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今年度スローガン
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会長挨拶

当クラブでは、長年に亘り、地域貢献を目
石上新会長の会長就任式が執り行われ、
標に奉仕活動を行って参りました。特に近年
新体制の一年が始まりました。

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★７月２１日（土）於：湯本富士屋ホテル
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）
湯本富士屋ホテル TEL 0460-85-6111
神奈川県足柄下郡箱根町湯本 256-1
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湯本富士屋
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。

★８月９日（木）
第 1184 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
納涼家族例会

では、理解ある先輩メンバーに加え、多数の
若手メンバーが入会され、全国各地に多数あ
るライオンズクラブの中でも希少な「年齢層
の幅広いクラブ」として、より一層、精力的
に活動しております。今期も継続的なアクテ
ィビティとして、駒沢競技場にて開催する「少
年サッカー教室」や池尻小学校に於ける「薬
物乱用防止教室」・「ビオトープ」・「こどもマ
ラソン大会」等の青少年育成事業および三軒
茶屋ＬＣさんとの共催による障害者支援事業
を充実させ、更には小さな子供達も楽しめる
チャリティコンサート等も企画しております
ので、このようなアクティビティを通じて多
くの方々と交流し、今期のスローガンに掲げ
ました通り、様々なものや様子などを見たり、
聞いたりして、大いに語りあえる事が出来た

『ボクデン銀座』TEL. 03-3575-0900
中央区銀座 8 丁目 3 番先 西土橋ビルﾙ 1F

ら幸いに思います。

今期の納涼家族例会は、銀座の『ボクデン
銀座』にて韓国オリジナル料理をお楽しみ
いただきます。東京ではなかなか食べられ
ない産地直送活き手長タコが目玉料理で、
からいものが苦手な方もお楽しみいただけ
ること請け合いです。小さなお子様のため
のプレイルームも確保してありますので、
メンバーの皆様、是非ご家族同伴にてご参
加いただけますよう、お願い申し上げます。

期にもなりますので、前述のアクティビティ

また、設立５０周年を来期に控えた準備の
のみならず、関係
各位に於かれまし
ては、更なる御指
導または御協力を
賜ります様、宜し
くお願い申し上げ
ます。

準備理事会報告
出席者

６月７日

於 アンシェーヌ藍

進藤会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、
L 小塚、L 宮崎大、L 村井、L 中村、L 西山、L 越智、L 小野一、L 白石、
L 杉村、L 鈴木、L 須藤、L 山本、L 吉崎、幹事亀川（出席者数２３名）

1. ６月７日（木）
、２０１２－２０１３期の運営を円

滑に行うための準備理事会が、渋谷に新規オープ
ンしたばかりの商業総合施設渋谷ヒカリエ６Ｆ
の和風ダイニング『ゑ 酢重ダイニング』にて開
催されました。
2. 畠山幹事の進行のもと開会し、まず石上会長からご
挨拶を頂きました。石上会長はライオンズ歴の浅い
三役が運営していくため諸先輩方から多くのご指導
を仰ぎたいとお願い致しましてご挨拶とされました。
3. ウィサーブのご発声は進藤前会長にお願い致しまし
た。進藤前会長は、今後は新体制に対するご協力の
お願いをされて、ウィサーブのご発声を頂きました。
4. 会食中に、石上会長から、新五役のご紹介がござい
ました。幹事としてＬ畠山、会計としてＬ須藤、ラ
イオンテーマとしてＬ手塚、テールツイスターとし
てＬ今尾がご紹介されました。
5. 畠山幹事より幹事報告を頂戴しました。「役員構成
案」「委員会構成案」「２０１２－２０１３年度収
支予算案」についてご報告致しました。
6. 出席されたメンバーの皆様からお一人ずつ、新体制
に向けてのお一言を頂戴いたしました。「是非頑張
ってほしい」「今期は厳しめにいろいろと助言して
いきたい」などのお言葉を頂き、中締めの言葉とし
てＬ福島より更なるエールを頂戴し、新三役は身の
引き締まる思いでございました。皆様有難うござい
ました。

7. その後は和やかな歓談が行われ、無事準備理事会は
終了となりました。その後三軒茶屋に移動し、二次
会・三次会にてさらなる懇親を深めることができま
した。

第１回 理事会報告
出席者

７月１２日

於 目黒雅叙園

花苑

石上会長、L 阿部、L 福島、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 中村、L 西山、
L 小野一郎、L 大竹、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、
L 田中、L 吉崎、幹事畠山
（出席者数１９名）

★今期第１回理事会が目黒雅叙園４Ｆ「花苑」にて開催されました。
★理事会に先立ち、岩瀬潔様の入会審査が会員委員長Ｌ吉崎のもと、開催されました。

■

審議事項

■

１．２０１２年６月収支報告書については、阿部前会計と
進藤前会長よりご報告頂き、７月９日に行われた会計
監査報告も含めご報告頂きました。
２．Ｌ吉崎より岩瀬潔様の入会審査報告があり、岩瀬様の
入会が承認されました。入会式は７月第２例会にて執
り行います。またＬ石田の不在会員希望については、
本人の希望に沿って今期は不在会員としつつもご本人
及びスポンサーと今一度事情を話してみることとなり
ました。
３．アクティビティにつきまして、Ｌ進藤から障害者施設
見学ツアーの日程が一部変更（３月１日⇒３月８日）
になることが報告され承認されました。
４．今期キャビネット役員につきましては、準備理事会で
名前が挙がっていなかった候補もいらっしゃったので、
クラブ推薦については今一度検討となりました。
５．フィリピンアクティビティにつきましては、例会中に
Ｌ田中よりご提案頂くこととなりました。
６．９月８日の東京数寄屋橋ＬＣチャリティーボウリング
につきましては畠山幹事より後程参加者を募ることと
致しました。
７．７月２１日３クラブ友好クラブ締結式につきまして参
加者の確認を致しました。
８．８月９日納涼家族例会につきましては畠山幹事より屋
形船案が提案されましたが、船酔いが心配とのご意見
もあり、再検討となりました。
９．畠山幹事より、記録用にクラブ専用のノートＰＣとデ
ジカメを購入することが提案され、承認されました。

■

報告事項

■

報告事項は例会中にご報告することといたしました。

第１１８２回例会報告
出席者

７月１２日

於 目黒雅叙園

「花苑」

石上会長、L 阿部、L 福島、L 東村、L 亀川、L 小塚、L 中村、L 西山、
L 小野一郎、L 大竹、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 田中、
L 吉崎、幹事畠山
マニラ LC Resty A. Victor L、のり子 南雲 Victor L、樋口陽子様、岩瀬潔様
メークアップ L 磯辺、L 鈴木
（出席者数１８名、ビジター２名、ゲスト２名、メークアップ２名、計２４名）

1

第１１８２回７月第１例会が、７月１２日（水）１８：
３０より、目黒雅叙園「花苑」の間にて開催されました。
まず、石上会長に開会のゴングを鳴らして頂き、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
クラブの歌を斉唱致しました。

2

次にお客様のご紹介を行いました。本日は親クラブの皿
に親クラブに当たる、マニラ（ホスト）ＬＣからレステ
ィ―・ビクターＬとのり子・南雲・ビクターＬのご夫妻
と、また練馬倫理法人会会長、樋口陽子様、入会審査を
受けた岩瀬潔様にお越し頂きました。皆様、お忙しいな
か有難うございました。

3

続いて会長就任式を行いました。まずは進藤前会長から
石上会長に認証状が伝達されました。新旧役員によるバ
ッジの交換に続いて、クラブ旗の前で記念撮影を致しま
した。前三役の皆様、お疲れ様でございました。今後と
も宜しくご指導のほどお願い申し上げます。

4

石上会長より会長挨拶を頂きました。石上会長はゲスト
の来場への謝辞と、第１例会に合わせて手帳を作成した
畠山幹事への感謝を述べられたのち、Ｌ福島の口利きで
入会した後８年という速さで会長になるとは考えていな
かったこと、今期も継続的アクティビティである少年サ
ッカー教室・薬物乱用防止教室・ビオトープや障害者支
援事業に加え、チャリティーコンサートを行いたいと考
えていることを話されてご挨拶とされました。

5

ここでお客様からご挨拶を頂戴しました。Ｌ田中による
ご紹介ののち、まず、マニラ（ホスト）ＬＣからレステ
ィ―・ビクターＬが英語でご挨拶され、その後、のり子・
南雲・ビクターＬが日本語に通訳されました。ビクター
夫妻のご挨拶では、まずマニラ３０１－Ａ１地区を代表
し、キャンディ・プア会長とレイモンド幹事に代わって
例会訪問の機会を得たことへの感謝を表明されました。
マニラホストクラブはフィリピンで、またアジアで最初

に創設されたクラブであること、医療支援や災害者救援
活動・眼鏡の無償提供などのアクティビティを行ってい
ることをご紹介されました。また、マニラ市のアルフレ
ッド・リム市長が恵まれない子供たちの教育に尽力して
いること、今期の石上真司会長・進藤義夫前会長達との
協力で新たなアクティビティを想像したいとのご希望を
話されてご挨拶とされました。
6

次に、練馬倫理法人会会長 樋口陽子様は、かつて世田
谷区等々力に住んでいらしたこと、知人のＬ田中の入会
を知って本日参加されたこと、ライオンズクラブもかな
りのチャリティーを行っているが、倫理法人会も日本創
生を目標とし、より良い世界・社会をつくるという意味
で、ライオンズクラブと同様、日本を立て直していきた
いと考えているとお話しされてご挨拶とされました。

7

石上会長の紹介により、会長Ｌ石上、幹事Ｌ畠山、副幹
事Ｌ阿部およびＬ西山、会計Ｌ須藤、副会計Ｌ大竹及び
Ｌ宮崎宏之、ライオンテーマＬ手塚、副ライオンテーマ
Ｌ村井およびＬ杉内、テールツイスターＬ今尾、副テー
ルツイスターＬ小野景彦・Ｌ木下・Ｌ田中が紹介されま
した。

8

畠山幹事から幹事報告として、例会に先立って開催され
た第１回理事会の審議事項が報告され、拍手により承認
されました。皆様、ありがとうございました。

9

ウィ･サーブのご発声は、前会長Ｌ進藤にお願いいたしま
した。Ｌ進藤は前期の運営に対するご協力への感謝の念
と、今期石上会長を筆頭として新体制での船出へのお祝
いを述べ、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。

10 会食に移りました。畠山幹事から大分焼酎と赤ワインを
ドネーション頂きました。有難うございます。
11 会食中、委嘱状の授与が行われました。３３０複合地区
エクステンション委員会委員の委嘱状がＬ福島に、３３
０－Ａ地区１０Ｒ２Ｚゾーンチェアパーソンの委嘱状が
Ｌ進藤に、エクステンション委員会委員の委嘱状がＬ
佐々木およびＬ田中に、緊急アラート委員会委員の委嘱
状がＬ亀川に授与されました。
12 続けてＬ田中よりフィリピンアクティビティの提案がな
されました。先日フィリピンに渡って、マニラホストク
ラブとともにアクティビティを行ってきたこと、東京Ｌ
Ｃが贈呈した施設に隣接して障害者施設の建設が計画で
きること、１月～３月にかけて本格的アクティビティを
行うために秋には（１０月か１１月）にフィリピンに下
見に行くことなどが提案されました。

13 さらに会食中に、ライオンズ歴の長いメンバーに対して
の「モナーク・シェブロン賞」の授与が行われました。
対象者として２５年在籍のＬ福島、１０年在籍のＬ白石
とＬ小塚が表彰されました。また、進藤前会長から６月
の正副幹事会でクラブ向けにライオンズカードの返金が
あったとの報告ののち、薬物乱用防止教育認定講師とし
ての認定証がＬ小塚・Ｌ吉崎・Ｌ畠山に贈られました。
14 テールツイスターの活躍では、進藤前会長から釜山の国
際大会についてご報告頂きました。羽田の出発からイン
ターナショナルパレードの様子、３３０－Ａガバナー晩
餐会やチャングム宮廷料理などの３３０－Ａ企画、開会
式や閉会式の華やかさ、各種日本語セミナーの充実さと
ＺＣセミナー参加のご報告、一番大切な代議員投票、さ
らにはきらびやかな国際役員レセプションなどについて、
写真を使ってご報告頂きました。
15 前幹事Ｌ亀川にご登壇頂き、ドネーションの発表を頂き
ました。Ｌ亀川は前期のご協力に対するお礼を短く述べ
たのち、今期の三役にエールを贈りまして、ドネーショ
ン金額を発表されました。ファインは１８００円、ドネ
ーションは４２２００円、計４４０００円でした。皆様、
ご協力有難うございました。
16 本日の出席率をＬ中村よりご発表いただきました。当ク
ラブの在籍者数は４３名、不在会員２名、終身会員５名、
本日の出席者１８名、ビジター２名、ゲスト１名、メー
キャップ２名で、出席率は５５．６％でございました。
17 ここでマニラＬＣののり子・南雲・ビクターＬから「歯
ブラシアクティビティ」についてご提案頂きました。フ
ィリピンアクティビティで施設建設だけでなく、お金を
かけずに歯ブラシ・櫛・石鹸などを集めるというご提案
です。現地では歯磨き習慣がないために多くの人が３０
代後半で歯を失うのだそうです。ビクターＬは現地で歯
磨き指導を行っていますが、例会等で歯ブラシ等を集め、
集まったらマニラＬＣに送るという方法を示されました。
18 閉会のゴングを石上会長が打ち鳴らしたあと、
「また会う
日まで」を皆様で一緒に歌い、お客様をお見送りしたの
ちに、無事に閉会となりました。メンバーの皆様、有難
うございました。

第１回障害者施設見学ツアー報告
出席者

７月１０日

於 区内障害者施設

L 進藤、上田智広様（L 田中紹介）、当事者家族関係者５名

１．７月１０日（火）今期第１回障害者施設見学ツアーを
実施致しました。今期も東京三軒茶屋ＬＣとの共催事
業で毎月１回、計１２回実施します。今回は梅雨の晴
れ間の夏を感じさせる天気のもと、京王線千歳烏山駅
北口改札にて集合致しました。ライオンズメンバーと
紹介を受けた経営者の合わせて２名、当事者１名、家
族１名、関係者３名の計７名で出発しました。
２．最初に今年４月に組織改革のあった就労移行支援事業
所『千草工芸』に到着。兄弟施設の『ちぐさ企画』と
昨日の切り分けを行ったのです。就労に向けて、パソ
コン教室などのプログラムのほか、この日は「プレゼ
ン」というプログラムで、あるメンバーの方が好きな
バンドについてパワーポイントを使いながらプレゼン
を行っていました。
３．Ｌ進藤の運転で上北沢に移動し、就労継続支援事業所
『フレンドパーク』を次に見学しました。下請け軽作
業としてダイレクトメールの封入を２つの部屋に分か
れて行っていました。かなり作業量も多いらしく、ま
た工賃も人によって時給が違うとのこと、より就労に
近い形態で訓練を行っているということのようでした。
４．最後に下高井戸の居場所的雰囲気の残る就労継続支援
Ｂ型事業所『まごの手便』に移動しました。障害者自
立支援法で定める「就労継続支援Ｂ型事業所」という
法内施設に移行したのですが、もともとのゆったりし
た作業所の雰囲気を工夫して残していました。壁面に
は利用者さんの描かれた絵画や、その絵画を利用して
作成されたカレンダーが展示されていました。この日
は「珍しく」作業がありましたが、通常はセルフケア
に力を入れているとのことで、ツアー利用者の皆さん
も温灸療法「テルミー」を体験致しました。
５．最後にＬ進藤から障害者自立支援法や区内施設の説明
を行い、皆さんに感想をお聞きしました。この日は、
ライオンズ枠には当クラブメンバーからの推薦で不動
産業の方が利用されたことと、作業所を初めて見学す
る方が多かったため、驚きのコメントが多く聞かれま
した。次回は８月６日（月）の予定です。

（計７名）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆３３０－Ａ１０Ｒ合同正副幹事会参加報告
去る７月６日（金）に原宿南国酒家迎賓館にて、今
期初の３３０－Ａ地区１０Ｒ合同正副幹事会が行わ
れました。当クラブからは１０Ｒ２ＺＺＣのＬ進藤・
石上会長・畠山幹事・西山副幹事とやはり副幹事であ
る私Ｌ阿部で出席させて頂きました。今回は１０Ｒ１
Ｚ・２Ｚ・３Ｚの各ＺＣ、会長、幹事、副幹事が出席
されていたので大人数で賑やかな会になりました。東
京渋谷ＬＣ森幹事の司会のもと、各ＺＣからご挨拶を
頂戴し、続いて各クラブ代表からクラブの現況、アク
ティビティ報告、今期の抱負などが発表されました。
当クラブからも石上会長が、今期チャリティコンサー
トを企画していることを発表されました。
これから１年間月１回のこの会を有意義で楽しい
時間にし、１０Ｒ特に２Ｚの幹事・副幹事の方々と情
報をシェアし、自クラブのお役に立てればと考えてお
ります。結びになりますが、畠山幹事！至らない点が
あるかと思いますが、今期正副幹事会どうぞよろしく
お願い申し上げます。

（Ｌ阿部）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆ 釜山国際大会報告

③

その２

６月２２日から２７日まで、釜山で行われた国際大会に参加
してまいりました。前期会長幹事コンビで一年間ともに行動し
た進藤前会長から強く誘われて、幹事としての一年間の仕事納
めも含め、釜山に飛びました。自分は海外旅行も久しぶりだっ
たのでパスポートが切れており、再申請から行いました。今回
は進藤前会長と三軒茶屋ＬＣ前会長北見Ｌといつもお世話にな
っている藤村Ｌとも飛行機・ホテルとも全行程が一緒で、心強
く、また途中からは当クラブＬ佐々木・Ｌ田中もすぐ近くのホ
テルに宿泊し、行動を共にしました。
といっても観光は全くなく（笑）、家族のためのお土産を買
う時間を半日捻出するだけでしたが、パレード・式典・セミナ
ー・パーティーなど盛りだくさんの行程でした。
まず、釜山空港で先に釜山入りしていたＬ佐々木に出迎えら
れて、タクシーでぼられることなくホテルに到着。すぐにコン
ベンションセンターに大会登録に行き、ここで出会った３３３
－Ｃの高木Ｌや３３０－Ａの佐原Ｌと一緒に新世界デパートや
釜山の街を歩き、安い店の探し方を伝授されました。釜山の料
理は美味しいですが辛いですね。この日はまだ元気があったの
で、夜には同部屋のＬ進藤と晩酌しました。
翌日６月２３日はインターナショナルパレード。日本チーム
は白を基調としたお揃いの法被で行進し、さらに阿波踊りがパ
レード前方を踊りながら歩いていました。海岸そばを歩くので
すが「あと少し」と言われつつもゴールの遠いこと（笑）。法
被のなかったＬ佐々木は「元国際会長と写真を撮る」と先に行
って沿道からたくさん写真を撮ってくれました。どうやらこの
パレード、日本が優勝したようです！おめでとうございます！
そして続いて地下鉄でジャパンレセプション会場に移動しま
した。たくさんの国際理事の方や国際会長・元国際会長も参加
され、国内の有名なライオンとも名刺交換しながら多数の出会
いがありました。続いて、今度は「チャングム宮廷料理を食べ
る会」。３３０－Ａの企画とのことで民族衣装を着た役員の方
や民族音楽の披露などもありました。肝心の料理は名前も全然
覚えていませんが（笑）、味は美味しかったです。夜はまだ続
く感じで、大阪方面の多田Ｌのホテルで毎晩開かれるというパ
ーティーにＬ進藤、Ｌ佐々木、北見Ｌ、藤村Ｌとともに参加。
Ｌ進藤の爆睡写真を撮りました（笑）。この「多田ナイト」で
は日本各地のライオンの交流が毎晩行われているそうです。後
藤元国際理事はじめ多くの方とお会いできました。

（Ｌ亀川）

翌６月２４日は開会式。会場が開くのをしばらく待って入場
したのですが、ウィンクン・タム国際会長の一年の軌跡と最終
的植樹の本数に驚きました。この日は３３０－Ａガバナー晩餐
会があり、大石前地区ガバナーの一年の労をねぎらい、阿久津
地区ガバナーへと引き継ぎがなされました。
翌２５日は「二日目総会」でしたが、途中でライオンネット
のオフ会が開かれるということでそちらに移り、そのあとこの
日だけ釜山でお土産を買う日となりました。Ｌ進藤は日本語セ
ミナーとＺＣセミナーに出ていましたが。そのあと、日本のラ
イオンズの皆さんと日本料理店で昼食をとったところ、少し値
段が高いのです。その日の夜はホテルそばの屋台で、岐阜の加
藤万寿夫Ｌほかの皆さんと飲むことになりまして、屋台の安さ
を確認しました。翌２６日が自分の誕生日だったので祝ってい
ただき、日付が変わるまで飲みましたが、茅島Ｌがなくしたと
いっていた小切手が出てきたり、別のメンバーがタクシーに置
き忘れた携帯電話が出てきたりと、世の中捨てたものではない
というエピソードがありました。
２６日の誕生日、朝早くから代議員投票がありました。こ
れが一番重要なことですね。厳しい監視のもと、投票を行いま
してほっと一息。そこで江戸川東ＬＣ茅島Ｌにお会いしてなぜ
か２度目の朝食を食べる羽目になりました。急いで食べて閉会
式の始まりになんとか間に合い、マデン新国際会長への交替式
と、新ガバナー（３３０－Ａでは阿久津隆文ガバナー）のテー
プを取る儀式を体験しました。これで普通、国際大会は終わる
はずなのですが、３３０－Ｂ地区大和リバティＬＣ小野寺Ｌに
会いまして昼食・買い物と行動を共にし、夜にはなんと国際役
員レセプションというパーティーに参加してみました。マデン
新国際会長バッジが頂けるのです。日本からの参加者も少しず
つ増えているらしく、後藤元国際理事を始め多くの日本のライ
オンだけでなくタイのポンサック国際理事などとも一緒に記念
写真を撮りました。
翌２７日に無事に帰国したわけですが、振り返ってみますと、
初めての国際大会参加で、最初は不安もありましたが、釜山で
も慣れ親しんだ顔ぶれの方ばかりで安心したのと、初日から帰
国の日まで、ほとんどホテルと会場の往復というハードスケジ
ュールでしたが、セミナー、レセプションなど、沢山のイベン
トに参加させて頂き、とても有意義な国際大会でした。そして、
フェイスブック等で「友人」となっていた多くのライオンズの
仲間に釜山で初めて実際にお会いできた事が今回の釜山国際大
会での私の一番の収穫でした。
今年の１１月には、福岡ＯＳＥＡＬが開催されます。もちろ
ん私も参加する予定です！是非皆様も参加されてみてはいかが
でしょうか？

☆
☆

ｆｒｏｍ
７月１７日

ＺＣ
東京三軒茶屋ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

今期１０Ｒ２Ｚのゾーンチェアパーソン（ＺＣ）を務め
ることになりましたＬ進藤です。ＺＣとして、ゾーン内の
各クラブの例会やアクティビティを訪問することを予定
しており、まず７月１７日（火）に銀座アスター三軒茶屋
賓館にて開催された東京三軒茶屋ＬＣ例会に訪問させて
頂きました。親子クラブということもあり、新会長水谷力
Ｌをはじめ、皆さん顔なじみです。メインアクティビティ
は献血で、毎年２０回以上献血を行っていらっしゃいます。
６月と１２月に三軒茶屋で献血が行われるのでそちらに
参加しようと思います。
また、「ＺＣはクラブとキャビネットをつなぐ役割」と
申し上げましたところ、早速大きな宿題を頂きました。ガ
バナー公式訪問の懇談会でも話題となると思いますが、そ
の前にも阿久津隆文ガバナーや新キャビネットとも連絡
を取り合って解決に向けて動いていきたいと思います。会
食では和やかに、主に世田谷区の地形や道路、さらには
様々な社会事情が話され、大変勉強になりました。東京三
軒茶屋ＬＣの皆様、有難うございました。

☆

７月１９日

東京セントラル例会ＬＣ参加報告

７月１９日（木）に中野サンプラザにて開催された東京
セントラルＬＣの例会に訪問致しました。新会長勝泰之Ｌ
によると東京セントラルＬＣはかつて中野区杉並区を中
心に５０名ほどまで会員がいたそうなのですが、今期７月
現在では中野区中心に１０名のメンバーとのこと。ＺＣと
して会員増強にも力を入れる必要がありますが、最近中野
駅周辺は再開発が激しく大学も誘致するということなの
で若いメンバーをご紹介できるといいかと思いました。
東京セントラルＬＣのメインアクティビティは「中国帰
国者日本語発表会」で、昨年も参加させて頂きましたが、
今期は２月１７日ということですので早速参加予約いた
しました。会食では毎回メニューが違うというお料理を頂
きましたが、１０名くらいですので１グループ１話題で忌
憚のない意見がいきかいました。テーマも「生活保護」「刑
務所問題」「死刑制度」など社会的なものが多く、歯に衣
着せぬ鋭い切り口のご意見の応酬に唸ってしまいました。
東京セントラルＬＣの皆様、有難うございました。

（Ｌ進藤）

☆

今期役員ご紹介

２０１２－２０１３期 役員紹介
会
長 ：Ｌ石上真司
第一副会長 ：Ｌ西山和範
幹
事 ：Ｌ畠山勝弥
会
計 ：Ｌ須藤陽子
ﾗ ｲ ｵ ﾝ ﾃ ｰ ﾏ ｰ ：Ｌ手塚利行
テ ー ル ツ イ ス タ ー ：Ｌ今尾公祐
出席委員長 ：Ｌ中村信行
会計監査委員：Ｌ杉村 豊
会員委員長 ：Ｌ吉崎英智

前 会 長：Ｌ進藤義夫
第二副会長：Ｌ亀川賢一
第三副会長：Ｌ小野一郎
副 幹 事：Ｌ阿部鉄平
副 幹 事：Ｌ西山和範
副 会 計：Ｌ大竹良雄
副 会 計：Ｌ宮崎宏之
副ﾗ ｲ ｵ ﾝ ﾃ ｰ ﾏ ｰ：Ｌ村井進一
副ﾗ ｲ ｵ ﾝ ﾃ ｰ ﾏ ｰ：Ｌ杉内健二
副テ ー ルツ イス ター：Ｌ小野景彦
副テ ー ルツ イス ター：Ｌ木下知紀
副テ ー ルツ イス ター：Ｌ田中文太郎 副テ ー ルツ イス ター：Ｌ佐々木まどか
副出席委員長：Ｌ吉崎英智
会計監査委員：Ｌ東村賀文
副会員委員長：Ｌ山本康弘
会員委員：Ｌ小塚貞裕

■ 行事予定
７月２１日（土）17：00～

７月第２例会（３クラブ友好クラブ締結式）

於：箱根富士屋ホテル

７月２３日（月）
８月 ６日（月）13：00～
８月 ９日（木）18：30～
８月２２日（水）18：30～
９月１４日（木）18：30～
９月２６日（水）18：30～

第１回キャビネット会議
第１回障害者施設見学ツアー
８月第１例会（納涼家族例会）
８月第２例会
９月第１例会
ガバナー公式訪問（例会振替）

於：東京プリンスホテル
於：区内障害者施設
於：ボクデン銀座
於：目黒雅叙園
於：目黒雅叙園
於：シェラトン都ホテル

■ 幹事

畠山より一言
皆様、皆様、今期クラブ幹事を拝命いたしました、Ｌ畠山です。
先だっては準備理事会、７月第一例会を無事に終える事ができた事をメン
バーの皆様に感謝申し上げます。
今期、石上会長とは１ヶ月違いでの世田谷ライオンズクラブ入会なの
で、とても気心も知れているので良いタイミングで幹事になることができ
て、嬉しい次第です。
そして今期はＣＮ５０周年に向けての本格的な準備や、継続アクティビ
ティ、さらには７月第一例会にて提案されたフィリピンマニラＬＣとの合
同アクティビティを成功させるように努力していきたいと思いますので、
世田谷ＬＣメンバーを始め、皆様ご協力のほどよろしくお願い致します。
まだまだスタートしたばかりではありますが、今後ともよろしくお願い
申し上げます。
2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山

