ
にしていた子供たちにお詫び申し上げます。
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また、水資源開発株式会社や住田様、東京セントラルＬ
Ｃや東京代官山ＬＣからはドネーションを頂きまして、
ありがとうございました。ご協賛いただいたアミノバイ
タル２４０本や東京代官山ＬＣから頂いたジュースにつ
きましては、世田谷尐年サッカー連盟の渡辺様にお渡し
して、翌日の会議にて配布して頂くことになり、雨の中、
お渡しすることができました。
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１２：００より、陸上競技場役員室にて、第１４回理事
会をかねて１１７４回例会を指名例会として開催致しま
した。指名委員長である前期会長Ｌ桂より、次期会長と
して現第一副会長Ｌ石上が、次期幹事としては現副幹事
であるＬ畠山が指名され三役以下の理事や各役員候補が
発表されました。
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３月２５日「青尐年英語スピーチコンテスト」の件につ
きまして、亀川幹事よりご説明頂き、進藤会長とＬ西山、
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さらにはアメリカからの留学生ケイトさんが参加するこ
ととなりました。
6

３月２３日社会・障害者福祉委員会セミナーの件につき
まして、Ｌ桂、Ｌ亀川、Ｌ手塚の３名が参加することと
なりました。
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３月２６日東京平成ＬＣ結成式につきまして進藤会長か
らご説明頂き、進藤会長が出席することとなりました。
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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、１
組出す方向で人数を募ることとなりました。
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４月２７日「山浦国際理事と語る会」につきまして進藤
会長よりご説明頂き、進藤会長が出席することとなりま
した。

10 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からご説明頂き、Ｌ亀川とＬ山本が
参加することとなりました。
11 ５月３１日東京ＬＣ６０周年記念式典につきまして、進
藤会長よりご説明頂き、当クラブ５月第２例会の例会振
替として人数を募ることとなりました。
12 正副幹事会の来期会費について亀川幹事よりご説明頂き、
当クラブとしては毎回２名分ずつの会費につきましてあ
らかじめ振込み、３名が出席する際はその都度お支払す
ることとなりました。
13 尐年サッカー教室パンフレットにつきましてＬ木下より
ご説明頂き、今回は印刷費のみ費用として計上し、パン
フレットを配布することが困難なので広告協賛につきま
して別途徴収は行わないこととしました。
14

進藤会長より３月１８日からの南三陸町施設ツアーにつ
いてご説明頂きました。震災支援の予算についてＬ磯辺
より、もしＬＣＩＦ等から交付金がある場合、ほかに震
災孤児への寄付なども検討してはどうかとご提案を頂き
ました。
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南三陸町アクティビティツアー報告
出席者

３月１８－２０日

於：南三陸町

進藤会長、L 阿部、L 畠山、L 西山、L 佐々木、L 吉崎、亀川幹事
東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、「すとぉりぃ」から１０名（計１８名）

３月１８日（日）南三陸志津川ＬＣとの合同アクティ
ビティの実施のため、三軒茶屋駅前からバスを仕立てて、
進藤会長以下クラブメンバー５名と『すとぉりぃ』の職
員及び利用者の皆さん１０名とで南三陸町に向かいまし
た。現地で津波被害に遭われて作業がなくなってしまっ
た知的障害者施設『のぞみ福祉作業所』に紙漉き機械セ
ットを寄贈するというもので、南三陸志津川ＬＣとの合
同アクティビティ（５０周年記念アクティビティとなり
ます）として実施致しました。
世田谷区から震災支援として、被災地にボランティア
に向かうバスやレンタカーの交通費を半額補助するとい
う制度を使って、バスで約８時間かけて宮城県南三陸町
に向かいました。
『すとぉりぃ』はアルコール依存症の方
向けの社会復帰施設ですので、バスの中の自己紹介では、
「皆さんもご経験あると思いますが、普通の二日酔いで
も怪しい汗をかいたり震えたりすると思いますが、自分
はその先に行ってしまいました」などとお話し頂き、依
存症の一端を知ることができました。
南三陸町では中心である志津川地区を通って歌津地区
へと向かい、ニュー泊崎荘に宿泊いたしました。瓦礫は
かなり撤去されたとはいえ、復興がなかなか進まない現
実を初めてみたクラブメンバーや『すとぉりぃ』の皆さ
んは大変刺激を受けたようでした。
翌日はいよいよ『のぞみ福祉作業所』に向かいます。
紙漉きの機械セットは大阪の『紙好きセンター』
（あえて
「好」の字を用いています）の方があらかじめ前日のお
送りして当日セッティングしてくださることになってい
ました。我々はまず『のぞみ福祉作業所』の皆さんに世
田谷の障害者施設の自主製品である紙漉き製品や石鹸、
焼き菓子をお渡しして、その後、南三陸町に半月前に完
成した仮設商店街を視察に向かいました。海産物や写真
屋さん、食べ物屋など３０店舗ほどが店を連ねていまし
た。当日新幹線にて現地に赴いたクラブメンバー２名と
東京三軒茶屋ＬＣの藤村貞夫Ｌとも合流致しました。
１３時から小坂克己会長以下、南三陸志津川ＬＣの方
７名もお越しになり、
『のぞみ福祉作業所』にて贈呈式を
行いました。南三陸志津川ＬＣ小坂克己会長や当クラブ
進藤会長、さらにのぞみ福祉作業所畠山光浩所長にご挨
拶を頂き、目録を贈呈いたしました。またライオン誌日
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本語版事務所鈴木所長にも取材にお越し頂き、ました。
贈呈式の後は、紙好きセンターの方にご指導受けながら、
『のぞみ福祉作業所』
『すとぉりぃ』両施設が紙漉き体験
を通じて交流を深めました。当クラブからもＬ畠山が人
生初めての紙漉き体験に挑戦いたしました。深いシンク
で牛乳パックやお酒のパック繊維が溶けた液をはがき１
０枚分の木枠で漉いて、バキュームで水分を吸い取る機
械、さらにローラーで水分を絞り出す機械を通した後、
完成ほやほやの紙漉きはがきをベニヤ板に貼って自然乾
燥させます。Ｌ畠山からは「大変緊張しました」とのご
感想を頂きました。
その後、
『のぞみ福祉作業所』に別れを告げ、１９日は
気仙沼、陸前高田まで、さらに翌日の朝は、南三陸町戸
倉地区、石巻市北上川河口付近、雄勝地区、女川、石巻
港周辺、東松島市と被災地を視察して回りました。北上
川沿いの大川小学校では、校舎裏のがけのはるか上の方
まで津波が到達していたこと、そして津波が河口方面か
らとさらに逆流してきた方面からと挟み撃ちになって８
０数名の児童・教師が犠牲になったとの話を伺い、無念
さに思いを馳せました。
また、最終日の朝に南三陸復興ステーションを訪れ、
今回のアクティビティの仲介の労をお取りいただき、大
変お世話になりました「いそひよ応援団」の鈴木清美様
に、日展ご入選の祝い金を支援金としてほしいというＬ
白石の志で、金一封の支援金をお渡しして参りました。
ちなみに、２日目の宿泊場所となった『ホテル観洋』
では３３３－Ａ地区柏崎日本海ＬＣの皆さんと知り合う
ことができ、帰りの高速道路のサービスエリアでもまた
バスが隣同士になり、不思議なご縁を感じざるを得ませ
んでした。
当クラブは東日本大震災以来、世田谷区の被災地支援
団体連絡会にて世田谷区が南三陸町に頻回に職員派遣を
行っているとの情報を入手してから、南三陸町に足しげ
く通いました。
『福興市』やチャリティーコンサート、さ
らには南三陸志津川ＬＣへの例会訪問や『のぞみ福祉作
業所』への訪問を通じて、この合同アクティビティが出
来上がってきました。多くの方のご協力を頂き、また南
三陸志津川ＬＣの皆様にはＬＣＩＦ交付金の申請もお願
いして成立したアクティビティでありまして、皆様に心
より感謝申し上げます。南三陸町と世田谷区の両施設の
皆さんが晴れやかな笑顔で交流されていたこと、今後も
交流をもって情報交換を継続される予定であると伺って、
大いなる達成感を得ることができました。皆様ありがと
うございました。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下、
「すとぉりぃ」の皆さんからご感想を頂きましたの
で原文のまま、ご紹介いたします。ご協力誠に有難うご
ざいました。
＊この度は、南三陸紙漉き支援に同行させて頂き誠にあ
りがとうございました。自分の目で改めてみる被災地、
胸の奥が痛かったです。街の随所に「津波のバカ。で
もがんばっぺ」というスローガンを見て、私は小さな
事しか出来ませんが、大きな愛で、応援したいと思い
ます。
＊ライオンズクラブの社会貢献の一端を見ることができ、
身近に感じられるようになりました。
＊震災後、一年あまりたった今でも、まだ復興のきざし
が見えていない現状を見て、胸がいたむ思いでした。
しかし、のぞみ福祉作業所の明るい人達とふれあえた
ことにより、尐し心の痛みをなくすことができました。
ライオンズクラブの会長さんはじめ、皆様方の心暖か
い活動に感謝いたします。ほんとうにありがとうござ
いました。
＊震災の爪痕をまざまざと見る事が出来ました。ライオ
ンズクラブには感謝致します。
＊こんかい、さんかして、いいけいけんしました。あり
がとう。
＊南三陸へ行き、自分の目で津波やビルや車などがかき
集められて、地震にあった後の土台はあったが、防波
堤が中心で折れ曲がるように横たわっていた。そうい
う状況の中でのぞみ福祉園の知的障害者の人たちが生
きていた事はすばらしいことである。最初のころは、
おにぎり１個だけでかわいそうな状況だったんだと思
った。福祉の方が障害者の人たちと助け合っているこ
とがすばらしいことだと思った。帰りに大川小学校で
バスをとめて、８０名位亡くなった跡を見て、逃げ場
所がなかったんだと思い、かわいそうで仕方なかった。
＊二度目の南三陸でしたが、雪のない平原を見て、まる
で終戦時の広島長崎を彷彿とさせられました。これか
ら何が出来るかわかりませんが、日本の国のあり方ま
で含めよく考え行動したいと思います。ライオンズク
ラブの活動には頭が下がります。ありがとうございま
した。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ３月２４日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

のぞみ福祉作業所完成式典参加報告

南三陸町へのアクティビティ旅行から帰って来たのもつか
の間の３月２４日（土）、今度は新幹線とレンタカーにて、ま
たもや南三陸町に赴きました。「難民を助ける会」のご支援に
て２棟目のプレハブ棟が無事に建設され、ライオンズ寄贈の紙
漉き機械も整備されて、いよいよ通常運営に近づいたというこ
とで、仮設ではありますが「のぞみ福祉作業所完成式典」が開
催されるということで来賓として呼ばれたのです。
前週の穏やかな気候とは打って変わって、前日の低気圧の影
響で前夜に雪が降り積もり、当日の朝もくりこま高原駅近辺で
は小雪がちらついておりました。雪道の運転に慣れない自分は
ドキドキしながら志津川へと向かいましたが、幸い轍のところ
だけは雪が解けておりまして、無事にのぞみ福祉作業所につく
ことができました。
式典に飾り付けられたのぞみ福祉作業所では、テープカット
の準備をしていらっしゃいました。来賓としては遠藤健治副町
長・最知明広保健福祉課長はじめ南三陸町関係者、以前はこの
事業所を運営されていた南三陸町社会福祉協議会の皆様、プレ
ハブ棟を寄贈された「難民を助ける会」の堀越芳乃様と大原真
一郎様、そして長期にわたってボランティアを派遣されたＪＤ
Ｆ（日本障害者フォーラム）の麻生浩平様ほか、多くの方がお
越しになっていらっしゃいました。
震災で亡くなられた方への深い黙祷から始まって、のぞみ福
祉作業所の畠山光浩所長の司会のもと、式典はつつがなく進行
いたしました。テープカットを行って（仮設）のぞみ福祉作業
所の開設をお祝いしたのちは、会食しながらみなさまのお言葉
を頂戴しました。社会福祉法人洗心会の小野寺学理事長や、の
ぞみ福祉作業所初代所長であり、全家族会長でもあられた宮川
様のお話を伺って、施設でも犠牲者が出たこと、震災当日から
数日間の避難所での生活、できるだけ早く通所できるところを
確保しようとした試みについてなど、胸に迫るお話が続き、思
わず身がしらが熱くなってしまいました。また、プレハブは片
方は日本で集められた支援金で、片方はドイツから支援金で建
てられたとのこと、東北地方全体で５０棟ものプレハブを建て
られた「難民を助ける会」の素早い動きに感嘆致しました。
会食では和やかに懇親したほか、お祝い膳として出されたお
弁当の大きさ、お土産としての富士山やタイをあしらった及善
の素晴らしいかまぼこや山清のお菓子にも驚きました。別室で
はライオンズ寄贈の紙漉き機械の説明や実演がなされ、副町長
様に名刺の発注などいかがですかと営業することも忘れませ
んでした。今後もぜひ支援を継続していきたいと改めて思いま
した。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ３月１１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

新宿西口公園震災復興イベント参加報告

さる３月１１日（日）、新宿西口の新宿中央公園におい
て、東京新都心ＬＣ主催で開催された震災復興イベントに
当クラブから亀川幹事と会長進藤で参加致しました。この
震災復興イベントにおいては売り上げから南三陸町にリ
フト付きバスを寄贈するという目的で行われたもので、当
クラブは（前項のように）南三陸志津川ＬＣとのつながり
を持っているとのことで、「南三陸町グッズを販売するブ
ース」を作り、その販売を協力しました。あらかじめ、
『及
善』の及川様とご連絡を取り、東京新都心ＬＣの方に数品
目をご指定頂いて、当日は販売に徹することとなりまし
た。
私たち２名が担当しましたのは全国のライオンネット
の仲間たちと一緒の販売ブースで、笹かまぼこや塩わか
め、塩海苔、バナナ焼きなどを販売したほか、３３０－Ｃ
地区八木拓也Ｌ、３３３－Ａ地区丸山隆Ｌ、３３３－Ｃ地
区高木次男Ｌや高橋昌男Ｌや吉原稔貴Ｌ、３３３－Ｅ地区
北村理光Ｌ、３３４－Ｄ地区西村和之Ｌ、３３４－Ｂ地区
加藤正弘Ｌと加藤万寿夫Ｌの父子ライオンなど多くの仲
間たちが駆けつけ、当クラブ担当の南三陸グッズに加え、
３３４－Ｄ地区で新しくできる岐阜あかつきＬＣの陶器、
また津軽の弥三郎漬、神戸の瓦せんべいを一緒に販売しま
した。
東京新都心ＬＣのバザーブースのほかに、東京ワンハン
ドレッドＬＣ、東京蒼天ＬＣ、東京江戸川東ＬＣ、東京渋
谷ＬＣ、河合前ガバナーを中心として当時のキャビネット
で構成された「チーム河合」のほか、地元の町会や消防署
が全面的に協力いただいて、多くの人でにぎわいました。
ピカチュウではない着ぐるみも大変ご活躍でした。
当日１４時４６分には消防車が鳴らすサイレンのもと、
全員１分間の黙祷を致しました。震災当日からの１年間を
思い起こすと涙が溢れそうで仕方ありませんでした。
当ブースでは、１０時半からの販売開始で１４時３０分
ごろには完売となり、１３２７００円の売り上げとなりま
した。イベント全体の売り上げを利用してリフト付きバス
は３月２０日現在すでに購入され、諸手続きを経て、４月
４日には南三陸町に寄贈される予定でございます。
皆様、どうもお疲れ様でした。そして貴重な体験をさせ
て頂いて有難うございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ３月１４日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

ゴルフ同好会コンペ参加報告

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。
さる３月１４日（水）千葉県きみさらずゴルフリンク
スにおきまして、世田谷ＬＣゴルフ同好会コンペが開催
されましたので、私Ｌ亀川がご報告申し上げます。
今回私が報告する理由は、進藤会長より、優勝者にニ
ュース用のレポートを書くように伝えて下さいと言われ
ておりましたので、コンペ当日の朝に、
『今回の優勝者は、
クラブニュースの原稿を書く権利がついてきます』とお
伝えしたところ、 私が優勝してしまった次第です（笑）。
このきみさらずゴルフリンクスは難関コースとして有
名で、私が最も苦手とするゴルフ場の一つです。当日は
言い訳になる材料がないくらいの絶好のゴルフ日和で、
このコースの過去の成績を考えると朝からちょっとブル
ーになっていました。
一緒に回ったメンバーは、Ｌ石上、Ｌ吉崎の３人で、
いざスタート！
朝一番のティーショットはなんとナイスショット！皆
さんに冷やかされながら「いやいや貧乏人の晩酌ですよ
（一本だけ）」などと冗談を言いながらリラックスできた
のか、その後も多叩きすることもなく結果はイン５０、
アウト４９の９９でした。ハンデにも恵まれたのは事実
ですが、きみさらずでこのスコアーは大満足です。
一緒に回ったＬ石上、Ｌ吉崎、本当に有り難うござい
ました。そして他のメンバーの皆様、お疲れ様でした。
もう一回優勝を狙っちゃおうかな～なんて思っている
のですが、甘いですよね！？
皆様、次回も宜しくお願い申し上げます。
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（Ｌ亀川）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ３月１７日

ＭＥＭＢＥＲＳ
３３４－Ｂ

③

岐阜あかつきＬＣ認証状伝達式参加報告

３月１７日（土）、岐阜市都ホテルにて開催された、３３
４－Ｂ地区２Ｒ３Ｚ岐阜あかつきＬＣの認証状伝達式に参
加して参りました。岐阜あかつきＬＣ結成の中心的役割を
担い、今回の認証状伝達式の実行委員長である小野木巧Ｌ
は、海外も含めて災害復興支援など機動力のあるアクティ
ビティを次々実現し、ＭＤ３３０で開催された若手フォー
ラムの講師も務めた方で、ライオンネットを通じて今回の
伝達式の呼びかけを頂きました。会場は、３３４－Ｂ地区
だけでなく、北は北海道から南はタイまで多くの地域から、
約１８０名もの参加者で埋め尽くされていました。
第１部では伝達式に先だち、「若い力とリーダーシップ」
をテーマにパネルディスカッションが開催されました。３
３０－Ｃ地区大野元裕前ガバナーをコーディネーターとし
て、元国際理事後藤隆一Ｌ、３３５－Ａ地区ガバナー団英
男Ｌ、３３１－Ｃ地区前ガバナー茂雄実Ｌ、３３０－Ｂ地
区第二副地区ガバナー川手寅平Ｌ、３３７－Ａ地区前期青
年アカデミー委員会委員長徳永修一郎Ｌのパネルディスカ
ッションで若い力をいかに活用するかが討議されました。
第２部は認証状伝達式では、ライオンズクラブ国際協会
から贈られた認証状と真新しいクラブ旗が山岸会長に渡さ
れました。３３４－Ｂ地区で９４番目、地区内では１０年
ぶりの新クラブなのだそうです。
第３部祝宴では勇壮な空手の円舞から始まり、岐阜あか
つきＬＣのメンバーでもあるという福山雅治のそっくりさ
ん「小福山雅治」の歌が披露されたり、やはりクラブメン
バーであるマジシャンの方が各テーブルを回ってテーブル
マジックが行われました。
ライオンネットの仲間でもある３３４－Ｃ浜松南ＬＣ辻
村昌弘Ｌがこの日のために「あかつきライオンズクラブの
歌」を作詞作曲されていて、事前の打ち合わせと直前の練
習のもと、祝宴の中で私も一緒にご披露させて頂きました。
新クラブ誕生にふさわしく感動的な歌です。辻村Ｌはさら
に「ＬＣドリーマー」という軽快な曲も作詞作曲されてい
て、こちらは二次会会場となった『庄助』にてやはり２人
でご披露させて頂きました。
新クラブ誕生に当たって、全国各地から「仲間」が駆け
つけ、祝福するというのは、ネット時代に相応した、地区
の枠を超えたライオンズクラブの新しい方向性の現われと
もいえるでしょう。感動的な認証状伝達式に参加できたこ
とを大変喜ばしく思いました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ３月２３日

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

社会・障害者支援セミナー

参加報告

３月２３日（土）、ＡＰ西新宿にて開催された社会・障
害者福祉セミナーに我がクラブより亀川幹事、Ｌ桂ととも
に私Ｌ手塚も参加してまいりましたのでご報告します。
今回は、
『聴障者の目線で接する勇気と優しさを持とう』
というプログラムで開催されました。来賓として財団法人
聴覚障害者教育福祉協会会長 山東昭子参議院議員、聴障
者で健常者の子供を育てた体験談をお話し頂いた門間明
子様、聴障者の子供を育てた母親として体験談を語って下
さった古谷明美様お三方のお話を伺ってまいりました。
山東昭子参議院議員からは、海外では障害者に対しての
さりげなく対応ができるところが多いのに対して、日本で
はまだまだ偏見も多く健常者と障害者に壁があるのでは
ないか？健常者が積極的に障害者に接する事が出来る社
会にというお話を頂きました。
門間明子さんは、中学校時代に普通学級に通われていた
時の辛い体験や現在子供を育てている中でのご苦労、聴障
者に対しての接し方などについて手話でお話し頂きまし
た。
古谷明美さんは、東京成城ＬＣでやっていた手話ダンス
の指導をしてくださった方で聴障者のお子さんを持ち、い
ろいろな苦労があった中でも特にろう学校から大学に進
学して大学や行政に対しての憤りを感じたことを涙なが
らに語っていただきました。
みなさんが共通しておっしゃっていたことは、ほかの障
害者と違って聴障者は外見では、分からないため困ってい
ても気が付いてもらえない。手話ができないから手助けで
きないと思われてしまう。やはり障害者という偏見の目が
大きくあるということでした。聴障者の方たちは、ゆっく
りと喋れば、口の形でこちらの言っていることは理解でき
るとのことなので、私たちが積極的に接すればコミュニケ
ーションは取れることがわかりました。
また、参加者からの質問のなかで視覚障害者の白い杖と
同じように聴障者の方もわかりやすいように目印をつけ
たら失礼になるか？という問いに対してもそんなことは
ないとのことだったのでもっと大きな運動が必要だなと
感じました。
最後に参加者全員で簡単な挨拶や言葉を手話の実技を
体験して終了いたしました。
今回、私はライオンズクラブのこのようなセミナーに初
めて参加させてもらいましたが、短い時間でありましたが
とてもいい勉強になりました。
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（Ｌ手塚）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

☆ ３月２５日東京セントラルＬＣ中国帰国者日本語発表会参加報告

（進藤会長）

３月２５日（日）代々木のオリンピック青尐年センターに
て開催された、青木忠勝会長率いる東京セントラルＬＣのメ
インアクティビティ、第２７回中国帰国者日本語発表会に参
加して参りました。前総理大臣令夫人管信子様もお越しにな
り、３３０－Ａ地区大石誠ガバナーをはじめ、キャビネット
からも多数の来賓が参加して開催された盛大な会でした。
参加された中国帰国者は１０歳から７５歳までの１３名。
「日本に来て小学校に入ってみたら漢字が簡単でした」と笑
いを取った小学生のかわいい御嬢さんもいれば、最初は子供
のために仕事していて日本語をきちんと学ぶ機会もないまま
に２０年以上たち、最近になってようやく日本語を学び始め
た方まで様々いらっしゃいました。
年齢や在日期間の長短などでこまかく加点が決まっている
採点法で、最優秀賞を獲得したのは「涙と泥をぬぐいながら
続けて頑張ろう」という演題で話された６１歳の郭梅蘭（日
本名：岸田雅美）さんと、
「天災無情 人有情」という演題で
話された６９歳の鄒積新（日本名：本田積新）さんでした。

☆ ３月２５日

青尐年英語スピーチコンテスト参加報告

３月２５日（日）、ＡＰ西新宿にて開催された３３０－Ａ
地区主催第８回青尐年英語スピーチコンテストに参加して参
りました。前地区ガバナー河合悦子Ｌの肝いりで始められた
この英語スピーチコンテストですが、今期は３３０－Ａ地区
のホームページにて開催告知及び参加者募集を行い、都知事
賞の副賞がＹＥ生としてのヨーロッパ派遣という素晴らしい
副賞だったこともあってか、今回は参加者も１６名と多く、
また参加者のレベルが大変向上していて感動致しました。
震災支援のボランティアのこと、ご自分の夢のことなどい
くつかのテーマから５分間の時間でスピーチされるのですが、
流暢な英語と本格的な発音、聴衆を引き付ける表情やしぐさ、
良質な内容とプレゼン能力の高さに感心して拝見しておりま
した。今回は当クラブＬ小塚の社員のお嬢様、田中美愛さん
も素晴らしいスピーチをご披露されていました。
見事に都知事賞を獲得されたのは早稲田大学の学生：渡邉
慎平さんで、ほかにも高校生ながらガバナー賞を受賞した相
野谷美理さんや同じく高校生ながら大衆賞を受賞した高橋萌
さん、またＹＥ委員長賞を受賞した東京大学の学生：松本華
奈さんなど、若くてもグローバル化した社会にきっちりと対
応できる若者が育っていることを実感いたしました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

☆ ３月２６日東京平成ＬＣ結成式報告

（進藤会長）

３月８日（木）、ザ・キャピトルホテル東急にて開催さ
れた東京平成ＬＣ結成式に参加して参りました。会場には
大石誠ガバナー他、当クラブＬ白石も所属するエクステン
ション委員会の皆様、さらには地区内外からお祝いに友好
クラブの皆様も駆けつけていました。
クラブ事務局長となる坪谷茂Ｌの司会のもと、式典はつ
つがなく進行しました。チャーターへの大石ガバナーの署
名にて新クラブが無事結成されました。認証状伝達式は５
月２５日の予定です。
東京平成ＬＣは東京数寄屋橋ＬＣの４５周年記念事業と
してエクステンションされた２つ目のクラブで、人数は会
長肥田野晴三Ｌ・幹事田村聖二Ｌ以下２１名ですが、平均
年齢は４１歳と大変若く、またクラブ入会金１万円、年会
費１２万円、さらに第１例会こそリビエラ青山にて開催さ
れるものの、毎月第２例会はネット例会とするそうなので
す。新しいクラブの門出にあたり、ご発展をお祈りいたし
ます。

◆

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。４月６日までにお願いします）
ＦＡＸ ０３−３７０５－９５０３
e-mail：tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp
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☆

Ｆｒｏｍ

【Ｌ佐々木まどか

ＭＥＭＢＥＲＳ
（スポンサー

⑥

新入会員紹介

進藤会長）

】

新入会員のＬ佐々木まどかです。介護関係の仕事を始めて１３年、
東京だけでなく群馬も拠点として、居宅介護や介護物品販売などを
しております。世田谷区の障害者自立支援協議会で進藤会長と知り
合い、そのご縁で今期から事務局をお手伝いしておりますが、ここ
数カ月東京世田谷ライオンズクラブの活動を拝見させて頂いて大変
共感し、２月第２例会の入会式を経まして、今後はメンバーとして
活動させて頂くこととなりました。今後ともどうぞよろしくお願い
致します。

■ 行事予定
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
４月２５日（水）18：30～４月第２例会（メンバースピーチ：Ｌ越智） 於：ＳＭＢＣ日興証券
５月 ８日（火）13：00～第１１回障害者施設見学ツアー
於：区内障害者施設
５月 ９日（水）18：30～５月第１例会（調整中）
於：目黒雅变園
５月３１日（木）11：00～５月第２例会（東京ＬＣＣＮ６０例会）
６月 ７日（火）13：00～第１２回障害者施設見学ツアー
６月１３日（水）18：30～６月第１例会
６月２０日（水）18：30～６月第２例会（最終例会）

■ 幹事

於：パレスホテル
於：区内障害者施設
於：目黒雅变園
於：六本木ヒルズクラブ

亀川より一言
世田谷ライオンズクラブの皆様、いつも大変お世話になっております。
先日３月１８日～２０日の３日間で、宮城県南三陸町「のぞみ福祉作業
所」に、南三陸志津川ＬＣ、世田谷ＬＣ合同アクティビティー「紙漉き機
の納入」を兼ねた視察ツアーに、アルコール依存症の施設「すとぉりぃ」
の皆様、そして進藤会長、私亀川、三軒茶屋ＬＣ藤村Ｌ、数名の世田谷Ｌ
Ｃのメンバーで行って参りました。無事、紙漉き機の納入も終わり、一年
近くの時間を費やし、足を運ぶ事１０回、進藤会長の現地への熱い思いが
やっと叶いました。そしてクラブメンバー皆様のご理解、ご協力、本当に
有り難うございました。心より感謝申し上げる次第です。
視察に関しましては、今回北は岩手県陸前高田、西は宮城県松島町と回
ったのですが、正直、復興はあまり進んでないように思われました。年度
が替わり、予算がつけば本格的になるのでしょうが、この１年はなんだっ
たのでしょうか！？民間の皆様のフットワークの良さ、行政のフットワー
クの悪さが目立った１年だったのではないでしょうか？私も５回目の視
察でしたが、あまりの変化のなさに憤りさえ覚えて帰って参りました。１
日でも早い復興を願うのみです。
さて、４月１１日の４月第１例会は、明治天皇の玄孫であります竹田恒
泰様を講師としてお招きし、「日本はなぜ世界で一番人気があるのか～女
性宮家は日本を滅ぼす～」というテーマでご講演頂きます。メンバーの皆
様におかれましては大変貴重なお話を聞くチャンスですので、他クラブの
メンバーまたご友人をお誘いのうえ是非ご参加頂ければと思います。
以上幹事Ｌ亀川でした。
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