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暑い～暑い～・・・と、思いながらのお盆

８月９日ＢＯＫＵＤＥＮにて納涼家族例
会が開催され、メンバー・ビジター・ゲス
ト合わせて４０名以上のご参加を頂きま
した。有難うございました。

休みも、あっという間に過ぎ去った感じの私
ですが、皆様はリフレッシュ出来ましたでし
ょうか？改めまして、残暑お見舞い申し上げ
ます。
去る８月９日の納涼家族例会では、美味し

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

い韓国料理とサプライズ企画を含めたプログ

★８月２２日（水） 於：目黒雅叙園
第 2 回理事会
１７：３０～１８：２０
第 1185 回 例 会 １８：３０〜２１：００

ラムもあり、また、メンバー各々の楽しいマ
イクパフォーマンス等もあり、御出席いただ
きました皆様のおかげで本当に楽しい納涼家
族例会となりました。

メンバースピーチ

来る９月（日程は未定）には、近年恒例と
前期、事務局員からメンバーへと華麗な転
なりました潮来ライオンズクラブとの合同食
身を遂げられたＬ佐々木まどかからメン
バースピーチを頂きます。仕事のこと・家
育アクティビティとして稲刈り＆芋掘り等の
庭のこと･･･内容はどうぞご期待ください。 収穫が控えておりますので、どうぞ、こちら
へも多数の御家族・御友人の方々に御参加い

★９月１３日（木） 於：目黒雅叙園
第 3 回理事会
１７：３０～１８：２０
第 1186 回 例 会 １８：３０〜２１：００

ただければと思います。
まだまだ暑い日が続きそうですが・・・関
係各位に於かれましては、どうかお体には御

メンバースピーチ（予定）

自愛くださり、今

★９月２６日（水） 於：ｼｪﾗﾄﾝ都ホテル
事前懇談会
１５：３０～１７：３０
第 1187 回 例 会 １８：００〜２０：３０

後とも例会または

１０Ｒ合同ガバナー公式訪問

ださいますよう、

アクティビティに
御出席・御参加く
宜しくお願い申し

シェラトン都ホテルにて１０Ｒ合同のガバ
ナー公式訪問例会が開催されます。会長幹
事の事前懇談会が「嵯峨」にて、公式訪問・
懇親会は「醍醐」にて開催されます。当ク
ラブは例会振替にて参加予定です。

上げます。
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第１１８４回例会（納涼家族例会）報告

８月９日

於 ＢＯＫＵＤＥＮ

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 東村、L 今尾、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、
L 宮崎大二郎、L 宮崎宏之、L 中村、L 西山、L 村井、L 小野一郎、L 小野景彦、
L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事畠山、
川越初雁 LC 八木拓也 L、
中林大輔様はじめ池尻小学校関連３名、井上あずみ様、宮崎奈良枝様、
磯辺佳古様、亀川好恵様、亀川綾子様、西山ひとみ様、進藤光子様、
白石美津子様、吉崎恵美様、吉崎唯菜様、畠山ひでこ様、畠山ひなの様、
畠山陽様、清水成子様
メークアップ L 岩瀬、L 佐々木、L 田中
（出席者数２４名、ビジター１名、ゲスト１７名、メークアップ３名、計４５名）

出席者

1

第１１８４回８月第１例会（納涼家族例会）が、８月９
日（木）１８：３０より、新橋駅そばのＢＯＫＵＤＥＮ
にて開催されました。ＢＯＫＵＤＥＮはＪＲ新橋駅の高
架下にある、辛いものが苦手な人でも楽しめる韓国料理
をメインとし、活き手長タコなどで有名なおしゃれなお
店です。畠山幹事の司会にて開会・進行いたしました。

2

石上会長よりご挨拶を頂きました。石上会長は「このお
店は畠山幹事のお忍びの・・いやいや懇意にされている
店で」と笑いをとってから、多数ご出席いただいたビジ
ター・ゲストの皆様への感謝と、納涼例会の準備に携わ
ったメンバーへの感謝を示されました。また、スカイツ
リー・屋形船などの案も検討したものの悪天候への恐れ
その他を配慮して今回の形式となったと経過をご報告さ
れてご挨拶とされました。

3

お客様のご紹介をし、ご挨拶を頂戴しました。本日ビジ
ターとして、３３０－Ｃ川越初雁ＬＣの八木拓也Ｌがお
越しになられました。八木Ｌはライオンネットやフェイ
スブックでの進藤前会長や当クラブ若手メンバーとの交
流をご紹介されてご挨拶とされました。

4

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６月の前期最終例会のウィサーブでもカンツォー
ネを歌ったところ大好評で、今回も畠山幹事より依頼を
受けたと内幕を明かされ、今回は『オー・ソレ・ミヨ』
を朗々と歌われました。この歌は、２番の歌詞で♪マナ・
トゥ・ソレ♪と歌うところがあり、これが「真夏、それ！」
とも聞こえるとのご解説を頂き、皆納得。そして、高ら
かにウィサーブのご発声を頂きました。Ｌ藤原、有難う
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ございます。
5

会食に移り、ＢＯＫＵＤＥＮの素晴らしい韓国料理を堪
能いたしました。多くの種類のキムチやナムルなどから
始まり、名物の活き手長タコはテーブルに運ばれてから
もしばらくは足が動き続けるほど新鮮で美味しく、皆に
喜ばれていました。

6

会食中、ご家族ご同伴者のご紹介の予定でしたが、トッ
プバッターとしてＬ今尾の奥様である井上あずみさんが
壇上に登りました。井上あずみさんは、式次第にサプラ
イズで「ミニライブ」とあるのを見て、快くご了承を頂
いただけでなく、
「ぜひ先に歌いたい」とご希望されまし
た。岐阜国体の主題歌を歌うという栄誉に輝かれたり、
御嬢さんの「ゆーゆ」さんのデビューからのご活躍など
をご紹介されたりなど、楽しいトークも交えながら、
『さ
んぽ』『君をのせて』『となりのトトロ』を歌いあげまし
た。テーブルを回って子供たちにもマイクを渡したりし
ながらの熱唱に拍手喝采が沸き起こったほか、Ｌ藤原よ
り『となりのトトロ』は海外でもすぐに覚えられて子供
も大人も口ずさむとの逸話がご紹介されました。井上あ
ずみ様、突然のミニライブ、誠に有難うございました。
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以後は、畠山幹事が各テーブルを回ってマイクを渡しな
がら各メンバーよりご家族ご同伴者のご紹介を頂きまし
た。奥様とのなれ初めやご家族共通のご趣味などの紹介
がなされたほか、Ｌ磯辺におかれましては、先日の胆石
によるご入院とご苦労・奥様のご看病などのエピソード
も披露されました。ご家族ご同伴者の皆様、お忙しいと
ころご参加いただきましてありがとうございました。
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また会食中に、Ｌ進藤よりスライドを利用して、７月２
１日の３クラブ友好クラブ締結式、７月２９日の南三陸
復興市参加のご報告を頂きました。
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続いてビンゴゲームに移りました。ビンゴの司会はＬ亀
川、進行はほかにＬ阿部・Ｌ村井・Ｌ手塚の「ゆかいな
仲間たち」チームにて行われました。今回は各メンバー
１品ずつビンゴ景品をお持ちより頂きましたので、大変
大きな抱き枕や旅行券その他の豪華な景品に会場は大い
に盛り上がりました。

10 ここで、Ｌ須藤がステージに上がり、「Ladies and
Gentlemen･･･」とこの日二つ目のサプライズのご発表を
されました。Ｌ小野一郎がお誕生日を迎えられるとのこ
とで用意されていたバースデーケーキが登場し、Ｌ藤原
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のソングリーダーのもと、皆で『ハッピーバースデー』
を歌ってお祝いしました。実は畠山幹事の息子さん、畠
山陽（はる）くんも同じお誕生日とのことで、バースデ
ーケーキ帽子と一緒に記念撮影を致しました。
11 メンバーから日頃お世話になっているご家族ご同伴の皆
様へと感謝の意味を込めて記念品の贈呈を致しました。
最初は奥様への感謝の言葉とお花の贈呈だったのですが、
途中Ｌ今尾が「感謝の意味を込めて奥様にキスしたいと
思います」と宣言＆パフォーマンスをされたため、会場
からどよめきが湧きおこり、かつてないほどの大興奮と
なりました。
12 出席率の発表を出席委員長のＬ中村より頂きました。在
籍者４３名、不在会員２名、終身会員５名、出席２４名、
ビジター１名、ゲスト１７名、メークアップ３名で出席
率は７３．０％でした。
13 ここで畠山幹事のご紹介でＢＯＫＵＤＥＮの店長様から
ご挨拶を頂きました。美味しいお料理と楽しい時間をご
用意いただいて誠に有難うございました。
14 最後に、Ｌ福島より閉会のご挨拶を頂いたのち、Ｌ福島
にライオンズローアの音頭を取って頂きまして、全員で
ライオンズローアを行いまして、大変盛り上がった納涼
家族例会は無事に閉会となりました。皆様、誠に有難う
ございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ ８月６日緊急アラート委員会参加報告

（Ｌ亀川）

さる８月６日（月）に新宿日新物産会議室にお
きまして第１回緊急アラート委員会が開催されま
したのでご報告申し上げます。
司会は副委員長の荒川西ＬＣ島貫Ｌのもとに始
まりました。まずは宮本委員長の開会の挨拶で始ま
り、御来賓の紹介（板橋区議会議員他４名）、そし
て今回が第１回目という事で委員長含め１８名の
メンバーの自己紹介を行いました。
御来賓の挨拶で、９月２９日（土）～１０月２
８日（日）まで行われます第２９回全国都市緑化フ
ェアＴＯＫＹＯにおいて「仮称 女川秋刀魚収穫祭
in 日比谷」を会場の一つである日比谷公園で行う
事がほぼ決定という事で、この企画が東京都から阿
久津ガバナーに人員整理等の支援要請があり、今回
緊急アラート委員長を交えて協議され、ガバナーが
宮本委員長と共に受け入れる事となりましたとの
説明がありました。
まだ正式発表ではありませんが、１０月２０日
（土）に開催する事は決定で、正式文書等出来上が
りましたら理事会で審議したいと思います。
途中阿久津ガバナー、事務局長の梶原Ｌ、我が
クラブのキャビネット副幹事Ｌ山本もお越しいた
だき、その趣旨のご説明を頂きました。
続いて宮本委員長より、この委員会の活動内容
の説明があり、被災地支援、震災へのシミュレーシ
ョン、情報収集、各クラブまたは委員会に役立つ事
が緊急アラート委員会の活動との説明がありまし
た。そして３つの小委員会を設置し、３つにグルー
プ分けし、各グループに小委員長がついて活動をし、
毎月行われる委員会で活動報告をするという事で
す。続いて３３０複合地区緊急援助委員会 委員長
今井三和Ｌより御挨拶があり、第１回目の緊急アラ
ート委員会は終了しました。
このあと近くの居酒屋で懇親を深めたのですが、
高論卓説な会議、親睦会ともに大変有意義な会議で
した。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

☆フィリピン大洪水報告

（Ｌ田中・Ｌ岩瀬）

８月７日、Ｌ田中文太郎とＬ岩瀬潔がフィリピンに向かいました。Ｌ田中の奥様Ｌジェニフ
ァーはマニラ（ホスト）ＬＣのメンバーとなっており、ともに例会・アクティビティに参加する
（そのために当クラブの納涼例会はメークアップ）ためでした。ところが、Facebook や LINE
などの連絡で、現地が大洪水になっており、大変苦労されたとのこと。詳細はＬ田中の帰国を待
ってからご報告して頂くことになりましたが、Facebook 等の連絡を転載することでいち早く現
地の大変さをご紹介したいと思います。
【８月７日 Facebook：Ｌ田中】
フィリピンに着きましたが、家が洪水で大変なこと
になってしまいました。 タクシー、バス、ジープ、消
防車、ボートを乗り継いでやっとの思いで家に着きま
した。 家族＋犬 2 匹を連れて、着の身着のまま避難し
ました。（右の写真は）先ず友達の家です。
（下の写真はＬ岩瀬から提供された写真です）
【８月８日 LINE：Ｌ田中】
家族＆岩瀬は無事です。ただ家が・・・フィリピン
人の助け合う姿、明るさに救われます。近所が何もご
飯がないのでこれから配りに戻ります。
【８月１２日 LINE：Ｌ田中】
落ち着いたと言えば落ち着いたので急は要しませ
んが多くの家庭で家財をなくしたのでドネーション
が一番です。
【８月１４日 LINE：Ｌ田中】
一応洪水は引けました。後片付け中です。今夜から
明後日にかけて台風が来てまた洪水になる危険があ
ります。吉原Ｌの奥様から、高木Ｌと吉原Ｌのドネー
ション（＊）を受け取りました。近所に食べ物を運ぶ
船がなくて時間を使ってしまったので、ドネーション
を使用してレスキューボートを買う予定です。
【８月１５日 LINE：Ｌ田中】
台風が来て、外は今日もまた雨が降っています。ちなみに洪水になった雨は２時間で７８０
ミリの雨が降ったみたいです。一日で８月の降水量を超えました。それが２週間続いたそうです。
フィリピンだから人の笑顔で乗り切りましたが、日本だったらと考えると怖いです。
＊今回のフィリピンの大洪水の知らせを受け、同じく奥様がフィリピン人である市川ＬＣの吉原稔貴Ｌ
の奥様経由で、吉原Ｌと野田ＬＣの高木次雄Ｌからドネーションが贈られましたことご報告申し上げます。
迅速なご対応有難うございました。
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☆
☆

ｆｒｏｍ

ＺＣ

８月１８－１９日

①
東京三軒茶屋ＬＣ移動例会参加報告

（Ｌ進藤）

今期１０Ｒ２Ｚのゾーンチェアパーソン（ＺＣ）を務め
ておりますＬ進藤です。８月１８日から１９日にかけて、
東京三軒茶屋ＬＣの納涼移動例会にお邪魔しました。
まず１８日は２台の車に分乗して潮来に向かいました。
潮来では震災のために昨年開催できなかった花火大会が
今年こそということで開催され、東京三軒茶屋ＬＣは復興
支援をかねて移動例会としたのです。宿となった銚子屋は
潮来ＬＣメンバーが経営しているのですが、震災で壊れて
しまったという部屋は建て直されていました。しかし、現
地に向かう道路はまだガタガタだったり標識が曲がってい
たりして液状化からの復帰はまだまだにも見えました。潮
来の花火大会は霞ケ浦から流れ出る北利根川の河原に特等
席が設置され、
（行ってみて初めて分かったのですが）潮来
ＬＣの方が席をとっておいて下さったため、素晴らしい花
火を音響や振動とともに肌で実感できました。
翌１９日は、まず銚子の犬吠埼灯台を見学しました。９
９段の階段を上って北・東・南に広がる水平線を眺めなが
ら、シド・スクラッグス元国際会長のテーマである「希望
の光（a BEACON of hope）」を思い出しました。その後、銚
子駅そばの料理や「かみち」にて金目鯛尽くしの料理を堪
能致しました。ウォッセ２１という市場に行き、マグロの
解体ショーを見たり、各自お土産を買ったりしました。
１８日夜の移動例会ではゾーンの課題も再確認したり、
ガバナー公式訪問の告知も行うことができ、楽しく意義あ
る納涼移動例会でした。東京三軒茶屋ＬＣの皆様、有難う
ございました。

☆

９月２６日１０Ｒ合同ガバナー公式訪問および事前懇談会について

（Ｌ進藤）

９月２６日（水）：シェラトン都ホテルにて１０Ｒ合同ガバナー公式訪問および事前懇談
会があります。各クラブ、例会振替とするなどして多くの方のご参加をお願いいたします。
事前懇談会（ＲＣ・ＺＣ・会長・幹事）では、クラブ概況表に表現しきれないことを話題と
して討議しますので、各クラブ会長幹事の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。なお、
出席者名簿・新入会員リスト・物故者リストは９月１０日締め切りでお願いいたします。
◆事前懇談会 １５：３０－１７：３０ ＜嵯峨＞（事前懇談会受付１４：３０－）
◆合同例会
１８：００－２０：３０ ＜醍醐＞（登録受付１７：００－）
★会場：シェラトン都ホテル：港区白金台１－１－５０ ＴＥＬ（３４４７）３１１１
★登 録 料
１人 １２，０００円
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☆
☆

新入会員ご紹介
Ｌ岩瀬潔

（２０１２．７．２１入会）
新入会員の、Ｌ岩瀬潔です。スポンサーである、Ｌ田中文太郎は小学校か
らの先輩であり、現在はＬ田中の経営するエイブルＦＣの、前橋中央店を
任されております。
先に入会したＬ田中より、このクラブでの活動を聞き、自分もぜひ入会さ
せていただきたいと思い紹介して頂きました。若輩者ではございますが、
諸先輩方から多くの事を学ばせて頂き、一人前のＬになれるよう頑張りま
すので、今後ともよろしくお願いします。

■ 行事予定
８月２２日（水）18：30～
９月 ４日（火）13：00～
９月１４日（木）18：30～
９月の週末（詳細は未定）
９月２６日（水）18：00～

■ 幹事

８月第２例会
第３回障害者施設見学ツアー
９月第１例会
潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（稲刈り）
ガバナー公式訪問（例会振替）

於：目黒雅叙園
於：区内障害者施設
於：目黒雅叙園
於：潮来
於：シェラトン都ホテル

畠山より一言
世田谷ＬＣメンバーの皆様、そしてクラブニュースを楽しみにされてい
るＬＣメンバーの方々、残暑厳しい毎日が続いておりますが、体調等崩さ
れてはおりませんでしょうか？メンバーの皆様やご家族くれぐれもご自
愛下さい。
さて先日は納涼家族例会ではビンゴの景品にメンバーの皆様からは商
品をご提供いただきまして、ありがとうございました。そしてＬ今尾の奥
様からも歌のプレゼントなど大変に感謝して、おります。あんなに楽しい
例会が出来たのも流石、世田谷ＬＣメンバーの力と絆だと再認識いたしま
した。私の家族も久しぶりに例会に参加して喜んでおりました。
実は納涼例会終了後…メンバー４家族との合同カラオケ大会を開催し
ました。初めは少し恥ずかしがっていましたが…子供達よりも昔のアイド
ルメドレーをワンコーラス事にマイクを回して歌い、奥様方は大盛況でし
た！（笑）
さて、来月９月２６日(水)はシェラトン都ホテルにてガバナー公式訪問
（振替例会）が開催されますので、メンバーの皆様、どうぞよろしくお願
いします。
2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山
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