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会長挨拶

★６月２０日の最終例会を持ちまして、
今期の例会・アクティビティ、すべ
て終了致しました。多くの皆様にご
協力いただいて無事に運営すること
ができました。誠にありがとうござ
いました。

期待と緊張に包まれて始まった２０１１－
２０１２期でしたが、時の経つのはあっとい
う間で、ついに今期最終号となりました。
「役が人を作る」と申しますが、青年会議
所時代から約１０年間、何らかの幹事的役割
を務めていた自分にとって、
「会長」は新しい
挑戦でございました。５０周年も近い、歴史
と伝統のある当クラブにふさわしいリーダー
とならねばと、期の最初は肩に力が入り、お
叱りを頂戴したこともございました。しかし
途中から、重要なことは自分を含めてクラブ
の各々のメンバーが楽しく奉仕ができ、そし
て楽しく例会に参加できることだという原点
に立ち返ることができました。メンバーの皆
様を信じ、様々な役をお任せすることで、か
えって多くのご協力を得てクラブの運営がう
まくいくということを肌で感じた一年でした。
一年間会長を務めさせて頂き、メンバーが
フェイスブック等で積極的に情報発信したり、
国際大会で新入会員が生き生きと他地域・他
国のメンバーと交流しているのを見て、当ク
ラブの良さを改めて実感し、東京世田谷ＬＣ
に所属していることを誇りに思いました。次
期石上会長にバトンを渡
し、来るべき５０周年に
向けて準備を進めるとと
もに、ライオンズの楽し
さを東京そして全国に発
信していきたいと考えて
おります。一年間のご協
力、深く感謝申し上げま
す。有難うございました。

★６月２３日－２６日の国際大会に当
クラブから進藤会長以下４名が参加
し、２名が代議員投票しました。
◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★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１１８１回例会（最終例会）報告
出席者

６月２０日

於 六本木ヒルズクラブ

進藤会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 東村、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、
L 小塚、L 宮崎大、L 宮崎宏、L 村井、L 西山、L 越智、L 老田、L 小野一、
L 佐々木、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事亀川、
332-C 地区南三陸志津川 LC 会長小坂克己 L、幹事佐藤信一 L、
東京数寄屋橋 LC 戸部研一 L、東京ワンハンドレッド LC 阿部かな子 L、
進藤会長ご家族２名、高橋佳孝様（L 畠山同伴）、L 磯辺奥様、L 桂奥様、
亀川幹事ご家族４名、L 小塚ご家族２名、L 宮崎宏ご親族１名、L 西山奥様、
坂居理保子様（L 老田同伴）、皆藤朗様・栄美様（L 佐々木同伴）、
菅沼一雄様・亜希様・岩瀬潔様・上田智広様・浅見小由美様（L 田中同伴）、
L 吉崎奥様
（出席２５名、ビジター４名、ゲスト２２名、計５１名）
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第１１８１回６月第２例会は６月２０日（水）１８：３０
から六本木ヒルズ５１Ｆの六本木ヒルズクラブにて開催
されました。今年もＬ老田のご尽力により、この素晴らし
い部屋をお借りすることができました。前日は台風が日本
に上陸するという悪天候でしたが、最終例会開催時には天
気も晴れ、素晴らしい眺望を満喫することができました。
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亀川幹事の司会により開会致しました。まず、お客様のご
紹介を亀川幹事より致しました。南三陸志津川ＬＣ会長小
坂克己Ｌ、同幹事佐藤信一Ｌ、キャビネット副幹事戸部研
一Ｌ（東京数寄屋橋ＬＣ）、緊急対策委員会委員阿部かな
子Ｌ（東京ワンハンドレッドＬＣ）の４名のビジターのほ
か多くのご家族ご友人のご同伴を頂き、プログラム紙面に
ておご紹介させて頂きました。皆様お忙しい中、ご来場い
ただ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。進藤会長は今年一
年を振り返って皆様にご協力いただいた御礼と、今期の最
終例会は、世田谷区が宮城県南三陸町に職員派遣していた
ことから一年間継続した南三陸町への支援を振り返るこ
とをテーマとして振り返りを行う形となっていると話さ
れて、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。３３２－Ｃ南三陸志津
川ＬＣ会長小坂克己Ｌは昨年３月１１日の東日本大震
災・津波被害の甚大さと心折れそうになる時に全国各地か
らの温かい励ましと支援を頂いて少しずつ復興を始めて
いることを話されてご挨拶とされました。また写真家でも
ある幹事佐藤信一Ｌは、津波の被害がよくわかる写真をお
土産としてご持参されたとご挨拶を頂きました。お二人に
は当クラブより、世田谷区の障害者施設『パイ焼き窯』の
焼き菓子セットを手書きの袋に入れてお渡ししました。
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5

ここでＬ藤原にウィサーブのご発声を頂きました。Ｌ藤原
は「ウィサーブにもいろいろあります。私は歌を歌います」
とおっしゃって、歌劇『カルメン』から『闘牛士の歌（諸
君らの乾杯を喜んで受けよう）』を朗々と歌い上げて、や
んやの喝采を浴び、高らかにウィサーブのご発声を頂きま
した。感動的なウィサーブのご発声を有難うございました。

6

ウィサーブと同時に会場の窓のブラインドが開けられ、六
本木ヒルズ森タワー５１階からの素晴らしい眺望が広が
りました。時刻はおりしも夕焼け時で、台風一過の美しく
赤く映える東京の空を見渡すことができました。
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しばらく会食をお楽しみいただきました。六本木ヒルズク
ラブのお食事は「美味しい」と非常に好評でした。お子様
向けのメニューもよく考えられていて、皆様にご満足頂き
ました。
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アトラクションとして、南三陸町出身のシンガー、Ｍｉｋ
ｉＢａｂｙ（ボーカル）
・Ｋｏｕｊｉ Ｓｈｉｋａｎｏ（ギ
ター）・Ｏｕｓｍａｎｅ（パーカッション）のお３方によ
るからアコースティックライブ演奏を頂きました。Ｍｉｋ
ｉＢａｂｙは畠山副幹事、亀川幹事と東京にてお知り合い
で、さらになんと南三陸志津川ＬＣ小坂会長とは遠いご親
戚、佐藤幹事とは同級生でいらっしゃるという不思議なご
縁で、これがもとで南三陸町で１０月に開催されたチャリ
ティーコンサートに当クラブから複数のメンバーが参加
したという（そして南三陸町へのアクティビティが次第に
決まって行った）お話をご挨拶で頂戴いたしました。
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５曲ほどご披露いただいたうえ、アンコール曲もお願いい
たしました。ＭｉｋｉＢａｂｙの高く通る声と素晴らしい
アンサンブルに会場は聞き惚れました。製作されたアルバ
ムや新曲「志津川」のＣＤのご紹介もあり、会場で多数販
売されました。新曲「志津川」については現地でご披露さ
れると予告されました。また来期の福興市にて演奏をお聞
きできればと思います。ＭｉｋｉＢａｂｙほか皆様、誠に
有難うございました。

10 続いて進藤会長から、南三陸町への１２回の行動がスライ
ドショーにてご紹介されました。①７月の福興市、②９月
の「のぞみ福祉作業所」訪問と③福興市、④１０月の南三
陸志津川ＬＣ例会訪問と⑤月末のチャリティーコンサー
ト及び福興市参加とご紹介が続きました。さらに、⑥１１
月の「のぞみ福祉作業所」訪問にて作業が無くなってしま
った作業所に対して作業を作り出すための自主製品製作
機械セットの贈呈という企画にたどり着き、⑦１２月に
「のぞみ福祉作業所」への紙漉き機械セット贈呈というプ
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レゼン、⑧１月の南三陸志津川ＬＣ例会での合同アクティ
ビティ案の上程とＬＣＩＦ申請の提案、⑨同月の福興市で
進展具合を確認、そしていよいよ⑩３月の合同アクティビ
ティ実施としてのバス旅行。ここでは世田谷のアルコール
依存症施設「すとぉりぃ」との交流も行われ、贈呈式と紙
漉きの実践が行われました。以後、⑪同月の「のぞみ福祉
作業所」仮設作業所開設記念パーティーへの参加と⑫４月
の南三陸志津川ＬＣＣＮ５０記念例会と、膨大な写真を使
ってずいぶん時間を取りましたが、運命的な出会いに導か
れるように南三陸町への支援が行われていく過程を、皆様
十二分に追体験できたのではないかと思います。
11 ここで、ビジターでお越しの阿部Ｌと戸部Ｌ、さらにご家
族ご同伴者のいらっしゃるメンバーの皆様にそれぞれご
紹介をお願いいたしました。感謝の気持ちを表すため、震
災支援アクティビティを兼ね、南三陸町の「のぞみ福祉作
業所」の紙漉きはがきセット、同町志津川の笹かまぼこや
同町歌津のワカメ、さらにはバナナ焼きや福興Ｔシャツ・
オクトパス君などがそれぞれに贈呈されました。
12 Ｌ佐々木とＬ田中からは２人の中学の同級生を中心にた
くさんの同伴者がご紹介され、うち何名かは入会可能性が
高いということで、来期７月に開催される箱根の友好クラ
ブ締結式＆合同例会での入会式も示唆されました。
13 ライオンズローアを、Ｌ福島、Ｌ藤原、Ｌ磯辺、Ｌ小塚、
Ｌ鈴木の５人の元会長の皆様にお願いいたしました。Ｌ福
島のＬ藤原のユーモラスな掛け合いに思わず笑顔がこぼ
れたところで、勇壮にライオンズローアの掛け声を頂きま
した。有難うございました。
14 出席率の発表は出席委員長Ｌ白石がご欠席のため、副委員
長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２５名、ビジター４名、ゲスト２
２名、計５１名で出席率は６９．４％でした。
15 閉会のご挨拶を次期会長予定者Ｌ石上と次期幹事予定者
Ｌ畠山にお願いいたしました。Ｌ石上とＬ畠山は来場者へ
の御礼を述べるとともに来期への抱負を語り、ご挨拶とさ
れました。こののち、希望者は上層階の展望台に上り、さ
らなる眺望を楽しみました。
16 また、希望者は六本木にて二次会を開催、南三陸志津川Ｌ
Ｃの小坂会長・佐藤幹事始め、戸部Ｌ・阿部Ｌほか岩瀬潔
様など新入会員候補も残って長く歓談いたしました。これ
にて今期の当クラブ例会はすべて終了致しました。皆様の
ご協力を頂き、つつがなく運営できましたこと、心より感
謝申し上げます。有難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆ ６月２３日～２６日

釜山報告

①
その１

（Ｌ佐々木・Ｌ田中）

６月２３日から４日間開催されました 釜山での国際大会
に、当クラブからは、進藤会長・亀川幹事の２名の代議員（代
議員投票して参りました）に加え、２月入会のＬ佐々木と５月
入会のＬ田中のフレッシュなコンビあわせて４名が参加して
まいりました。詳細なご報告は次期のクラブニュースにも掲載
するとして、まずはフレッシュな２名のご感想をお届けしたい
と思います。
【Ｌ佐々木から】初日から日本の他クラブの方々とお会い
し、それだけでも感動の連続でしたが、特に最終日の国際役員
レセプションが印象に残っております。英語の苦手な自分です
が、なんとか皆様にご挨拶をとトライしました。恐れ多くも後
藤元国際理事の通訳で、Gudrun Bjort Yngvadottir 国際理事
とお話させて頂いたり、皆様にお写真をご一緒いただくなど、
途轍もない図々しい時間を過ごしました。このレセプションで
は、今回出会った皆さんが、更に海外の方々を紹介して下さり、
優しさに改めて感動致しました。
また、行き帰りの飛行機では、往路で栃木の方々と、そして
復路ではアメリカのご夫婦との出会いがありました。お食事に
お連れ下さったり、クラブジャンパーを頂いたりしたうえに、
いろいろなお話を伺うことができました。ライオンズメンバー
だったからこその大特典をたくさん経験いたしました。そして
ライオンズの、メンバーは平等という精神が本物であると肌で
感じました。帰国し、未だ興奮覚めやらぬという状態ですが、
今回の経験をどう生かしていけるか、これからが自身の努力な
のかと考えます。
余談ですが、一人で地下鉄移動中に路線を間違えたり、終点
を過ぎて暗い車庫で閉じ込められ、地下鉄職員さんに「大丈夫。
３分で駅に戻るから座っていて」と、優しく声を掛けて頂いた
りと、貴重（？）な体験もできました･･･。
最後になりましたが、私のような若輩者を快く送り出して下
さった東京世田谷ＬＣの皆様、滞在中ご同行下さった東京三軒
茶屋ＬＣ北見会長と藤村貞夫Ｌ、それに進藤会長、亀川幹事、
Ｌ田中、釜山でお世話になりました方々へ 心より御礼申し上
げます。有難うございました。
【Ｌ田中から】入会直後の世界大会はチャンスが満ち溢れる
とても良い時間でした。フェイスブックでの「お友達」とのリ
アルな出逢いや、セミナーでいきなり発言することになる等、ライオンズマンとしての勉強だけ
ではなく、人と人との出逢いで人格形成の修行にもなりました。もちろん、イベントも充実して
いました。まだ参加されていない方、本当に楽しかったです！これはもう是非ハンブルクにご一
緒致しましょう！
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月２８日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京葵ＬＣ例会参加報告

（進藤会長）

６月２８日（木）、九段下のホテルグランドパレスにて開
催された、東京葵ＬＣの今期最終例会に例会訪問して参り
ました。東京葵ＬＣは千鳥ヶ淵での戦没者慰霊祭を例年
大々的に執り行っていらっしゃいます。私は前期も慰霊祭
に参加しようと考えておりましたが、東日本大震災の影響
で東京葵ＬＣのみの小規模で開催されて参加できずにおり
ました。今期は縁ありまして、東京葵ＬＣ幹事吉崎光男Ｌ
が所属するコーラスグループ「たんぽぽ」にて歌う形で参
加させて頂きました。その時の感動から今期の例会訪問の
締めくくりは歴史と伝統あふれるこの東京葵ＬＣにと考え
ておりまして実現した次第でございます。
私以外にも東京ワンハンドレッドＬＣから長井隆充Ｌと
小池一道Ｌがゲストとしてお越しになっていらっしゃいま
した。当日は最終家族例会ということでご婦人方も多数お
見えになり、会長古川静夫Ｌのゴングにて厳かに会は始ま
りました。会長古川静夫Ｌはじめ役員の皆様の、クラブメ
ンバー皆様への感謝にあふれた会合で、国際大会含めた一
年のクラブ運営のスライド上映や、国際大会の感想、また、
還暦をお迎えになりました次期会長緒方孝則Ｌの表彰や国
際協会からのモナーク・シェブロン賞の授与などもありま
した。新入会員福井清太Ｌの入会式もあり、メンバー数は
５１名となったとのこと。会員増強にも相当お力を入れて
いらっしゃるようで、今期新しく入られた３名のメンバー
とまた２名のチャーターメンバーに対するプレゼントなど
もございました。特にテールツイスターの高尾省吾Ｌの「ラ
イオンズの誓い」の暗唱には身の引き締まる思いが致しま
した。
今期はこれで最後の例会訪問でした。今期は会長ながら
毎月２回の他クラブ例会訪問を自らに課しておりました
が、途中からペースが上がりまして、他クラブアクティビ
ティ参加を含めずに例会訪問だけで５０回以上となりまし
た（あとで正確に数え直したところ５１回の他クラブ例会
訪問を行っておりました）。例会運営においては、国旗・国
歌の取り扱いや「また会う日まで」などの歌の歌い方など
それぞれに特徴があり、大変勉強になりました。３３０－
Ａ地区以外のクラブにも例会訪問させて頂いて多くの知己
を得ることもでき、今後のライオンズライフへのまたとな
い財産となったかと思います。今期お世話になりました皆
様、深く深く感謝申し上げます。有難うございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆ ルーマニア・クラブ会長

③

来日懇談報告

釜山の国際大会の国際役員レセプションにて、多
くの方とご挨拶させて頂きましたが、その中で知り
合った、ルーマニアのダイアモンドＬＣのダニエ
ラ・ホルツハイマー会長が、翌日から来日され、東
京で日本ライオンズメンバーにお会いしたいとお
っしゃるので、「では東京でお会いしましょう」と
約束いたしました。
６月２８日にお電話申し上げ、夜９時に汐留のパ
ークホテル東京のロビーにてお会いすることとな
りました。ルーマニアからはダニエラ・ホルツハイ
マー会長や１２４地区のキャビネット幹事である
デイビッド・イストヴァンＬ含め４名の方がお越し
になり、浅草寺や皇居、明治神宮や秋葉原を満喫さ
れたとのことでした。日本のことにも大層お詳しく、
翌日は鎌倉へ、そしてその後箱根から京都へ旅行さ
れるとのことでした。双方が持ち合わせていたノー
トＰＣをもとに、クラブ例会やアクティビティの様
子、資金獲得をどのように行っているか、さらには
参加したシアトルと釜山の国際大会でのパレード
の様子など（私は拙い英語ではございますが）語り
合い、笑い、大いに懇親を深めました。
ダイアモンドＬＣは結成３年目の女性だけの若
いクラブだそうで、ダニエラ・ホルツハイマー会長
は来期ＺＣということです。「私も今期はクラブ会
長で来期はＺＣです」などと非常に盛り上がりまし
た。こちらからは世田谷区内の障害者施設の焼き菓
子を人数分お土産にさし上げたところ、ルーマニア
国旗とルーマニア色のかつらを頂きました。
翌年のハンブルグの国際大会は参加するかと尋
ねられまして、参加すると思うと申し上げたところ、
そのあと是非ルーマニアに立ち寄りなさいと強く
勧められました。先日３３３－Ｃ地区野田ＬＣの高
木次雄Ｌ中心に市川ＬＣがエクステンションした
セルビアを経由してルーマニアに寄らせて頂くと
お約束申し上げました。ライオンズクラブ国際協会
の国際たる所以を肌で実感し、またこの国際大会が
もたらした国際的交流を心から感謝いたしました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

☆ 東京ＬＣ結成５０周年記念式典での写真をお送り頂きました
クラブニュース２２号にて、東京ＬＣ結成６
０周年記念例会で当クラブの新人メンバーたち
がウィンクン・タム国際会長と写真を撮ったと
いう話を記載申し上げたところ、釜山の国際大
会にて東京ＬＣ前会長追原篤男Ｌが「その写真
を保管しています」とお教えくださり、帰国後
に送って下さいました！大変有難うございまし
た。ここで改めてご紹介したいと思います。
「タ
ム国際会長とご挨拶したい」と積極的に行動し
た今期入会のＬ佐々木とＬ田中と、お連れ申し
上げた進藤会長とＬ須藤です。どうぞご覧くだ
さいませ。写真をお送りいただいた追原Ｌに改
めて感謝申し上げます。

Ｌ須藤

（進藤会長）

タム国際会長
進藤会長

Ｌ佐々木
Ｌ田中

■ 行事予定
７月１０日（火）13：00～障害者施設見学ツアー

於・区内障害者施設

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。
さる６月２２日から２７日まで、進藤会長、私Ｌ亀川、Ｌ佐々木、Ｌ田
中と共に釜山国際大会に参加して参りました。東京三軒茶屋ＬＣの北見会
長と藤村Ｌもご一緒に参加され、最後まで観光はナシ、買い物の時間も２
時間くらいとかなりハードなスケジュールでした。登録後にゴルフをされ
る方、観光をされる方など様々でしたが、私どもも、セミナー、レセプシ
ョン、晩餐会に参加することで、さらに他クラブの方々ともお知り合いに
なる事ができ、親睦を深め、非常に充実した国際大会になりました事をご
報告申し上げます。皆様大変お疲れ様でした。

そして幹事としてのニュースの記事はこれで最後となりますが、メンバーの皆様、この１年間本
当に有り難うございました。幹事就任当初は不安でいっぱいでしたが、入会３年目の私に幹事とい
う大変貴重な経験を与えてくださいました進藤会長、ならびに先輩ライオンには本当に感謝、感謝、
感謝の気持ちでいっぱいです。今後の私の人生におきましてきっとこの経験が生かされるものと思
っております。有り難うございました。
さて、７月から石上新会長のもと、東京世田谷ＬＣ４９期が始まります。私も１クラブメンバー
として新体制を応援していきたいと思いますのでメンバーの皆様も是非、応援のほどを宜しくお願
い申し上げます。
以上、今期最後の幹事の一言でした。
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