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極めよう！奉仕の真髄 広げよう L 字の絆！We Serve
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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

いよいよ、今期も終わりに近づいてまいり
ました。悪天候により実施できなかったアク
ティビティもありましたが皆様のご協力を得
て、最終月を無事に迎えられたことを深く感
謝申し上げます。
今期は、世田谷区が宮城県南三陸町に継続
的に職員派遣していることを知り、南三陸町
への支援を行いたいと考えて現地に足しげく
通いました。
「福興市」への参加や南三陸志津
川ＬＣ例会訪問、さらに知的障害者施設「の
ぞみ福祉作業所」への訪問を通して、津波で
なくなってしまった障害者施設の作業を作り
出すために、牛乳パックからの紙漉き作業が
可能となる機械セットを贈呈するというアク
ティビティを構築し、南三陸志津川ＬＣとと
もに合同アクティビティとして行いました。
最初は海のものとも山のものともつかない
南三陸町支援でしたが、現地で被災の実態を
目の当たりにし、お話を伺って、
「継続的に仕
事を作り出す」ということがいかに必要とさ
れているか思い至るとともに「実際に見る」
ことの大切さを改めて実感しました。ここに
至るまでに多くの運命的な出会いがあり、大
勢の方にご理解ご協力
頂いたこと深く感謝申
し上げます。震災復興
はまだこれからであり、
最終例会では１年間の
アクティビティを振り
返り、次年度に向けて
の布石としていきたい
と考えております。

★６月２０日（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のご尽力により、今年も最終例会は
六本木ヒルズクラブにて開催いたします。
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。

★来期より、例会日程が変わります。
第２木曜日と第４水曜日となります
★７月１２日（木）於：目黒雅叙園
第 1 回 理 事 会 １７：３０〜１８：２０
第 1182 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
会長就任式
Ｌ石上の会長就任式となります。皆様ぜひ
お越しください。

★７月２１日（土）於：富士屋ホテル
第 1183 回 例 会 １７：００〜２０：３０
３クラブ友好クラブ締結式（例会振替）
東京世田谷ＬＣ・山梨アカデミーＬＣ・川
越つばさＬＣの３３０－ＡＢＣ３クラブに
よる友好クラブ締結式を箱根の富士屋ホテ
ルにて行います。続いて３３０－Ｂ若獅子
会と合同で祝宴を行います。宿泊も可能で
す。皆様ぜひお越しください。
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第１８回理事会報告
出席者

６月１３日

於：目黒雅叙園

進藤会長、L 阿部、L 福島、L 東村、L 石上、L 小塚、L 中村、L 西山、
L 小野景、L 須藤、L 田中、L 手塚、L 山本、亀川幹事
FC 東京 久保田淳様
（メンバー１４名、ゲスト１名、計１５名）

６月１３日（水）１７時３０分より、第１８回理事会が目
黒雅叙園３Ｆ「ペガサス」にて開催されました。

■

審 議 事 項

■

１． ２０１２年４月収支報告の件について会計Ｌ阿部よ
りご報告を頂き、震災支援事業について、同額の収
入・支出があったとご報告頂きました。
２． ６月３日（日）ビオトープメンテナンスの件について
亀川幹事よりご報告頂き、当日のポンプ代、人件費、
また追加工事についてクラブで負担することとなり
ました。
３． ６月１８日（月）諮問委員会の件について進藤会長よ
りご案内があり、参加者の確認を致しました。
４． ６月２０日（水）最終例会の件につきまして進藤会長
および亀川幹事より、今期中に行われましたアクティ
ビティーを振り返るほか、宮城県南三陸町の女性シン
ガー(miki・baby)の出演などの企画を練っているとご
報告頂いたほか、最終的な人数の確認を致しました。
５． 釜山国際大会について、大会日程のほか、当クラブか
ら４名の参加者と進藤会長よりご報告を頂きました。
６． ７月２１日（土）３クラブ友好クラブ締結式＆合同例会の件につきまして、進藤会長より
臨時理事会の経緯のご報告を頂くとともに、より詳細なご案内を頂きました。
７． クラブバッジ・バナーの件につきまして、Ｌ山本よりご提案を頂き、デザインを決定し、
バッジは３００個、バナーは１００枚発注することとなりました。
８． ここで、ＦＣ東京の久保田淳様がお越しになり、来年の少年サッカー教室の件やクラブサ
ポートメンバーについてご提案頂きました（クラブサポートメンバーについてはクラブ費
にて全員加入することとなりました）。
９． ２０１２－２０１３障害者施設見学ツアーの件につきまして、進藤会長より東京三軒茶屋
ＬＣと来期も合同アクティビティとできる旨ご報告を頂き、１２回の詳細な予定について
ご提案頂き承認されました。
１０． 次年度年間行事予定等について次期会長Ｌ石上よりご説明頂き、今期新入会員にも役
を割り当てること、年間予定では移動例会をＯＳＥＡＬ日程とずらすこととなりました。
また、３月にチャリティーコンサートを行う予定であると抱負を頂きました。来期スロー
ガンは「見よう！聞こう！語ろう！奉仕の心、ウィサーブ」でご承認いただきました。
１１． 次年度予算については次期会計Ｌ須藤より、ＺＣ交際費の増額と、７月の友好クラブ
締結式予算の繰り入れについてご説明頂き、承認されました。
１２． ５０周年記念式典・例会の件について進藤会長より、今後毎回理事会で話題にしていく旨

提案がなされました。
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１３．

第１１８０回例会（手話例会）報告
出席者

６月１３日

於 目黒雅叙園

進藤会長、L 阿部、L 福島、L 東村、L 石上、L 木下、L 小塚、L 中村、L 西山、
L 村井、L 老田、L 小野景、L 須藤、L 田中、L 手塚、L 山本、幹事亀川
メークアップ：L 石田、L 佐々木
東京成城 LC 中村善子 L、333-C 船橋 LC 木全純 L、遠藤康子様
（出席１７名、メークアップ２名、ビジター２名、ゲスト１名、計２２名）

1

第１１８０回６月第１例会は６月１３日（水）１８：３０
から目黒雅叙園「ペガサス」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頂き、全員で国歌君が代とラ
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

お客様のご紹介を亀川幹事より致しました。本日のお客様
は、３３０－Ａキャビネット副幹事・東京成城ＬＣ所属の
中村善子Ｌ、３３３－Ｃ船橋ＬＣ前会長木全純Ｌ、それに
株式会社ＣＺＡＲ styled53 (ザースタイル) 取締役社長
遠藤康子様のお三方でした。皆様お忙しい中お越し頂きま
して、誠に有難うございました。

3

会長挨拶を進藤会長より頂きました。進藤会長は本例会
が目黒雅叙園で行われる今期最後の例会であることに触
れ、今期は多数のお客様にお越しいただいたことに感謝さ
れました。そのうえで、本日お越しのお客様それぞれにつ
いてより詳しくご紹介されました。東京成城ＬＣ中村善子
Ｌは以前より障害者福祉にご関心が高く、本日も中村Ｌか
ら本来講師としてご紹介頂けるご予定だった方が急遽い
らっしゃれなくなり、ピンチヒッターで手話についてご講
演頂くことになったこと、船橋ＬＣ木全純Ｌは進藤会長が
船橋ＬＣに例会訪問したご縁でお越しいただけたこと、ま
た、遠藤康子様に至っては遠く和歌山の南部（みなべ）Ｌ
Ｃの磯嵜秀喜Ｌから中野区在住の後輩としてフェイスブ
ックを通じてご紹介されたこと、このように三者三様のご
縁でお越しいただけたことに深く感謝申し上げ、ご挨拶と
されました。

4

お客様からご挨拶を頂戴しました。３３３－Ｃ船橋ＬＣ木
全純Ｌは昨年４月に開催された船橋ＬＣＣＮ５０周年記
念例会に東京浅草ＬＣ菱岡敏光Ｌからのご紹介で進藤会
長が参加されたこと、その返礼として例会訪問しようとか
ねがね希望していたこと、ご自身がコンピュータ関連の仕
事をされていて異業種間交流の地区を超えたつながりに
も期待されていることなどをご紹介され、ご挨拶とされま
した。株式会社ＣＺＡＲstyle53 の遠藤康子様は、中野に
て洋服の設計をされていること、また、レスキューをする

3

犬の団体に関わっておられて、３月１１日震災の日にも出
動されたこと、老人ホームに慰問する犬を育てていて、毎
月３回老人ホームを訪れていらっしゃること、今年は東京
近郊および福島の子供たちを河口湖に呼び、３５頭の犬で
支援を行ったことなど紹介されてご挨拶とされました。
5

ここで東京成城ＬＣ中村善子Ｌから手話について講演を
頂戴しました。中村Ｌはまず、聴覚障害が外から見えにく
い障害のために理解が広まらないことに触れ、若手中心の
クラブで手話を広めていきたいと希望を話されました。

6

そして、手話にも２種類あり、生まれた時から聞こえない
方には「日本手話」、途中から聞こえなくなった中途障害
の方には「日本語的手話」が使われているとご説明されま
した。私たちの多くが使用しているのは「日本語的手話」
だそうで、日本では「アイウエオ」、海外では「ＡＢＣ」
と違いがあるものの、山とか川とか指とか谷とかなどの形
や意味のあるものについては海外でも通じると強調され
ました。

7

特に本例会では会場のメンバーに手話を３つだけでいい
ので覚えてほしいということで、
「おはよう」
「こんにちは」
「こんばんは」の３つをご指導いただきました。「おはよ
う」については「顔の右にある枕（グー）をおろしておは
よう、「こんにちは」については顔を時計に見立てて指で
１２時の形を作り（チョキ）こんにちは、「こんばんは」
は手で目の前を暗くして（パー）こんばんは、というよう
に「グー・チョキ・パー」を活用すると覚えやすいとわか
りやすくご指導いただきました。

8

また、通常の手話教室で自己紹介から覚えさせられても難
解だが、歌とともに覚えると覚えやすい、とご自身の実体
験をもとに提案され、したがって手話ダンスが有効な手段
であると、大変説得力のあるお話をされました。

9

そのほか、手話には現時点で国家資格がないことのご紹介
や、簡単な手話として「愛する」
「父親」
「母親」などをお
教えいただき、それに伴って会場のメンバーも各々が席で
真似を致しておりました。最後に今期キャビネット副幹事
として１０Ｒがまとまりがよかったとご紹介頂いてスピ
ーチを締めくくられました。

10 質疑応答では、まず進藤会長から「なぜ手話ダンスは知的
障害者にも有効なのか」と質問頂き、中村Ｌはダウン症の
子供たちの寿命の短さに触れ、手話ダンスの形で客の前で
踊り、拍手を受けて気分高揚することが前頭葉の刺激にな
り、医師からも勧められていると回答されました。次にＬ
西山から、手を動かすのは認知症の防止策にもなることや、

4

ダウン症の書家のご紹介もされ、手話を広げるのを推進し
つつご自身も勉強されたいと意見を表明されました。最後
にＬ須藤が、手話で「ありがとうございました」と謝意を
示し、実際に街で聴覚障害者に何かお手伝いできることは
ないかとご質問頂きました。中村Ｌは、「手伝いたい」の
手話は親指を出して押してあげるサインで、逆に手伝って
ほしい時は親指を引くとご紹介の上、「紙に書いて」とす
る案もあるとご提案頂きました。中村Ｌ、貴重なスピーチ
をありがとうございました。
11 ウィサーブのご発声は、Ｌ西山にお願いいたしました。Ｌ
西山は最初に手話を教わったのは２７～８歳の頃、まだ学
校教師だった頃の生徒で、口話のできる聴覚障害者で、手
話を勉強するクラブもできたこと、Ｌ西山は手話コーラス
を勉強したこと、今でも自分の名前だけは覚えていたこと
をお話しされました。手話を自宅で覚えるだけでも役立つ
上、それも奉仕と思って再度勉強しようと思ったと強調さ
れて、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。
12 会食中に進藤会長よりＦＣ東京サポーターズクラブにつ
いて告知を頂き、Ｌ福島のご意見から、クラブ費にて全員
が加入することとなりました。
13 また会食中に幹事報告として亀川幹事より、本日の第１８
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。
14 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
下にお願いいたしました。Ｌ木下は目黒雅叙園で行う最後
の例会ということもあり、会場の数名から今期の感想とし
てお言葉を頂きたいとマイクを回しました。Ｌ福島はご自
身としてはフェイスブックに写真を載せたこと、そしてテ
ールツイスターが作る映像が素晴らしかったと称賛され
ました。進藤会長は今期とても楽しかったと短く感想を述
べられ、Ｌ小野景彦もテールツイスターの映像を見て毎回
感激していたと感想を述べられました。
15 ドネーションの発表もＬ木下が行いました。本日のファイ
ン１７００円、ドネーション２５３００円、計２７０００
円でございました。皆様有難うございました。
16 出席率の発表は出席委員長Ｌ白石がご欠席のため、今回は
Ｌ須藤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１７名、メークアップ２名、ビジター
２名、ゲスト１名で出席率は５２．８％でした。
17 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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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月１５日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

東京レスキューＬＣ認証状伝達式参加報告

６月１５日（金）上野精養軒にて東京レスキューＬＣの
認証状伝達式に亀川幹事とともに参加して参りました。東
京レスキューＬＣは、東日本大震災での被災地支援活動の
中からいずれは全日本的にレスキューＬＣを作っていこう
ということでできてきたクラブで、全国各地の元ガバナー
たちが多数顧問をしていらっしゃいます。
認証状伝達式では江戸消防団の方々の先導で認証状が入
場、大石ガバナーから高橋長生会長に手渡されました。メ
ンバーは若手中心３３名で、さらにサポート隊として多く
の方々が「早くメンバーになりたい」と待っているのだそ
うです。
そして記念講演としては普段テレビで辛口コメントをな
さっている荻原博子先生が、「経済の観点から見る震災支
援・復興と地域経済人としての責務」というテーマで、震
災直後に被災地で高橋会長と遭遇したこと、行政がなかな
か動かない中、ライオンズが素晴らしい活動をしていて今
後も期待していることなどお話しいただきました。
閉会の言葉で高橋会長が、現在ライオンズクラブ国際協
会でもこのようなスペシャルインタレスト・クラブが求め
られていること、震災復興はまだまだ進んでいないけれど
も、今後東京含め大震災などの天災がいつ起きてもおかし
くないことからこのクラブを結成したこと、記念アクティ
ビティは「どこそこに金一封」などということはせずに認
証状伝達式のパンフレットで活動紹介するにとどめ、余計
なお金は使わないこと、そのうえで、
「明るく楽しく元気よ
く」
「ライオンズ活動よりも仕事や家庭を重視」とクラブメ
ンバーに課した２つの原則を述べられ、多数いらっしゃる
サポート隊から２年以内に新しいクラブをエクステンショ
ンしていくと宣言されました。
祝宴ではレスキューＬＣの皆さんはお揃いの青い法被を
着て登場、江戸消防お祝い歌（木遣り）を江戸消防団の皆
様が歌ったのですが、その前列に亀川幹事の取引先の方が
２名いらっしゃったとのことで驚きました。全国各地から
お集まり頂いた多くの方にご挨拶申し上げ、震災復興・災
害対策のためのレスキュークラブが全国あちこちにできる
ことを祈りつつ会場を後に致しました。東京レスキューＬ
Ｃの今後のご発展を切にお祈り申し上げます。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月１８日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

３３０－Ａ地区１０Ｒ合同第４回ガバナー諮問委員会報告（Ｌ亀川）

６月１８日（月）原宿 南国酒家 迎賓館にて、１０Ｒ合
同第４回地区ガバナー諮問委員会が開催され、東京世田谷
ＬＣからは、進藤会長、次期幹事予定者Ｌ畠山、ＩＴ委員
会委員Ｌ木下と幹事Ｌ亀川の４名で参加いたしました。
まず、はじめに１ＺＺＣ松浦辰吉Ｌの司会にてガバナー
諮問委員会が開催され、元地区ガバナー中野了Ｌのご挨拶
ののちに、２ＺＺＣ相野谷信之Ｌが６月１１日に開催され
たキャビネット会議のご報告をされました。そののち、各
クラブ会長からごく簡単に今期のクラブ報告が行われま
した。とくに会員増強について言及するクラブが多く、
「久
しぶりに新入会員が入った」「７月に３名入会予定」など
の言葉のたびに拍手が湧いていました。質疑応答では、
「諮
問委員会で各クラブ報告だけでなく、クラブからの意見の
吸い上げを行うべきでは？」などの質問が出て、この件に
つきましては次期ＺＣたちに託されました。
続いて部屋を変えて懇親会が行われました。３ＺＺＣ
野々晴久Ｌの司会で、まず最初に次期ＲＣ予定者中江勁Ｌ
（東京代々木ＬＣ）、１ＺＺＣ予定者青木秀壽Ｌ（東京渋
谷ＬＣ）、２ＺＺＣ予定者Ｌ進藤義夫（東京世田谷ＬＣ）、
３ＺＺＣ予定者中村善子Ｌ（東京成城ＬＣ）が紹介され、
来期に向けてのご挨拶がなされました。その後、ＧＭＴコ
ーディネーター日下勲Ｌの「中野式ウィサーブ」により会
食が開始されました。会食中、次期クラブ会長・幹事予定
者のご紹介とご挨拶があり、当クラブからも次期幹事予定
者Ｌ畠山が次期の抱負を述べられました。その後は、３Ｚ
ＺＣ野々Ｌのご指名により、会場の多くのキャビネット役
員や今期幹事などほとんどの方がステージでご挨拶する
事態になり、周年行事のお礼や告知、委員会開催の事業へ
の参加の感謝などに加え、ライオンズはかくあるべきなど
のご発言なども頂戴したりして、大変和やかで笑いの絶え
ない諮問委員会懇親会となりました。
来期につきましては、ＲＣ予定者中江勁Ｌより、１０Ｒ
ガバナー公式訪問が９月２３日（水）シェラトン都ホテル
東京にて開催予定であること、また７月２３日に予定され
ている第１回キャビネット会議を受けての第１回地区ガ
バナー諮問委員会が７月３０日に原宿南国酒家にて開催
予定であるとの告知を頂きました。
自分にとっては今期最後のガバナー諮問委員会でした
が、正副幹事会と合わせ、同じリジョンの他クラブとの方
との貴重な交流の場でした。誠に有り難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

☆ 次期ゾーン・チェアパーソン予定者会議参加報告

（進藤会長）

６月１３日（水）１３時から、ＡＰ西新宿にて開催され
た、ゾーン・チェアパーソン予定者会議に参加して参りま
した。３３０－Ａ各ゾーンから３４名のゾーン・チェアパ
ーソン予定者が召喚され、次期キャビネット予定者ととも
に集合致しました。阿久津隆文ガバナーエレクトから次期
の運営方針や決定事項・諮問事項についてご説明頂き、ゾ
ーン・チェアパーソン必携の対札差について東京鶯谷ＬＣ
藁谷和家Ｌからご紹介頂きました。そのほか、ＩＴ化・広
報化の促進についても事務局長予定者梶原正和Ｌ、東京神
楽坂ＬＣ荻野桂一Ｌ、東京三鷹ＬＣ向井忠義Ｌよりご説明頂きました。
会議中は緊張して座っておりましたが、帰宅後「ゾーン・チェアパーソン必携」を紐解き、諮
問委員会の開催だけでなく、クラブとキャビネットの橋渡し、会員増強や指導力育成などゾー
ン・チェアパーソンの責務に身の引き締まる思いを感じるとともに、ライオンズクラブの中でも
さらなる成長の機会を頂きましたことに感謝いたしました。来期一年間頑張りますので皆様どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

■ 行事予定
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
６月２３日（土）～２６日（火）
釜山国際大会
於：韓国 釜山
＜以下は次期の現時点での予定＞
７月１２日（木）18：30～７月第１例会（会長就任式）
於：目黒雅叙園
７月２１日（土）17：00～７月第２例会（友好クラブ締結式・合同例会）於：箱根 富士屋ホテル

■ 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。
早いもので、アクティビティも全て終了し、例会も残すところ最終例会
のみとなりました。最初の頃は慣れない司会で緊張のあまりよく胃が痛く
なったりしたものでした。それもあと一回で終わるとなると、ホッとする
反面、淋しい気持ちも有ります。
メンバーの皆様、最終例会を皆で盛り上げて行きましょう！
宜しくお願い致します。
以上幹事Ｌ亀川でした。
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