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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。
４月２１日に３３０－Ａ地区第５８回年次
大会が開催されました。今回は５名の立候補
者で第２副地区ガバナー選挙が争われるとい
う年次大会で、私は震災復興のための合同ア
クティビティを実施した関係で南三陸志津川
ＬＣ結成５０年記念例会に出席しておりまし
たが、現地に刻々と速報が入り、激戦の結果
をリアルタイムで知ることができました。ま
た、今回ガバナーズアワードで当クラブが会
員指導力育成優秀賞を受賞し、例会・実行委
員会・アクティビティが充実していると評価
されたと感じ、大変誇らしく思いました。有
難うございました。
さて、その南三陸志津川ＬＣの５０周年記
念例会ですが全国各地から多数のクラブが出
席しており、まさに地区を超えて震災支援が
行われていたこと、ライオンズの横の連携と
アクティビティに向ける大いなる力を実感す
ることができました。これらの活動を一般に
もＰＲしつつ、クラブ内でもリアルタイムで
情報共有していくこ
とが大切だと常々感
じております。
今期もあと３か月
弱ですが、なお一層
精進致していく所存
ですのでどうぞよろ
しくお願い申し上げ
ます。

★４月２５日（水）於：SMBC 日興証券
第 1 6 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、東村賀文様の
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 1 7 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、この回も田中文太郎様の入会式を予定
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。

★５月３１日(水)

於：パレスホテル東京

第 1179 回 例 会 １１：００〜１５時ごろ
東京ＬＣ結成６０周年記念例会（例会振替）
当クラブの親クラブである東京ＬＣの結成
60 周年記念例会です。例会振替と致しまし
た。マニラＬＣから東京ＬＣがエクステン
ションされて日本にライオンズができて 60
周年ということでもあります。多くのメン
バーのご出席をお待ち申しております。
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第１５回理事会報告
出席者

４月１１日

進藤会長、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 小塚、L 中村、L 小野一郎、
L 小野景彦、L 佐々木、L 白石、L 鈴木、L 吉崎、亀川幹事（計１４名）

４月１１日（水）１７時３０分より、第１５回理事会が
目黒雅叙園３Ｆ「花苑」にて開催されました。理事会に
続く講師例会において講演の時間を充分にとるため、通
常より短い時間で審議を行いました。報告事項につきま
してはクラブニュース１８号をもとに行いました。

■

審 議 事 項

■

１． ４月２１日 第５８回年次大会の件につきまして、
進藤会長から会員指導力育成優秀賞を受賞する
予定であるとご報告を頂き、受賞者を亀川幹事と
決定しました。代議員はＬ亀川・Ｌ阿部・Ｌ石上・
Ｌ西山の４名、そのほか年次大会の運営部会員と
して、Ｌ須藤・Ｌ山本・Ｌ手塚が参加するほか、
式典・晩餐会の出席者を募りました。
２． ４月１４日 東京代官山ＬＣ代官山街歩き例会の
件につきまして、亀川幹事よりご説明を頂き、参
加者を募りました。
３． ５月１３日 第３６回わんぱく相撲世田谷区大会
の件につきまして、進藤会長よりご説明頂き、例
年と同様の協賛を行うことと致しました。
４． ５月１４日 新入会員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、新入メンバーか
ら参加を募ることと致しました。
５． ６月２日 ファミリーナイトご案内の件につきま
して、進藤会長からご説明頂き、参加者を募りま
した。
６． はしかイニシアチブの件につきまして、亀川幹事
よりご説明頂きましたが、正副幹事会での議論の
ご報告も頂き、当クラブとしましては今回は見送
ることと致しました。
７．

於：目黒雅叙園

４月２７日 山浦国際理事と語る会の件につきま
して、進藤会長からご説明を頂き、出席者を再度
募りました。
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第１１７６回例会（竹田塾予備校＠ライオンズクラブ）報告
４月１１日 於 目黒雅叙園
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 小野景彦、L 小野一郎、L 佐々木、L 白石、
L 杉内、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事亀川
メークアップ L 藤川、L 石田、
３３３－Ｃ 野田 LC 高木次雄 L、市川 LC 吉原稔貴 L、長谷川肇 L、
３３０－Ｃ 川越初雁 LC 八木拓也 L、
３３０－Ａ 東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、東京江戸川東 LC 茅島純一 L、
東京新都心 LC 池田謙司 L、山口俊三 L、高橋昌幸 L、渡辺晃 L、
東京２１世紀 LC 竹川司 L、小幡薫 L、柿沢美貴 L、高橋泰雄 L、小出信介 L、
日下隆浩 L、石崎幸雄 L、東京文京 LC 柿下英男 L
竹田恒泰様、金子真康様他１名、磯辺佳古様（L 磯辺奥様）、丹野佳奈美様、
小畑十三様、原田宣生様、水戸由美子様
（出席２４名、メークアップ２名、ゲスト８名、ビジター１８名、計５２名）
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第１１７６回４月第１例会は４月１１日（水）１８：０
０から、目黒雅叙園４Ｆ「花苑」にて開催されました。
進藤会長に開会のゴングを鳴らしていただき、国歌君が
代斉唱、ライオンズクラブの歌、世田谷ライオンズクラ
ブの歌を斉唱いたしました。

2

お客様紹介を亀川幹事より致しました。今回は講演講師
の竹田恒泰様はじめ、ライオンズ以外からのご来賓８名、
ライオンズクラブでは３３３－Ｃ地区から野田ＬＣ高木
次雄Ｌ、市川ＬＣ吉原稔貴Ｌ、長谷川肇Ｌ、３３０－Ｃ
地区から川越初雁ＬＣ八木拓也Ｌ、３３０－Ａ地区から
は東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌ、東京江戸川東ＬＣ茅島
純一Ｌ、東京新都心ＬＣ池田謙司会長以下４名、東京２
１世紀ＬＣ竹川司Ｌ以下７名、東京文京ＬＣ柿下英男Ｌ
とビジター１８名にお越しいただきましたが、ご紹介は
お時間の都合上、紙面配布にて行わせて頂きました。皆
様お忙しい中、誠に有難うございました。

3

進藤会長より会長挨拶を頂きました。進藤会長は多くの
ご来賓をお迎えできる喜びを語られたのち、本日の講師
竹田恒泰様の講演が東京新都心ＬＣ池田謙司会長のご紹
介で実現したこと、市川ＬＣ・東京世田谷ＬＣ・ユアー
ズと３回シリーズの２回目であることをご紹介し、大変
楽しみにしているとお話しされて、ご挨拶とされました。

4

続けて進藤会長より講師竹田恒泰様のご紹介を行いまし
た。慶応義塾大学講師、一般財団法人竹田研究会理事長
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という肩書のほか、明治天皇の玄孫で旧皇族であらせら
れること、多くの著書を記されていること、大変ご講演
が魅力的であることをご紹介されました。ご登壇の音楽
に載せて講師竹田恒泰様が華々しく入場され、満場の拍
手にて迎えられました。
5

竹田恒泰様から「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９０分間ご
講演頂きました。竹田様はまず、天皇家について、外国
諸国からみると天皇の意義はとても大きいと話し始めら
れました。日本が皇紀２６７２年で現存する王朝の長さ
で世界最古であること、天皇は世界の要人が集まる席で
も国際的席次でだれよりも上座となること、外遊で皇居
に招かれることを希望する要人はたくさんいても実現す
るのに６-７年かかるほど天皇の人気が高いことをご紹
介されました。また日本の魅力は経済よりも伝統文化に
あり、他国の倍以上で２０００年以上１２５代と続く皇
室の存在は価値があるとご説明されました。

6

また天皇の魅力について「叙勲」を例にとって示されま
した。長年天皇の廃絶・皇室打倒を唱えていた極左の天
皇学者が晩年に叙勲を受けて考えを１８０度変えて天皇
ファンになり、自らの著書を全国から集めて焼いた事例
や、天皇処刑の命を受けて日本に来たＧＨＱ最高司令官
のマッカーサー元帥が昭和天皇の「この戦争の全ての責
任は自分にある。自分の命は捨ててもいいのでこの国 1
億の民を飢えさせないでほしい。将軍や兵士は私の命令
で動いたので私一人を処刑してほしい」というお言葉を
うかがって「神を見た」と大ファンになった事例などを
ご紹介されました。

7

そして昨今の皇室典範の議論について触れられました。
小泉政権の時に若い皇族に男子がいなかったため女性天
皇・女系天皇が議論されたこと、愛子様がかわいいから
といって９割がた賛成だった世論が数カ月で二分したこ
と、実際には女性天皇は例があるが女系天皇は一つも例
がないこと、そのうちに悠仁親王殿下がご誕生されて正
当なる皇位継承者となり議論が立ち消えになったこと、
現在は天皇のご病気をきっかけに宮内庁長官が女性宮家
の創設について進言されふたたび女性宮家について議論
が起きていることをご説明されました。

8

ここで竹田様は「絶対に不可」であると強調されました。
理由は「先例がない」からで、２６７２年の長きにわた
り一度も先例がないことに意味があると主張されました。
成人した女性皇族は眞子様以下６名いらっしゃって皆さ
ん結婚適齢期ですが、この方たちを結婚後も皇族に残れ
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るようにして婿をとれるようにしようというのが女性宮
家です。
9

竹田様は現在の議論の中で「女性宮家を作って天皇陛下
の公務を軽減する」という論法があるが、実はもともと
女性皇族は天皇の公務を担う立場にはないので、この論
法は嘘であると断言されました。天皇のご公務を担える
のは皇太子殿下のみで、昨年のご入院は長かったため秋
篠宮殿下がごく一部だけ例外的に担ったのだそうです。

10 皇位継承は男子一系が大原則で２０００年以上の伝統が
あり、かつての１２５名のうち１０名は女性天皇（天皇
の娘で天皇となった）ですが全員 1 代限りで本流に戻し
ているとのこと。実は藤原家をはじめとして天皇のお后
は民間人が多数存在しましたが、民間人の男性を皇族に
取り入れたことはないのだそうです。現存の議論のよう
に女性宮家があって婿をとれるようになっていたら、藤
原家や平家など多くの豪族の中で王冠がどこにあるかわ
からなくなってしまい、ヨーロッパと同様で王朝の正当
権をめぐって戦争が起きていたかもしれないとのこと。
天皇が天皇である理由は「血統」であり、決して変えて
はならないと強調されました。
11 その後、小泉政権以降の女系天皇を推し進める方たちの
論理についての裏事情もお話しされました。女性宮家の
議論は天皇陛下の意志ではなく宮内庁が独自に進めてい
ること、宮内庁が天皇のスケジュールを決めることがで
きるのだから本来公務の軽減は本来宮内庁の仕事である
ことに触れられました。
12 そして、現在の問題は将来天皇家を継ぐ男子が少ないこ
とであり、悠仁親王が即位するときまでに本質的に皇位
を担える宮家を作っておく必要があること、具体的には
①旧皇族の復帰、②旧皇族の中から婿を取ることの２つ
をご提案されて講演を締めくくられました。
13 質疑応答ではＬ西山より竹田様の著書である現代語版古
事記について触れ、エピソードを質問されたところ、竹
田様からは勉強会で６年がかりで少しずつ翻訳していた
ものをまとめたこと、原文の趣を残しつつ中学生が読ん
でも理解できるようにわざと原文にある単語を入れたり
していること、間に解説を入れていること、古事記を国
文学でなく憲法学の立場で書いているのはこの本だけで
あることを話されました。震災の翌年である今年が古事
記１３００年であり、これは日本人が国家感を取り戻す
ためのプログラムではないかとも回答されました。竹田
様、大変わかりやすくご講演頂き、誠に有難うございま
した。
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14 ウィサーブのご発声はＬ白石にお願いいたしました。Ｌ
白石はこの世には変えてよいものと変えてはいけないも
のがあること、万世一系の天皇はまさに人類の宝であり、
日本人は誇りと自信を持って生きていこうと檄を飛ばさ
れ、高らかにウィサーブのご発声をされました。
15 会食中、幹事報告を行いました。亀川幹事より、本日の
第１５回理事会審議事項については割愛し、次回のご報
告とする旨ご報告を頂きました。
16 会食中は部屋内に設けられた書籍販売スペースにて竹田
様の著書の販売が行われ、多くの方が書籍をご購入され
ました。また、竹田様にサインを求められる方も多く、
竹田様もお気軽にサインに応じていらっしゃいました。
17 東京新都心ＬＣ高橋昌幸Ｌから、次回のライオンズグル
ープ「ユアーズ」にて６月１５日にまた竹田様のご講演
がある旨、告知を頂きました。
18 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、Ｌ手塚の書籍についてご報告頂きました。まるで
ブロマイド写真かと思うばかりの書籍の写真にどよめき
がおきました。Ｌ手塚にも一言ご挨拶頂き、会場からは
先日の東京ワンハンドレッドＬＣ主催ボウリング大会優
勝についてお祝いする掛け声がかかりました。
19 ドネーションの発表は副テールツイスターＬ須藤にお願
いいたしました。本日は、ファイン２４００円、ドネー
ション５７６００円、計６００００円でした。皆様有難
うございました。
20 続いて出席率の発表をＬ手塚から頂きました。在籍者数
４２名、不在会員２名、終身会員５名、出席者数２４名、
メークアップ２名、ゲスト８名、ビジター１６名で、出
席率は７４．３％でした。
21 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、たくさんのお客様をお見送り
しまして、無事お開きとなりました。本日は旧皇族竹田
様のご講演ということで誠に多くのお客様にお越しいた
だき、充実した例会となりました。皆様どうも有り難う
ございました。
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☆
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☆ ４月２１日
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①

３３０－Ａ地区第５８回年次大会参加報告

さる４月２１日（土）３３０－Ａ地区第５８回年次
大会に代議員のＬ石上、Ｌ西山、Ｌ阿部、式典から参
加のＬ白石ともに参加してまいりましたのでご報告申
し上げます。
アワード部会副部会長のＬ山本、登録部会副部会長
のＬ須藤、晩餐部会のＬ手塚の３名も会場におり、各
部会でご尽力されていらっしゃいました。
当日は、代議員登録に１秒でも遅れると打ち切られ
るという事で皆、早めに集まり登録を済ませました。
１０時に開会となり、司会進行役はキャビネット幹事
の伊賀則夫Ｌ。
まずは議長に選任された大石誠ガバナーの開会の挨
拶があり、議長より各正副委員長ならびに顧問の紹介、
続いて次期地区ガバナー候補から次期第２副地区ガバ
ナー候補までが紹介されました。その後各ガバナー選
出の説明があり、今回選挙となった次期第２副地区ガ
バナー候補者５名、長井隆充Ｌ（東京ワンハンドレッ
ドＬＣ）・山田 達Ｌ（東京蔵前ＬＣ）・吉田 寛Ｌ（東
京文京ＬＣ）・塩月藤太郎Ｌ（東京田無ＬＣ）・熊野活
行Ｌ（東京大江戸ＬＣ）の所信表明演説が終わり、１
回目の投票が行われました。結果、どの候補者も過半
数を取れず、上位２名の長井隆充Ｌ、塩月藤太郎Ｌの
決選投票となり、昼食をはさんでの開票の結果、次期
第２副地区ガバナーは、東京田無ＬＣの塩月藤太郎Ｌ
が選出されました。
ガバナーエレクトの阿久津隆文Ｌ、次期第１副地区
ガバナー鈴木定光Ｌ、第２副地区ガバナー塩月藤太郎
Ｌの選任の挨拶が終わり、最後に各委員会、分科会の
報告、決議ののち代議員会は閉会となりました。
午後２時より式典が開会されました。
始めに大石ガバナーの「１年の歩み」が上映され、
国歌斉唱、ライオンズヒム斉唱、続いて多くの御来賓
のご紹介がありました。
御来賓の中には当クラブの箱根移動例会でお越し頂
いた３３０－Ｂ地区ガバナーエレクト佐藤精一郎Ｌ、
３３０－Ｂ第１副地区ガバナー川手寅平Ｌのお姿もあ
りました。
大会委員長大石ガバナーの挨拶、山浦国際理事始め
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（Ｌ亀川）

多くの御来賓からの祝辞が終わり、代議員会の決議報
告がありました。その後記念講演として「震災後の世
界と日本｝というテーマで、公立大学法人熊本県立大
学理事長、公益財団法人ひょうご震災記念２１世紀研
究機構理事長などなどを務めておられる 五百旗頭 真
（いおきべまこと）様より御講演頂きました。
続いてガバナーエレクトの入場があり、ガバナーズ
アワードの贈呈に移りました。
今回我が東京世田谷ＬＣは光栄にも、会員指導力育
成優秀賞を受賞しており、本来は進藤会長が受賞者な
のですが、宮城県南三陸志津川ＬＣの５０周年記念例
会に出席しており、代わりに私が受け取る事となりま
した。他のアワードは何クラブか一緒に受賞している
のですが、今回頂いた会員指導力育成優秀賞は東京世
田谷ＬＣのみの受賞で、１人で壇上に上がる事となり、
いささか緊張しておりましたら、壇上に上がる前に、
最前列におりました川手寅平Ｌに「顔が怖いよ！」・・
と冗談？本気？（笑）で言われまして、お陰さまで肩
の力がずいぶん抜けて、大きな雄叫びを上げて受賞す
ることができました。川手Ｌ有り難うございました。
その後、それぞれのアワード受賞が終わりまして、
第５８回年次大会は無事閉会となりました。代議員の
皆様、各部会でご尽力頂いた皆様、本当にお疲れ様で
した。
そして当日、南三陸志津川ＬＣ５０周年記念例会に
ご出席されていた進藤会長、本当にお疲れ様でした。
以上で第５８回年次大会参加報告を終わります。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ４月２１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

南三陸志津川ＬＣＣＮ５０記念式典参加報告

４月２１日（土）、３月に震災被災地支援の合同アクティビ
ティを行ったこともあり、代議員を亀川幹事以下クラブメンバ
ー４名にお任せして、ホテル観洋で開催された３３２－Ｃ地区
南三陸志津川ＬＣ結成５０周年記念例会に出席して参りまし
た。３３０－Ａ地区からは私のほかに東京ヒルズＬＣ会長橋本
隆夫Ｌ、東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌ、それに東京秋川ＬＣの
３名が出席していました。
当日は、震災以降南三陸町に支援を行っていたクラブとして
山形・福島から沖縄まで全国から数多くのクラブが集結、県外
からだけでも１２地区の２４クラブがお見えになっていまし
た。会場には総勢約２７０名が一同に会していました。会場の
外には津波で流されたのち奇跡的に生還したクラブ旗とゴン
グ、それに南三陸町の津波前後の写真が飾られていて、防災庁
舎の屋上が波にのまれた写真では言葉がありませんでした。
まず「物故ライオンに追悼」がありましたが、被災地での黙
祷に複雑な思いが込み上げて涙が出そうになりました。さらに
小坂会長のご挨拶の中で、津波で自宅職場とも被災し心折れそ
うになりながらも多くの方に支えられて復興に向かっていく
くだりを聞いてやはり涙が出てしまいました。
メンバーズスピーチを聞いていてわかったのですがそもそ
も南三陸志津川ライオンズクラブは約５０年前（昭和３５年）
のチリ地震津波で志津川町が被災し、各地のライオンズクラブ
が支援に来たのをきっかけに１９６１年（昭和３６年）に県内
５番目のクラブとして結成されたのだそうです。５０周年を迎
えて、また津波の大災害で多くのクラブと繋がる、これもまた
不思議なご縁だなと思って聞いていました。
５０周年記念アクティビティは「社会福祉協議会へのリフト
付きバスの寄贈」「のぞみ福祉作業所への紙漉き機械の寄贈」
「ジョージ上杉児童文庫の創設」の３つ。ＬＣＩＦ交付金申請
が通ったこともあって、のぞみ福祉作業所の畠山所長に対して
中嶋ガバナーから目録贈呈がありました。畠山所長はご挨拶の
中で「世田谷の進藤さん」と名前を挙げてアクティビティをご
紹介して下さいましてありがたく思いました。
お土産の中にも紙漉きのはがきはありましたが、まだまだ
販路拡大などすべきことも多く、しばらくはまだ南三陸にも通
って今後も継続的支援を行っていこうと強く思いました。
懇親会は３３７－Ｄ地区識名ガバナーの乾杯で始まり、途中
沖縄の方々からのアトラクションもあって和やかに進行いた
しました。南三陸志津川ライオンズクラブの皆様、お疲れ様で
した。そして誠に有難うございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ４月１２日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

東京日本橋ＬＣ結成５５周年記念例会参加報告

４月１２日（木）、ロイヤルパークホテルにて開催され
た東京日本橋ＬＣ結成５５周年記念例会に参加いたしま
した。開会が５時と早かったのですが、クラブのアクテ
ィビティをまずイメージビデオで１５分ほど流すという
ところに間に合いました。
東京日本橋ＬＣ会長中川正文Ｌのご挨拶によると、東
京日本橋ＬＣは東京クラブの９番目の直系子クラブとの
ことで、１９番目の直系子クラブである当クラブとは兄
弟関係に当たります。たくさんのクラブをエクステンシ
ョンしているだけでなく、ガバナー輩出クラブでもあり、
歴史と伝統を感じる例会でした。
正面の壁には三陸復興の大漁旗が大きく掲げられ、ク
ラブに所属して長年活動されていた３名のメンバーには
国際会長賞が贈呈されました。ちなみにこのたびの記念
例会のコンセプトは「美味しい日本酒を嗜んでいただく」
であったと感じました。まず各テーブルにそれぞれ銘柄
の違う日本酒が置いてあり、日本酒でのどを潤しながら、
尺八などの日本演奏を楽しむという設えになっていまし
た。テーブルには素敵な帆掛け船のお皿がありましたが、
のちの乾杯まではそのまま置いておく注意がありました
（中には先に召し上がってしまう方もいらっしゃったよ
うですが）
来賓ご挨拶はずいぶん人数を少なくした形でしたが、
乾杯の際に元ガバナーの皆様に一斉に登壇して頂いて、
「乾杯」となりました。
アトラクションでは東京蒼天ＬＣの伊達めぐみＬの歌
唱がご披露され、大変盛り上がりました。
さて、東京ＬＣ会長山本和夫Ｌのご挨拶の中で私は気
付いたのですが、先日３３０－Ａ地区でエクステンショ
ンされて結成された東京キングＬＣはＪＣのＯＢを主た
るメンバーとした若いクラブですが、これが東京ＬＣの
２０番目の子クラブなのだそうです。１９番目の子クラ
ブである当クラブは結成４９年目を迎えているわけです
から、約５０年ぶりの子クラブ（弟クラブ）ができたと
いうですね。
東京日本橋ＬＣの皆様、素晴らしい例会を誠に有難う
ございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ４月１３日

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

東京蔵前ＬＣＣＮ４５周年記念例会参加報告

さる４月１３日（金）、浅草ビューホテルにて開催され
た、 東京蔵前ＬＣのＣＮ４５周年記念例会に参加して参
りました。
「ささやかにこじんまり開催」とのお話でした
が、会長山田達Ｌが第２副地区ガバナーに立候補してい
ることもあってか、多くのご来賓がいらっしゃっていま
した。
東京蔵前ＬＣ会長山田達Ｌのご挨拶によると、このク
ラブは「青少年育成」に力を入れていて、近隣の小中学
校の教材のための協賛として金一封、 地域のわんぱく相
撲に金一封を贈呈していました。また、震災被災地支援
にも力を入れ、３月１１日上野恩賜公園での震災復興イ
ベントの幹事クラブとしてとりまとめを行ったこともあ
り、この日は３３２－Ｃ地区から田畑英伍元ガバナーが
お見えになっていました。
アトラクションではまず浅草中学校の女子中学生たち
数名が見事な三味線を披露し、そのあと田原小学校のマ
ーチングバンドがやってきて、
「威風堂々」や「宇宙戦艦
ヤマト」などを力いっぱい堂々と演奏したのですが、そ
のなかで演奏者の一人がとてもよく通るきれいな声で
「東京蔵前ライオンズクラブの皆様、ありがとうござい
ました」と感謝の気持ちを表明されたのです。楽器の中
の真っ白なホルンも以前東京蔵前ＬＣが寄贈したものだ
そうです。こうして、ライオンズのアクティビティが実
際に相手の学校に大変喜ばれていることを目の当たりに
して嬉しく思いました。この小学生たちの演奏のさなか
に実は地震が発生し、
「揺れてる」と観客席がざわめいた
のですが、演奏者の子供たちは堂々と演奏を続けていて
素晴らしいと思いました。
あとからご挨拶を頂いた、第二副地区ガバナー鈴木定
光Ｌは「こういう、なかなか予算の取れない公立小中学
校のマーチングバンドに支援を行うことはとても良いこ
とであるので、ぜひ継続してください」と褒めていらっ
しゃいました。当クラブでは少年サッカー教室や薬物乱
用防止教室の形で青少年育成事業を行っていますが、学
校への教材提供の形でマーチングバンドの活動を支援す
る形も見て大変勉強になりました。
東京蔵前ＬＣの皆様、誠に有難うございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆４月１４日東京代官山ＬＣ

⑤
代官山街歩き例会参加報告（Ｌ亀川）

さる４月１４日（土）に東京代官山ＬＣ・代官山街歩き
例会に参加して参りましたので、ご報告致します。
この例会は、中島会長が「原点に還り、地域に根ざそう」
をテーマにあげ、実現したそうです。当日はあいにくの雨
の中での例会でしたが、代官山ＬＣの皆様、 案内役の『Ｎ
ＰＯ代官山ひまわり』の方を含め、十数名で代官山の街を
歩きました。
ＮＰＯ代官山ひまわりは、翌日日テレでも紹介されまし
たが、
「しぶや子連れおでかけマップ」を発行されていて、
代官山に住む人、働く人、訪れる人を繋ぎ、子育て世代が
街の担い手になれるようお手伝いをさせて頂きたいとの
事でこのおでかけマップを発行されて、街歩きのツアーを
されているとの事です。
当日は、代官山駅に集合して街歩きがスタートしまし
た。今回のルートは旧山手通りで旧朝倉邸からデンマーク
大使館を通り、東京バプテスト教会、ＤＡＩＫＡＮＹＡＭ
Ａ・Ｔ－ＳＩＴＥまで、約十数か所を歩いて回りました。
なかでも私の興味をひいたのは、以前から「この建物は
何だろう？」と思っていた、東京バプテスト教会で、その
日は神父さんのご厚意で建物の中をほとんど見ることが
できました。神父さんのお話を聞くと様々な奉仕活動も行
っていて、東日本大震災の時も宮城県石巻市にすぐさま救
援物資を運んだり、また炊き出しを行ったということで
す。その言葉には私も深く感動をしました。
そのあと教会の敷地内で土曜限定で、小さなカフェを営
業しているのですが、大変おいしいコーヒーをご馳走にな
り、その場を後にしました。
街歩きが終わり、近くの例会場に移り一言ずつ感想を述
べた後、私は失礼したのですが、この街歩きツアーは大変
有意義なツアーだと思いました。普段私たちは車生活を送
っていると、街の良いところを見落としがちです。「こん
なところにお店があったんだ」とか、歩いてみないと分か
らないとこが沢山あると思います。是非、代官山ＬＣには
このツアーを継続して頂きたいと思うと共に、今回このツ
アーに参加させて頂いて、私自身もヒントを得られたと思
います。
以上で報告を終わります。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ４月１９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑥

東京綾瀬ＬＣ例会参加報告

東京世田谷ＬＣでは代々ＳＭＢＣ日興証券玉川支店の
支店長がメンバーとなっておりまして、異動があるたび
に新しい支店長がメンバーとなる慣例となっています。
実は今年４月にまた異動があり、４月第２例会で新支店
長が入会する運びとなっています。
従来多くは、前任の支店長は退会することが多いので
すが、前任支店長Ｌ藤川は「新しく着任した北千住支店
近辺のライオンズクラブに入会したいので紹介してほし
い」とのご希望がありまして、４月１９日（木）、ご紹介
により「転籍」を前提に一度東京綾瀬ＬＣにＬ藤川とと
もに例会訪問に行ってくることになりました。
東京綾瀬ＬＣは足立区では活動が大変活発なクラブと
のことで、この日はチャリティーゴルフの報告があり、
すでに獲得資金は大槌ＬＣにお送りしたとのことでした。
例会でも報告・審議ときちんとした例会をなさってい
ましたが、私は突然乾杯の音頭を取るようにご指名を受
けまして驚きつつもウィサーブのご発声を担当させて頂
きました。
当クラブからお連れした転籍希望のＬ藤川ですが、好
感を持って受け入れられ、理事会に続いて例会の場で改
めてご承認を受け、４月末日を持って転籍という流れと
なりました（ただしクラブとしての入会式を５月第２例
会で行うとのことでした）。
私が入会して４年目ですが「転籍」は初めての体験で
すので、手続きについてどうすればよいのか、先方の会
長根本聡Ｌ、幹事横溝真男Ｌ、会計金子一郎Ｌらと盛り
上がりました。
最後の「また会う日まで」は、プログラムに「３人以
上と握手」と書いてあり、握手がメインなのかと思いき
や、なんと歌も割愛して握手のみという展開で大変驚き
ました。
Ｌ藤川には東京綾瀬ＬＣと当クラブとのつなぎ手とな
って頂けることを期待したいと思います。東京綾瀬ＬＣ
の皆様、どうも有り難うございました。そして今後とも
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑦

☆ ４月１２日伊勢神宮詣で参加報告

（Ｌ佐々木）

竹田恒泰様の講師例会の翌日の４月１２日、Ｌ畠
山、Ｌ手塚、Ｌ阿部、Ｌ杉内と共に、伊勢神宮へ参拝
いたしました。お天気にも恵まれ、Ｌ手塚のコーディ
ネートのもと、まずは外宮へ詣でました。鳥居をくぐ
ると空気が冷んやりとし、姿勢が正される雰囲気です。
沢山の緑に囲まれ、不思議な力を感じられます。無
知な私Ｌ佐々木は、手のたたき方から勉強致しまして、
大変緊張してまいりました。
続いて火除橋を渡り、手水舎で心身を清め（たつも
りで）豊受大御神へ感謝を御祈り。別宮の多賀宮、風
宮、土宮へもお参りし、タクシーで内宮へ６キロを移
動です。皇大神宮（内宮）では、宇治橋から桜に迎え
られ、川の水の清らかさに心が洗われます。鳥居まで
の神苑の美しさも見事です。
そしていよいよ神楽殿。大大神楽は「神遊び」とも
言われ、ご神恩に感謝をささげる為に奏するものだそ
うです。張り詰めた空気が心地よく、典雅な舞に、神
楽の音色が耳に優しい…。しかし、こともあろうか、
佐々木は睡魔に負けてしまったのです。大好きな雅楽
を聞きながら…。これ以上の贅沢はありません。
反省しながら、正宮・天照大御神を参拝です。失態
も清めていただけたのでしょうか。ふたたび、張り詰
めた空気が姿勢を正してくれました。
別宮の荒祭宮では、神さまの御前で、喝を入れてい
ただきました。貴重な体験です。再度、外宮の正宮に
参り、お伊勢を後にしました。
来年も、この素晴らしい空気に触れたいと、強く感
じます。日本の美しさも堪能し、想像以上に素敵な旅
になりました。いろいろと手配くださったり、お付き
合いいただいた
皆様に、心か
ら感謝いたし
ます。ありが
とうございま
した。
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■ 行事予定
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２０日（日）
潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え） 於：潮来
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
６月１３日（水）18：30～６月第１例会（講師例会：手話について）
６月２０日（水）18：30～６月第２例会（最終例会）

■ 幹事

於：区内障害者施設
於：目黒雅叙園
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。
さる４月２１日（土）に東京プリンスホテルにおきまして、第５８回３
３０ーＡ地区年次大会が行なわれました。私はＬ石上、Ｌ西山、Ｌ阿部と
ともに代議員として参加して参りました。今回は第２副地区ガバナー立候
補者が５人もいて選挙となった訳ですが、裏ではライオンズ精神に反する
といっても仕方のないような行動をされた方もいらっしゃるとの噂を耳
にしました。もしこれが本当だとするなら何故そこまでするのでしょう
か？今後、もし入会希望者がこの事を知ったなら、きっとライオンズクラ
ブに幻滅して入会どころではないでしょう。会員増強、維持が叫ばれる中、
もう一度襟を正す必要があると思います。
以上幹事Ｌ亀川でした。
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