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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。
先日５月２０日に潮来ＬＣとの合同食育ア
クティビティとして潮来の田圃にて田植えと
畑にてサツマイモの苗植えを行いました。こ
のアクティビティは私が入会した４年前の山
本元会長の期から始まったアクティビティで、
東京の子供たちにお米作りの大切さを知って
もらうという目的がございますが、年々世田
谷からの参加者も増え、今年は２５世帯３６
名が６台の車に分乗して参加致しました。本
年もおいしい潮来コシヒカリ「あやめちゃん」
のおにぎりと豚汁に舌鼓をうちました。いつ
も大変お世話になり、ありがとうございます。
このような「新しい」アクティビティが当
クラブにはここ数年だけで７－８つ見受けら
れます。若手メンバーからの発案を先輩たち
に認容して頂いて、次々と生み出されてきて
いるのです。今月も３７歳と若い新入会員が
入会しましたが、既に新しいアクティビティ
の夢をお持ちとのこと。奉仕の精神に基づい
た自由な発想を受け入れ、柔軟に事業展開し
ていくことが、クラブ
の会員増強に繋がって
いくと感じております。
今期の活動もあと１か
月となりましたが、気
を抜くことなく走りぬ
きますので、皆様ご協
力のほどよろしくお願
い申し上げます。

★５月３１日(木)

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。

★６月１３日（水）於：目黒雅叙園
第 1 8 回 理 事 会 １７：３０〜１８：２０
第 1180 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
手話例会
東京成城ＬＣ中村善子Ｌのご紹介で手話に
堪能な方を講師にお招きして手話について
学ぶ予定です。今期目黒雅叙園で行う最後
の例会です。皆様ぜひお越しください。

★６月２０（水）於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ
第 1181 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
最終例会
会費

メンバー５０００円
同伴
１００００円
（中高生 ５０００円、小学生以下無料）
老田Ｌのご尽力で、今年も最終例会は六本
木ヒルズクラブにて開催できる運びとなり
ました。今期力を入れてきた南三陸町への
支援を振り返り、一年の集大成としたいと
存じます。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。
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第１７回理事会報告
出席者

５月９日

於：目黒雅叙園「カシオペア」

進藤会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 東村、L 今尾、L 石上、L 中村、
L 西山、L 老田、L 小野景彦、L 佐々木、L 吉崎、亀川幹事（計１５名）

５月９日（水）１７時３０分より、第１７回理事会が目黒
雅叙園３Ｆカシオペアにて開催されました。報告事項はク
ラブニュース２０号をもとに行いました。

■

審 議 事 項

■

１． ５月２０日（日）潮来ＬＣ合同食育アクティビティー
田植えの件について、進藤会長から告知を頂き、参加
者の確認を致しました。
２． クールビズについて、進藤会長より、官公庁に倣って
当クラブでも５月からクールビズとしたいとご提案頂
き承認されました。
３． 田中文太郎様の入会の件につきまして亀川幹事よりご
提案頂き、会員委員会副委員長Ｌ吉崎から直前に行わ
れた入会審査のご報告も頂いて、拍手により承認され
ました。
４． ５月１３日３３０複合地区年次大会代議員の件につき
まして、進藤会長よりＬ進藤・Ｌ亀川・Ｌ阿部・Ｌ石
上と４名代議員登録しているうち、Ｌ阿部・Ｌ石上が
不参加となったため補欠代議員選出を行いたいとご提
案頂きました。
（最終的には、複合事務局にも確認の上、
Ｌ佐々木が補欠代議員となりました）
５． ５月１９日仙台青葉ＬＣ結成５０周年例会参加の件に
つきまして、気仙沼ＬＣへのホットカーペット支援に
より国際会長感謝状を頂けることになったとご報告が
あり、クラブ負担で参加してくる旨承認されました。
６． ６月２０日最終例会の件につきまして、亀川幹事より
ご報告頂き、宮城県南三陸町出身の歌手をお招きする
案が提案されました。
７． 次年度日程について次期会長Ｌ石上よりご説明頂き、
アンケートの結果、
「第２木曜日・第４水曜日」とした
いとご提案頂きました。結成以来の伝統である「水曜
例会」が変更となります。変更の重みを感じつつ、と
りあえず半期実施してみようとなりました。
８． 次年度予算案について、次期会長Ｌ石上よりご説明頂
き、質疑応答の後、次回又協議することとなりました。
９．

亀川幹事より、進藤会長の南三陸へのアクティビティ
で何度も往復した交通費等についてクラブ負担として
はどうかと提案があり、進藤会長から今までのレポー
トをご提出いただくこととなりました。
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第１１７８回例会（講師例会）報告
出席者

５月９日 於 目黒雅叙園「カシオペア」

進藤会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 石上、L 畠山、L 東村、L 木下、
L 小塚、L 村田、L 中村、L 西山、L 老田、L 小野景、L 佐々木、L 手塚、
L 吉崎、L 田中（新入会員）、幹事亀川
東京浜松町 LC 幹事 三宅泰雄 L、野村貢一 L、講師 村田早耶香様 ほか２名
メークアップ：L 石田、L 須藤
（出席２０名、メークアップ２名、ビジター２名、ゲスト３名 計２６名）

1

第１１７８回５月第１例会は５月９日（水）１８：３０か
ら、目黒雅叙園３Ｆ「カシオペア」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

入会式を執り行いました。亀川幹事の司会のもと、会員委
員会副委員長Ｌ吉崎に続いて、株式会社 喜久仲 代表取
締役 田中文太郎様がスポンサーであるＬ佐々木ととも
に入場し、拍手で迎えられました。Ｌ佐々木は２月に入会
したばかりで早くもスポンサーとなります。そのＬ佐々木
から、中学の同級生でもある田中様の略歴のご紹介を頂き
ました。Ｌ吉崎より入会審査のご報告を頂いたのち、田中
様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、Ｌ田中が正式にライ
オンズクラブメンバーとなられました。

3

新入会員となられたＬ田中文太郎からご挨拶を頂きまし
た。ロータリアンの父とフィリピン人の妻をもちアクティ
ビティに燃えるＬ田中のご挨拶に拍手が湧きました。

4

お客様のご紹介を致しました。本日のお客様は講師のＮＰ
Ｏ法人かものはしプロジェクト代表 村田早耶香様と同法
人 林芙美代様とアシスタントの方１名、また東京浜松町
ＬＣから幹事三宅泰雄Ｌと野村貢一Ｌの５名にお越しい
ただきました。皆様お忙しい中誠に有難うございました。

5

会長挨拶を進藤会長に頂きました。進藤会長は、新入会員
を迎えられる喜びと新入会員の心得としての例会出席義
務についてお話しされました。また、東京浜松町ＬＣに例
会訪問したことをきっかけに、幹事の三宅泰雄Ｌから例会
訪問の打診を頂いたこと、またＮＰＯ法人かものはしプロ
ジェクト代表 村田早耶香様をご紹介頂いて本日スピーチ
頂けることへの感謝を表明されてご挨拶とされました。

6

お客様からご挨拶を頂戴致しました。東京浜松町ＬＣ幹事
三宅泰雄Ｌは、若いと噂の当クラブを一度訪問してパワー
と刺激をもらえると期待していること、かものはしプロジ
ェクトの村田様とはご縁がありあちこちでご紹介したい
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と考えておられてスピーチの機会を頂いたとご挨拶され
ました。また、野村貢一Ｌは、ご自身の出身が世田谷区下
馬で、次期会長Ｌ石上の奥様と同窓であることを明かされ、
ライオン歴２年目で今回初めてとなる他クラブ訪問を皮
切りにあちこち例会訪問したいと抱負を話されてご挨拶
とされました。
7

ゲストスピーチとして、
「子供が売られない世界をつくる」
をテーマに、ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト
代表
村田 早耶香様からスピーチを頂戴しました。村田様は「売
られる子どもたち」の実態を知って頂き、できれば一緒に
取り組んでいきたいと切り出されました。

8

村田様の活動の原点は大学の授業で、カンボジアで１５歳
で売られた少女が家族のために働きに行き、騙されて売春
宿に売られて２１歳でエイズで死亡したという講義を受
けたこと、売られた金額が１万円と自分のワンピースと同
じ値段で衝撃を受けたことであるとご紹介されました。

9

そして実際にカンボジアに行ってもっと酷い状況をご覧
になったとのことで、動画をもとに、最も若くて５歳の子
供まで客を取らされている現状や、警察に助けられる・偶
然逃げる・エイズで客にならなくなるの３種類しか逃げる
方法がないことなど、紹介されました。

10 ２００１年の横浜会議で日本の若者代表となり、宣言文の
草稿を作って発表したところ正式な国連の文章になった
こと、アジアで一番加害者を出しているのは日本であるこ
と、既存の団体で児童買春を減らす取り組みをしてくれる
団体がなかなかなくて自分で組織を作ろうと思ったこと、
２０歳のときに３名で団体を作って活動を始めたこと、親
に反対されたがカンボジアに滞在して大丈夫そうならや
ってみようと思ってカンボジアに行き、人生の節目となる
出会いがあったことなど一気に話されました。
11 児童収容施設に売春宿で働いていた４０人の子供が保護
されていて、親の借金のカタとして売られ、電気ショック
で虐待されながら客を取っていたという子供の声に、この
声を伝えていかねばと思って帰国し、親を説得して現地で
活動を始めたと話されました。「どうしたらこの問題がな
くなるか。売られてくる子供と買う大人の両方をなくすこ
とです」と強調されました。
12 最初の取り組みは職業訓練所の設立で、雑貨工房を作り貧
しい親を雇用し、大人に仕事を、子供に教育を与えました。
現金収入を得るには出稼ぎをするしかなかった村に初め
て働く場ができて１４人の女性が働いていることが紹介
されました。次に孤児院を支援することで売られそうな子
供をサポートしています。
13 子供を買う大人を減らすため、国に働きかけて警察官に法
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律の内容と摘発の仕方を教えているとのことでした。この
研修にユニセフと村田さんたちの団体とワールドビジョ
ンがお金を出しているとのことです。９年間で９倍の加害
者が逮捕されるようになり、売春宿が子供を雇わないとい
う傾向も出てきたとのことです。「きちんと取り組んでい
けば加害者の逮捕は進むのです」との力強いお言葉をいた
だき、最後にサポーターとしての会員募集をされてスピー
チを締めくくられました。
14 質疑応答では、Ｌ西山から、この寄付が税共助の対象にな
るのか質問が出て、村田様は認定ＮＰＯの申請の関係で来
年以降は控除ができる予定と回答されました。奥様がフィ
リピン人でご自身もよくフィリピンに行かれるＬ田中は
非常に共感できると発言されました。
15 ウィサーブのご発声はＬ藤原にお願いいたしました。Ｌ藤
原は村田様への謝意とＬ田中の入会への祝福を述べたの
ち、３７歳で入会後３１年間の在籍の中で会長期にネパー
ルに診療所を建設したことと、阪神大震災の時Ｌ福島とと
もに長田区に義援金を持って行ったことが特に印象に残
っていると述べられました。ライオンズクラブの活動で
様々な経験と友人を得たこと、さらには先日の東京赤坂チ
ャリティーゴルフでの「じゃんけんによる」優勝の顛末を
お話しされて、高らかにウイサーブのご発声を頂きました。
16 会食中、幹事報告を行いました。亀川幹事より、本日の第
１７回理事会審議事項についてご報告頂き、拍手によって
承認いただきました。皆様有難うございました。
17 また、会食中、村田様たちはカンボジアの雑貨工房で製作
しているさまざまなグッズを販売されました。さらに、ゴ
ルフ幹事のＬ今尾より、５月２４日のゴルフ同好会コンペ
の参加者の募集を頂きました。
18 テールツイスターの活躍の時間はテールツイスターＬ木
下にお願いしました。Ｌ木下は３３０－Ａ地区ホームペー
ジで震災支援に力を入れていることをご紹介頂き、東京世
田谷ＬＣも震災支援の報告を挙げてほしいとお話しされ
ました。
19 ドネーション発表はＬ木下が行いました。本日のファイン
は２２００円、ドネーション４４８００円で計４７０００
円でした。皆様有難うございました。
20 出席率の発表は会員委員会副委員長のＬ吉崎にお願いい
たしました。在籍４３名、不在会員２名、終身会員５名、
出席２０名、メークアップ２名、ビジター２名、ゲスト３
名で出席率は６１．１％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、お客様をお見送りして、無事お
開きとなりました。皆様有難うございました。
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潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え）報告
出席者

５月２０日

於 潮来

進藤会長、L 畠山、L 石上、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、池尻小学校関係者、池尻稲荷関係者など
計２５世帯３６名

1

５月２０日（日）、今年で４回目となる３３３－Ｅ
潮来ＬＣとの合同食育アクティビティ「田植え」が茨
城県潮来市にて実施されました。大変良い天気に恵ま
れ、すがすがしく田植えを行うことが出来ました。

2

世田谷からは、進藤会長以下クラブメンバー７名に加
え、メンバーご家族や池尻小学校関係者、池尻稲荷関
係者など１１名、さらに東京三軒茶屋ＬＣから藤村貞
夫Ｌとご家族ご親族６名と合計２５世帯３６名（うち
子供１２名）が６台の車に分乗して現地に向かいまし
た。毎年参加者が増え、嬉しい限りです。

3

いったんＪＲ潮来駅前で集合し、潮来ＬＣ多田会長の
案内で田植え会場であるかすみの郷公園の近くの水
田に向かいました。近隣の田んぼはすでに田植えがす
み、この日の「田植え交流会」のために田んぼが用意
されていました。潮来市大規模稲作研究会主催のこの
交流会には、潮来地域の大生原小学校の小学生や東京
の米販売店の皆さんも来ていて合わせて１２０名く
らいの参加がありました。

4

例年顔をお見せになっている潮来市長松田千春氏は
本年は「あやめ祭り」の真っ最中とのことで田んぼに
はお越しになりませんでしたが、松田市長の似顔絵を
貼付けた「ちはるくん」人形が出迎えて下さいました。

5

ご挨拶の後は、子供たちを筆頭にさっそく田植え開始
です。あらかじめ目標として田んぼには縦横に線が入
れられ、「交点のところに」稲を３本くらいずつ植え
ていきます。子供たちは泥だらけになりながら歓声を
上げつつ田植えを行っていました。

6

ある程度田植えを行うと後は機械の出番となります。
東京三軒茶屋ＬＣ藤村Ｌが手で田植えをしている後
ろに機械が田植えを始めている写真をどうぞご覧く
ださい。残りの部分につきましてあっという間に田植
えが完了致しました。泥を洗い流したあとは、参加者
全員で記念写真です。

7

田植えののちは、水郷県民の森に移動し、今度はサツ

6

マイモの苗植えを行いました。「斜めに苗を入れる」
との指示で、次々と苗植えを行っていきます。秋の収
穫が楽しみです。今回は参加者が多かったせいか、苗
植えをする畝を急きょ増やしました。ビニールに穴を
あける機械を動かして畝を作るのですが、あっという
間に子供たちが殺到して苗植えを行いました。
8

そして交流会となりました。お釜で炊いたご飯で作っ
たおにぎりや美味しい豚汁を頂きました。自らおにぎ
りを作るコーナーやかき氷コーナー、新作ポップコー
ンなどもあり、満腹となりました。また、潮来ＬＣお
よび潮来市からたくさんのお土産をいただきました。

9

大変貴重な体験が出来て、参加者は満足しておりまし
た。潮来ＬＣおよび潮来市の皆様、大変暖かくおもて
なし頂きまして有難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ５月１１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

会員増強クルーズ参加報告

さる５月１１日（金）、横浜港「シンフォニー」船上に
て、進藤会長と「３３０－Ａ・会員増強の夕べ」に参加し
てまいりました。
受付後は、表彰される方やクラブ様・新会員は同じ会場
へ集められ、会長とは別行動。一人で不安な自分でしたが、
東京ＬＣの加藤Ｌにお声かけいただき、同クラブ皆様と席
をご一緒させていただきました。
私のおりました会場では、大石ガバナーの元、今期多く
の新会員が生まれたクラブ及びスポンサーの表彰がござ
いました。その後は新会員も登壇させていただき、ライオ
ンの誓いやローアなど、大石ガバナーのお声のもとに全員
でおこないました。
船がゆっくりと進む中、お席が近くなりました他クラブ
の方々ともお話させていただきました。進藤会長とも合流
でき、また様々な諸先輩方にご挨拶させていただきまし
た。中でも大宮グリーンＬＣ櫻井元３３０－Ｃ地区ガバナ
ー・東京神楽坂ＬＣ片岡Ｌと、ご活躍されている女性ライ
オンとお会いできたことは、私にとって大変意味のあるも
のでした。私のような若輩者にも優しくお話をくださり、
ライオンとしても大きな心で、そしてもちろん女性らしさ
も欠くことなく、お二人のような人間に成長したいと感じ
ました。
同時に先輩であるＬ須藤が思い出され、「こんな風にな
れたら」と憧れる方が同じクラブにいるという自身の恵ま
れた環境に有り難さを感じました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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（Ｌ佐々木）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ５月１１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告

さる５月１１日（金）に、原宿南国酒家におきまして来
期副幹事のＬ西山と共に出席して参りましたのでご報告致
します。
今回は当番幹事の東京渋谷中央ＬＣ水野幹事の司会のも
とに始まりました。まず前回の議題「ライオンズはしかイ
ニシアチブ」についてですが、各幹事が自クラブに持ち帰
り、理事会で諮ったところ、正副幹事会の決議に従うなど
して、ほぼ全クラブが辞退することとなったようです。
他には１Ｚ渋谷ＬＣ来期ゾーン・チェアパーソンはＬ青
木に決まったそうです。東京三軒茶屋ＬＣは献血を５月９
日と１１日に実施。東京代官山ＬＣは５月３日に代官山春
花祭においてひまわりの種まきを行ったそうです。東京世
田谷ＬＣは５月８日の東京三軒茶屋ＬＣ合同障害者施設見
学ツアーの報告、５月２０日の茨城県潮来ＬＣ合同食育ア
クティビティー（田植え）の予定を私Ｌ亀川より報告致し
ました。
近況報告が終わり、東京三軒茶屋ＬＣ落合幹事のウィ・
サーブで会食となりました。会食中の話の中で、来期の正
副幹事会は是非、３Ｚも誘って１０Ｒ合同で開催しょうと
いう意見が出て、皆賛同し、６月の今期最終１０Ｒ正副幹
事会で提案される事と思います。私もせっかくの正副幹事
会ですから、１０Ｒ合同で開催することが更なる情報の共
有、または親睦を計る意味でも合同の方が望ましいと思い
ました。
最後に来期の第１回目の担当幹事は東京渋谷ＬＣに決ま
り、東京世田谷ＬＣは２Ｚのゾーン・チェアパーソンのク
ラブという事で来期１年間会計担当ということになりまし
た。
回を重ねるたびに本当に意義のある、充実した正副幹事
会になってきていると思います。今期はもう１回有ります
が、来期の幹事に託し、さらに充実した正副幹事会になっ
てもらえればと思います。
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（Ｌ亀川）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ５月１３日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

３３０複合年次大会参加報告

さる５月１３日、３３０複合の第５８回年次大会が浦和ロ
イヤルパインズホテルで開催され、当クラブからは、亀川幹
事、Ｌ佐々木と会長Ｌ進藤の３名が出席しました。
自分が参加した分科会ではＷＥＢ会議のデモンストレーシ
ョンが行われ、皆がそれぞれ体験するという試みでなかなか
面白いものがありました。式典ではさいたま市長のご挨拶、
埼玉県知事のご講演を頂戴しましたが、両者ともＬＣメンバ
ーというところに少し驚きました。また、ガバナー協議会議
長に３３０－Ａ地区全地区ガバナー河合悦子Ｌが女性として
初めて就任されるとのことです。おめでとうございました。
複合年次大会の場には各クラブから主だったメンバーが集
結していらっしゃいましたので、自分たちの所属する３３０
－Ａ地区１０Ｒの次期ＲＣや他ゾーンのＺＣにもお会いし、
いろいろ打ち合わせもできましたし、有意義でした。
さて、この複合年次大会で忘れられないことが起きました。
当クラブ３名が浦和駅で待ち合わせて会場である浦和ロイヤ
ルパインズホテルに向かって歩いていきますと、ホテルの直
前で３３０－Ｂ地区第二副地区ガバナー川手寅平Ｌから声を
かけられました。川手Ｌは友好クラブ締結と合同例会につい
てぜひ行おうとおっしゃいました。それも３３０－Ａの東京
世田谷ＬＣと３３０－Ｂの山梨アカデミーＬＣと３３０－Ｃ
の川越つばさＬＣという平均年齢の若いクラブで友好クラブ
を締結し、３クラブの合同例会を開催しようという案です。
昨年１２月に山梨アカデミーＬＣのクリスマス例会に亀川幹
事とＬ桂とともに参加したとき、隣に座っていらしたのが川
越つばさＬＣの沼田浩正初代会長たちで親しくさせて頂いた
のがご縁で、１月の川越つばさＬＣ新年例会にも訪問させて
頂きました。そのとき３３０－Ａ・Ｂ・Ｃで合同例会という
案もあるね、などと言っていたものです。川手Ｌは、今期の
理事会で方針を決定し、来期早々に新三役のもとで友好クラ
ブ締結式と合同例会を実施することをご提案頂きましたので
当クラブでも現在検討に入っています。
３３０－Ａの東京世田谷ＬＣと３３０－Ｂの山梨アカデミ
ーＬＣと３３０－Ｃの川越つばさＬＣはどこも若くて活気が
あるクラブという共通点があり（川越つばさＬＣは今期複合
年次大会でアイデア賞を受賞していました）、地区の壁を超え
た友好クラブ締結は非常に面白いと思います。日程は来期の
7 月あたりとなっていますが、週末箱根で行うという案も出
ております。今後、各クラブ内でもそれぞれ検討し、実現に
向けて努力していきたいと思いました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ５月１８日

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

薬物乱用防止教育認定講師更新講座参加報告

（Ｌ畠山）

さる５月１８日（金）憲政記念館にて開催された「薬物乱用
防止教育認定講師養成講座」へ、東京世田谷ＬＣからはＬ桂・
Ｌ小塚・Ｌ吉崎・私Ｌ畠山で更新講座へ参加してきました。
この養成講座により資格を取得したメンバーが地域の小・
中・高校で「薬物乱用防止教室」を実施し、正しい知識を普及
させるのですが、青少年健全育成を図る為の重要な奉仕活動で、
我が東京世田谷ＬＣのメインアクティビティでもあります。
まずは３３０Ａ地区 大石ガバナーによる開講の挨拶にてス
タートしました。そしてはじめにＤＶＤ講座による「ダメ・ゼッタイ」の薬物乱用防止ビデオに
て薬物乱用の恐ろしさを目の当たりにしました。
その後は「医学知識」
・
「行政事情」
・
「薬物犯罪の現状」
・
「薬物乱用防止教育の現状」など専門
講座が有りとても勉強になりました。その専門講座の話の中で密売ルートや販売場所・インター
ネットによる販売方法など etc・・衝撃な話が聞けて勉強になりました。また、最近話題の「合
法ドラック」・「脱法ハーブ」などについての説明など…これまた衝撃を受けてしまいました。
ライオンズクラブ国際協会における薬物乱用防止活動について 東京鶯谷ＬＣ 寺田Ｌの講
座・「小中学校における薬物乱用教室の実践講座」東京八王子陵東ＬＣ 水野Ｌの講座など、と
ても有意義な講座を聞けて良かったです。
自分で学んだ事は子供や人に伝えて薬物乱用防止に役立てればと思いました。

☆ ５月２４日

第５回ゴルフ同好会ゴルフコンペ前会長拝争奪戦報告（Ｌ今尾）

５月２４日よみうりゴルフ倶楽部にて、今期第５回ゴル
フ同好会ゴルフコンペ・前会長杯争奪戦が開催されまし
た。よみうりゴルフ倶楽部は、多摩丘陵の濃緑が眩い名門
コース。適度なアップダウンと４００ヤードを超えるパー
４もいくつかあり、ビギナーからベテランまで各々のレベ
ルで楽しめるオールマイティなコースでした。
雲一つ無い好天に恵まれ、汗ばむほどの陽気の中で繰り
広げられた激戦を見事制したのはＬ小塚貞裕。ＯＵＴ４５・ＩＮ４８・グロス９３と安定したス
コアで、ハンディキャップ無しのグロススコアでもＬ手塚利行（８７）、Ｌ磯辺良男（８９）、Ｌ
小野景彦（８９）に継ぐ４位と好成績でした。（参加１４名）
優勝スピーチでは「今回の前会長杯はＬ桂のご提供。以前、自分が（前会長として）提供した
回にはＬ桂が優勝だったんです。ご縁を感じますね。」と前会長杯トリビアをご披露。全員から
「１４へぇ」を獲得していました（古い？）。Ｌ小塚、おめでとうございました！準優勝はＬ吉
崎英智、３位はＬ亀川賢一、ネットでは各２打の僅差でした。
次回（来期第 1 回）は７月２４日（火）、Ｌ磯辺のメンバーコース「裾野カントリークラブ」
にて開催予定です。皆様ふるってご参加ください！ちなみに私Ｌ今尾は次期もゴルフ同好会幹事
を仰せつかりました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ５月１５日

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

東京鶯谷ＬＣ例会参加報告

（進藤会長）

５月１５日（火）、上野東天紅で開催された東京鶯谷Ｌ
Ｃの例会に訪問しました。東京蔵前ＬＣの周年例会で東京
鶯谷ＬＣの新渡戸会長と席が隣同士になりましたご縁で
例会訪問をお願いしてみたのです。
東京鶯谷ＬＣは結成から４２年目でメンバー数も４８
名という歴史を持ち、規模も大人数を維持しているクラブ
です。また、薬物乱用防止教室の第一人者、寺田Ｌがいら
っしゃいます。
まず驚いてしまいましたのは、例会訪問のゲストとして
寺田Ｌに先導されて会場に入場することになり、恐縮いた
しました。ご挨拶では会員増強について少しお話しさせて
頂き、前期会員増強賞をいただいた東京鶯谷ＬＣと情報を
共有させて頂きました。
何より恐縮しましたのは、「例会訪問のビジターにはい
つもこれをお渡ししています」と例会訪問証明書とクラブ
のバナーとバッジを渡されまして、さらにこの梅をかたど
ったバッジ、なんとパカッと開いてなかからウグイスが出
てくる仕掛けとなっていました！「梅にウグイス」。さす
が東京鶯谷ＬＣと感動致しました！どうも有り難うござ
いました。

☆ ５月１６日

東京ウィルＬＣＣＮ１０記念例会参加報告

５月１６日（水）東京ウィルＬＣのＣＮ１０記念例会で
した。東京ウィルＬＣはキャビネットにも何人も役員を出
している女性だけのクラブです。山谷えり子Ｌ、小池百合
子Ｌという２名の国会議員も所属し、震災に関連してスピ
ーチされていて、淀みのないスピーチに感心してしまいま
した。１０周年記念のメインアクティビティは福島県相馬
市に対する震災支援ということで、 震災孤児等支援金支
給基金を相馬市に１００万円寄付したとのことです。
また、以前クリスマス例会にお伺いした時も全員で歌を
歌うというアトラクションがあったのですが、今回も「歓
びの歌」を全員でドイツ語＆日本語で歌うという素晴らし
いアトラクションがありまして腹の底から大声をだし、大
変気分よく歌うことができました。
楽しい記念例会をありがとうございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ５月１９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑥

仙台青葉ＬＣＣＮ５０記念例会参加報告

（進藤会長）

５月１９日（土）、宮城県仙台駅前のメトロポリタン仙台
で開催された仙台青葉ＬＣのＣＮ５０記念例会に参加して
参りました。東京から参加して驚いたことは、東京（３３
０－Ａ地区）から２７クラブも参加していたことです。
また、皆様のご挨拶を伺って知ったのですが、仙台青葉
ＬＣには結成からＣＮまでの数か月の間になんと４つのク
ラブをエクステンションして、そのほかの南三陸志津川Ｌ
Ｃを含む２クラブを合わせ、７つのクラブで合同チャータ
ーナイトをやったという伝説があるのですね。これらのク
ラブから９名のガバナーと１名の国際理事が排出されたと
伺い、素晴らしいと思いました。
今回は東京の各クラブと合同で震災支援をし、そのクラ
ブに対して国際会長感謝状を出していただけるよう、菊池
元国際理事がご尽力されたとかで、当クラブも国際会長感
謝状を頂けまして大変うれしく思いました。仙台青葉ＬＣ
の皆様、誠に有難うございました。

☆ ５月２４日

大和リバティＬＣ例会参加報告

５月２４日（木）３３０－Ｂ地区大和リバティＬＣに例
会訪問致しました。東京レスキューＬＣ結成式の時に大和
リバティＬＣの小野寺Ｌと鈴木Ｌとお隣になり、例会訪問
の運びとなりました。
大和リバティＬＣの例会会場は小田急線南林間駅そば
の「自前の」クラブ事務局。開会のゴングと閉会のゴング
は持ち回り制であるとか、例会中にメンバーが歌詞カード
をめくるなどの例会運営などが斬新でした。また、全国の
リバティクラブと友好クラブを締結しているとのことで、
とても参考になりました。また、２０１１年度ＩＴ推進・
ホームページ年間優秀賞のアワードを受けられたとのこ
とで、５月３１日の東京ＬＣ６０周年の時にタム国際会長
から表彰されるとのこと、誠に素晴らしいと思いました。
何かスピーチを、と言われておりましたので、急遽パワ
ーポイントを作り、「アクティビティとクラブの活性化」
と題しまして、日本ライオンズメンバーシップセミナーの
パネルディスカッションでお話しさせて頂いた内容をま
とめてお話しさせて頂いて、自分も振り返りができ、とて
も勉強になりました。どうもありがとうございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ５月２５日

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑥

東京平成ＬＣ認証状伝達式参加報告

（進藤会長）

５月２５日（金）、ザ・キャピトル東急ホテルにて開催
された東京平成ＬＣの認証状伝達式にＬ亀川と参加いた
しました。東京平成ＬＣは東京数寄屋橋ＬＣを親クラブと
して結成された若者を中心としたクラブで平均年齢４１
歳なのだそうです。厳かに認証状とクラブ旗が入場し、大
石誠ガバナーが認証状を英語で読み上げるトライをされ、
会場の大喝采を浴びていらっしゃいました。
アトラクションでは若い東京平成ＬＣらしく、フレアバ
ーテニングによるカクテルパフォーマンスが披露され、
次々と飛び交うボトルやたちまち色がつくカクテルにど
よめきが何度も起こっていました。
今後の活躍が楽しみな東京平成ＬＣに大変期待できる
認証状伝達式でした。どうもありがとうございました。

☆ ５月２８日

東京赤坂ＬＣ結成５０周年記念例会参加報告

５月２８日（月）、ホテルオークラで開催された東京赤
坂ＬＣ結成５０周年例会にＬ白石、Ｌ山本とともに参加し
て参りました。４００名以上の方が参加され、３３０－Ａ
地区だけでなく、元国際理事ボードアポインティー山田實
紘Ｌを始め、３３０－Ａ地区近隣から現・全・元・副地区
ガバナーや現・元国際理事の方々が多数お見えで、正直大
変驚きました。５０周年記念事業としては地区ガバナーの
輩出、新クラブエクステンション、港区や被災地への絵本
の贈呈や車両や和船など様々な支援をご紹介されました。
第二部の記念の夕べでは岩手県出身の哲学者・評論家の
山折哲雄先生から「震災・日本人の心」と称して、岩手の
大作家、宮沢賢治の代表作「グスコーブドリの伝記」から
「犠牲なきところに世界の幸せはない」という作品世界が
現在の福島第一原発事故からの復興に「誰かが命を懸け
る」ことが必要なのではないかと話され、心打たれました。
またｃｏｄｅ“Ｍ”が和洋楽器のコラボレーションを演奏
し、感動に包まれました。
会食中、日本全国から来られた来賓客同士が歓談しまし
たが、南三陸志津川ＬＣの小坂会長とも東京でお会いでき
たり、また友好クラブ締結に向けて３３０－Ｂ第二副地区
ガバナー川手寅平Ｌと打ち合わせできて有意義な時間を
過ごすことができました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑧

☆ 新入メンバー自己紹介

（Ｌ田中）

みなさまこんにちは。新入会員の、Ｌ田中文太郎です。
サービス業（飲食業）をはじめて１６年、現在はエイブルＦＣに加盟し、
若葉店（埼玉県鶴ヶ島市）、深谷店、前橋中央店、鴨宮店（神奈川県小
田原市）に営業所を構え、５年ほど前より、不動産関連のお仕事をさせ
て頂いております。
父は生前ロータリアンで、狛江市で活動しており、世田谷には大変縁
がございます。スポンサーのＬ佐々木まどかとは、中学同級生であり、
このクラブを紹介して頂きました。今まで入会のチャンスがなかったの
ですが、以前から興味があり、お話を頂きましたので、これは素晴らしいタイミングだと思い、
入会を即決め致しました。
お呼び頂いた東京シティライオンズクラブ結成４０周年記念式典で、進藤会長をはじめ東京世
田谷ＬＣメンバーとお逢いし、ますます活動しようと、躍動感で満ちております。
日本が今、必要とする同志愛、絆を求め作ってまいります。今後ともよろしくお願いします。

■ 行事予定
５月３１日（木）11：00～５月第２例会（東京ＬＣ結成６０周年例会）

於：パレスホテル

６月 ３日（日）10：00～ビオトープメンテナンス
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）

於：三宿中学校
於：区内障害者施設
於：目黒雅叙園
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、平成ＬＣチャーターナイトの後、進藤会長と川越初雁ＬＣの方と
３人でお酒を飲ませて頂く機会があったのですが、川越初雁の方から『亀
さんみたいに他クラブの方と知り合いの多い幹事はそういないよ！』とお
っしゃって頂きました。まさにこの一年、アクティブな進藤会長にご一緒
させて頂いた結果だと私は思います。大変有難い事だと思っています。
私はライオンズクラブに入会させて頂く前はやはり業界の方との付き
合いしか無く、この一年で多くの方々と知り合う事が出来ました。この一
年で人間としての幅が少しは広がったのではかいかなぁ～？？っと勝手
に思ってる訳ですが、進藤会長含め皆様に本当に感謝！感謝です。
さて、早いもので例会も残すところ３回となりました。皆様ご協力のほ
ど、宜しくお願い申しあげます。
以上幹事Ｌ亀川でした。
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