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今年度スローガン 

極めよう！奉仕の真髄 広げよう L字の絆！We Serve 

 

トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内  

★４月１１日(水) 於：目黒雅叙園 
第 15 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。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 16 回  理事会 １７：３０〜１８：２０ 

第 1177 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

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。

また、Ｌ藤川の異動に伴い、新メンバーの

入会式も執り行う予定です。皆様ぜひお越

しください。    

★５月９日（水）於：目黒雅叙園 
第 17 回  理事会 １７：３０〜１８：２０ 

第 1178 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

講師例会 

東京浜松町ＬＣの三宅Ｌのご紹介でＮＰＯ

法人かものはしプロジェクト代表 村田早

耶香様から「子供が売られない世界をつく

る」というテーマでご講演を頂きます。ま

た、この回も新メンバーの入会式を予定し

ています。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。 

 

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

有難うございます。 

４月１日にケイ・Ｋ・フクシマ元国際会長

をお招きして開催された日本ライオンズメン

バーシップセミナーに後半のパネルディスカ

ッションにパネリストとして参加させて頂く

という貴重な機会を得ました。その中で、当

クラブが労力アクティビティを中心としてい

ること、そしてライオン歴も浅く年齢も若い

メンバーの意見もクラブ内に反映されるとい

う形でクラブ運営を行っていることは、会員

増強・会員維持にも大変有効であるのだとい

う気付きを改めて実感いたしました。またク

ラブ支部を創設して将来新しいクラブをエク

ステンションしていくという取り組みを伺っ

て大変刺激を受けました。 

フクシマ元国際会長はその後、全国から集

まった若いライオンズメンバーたちの活気あ

る懇親会にも出席されました。日本ライオン

ズの明るい未来への

可能性を感じて頂け

たのではないかと思

います。 

今期も残り３ヶ月

となりましたが、全

力で取り組んでいき

ますので、皆様よろ

しくお願い申し上げ

ます。 
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 第１１７５回例会（東京シティＬＣＣＮ４０記念例会：例会振替）報告  

   ３月２８日 於 京王プラザ 

出席者 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小塚、L中村、L西山、L老田、L小野一郎、L大竹、L佐々木、L白石、 

L杉村、L須藤、L鈴木、L手塚、L吉崎、幹事亀川、田中文太郎様 

メークアップ L山本（出席２３名、メークアップ１名、ゲスト１名、計２５名） 
  

1 第１１７５回３月第２例会は３月２８日（水）、京王プラ

ザホテル５Ｆコンコードにて、東京シティＬＣＣＮ４０

記念例会への例会振替として開催されました。当クラブ

からは進藤会長以下２３名のメンバーと、Ｌ佐々木の紹

介で入会候補者の田中文太郎様の計２４名が出席致しま

した（さらにメークアップ１名）。 

2 いきなり部屋が暗転して、キャンドルを先頭に東京シテ

ィＬＣの皆さんが厳かに入場してくるという演出で式典

は始まりました。開会のゴングを東京シティＬＣ会長田

中世根夫Ｌが鳴らし、全員で国歌君が代およびライオン

ズヒムを斉唱したのち、東日本大震災の犠牲者の方々と

物故ライオンの御霊に黙祷を捧げました。 

3 開会挨拶を実行委員長原口悟郎Ｌから頂きました。東京

シティＬＣは１９７１年１０月２３日に今はなき東京碑

文谷ＬＣをスポンサークラブとして「東京駒沢ＬＣ」と

して結成され、１９７２年３月２３日にチャーターナイ

トを行い、２００６年６月に東京シティＬＣへと名称変

更されたとのこと、現在は２４名のメンバーがいらっし

ゃいます。まずは来賓ご紹介を幹事柏崎文昭Ｌが行いま

したのち、ご来賓の皆様からご挨拶を頂きました。３３

０－Ａ地区大石誠ガバナーに続いて、フィリピン共和国

特命全権大使マニュエル・Ｍ・ロペス閣下からご祝辞を

頂戴しました。ロペス閣下は、東京シティＬＣがフィリ

ピン・パラワン島へ支援を長く継続していることへの感

謝を表明されました。 

4 続きましてチャーターメンバーが表彰されました。まず

壇上の国際理事山浦晟暉Ｌよりご挨拶を頂いたのち、チ

ャーターメンバーである長谷川利治Ｌと中村誠一Ｌの２

名に国際会長から感謝状が贈呈されました。 

5 幹事柏崎文昭Ｌより事業の紹介が行われました。小錦キ

ッズグループの方々と協力しての宮城県岩手県へ炊き出

しなどの震災被害者支援、「ダメ・ゼッタイ！」だけでな

くすでに薬物依存になってしまった方のリハビリ支援と

しての日本ダルクトゥデイハウスへの薬害患者支援、そ

して財団法人オイスカを通じて行うフィリピン南西部パ
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ラワン島のデイケアセンター（保育施設）の支援につい

てご紹介頂きました。 

6 それぞれの事業に対して贈呈・拝受式が行われました。

まず、東日本大震災被災者支援事業としてコニシキキッ

ズ主宰の元大関コニシキ様に金一封が贈られました。コ

ニシキ様はご挨拶として、東日本大震災後４月から１２

月にかけて岩手・宮城・福島に炊き出しを行い、ちゃん

こやハワイのバーベキューをふるまったり、サンタに扮

してプレゼントを贈っているお話をして下さいました。 

7 続いて薬害患者支援事業として日本ダルクハウスの十枝

晃太郎様に金一封が贈られ、また日本ダルクから東京シ

ティＬＣに感謝状が贈られました。タレント千葉マリア

のご子息であられる十枝様はご挨拶の中で、日本ダルク

が薬物依存症者からのリハビリグループであること、ご

自身も長期にわたる覚醒剤使用から１０年ほど前からリ

ハビリを行ったこと、東京シティＬＣが現在は館山にあ

る「日本ダルクトゥデイハウス」が袖ヶ浦で立ち上げを

行ったときから支援を行っていることをご紹介頂き、感

謝の念を示されました。 

8 最後にフィリピン・パラワン島保育施設支援事業として

公益財団法人オイスカ専務理事永石安明様に金一封が贈

られ、また、財団法人オイスカから東京シティＬＣに感

謝状が贈られました。永石様はご挨拶の中で、フィリピ

ン南西部のパラワン島に対して、東京シティＬＣが農村

部の女性のための保育施設の建設し、メンテナンスを行

うなど２０年以上支援を継続していることを紹介され、

感謝の念を示されました。 

9 東京シティＬＣ会長田中世根夫Ｌからご挨拶を頂戴しま

した。田中会長はいわゆる通常のボランティア活動とラ

イオンズの奉仕活動を比較し、ライオンズクラブの奉仕

が自発的に行われることを強調されました。また、貧し

い国で子供たちがお金を恵んでほしいといったとき、こ

れは単にお金を恵んでほしいというのではなく、「現世で

善行を積むとよき来世に恵まれる」という発想から、相

手に善行を積ませてあげる意図もあるという考え方もで

きると話されました。 

10 閉会のゴングで式典が終了したのち、休憩の時間を利用

して東京世田谷ＬＣのメンバーは集合致しました。前回

の指名例会で指名された次期役員について是非を問う選

挙例会を開催するためです。次期会長予定者Ｌ石上より

次期役員候補が発表され、全員異議なく承認されました。

これにより、次期会長はＬ石上、次期幹事はＬ畠山、次

期会計はＬ須藤、次期ライオンテーマはＬ手塚、次期テ
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ールツイスターはＬ今尾となり、そのほかの役について

も決定いたしました。 

11 休憩ののち、沖縄の本格的衣装をまとった「日本ダルク

トゥデイハウス」の皆様による勇壮なエイサー太鼓で祝

宴が幕を開けました。「ミルクムナリ」など有名なエイサ

ーの演舞に観客は圧倒されました。 

12 続いて３３０－Ａ前地区ガバナー河合悦子Ｌからご挨拶

を頂戴し、また第一副地区ガバナー阿久津隆文Ｌにウィ

サーブのご発声を頂きました。 

13 会食の中ではアトラクションとして小林みさこ様、貴津

章様、千葉マリア様の３人のエンターテイナーを中心に、

歌がご披露されました。 

14 前川幸美Ｌのお礼の言葉ののちに、元地区ガバナー石井

征二Ｌを中心にライオンズローアが行われました。最後

には全員が輪になって、元地区ガバナー中野了Ｌをソン

グリーダーとして「また会う日まで」を唱和し、無事に

お開きとなりました。皆様お疲れ様でした。ありがとう

ございました。 
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第１０回障害者施設見学ツアー報告  ４月９日   於：区内障害者施設 

出席者 進藤会長、L佐々木、当事者 1名、家族１名、関係者２名   （計６名） 
 

 ４月９日（月）東京三軒茶屋ＬＣとの合同事業、今期

第１０回障害者施設見学ツアーを実施しました。今回は

東急田園都市線用賀駅改札に、進藤会長、Ｌ佐々木、大

田区からの当事者と家族１名ずつ、さらに関係者２名（世

田谷区議と学生）の計６名が集合しました。 

まず用賀にあります、２年間で一般就労に向けて訓練

を行う、就労移行支援事業所「Ｔ＆Ｅ企画」を見学しま

した。平均年齢が約２５歳と大変若いメンバーで締めら

れている「Ｔ＆Ｅ企画」では、化粧品会社の製品を手早

く封入していました。試供品ではなく製品を扱っている

のは作業の質が高いと企業の信頼を得ているからです。

毎日異なる作業を大量にこなしているのが一般企業で働

く訓練になるとのことでした。 

続いて、桜新町にあります、アルコール依存・薬物依

存症者のための就労継続支援Ｂ型事業所「すとぉりぃ」

を見学しました。この日は利用者さんたちは満開の桜を

観に花見に出かけていたのですが、職員の方からリサイ

クルショップと紙漉きという作業種目の紹介やアルコー

ル依存症という病気についての説明を受けました。乗車

していた方からも「知人がアルコール依存症ではないか

と思う」と質問が出て、即席相談コーナーとなっていま

した。施設内を見学すると南三陸町ののぞみ福祉作業所

に寄贈したものと同じ機械が設置されていました。 

最後に、尾山台にあります喫茶店系就労継続支援Ｂ型

事業所「パイ焼き茶房」を訪れました。商店街の真ん中

にありおしゃれな喫茶店となっていました。厳選された

材料を使ったおいしいケーキを頂きながら職員の方の説

明を受けましたところ、喫茶店とは別に分室があり、喫

茶業務をそちらで訓練してから店舗業務に移るのだそう

です。細かい評価表を基に各メンバーの工賃が決まるシ

ステムで就労支援に力を入れているのがよくわかりまし

た。また、兄弟施設である「パイ焼き窯」でプリントク

ッキーを製造できるとわかって、大変好評でした。 

進藤会長から精神障害者福祉にまつわる歴史や現状、

世田谷区内の施設の様子などをご説明して皆様からご感

想を頂きました。「思っていたよりも落ち着いている」「雰

囲気が違うのがよくわかった」などの感想を頂きました。

大田区の当事者家族の方は大田区の保健所からのご紹介

だったようで、近隣区にもツアーの存在が知られてきた

ようです。次回は５月８日（火）の予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ４月１日 日本ライオンズメンバーシップセミナー参加報告  （Ｌ山本） 

新年度の初日を迎えた快晴の休日。午前１０時に亀

川幹事の新車に同乗してセミナー会場である東京ベ

イ舞浜ホテルクラブリゾートに向かいました。 

会場には休日にも関わらず、３３０-Ａ地区からの

２２名の登録者を含め、全国から約３２０名ものメン

バーが参加しており、開会前からセミナープログラム

への関心の高さを実感致しました。 

はじめに開催経緯及び趣旨説明として後藤隆一 元

国際理事は、日本のリーダーシップに強い期待を寄せ

るウインクン・タム国際会長の意向を受けて今回のセ

ミナーが実現した事。そして、ケイ Ｋ・フクシマ元

国際会長は日本人のメンタリティーを熟知している

卓越したリーダーであり、本日のメインスピーカーと

して最も相応しい人物であると紹介されました。 

続いてＬＣＩ統括部長 川平謙慈Ｌより発表された

「会員動静及びグローバル調査報告」は、詳細なデー

タ解析によって世界と比較した日本ライオンズの特

徴や傾向を知ることができる有意義な内容でした。 

午後１時からのケイ Ｋ・フクシマ元国際会長基調

講演では、枠に囚われない発想力がクラブ活性化のポ

イントであると強調され、クラブ学習会や主要アクテ

ィビティの確立の重要性ほか数々の具体的な活性化

手法を提言されました。そして、「人がライオンズに

入会しない最大の理由は、誘われなかったからだ」と

いうフクシマ元国際会長の発言に象徴される、物事を

シンプル且つポジティヴに解釈する姿勢には大いに

刺激と元気を頂きました。 

パネルディスカッションでは元国際理事(以下ＰＩ

Ｄ)山田實紘Ｌ、ＰＩＤ大野元裕Ｌ、第一副地区ガバ

ナー長澤千鶴子Ｌと共に進藤会長がパネリストとし

て参加し、進藤会長は結成４９年の伝統と若手主導の

活発な活動が共存する好循環クラブ運営を実現して

いる我が東京世田谷ＬＣの現況や、クラブ活性化への

ヒントを具体的にわかりやすく説明頂きました。さら

に、地区運営への独自の視点を披露されるなど、入会

４年目というライオン歴を感じさせない堂々とした

進藤会長の姿を心から誇らしく思いました。 
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 さて、私は今回のセミナーを通じて私なりに４点の気づきを得ることができました。 

 先ず、世界最大のＬＣＩＦ献金国である日本は、常に資金面で期待されていると度々耳にして

来ましたが、国際協会は日本ライオンズに対して、資金面のみならずライオニズム高揚のための

グローバルなリーダーシップに大きな期待を寄せているという点です。 

 次に、当日の参加メンバーには３年前に開催された「若手会員フォーラム」で知り合ったメン

バーも多く、総じてライオンズの平均年齢よりも若い世代のメンバーが目立つ会場風景に、確実

に成長する次世代の萌芽を感じました。この件はケイ Ｋ・フクシマ元国際会長も前回来日した

時の印象と比べて、メンバーが若返っているとコメントされ、参加メンバーの多くが共有した明

るい兆しだったのではないかと思います。 

 ３点目は、「ライオンズクラブは拓かれた組織である」という事です。ＰＩＤ、地区ガバナー、

ＲＣ、ＺＣ他ライオンズ経験豊富なメンバーが全国から集まる場に於いて、たった４名のパネリ

ストの中に地区役員未経験で入会４年目の進藤会長が選ばれたのは、日頃の進藤会長の真摯な活

動の賜に違いありません。しかしながら経験や権威でポジションが決まるのも歴史ある団体の一

側面です。ディスカッションでファシリテーターを務めたＰＩＤ後藤隆一Ｌの素晴らしいキャス

ティングに感銘を受け、全てのメンバーに等しく機会が与えられるライオンズの魅力を実感しま

した。 

 そして最後はライオンズのリーダーシップです。効率重視のビジネスの世界では全体の８割の

成果は２割の要素から生まれるという「８０対２０の法則」が有名ですが、効率よりも貢献が奉

仕活動の本質です。いみじくもＰＩＤ大野元裕Ｌが「ライオンズの会議ではいつも決まった顔ぶ

れが並ぶ。だから自分がガバナーの時は会議に参加しないメンバーの場所に自ら足を運んだ」と

語ったように、或いはＰＩＤ後藤隆一Ｌが進藤会長を指名したように、ライオンズで指導者たる

には、地域社会で地道に奉仕を続ける一人一人のメンバーに思いを馳せる想像力と気配りこそが

求められると強く感じました。 

 以上の通り、全体を通じて貴重な学びを得て、セミナー開催に尽力されたメンバーの皆様方に

心より感謝申し上げますとともに、次回開催を楽しみにしております。 

 

追伸 セミナーは Youtubeで視聴出来ますので是非ご覧下さい。 

  「会員動静及びグローバル調査報告」http://www.youtube.com/watch?v=jhXbJaKGlZo 

  「パネルディスカッション」    http://www.youtube.com/watch?v=5SjF9CJMGdM  

http://www.youtube.com/watch?v=jhXbJaKGlZo
http://www.youtube.com/watch?v=5SjF9CJMGdM
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ ３月３０日 渡邊豊隆翁の百寿を祝う会参加報告      （Ｌ亀川） 

さる３月３０日（日）、帝国ホテルにて開催された『渡

辺豊隆翁の百寿を祝う会』に 当クラブからＬ福島、進藤

会長、私Ｌ亀川の３人で出席して参りましたので、ご報告

申し上げます。 

私、大変お恥ずかしい話ですが渡辺様の事は今まで存じ

上げず、百寿を祝う会のご案内が届いた時、 私なぞが本

当に伺ってよいのだろうか？と迷っておりましたところ、

Ｌ福島より「一緒に行こうよ！」とお誘い頂き、参加させ

て頂く事となりました。当日は他にＰＲ情報委員会委員と

してＬ桂、ＩＴ委員会委員としてＬ木下も参加しておりま

した。  

まずは、開会のご挨拶を秋富一美様より頂いて、お祝い

の式が始まりました。続いて発起人代表である元地区ガバ

ナー石井征二Ｌのご挨拶、また錚々たる沢山の政財界の方

よりのお祝のお言葉が終わり、渡辺豊隆様より御年百歳と

は思えないような実に明快な御礼の挨拶でお祝いの式は

締めくくられました。私が勝手に思っている座右の銘「生

涯現役」（笑）はまさに渡辺様のためにあるものだと思い

ました。 

続いてのお祝の宴で、八王子芸者衆の華やぎの舞が始ま

り、開宴のご挨拶が、名誉実行委員長、松井健治様より有

りました。続いて３３０－Ａ地区元ガバナー森田浩一郎Ｌ

より乾杯の挨拶が有りました。 

すると、先ほど華やぎの舞をしていた八王子芸者衆がお

酌をして回っているではないですか！会場の皆様は大い

に盛り上がり、私たちも盛り上がったのは言うまでも有り

ません。（笑） 

アトラクションは、二胡演奏 楊 雪様、クラッシック

演奏のPrimoの皆さんの演奏でさらに会場は盛り上がりま

した。そして実行副委員長の野村栄樹様の閉宴の言葉で終

わりました。 

百歳・・・言葉で言うのは簡単ですが、渡辺様は素晴ら

しい百年の軌跡を築いていらっしゃいます。一年一年、ま

た毎日を悔いなく過ごすことができれば渡辺様のような

素晴らしい軌跡を築く事に少しでも近づく事が出来るの

ではないかと思いました。  

以上で報告を終わります。         Ｌ亀川 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆３月３１日ワンハンドレッドＬＣチャリティーボウリング大会参加報告（Ｌ手塚） 

さる３月３１日、東京ワンハンドレッドＬＣのチャリテ

ィーボウリング大会にＬ白石、亀川幹事、Ｌ須藤と共に参

加してまいりました。このボウリング大会の趣旨として

は、世界的な実力がありながら、遠征費用などの工面に苦

労して競技を断念することもあるという、マイナー競技の

選手を支援するアクティビティだそうです。 

当日は、かつてのボウリングブームの立役者であるプロ

ボウラー中山律子さん始めＰリーグの女子プロ２名と参

加者１８０人以上を集めた大変大きな大会となりました。 

ボウリングは久しぶりだったので、自信はありませんで

したが、ハンディもあってまさかの優勝！！ 優勝賞品は、

なんとソウル２泊３日の旅を頂いて来てしまいました。 

懇親会では、Facebookで知り合いになった方、数名とも

実際にお会いすることが出来たりして、私にとってたいへ

ん有意義な時間となりました。 

ボウリング大会も懇親会も大勢の参加者が集まり大盛

況のうちに終了いたしました。 

参加者の方たちも楽しみながらまたチャリティーにも

なる素晴らしいアクティビティであると思いました。 

東京ワンハンドレッドＬＣの皆様本当にありがとうご

ざいました。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ ４月４日 東京レスキューＬＣ結成会参加報告      （進藤会長） 

４月４日（水）上野東天紅におきまして、東京レスキ

ューＬＣ結成会が東京上野東ＬＣをスポンサークラブと

して開催され、当クラブからはエクステンション委員会

副委員長であるＬ白石とともに会長Ｌ進藤が参加して参

りました。３月１７日の岐阜あかつきＬＣ認証状伝達式

に参加した際、東京レスキューＬＣ初代会長予定者高橋

長生Ｌが同じテーブルにいらっしゃって、お誘いを受け

まして今回の出席となりました。（同様に３３０－Ｂ大和

リバティＬＣの方々もお越しになっていました） 

東京レスキューＬＣは、緊急災害支援を中心アクティ

ビティとして、３３０－Ａであれば７つの地域に管轄を

分け、若者を中心に多くの地域サポーターを組織してな

るクラブで、将来的には全国的にレスキュークラブを作

りたいとのことです。 

そのためか、全国各地からご来賓の方がお見えになっ

ていて、３３６－Ｄ下関西ＬＣ出身の元国際理事谷野徹

Ｌほか青森県、山形県、埼玉県などからも元ガバナーの

皆様がお越しになっていたほか、全国各地のＬＣの方々

に顧問をお願いするという布陣になっていました。 

経過報告・会則採択・結成要綱確認ののち、チャータ

ー申請書に大石誠ガバナーが署名し、ラペルボタン贈呈、

新メンバーによるライオンズの誓いも終わって、東京レ

スキューＬＣは無事に結成されました。３３０－Ａ地区

で２２４番目の結成順位で、今後は９Ｒ２Ｚに所属する

ことになり、年会費は正会員で４８０００円、例会日は

第２日曜日に上野にて開催されるそうです。チャーター

ナイトは６月１５日の予定です。 

ここで司会が交替し、新会長高橋長生Ｌのゴングうち

初めで結成会の後半に移りました。大石ガバナー挨拶の

のちご来賓として谷野元国際理事、河合前地区ガバナー

からもご挨拶を頂戴し、東京上野東ＬＣからクラブ旗他

を、東京綾瀬ＬＣ元会長山野雅彦Ｌから万国旗、東京立

川ＬＣ元会長田野倉和己Ｌから例会場旗、東京横田ＬＣ

元会長遠山俊男Ｌからゴングの贈呈がありました。 

祝宴ではそれぞれ顧問となられた、３３２－Ｃ第１副

地区ガバナー佐藤義則Ｌ、３３２－Ａ地区元ガバナー

佐々木貞夫Ｌ、３３２－Ｅ地区元ガバナー近野一徳Ｌ、

３３０－Ｃ地区元ガバナー山本徹秀Ｌの皆様からそれぞ

れ祝辞を頂戴し、全国レベルの展開を早くも予想させる

祝宴でした。３３０－Ａ地区キャビネット幹事伊賀則夫

Ｌと東京レスキューＬＣメンバー皆さんでライオンズロ

ーアを決めて無事に結成式はお開きとなりました。誠に

有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

☆ ４月５日 東京八王子陵東結成会例会参加報告      （進藤会長） 

４月５日、八王子エルシィにて開催された東京八王子陵

東ＬＣの例会に参加して参りました。３月１１日の新宿西

口における震災被災地支援イベントの打ち上げで同クラブ

所属のＩＴ委員長近藤正彦Ｌにお願いして例会訪問が実現

いたしました。私が入会した時の３３０－Ａの地区ガバナ

ーは同クラブの石井征二Ｌで、多くの方がキャビネットに

排出される東京八王子凌東ＬＣの例会には以前より参加し

てみたいと願っておりました。 

当日は、昨今開催された北島三郎チャリティコンサート

の打ち上げも兼ねていて華やかな設えとなっていました。

と申しますのも東京八王子陵東ＬＣには北島三郎さんの奥

様、大野雅子Ｌが所属されているのです。当日の写真上映

もございましたが、１８００名収容できるホールが満席と

なり、東京八王子陵東ＬＣ会長松本清彦Ｌのご挨拶による

と「目の眩むような」金額が集まり、これを年間何回も行

っている薬物乱用防止教室の教材その他にすべて使うとの

ことでいらっしゃいました。 

この日はちょうど次期会長遠藤益夫Ｌをはじめとする次

期役員が理事会で決定し、ご披露される日でございました。

壇上に登られた次期役員の方には大変若い方もいらっしゃ

いました。東京八王子陵東ＬＣは家族会員も含めて会員が

５８名もいらっしゃるとのこと、また３月だけで３回の薬

物乱用防止教室に加え、八王子６クラブ合同献血の実施等

精力的に活動されていらっしゃることが実感できました。 

他クラブを例会訪問するたびにクラブごとのしきたりな

ど学ぶところが多いのですが、この日一番驚きましたのは

「ドネーションチケット」。あらかじめ綴りになっているド

ネーションチケットの束を購入し、金券もしくは小切手の

ように使用されていらっしゃるとのことで、クラブのテー

ルツイスターでもある石井征二Ｌの呼びかけでたくさんの

ドネーションチケットがドネーションボックスに入れられ

ておりました。 

また、東京立川ＬＣの例会の時と同じように、司会や進

行、各種報告は例会場の後方から行うという方式でした。

多摩地域のクラブではある程度共通の方式なのでしょう

か。距離的な問題もありまして多摩地域への例会訪問の機

会が今まであまりなかったのですが、また別のクラブにも

お邪魔して確認してみたいと思いました。 

とても楽しい時間を過ごすことができまして、東京八王

子陵東ＬＣの皆様、誠に有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤

☆ ４月６日 ３３０－Ａ１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告   （Ｌ畠山） 

４月６日（金）１８：００から原宿南国酒家

にて開催された３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２

Ｚ正副幹事会に亀川幹事とともに参加して参

りました。今回は１１クラブ１４名の正副幹事

の参加で三軒茶屋ＬＣ幹事、落合博行Ｌの司会

で開催されました。 

まず、はじめに各クラブから例会やアクティ

ビティついての報告がありました。 

まず１Ｚの各クラブからご報告を頂きまし

た。東京渋谷ＬＣはＺＣをクラブから出すこと

は承認されたが、誰がＺＣになるかは検討中と

のことでした。東京原宿ＬＣや東京恵比寿ＬＣ

では永寿賞のガバナーズアワードを受賞した

とご報告がありました。また、東京恵比寿ＬＣ

では４月８日～９日で福島へ旅行例会を開催

するそうです。東京代々木ＬＣでは、４月２２

日から姉妹提携している台湾ＬＣの４０周年

チャーターナイトへ１６名で参加する予定で。

さらに６月の国際大会へも多数のメンバーで

参加予定とのことでした。 

２Ｚからはまず東京世田谷ＬＣから少年サ

ッカー教室中止についてお詫び申し上げ、３月１８～２０日の南三陸町合同アクティビィティの

報告をさせて頂きました。東京山手ＬＣからは環境保全優秀賞でのアワード受賞、４月７日神田

川清掃アクティビティの開催、４月２２～２３日山梨へ旅行例会についてのご報告を頂きました。

東京セントラルＬＣからは中国帰国者日本語発表会への参加・ご協力のお礼の言葉があり、東京

三軒茶屋ＬＣは石垣島への移動例会の報告と４月１３日の献血アクティビィティ開催のお知ら

せを頂きました。東京代官山ＬＣでは４月１４日１３：００から代官山見学ツアー（約２時間 無

料）を開催されるとのことでご説明を頂きました。 

その他としては、はしかイニシアチブ３０ドル献金についての意見交換会を行いました。どう

やら１０Ｒ１Ｚ２Ｚからは献金するクラブはあまり多くなさそうです。また障害者スポーツ大会

に義援金を贈るかどうかという話題になり、これはキャビネットに確認してみようとなりました。

また、各クラブで次期役員の選出が進んでおりますので、次期の正副幹事会への出席者や当番ク

ラブの役割について話がでました。 

副幹事である自分にも話をするようにふられましたので、私からは南三陸町での話や初めての

紙すきの体験談・アルコール依存症の方から実際に伺った話を致しまして、無事に正副幹事会は

お開きとなりました。皆様お疲れ様でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥

☆ ４月７日 東京葵ＬＣ千鳥ヶ淵戦没者追悼慰霊式典参加報告    （進藤会長） 

４月７日（土）、千鳥ヶ淵で開催された、東京葵ＬＣの

メインアクティビティ、第３９回戦没者追悼慰霊式典に参

加して参りました。東京葵ＬＣがクラブ結成直後から３８

年にわたり一貫して継続してきたアクティビティとのこ

とです。私は、そこで音楽奉献するライオンズコーラスグ

ループ「たんぽぽ」に誘われまして、参加して参りました。 

当日は千鳥ヶ淵の桜がまさに満開で、雲一つない快晴の

空に映え、千鳥ヶ淵墓苑に祀られた約３５５４００柱の戦

没者の慰霊にふさわしい天候でございました。式典に先立

ち、東京葵ＬＣとして４名の入会式が執り行われました。

３３０－Ａ地区大石誠ガバナーから直々にバッジを頂き、

４名もライオンとして式典に参加することになりました。 

君が代、黙祷、ライオンズヒム斉唱に続きまして、まず、

全国各地の「葵」ライオンズクラブから献水が行われまし

た。続いて茶道雅流 家元 松月庵 水谷宗雅宗匠による献

茶式が執り行われました。不浄を断ち切るためすべての茶

道具一式をお浄めして本来二服建てるところを一服にし

て、すべてをこめて献茶が行われました。 

東京葵ＬＣ会長 古川静夫Ｌの献辞がハープの奏でる

「桜」の伴奏とともに厳かに捧げられ、戦後６７年、墓苑

創建５３年にわたって祀られた戦没者を慰霊するととも

に自由と平和をかみしめ守り抜くとの強い誓いのお言葉

を頂きました。 

音楽奉献ではまず、大塚ウィンドアンサンブルの皆様か

ら「岸壁の母」他１曲が演奏されて、いよいよライオンズ

コーラスグループ「たんぽぽ」の番となりました。「たん

ぽぽ」は英名ダンデライオン、ライオンのたてがみのよう

な花弁を持つことからコーラスグループの名称となり、２

０００年４月１５日の年次大会で常陸宮様の御前で歌唱

を披露してから１２年間、活動を続けているとのことです。

私はたまたまお誘いを受けまして、一緒に「千鳥ヶ淵墓苑

の曲」「海ゆかば」それに「春の小川～朧月夜～鯉のぼり」

の唱歌メドレーを合唱致しましたほか、皆様とともに「ふ

るさと」を歌わせて頂きました。この日に至るまで自分は

あまり練習できなかったのですが、練習ＣＤを頂いて楽譜

とにらめっこしながら何度も聞いて当日にのぞみ、最も低

いバリトンのパートを大声で歌わせて頂きました。 

その後、皆様による献花、さらには千代田区長石川雅己

様を始めとするご来賓のご挨拶などを頂戴して、戦没者追

悼慰霊式典はつつがなくお開きとなりました。東京葵ＬＣ

をはじめとする皆様、どうもありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑦

☆ ４月７日東京晴海ＬＣ結成４７周年記念例会参加報告 （進藤会長） 

４月７日（土）晴海にあります、ホテルマリナーズコート

東京にて開催された、東京晴海ＬＣ結成４７周年記念チャリ

ティー例会に参加致しました。毎年結成記念例会を行ってい

らっしゃるのだそうですが、４７年ということもあって４月

７日に開催されたのだそうです。 

東京晴海ＬＣ幹事石丸忠男Ｌがまず、春眠にかけて睡眠時

間の長い動物をコアラ・ナマケモノ・・とご紹介されて例会

が始まりました。東京晴海ＬＣの例会では「ライオンズの誓

い」の唱和があります。今回も国歌君が代・ライオンズヒム

の斉唱に続いてライオンズの誓いを次期会長井上暁Ｌの掛け

声で全員で唱和いたしました。会長西崎修司Ｌはクラブと同

じ１９６５年生まれで今年４７歳になられるという若い会長

です。アテンダンスアワードでは例会連続出席の方々が１０

数名ご紹介されていましたが、テールツイスタータイムでテ

ールツイスター知野秀雄Ｌから「その方たちは次回例会で年

数×１００円のドネーションをしてください」と指定されて

いらっしゃいました。 

第二部では、実行委員長安野徳Ｌからクラブ結成から４６

年で１億２６９４万円強のアクティビティを行っていること

がご紹介されました。また昨今力を入れている、「口と足で描

く絵」については会場にもパネルが展示され、アクティビテ

ィの様子がわかりやすく紹介されていました。 

大石誠ガバナーのご来賓のご挨拶、国際理事山浦晟暉Ｌの

ウィサーブのほかはじっくりと歓談ができる形式になってい

ました。サプライズアトラクションが２つありまして、１つ

めは「魔法招会」所属のＫａｓｓｙ・ぺる・西ゆかりの３名

からなる女性美人マジシャングループ「Magical☆Egg」のマ

ジックでした。大石ガバナーの頭の上に載せた紙コップの水

を消してみせるマジックに会場はどよめいていました。もう

１つは全員参加の「フルーツ・ショッピング」。東京晴海ＬＣ

名物とのことで、壇上に並んだたくさんのフルーツからちょ

うど３kgになるように果物を取っていき、４kgよりも多す

ぎた方は１０００円のドネーションを支払うというものでし

た。とった果物はそのままお土産となるシステムです。ぴっ

たり３kgの方が４名もいらしてびっくり。３kgを超えずに

取れた方から順次、賞を頂いていました。 

最後の「また会う日まで」は手をつながずに歌うという東

京晴海ＬＣ形式で、全体を通しても記念例会ではありながら

気取らず飾らない記念例会を体験させていただき、とても新

鮮に感じました。東京晴海ＬＣの皆様有難うございました。 
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■ 行事予定 

 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 

 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（講師例会）         於：目黒雅叙園 

 ５月３１日（木）11：00～５月第２例会（東京ＬＣＣＮ６０例会）   於：パレスホテル 

 ６月 ７日（火）13：00～第１２回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

 ６月１３日（水）18：30～６月第１例会（講師例会：手話について）  於：目黒雅叙園 

 ６月２０日（水）18：30～６月第２例会（最終例会）   於：六本木ヒルズクラブ  

■ 幹事 亀川より一言  

  

 

 

 

世田谷ライオンズクラブの皆様、いつも大変お世話になっております。 

先日、進藤会長と共に３３０－Ａ地区次期ガバナー選挙立会い演説会に

行って参りました。今回は第二副地区に５名の候補者がおり選挙となった

訳ですが、これだけ候補者が多ければ当然お金もかかることでしょう、で

は資金力もさほどない若い世代で地位や名誉ではなく、本当にライオンズ

を愛し、時代が求めている変革を実行できる者がいるとするならばどうで

しょう。多くの候補者がお金をかけない選挙を公約！？挙げるなか、当選

した候補者には是非その環境作りに努めて頂きたいと切に願うものです。 

以上幹事Ｌ亀川でした。 

 

 

 


