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今年度スローガン 

見よう！聞こう！語ろう！奉仕の心！We Serve 

 

トピックス 
 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★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 

メンバースピーチ 

 先日の３３０－ＡＢＣ３クラブ友好クラブ

締結式で入会したばかりのＬ岩瀬とスポン

サーのＬ田中からメンバースピーチを頂き

ます。お二人は最近フィリピンにて洪水の

被害に遭いました。臨場感あふれるスピー

チをご期待ください。 

★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 

１０Ｒ合同ガバナー公式訪問 
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。 
 

★１０月１１日（木） 於：目黒雅叙園 

第 4回理事会  １７：３０～１８：２０ 

第 1188 回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

 

 

 

会長挨拶  

 残暑お見舞い申し上げます・・・と、言い

たくなるような暑さがまだまだ続いておりま

すが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

さて、今期の当クラブでは、いつでも相談

の出来る先輩ライオンの後押しもあり、また

キャビネット関係者の有難い御推薦もいただ

きまして、多数の若手メンバーを含めた８名

もの委員を輩出しております。そのおかげも

あり、今期も当初から他クラブより多数の例

会訪問をいただき、毎回楽しい例会＆二次会

を開催しております事、メンバー並びに御出

席者に感謝申し上げます。また、次回の９月

第１例会には１０名ものお客様が御出席いた

だけるとの事で大変楽しみにしておりますの

で、今後とも宜しくお願い致します。 

最後に・・・本当に残念な事ですが、去る

８月の第２例会に御出席いただいたばかりの

山本国広Ｌ（深谷ＬＣ）のあまりにも突然な

訃報に・・メンバ

ー一同、驚きと共

に深い悲しみに

言葉を失いまし

た。謹んで御冥福

をお祈り申し上

げます。
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 第２回 理事会報告 ８月２２日          於 目黒雅叙園 飛鳥 

出席者 石上会長、L 阿部、L 福島、L 亀川、L 小塚、L 西山、L 佐々木、L 進藤、 

L 杉内、L 須藤、L 山本、L 吉崎、幹事畠山   （出席者数１３名） 
 

 ★今期第２回理事会が目黒雅叙園４Ｆ「飛鳥」にて開催されました。 
 

■ 審議事項 ■ 

１.２０１２年７月収支報告の件につきまして、会計Ｌ須藤

よりご報告を頂きました。 

２.Ｌ石田不在会員の件につきまして、スポンサーＬ山本よ

りご報告頂き、９月まで結論を猶予することとなりまし

た。 

３.８月２４日川越つばさＬＣ２周年記念の件につきまし

て畠山幹事よりご報告頂き、会長幹事に替わり、Ｌ田

中・Ｌ岩瀬が代表として参加し、費用はクラブ負担とす

ることとなりました。 

４.８月２７日青年アカデミー委員会交流会の件につきま

してＬ手塚よりご報告頂き、Ｌ手塚・Ｌ村井・Ｌ杉内・

Ｌ畠山・Ｌ石上・Ｌ進藤・Ｌ亀川の７名で出席すること

となりました。 

５.９月８日ＹＥ報告会＆ＹＥセミナー・協賛金の件につきまして、畠山幹事よりご報告頂き、

セミナーは出席できるメンバーがいませんでしたが、協賛金は正会員３７名×１０００円＝

３７０００円を支払うことと致しました。 

６.９月８日数寄屋橋ＬＣ･平成ＬＣ「東日本復興チャリティボウリング大会」の件につきまして

畠山幹事よりご報告頂き、世田谷ＬＣとしては 1チーム出場することとなりました。 

７.９月９日潮来ＬＣ１０周年記念例会の件につきまして、畠山幹事よりご報告頂き、畠山幹事

のほかＬ亀川・Ｌ進藤が参加することとなりました。 

８.９月２１日 330・331・332・333複合地区合同ウェインＡ.マデン国際会長公式訪問＆山浦元

国際理事退任慰労会の件につきまして畠山幹事およびＬ進藤よりご報告頂くとともに参加者

を募り、Ｌ進藤のほかＬ須藤が石上会長の代理で参加することとなりました。 

９.９月２６日３３０－Ａ地区１０Ｒ合同ガバナー公式訪問の件につきまして畠山幹事よりご報

告頂き、当クラブは例会振替として参加することと致しました。 

１０.１０月２０日『おながわ秋刀魚収穫祭ＩＮ日比谷公園』につきましてＬ亀川よりご提案頂

き、当クラブとしても日比谷公園に多く参加する方向と致しました。 

１１.チャリティコンサートの件につきまして畠山幹事よりご報告頂き、３月２日か３日を予定

して世田谷区民会館の抽選に臨むことと実行委員会を実行委員長Ｌ吉崎のもとに開催するこ

とと致しました。 

１２.ＬＣＩＦ２０ドル献金につきましては、３７名×２０ドルで支払うことと致しました。 

１３．８月３１日ゴルフＬＣチャーターナイトにつきましてＬ佐々木よりご報告頂き、会長代理

としてＬ小塚のほかＬ佐々木、Ｌ進藤の３名が参加することと致しました。 
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 第１１８５回例会（メンバースピーチ例会）報告  ８月２２日 於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 福島、L 東村、L 亀川、L 小塚、L 宮崎宏之、L 西山、 

L 佐々木、L 進藤、L 杉内、L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事畠山、 

川越 LC 中込昌宏 L、深谷 LC 山本国広 L 

メークアップ L 岩瀬、L 田中、L 村井 

（出席者数１６名、ビジター２名、メークアップ３名、計２１名） 
  

1 第１１８５回８月第２例会（メンバースピーチ）が、８

月２２日（水）１８：３０より、目黒雅叙園４Ｆ「飛鳥」

にて開催されました。石上会長に開会のゴングを鳴らし

て頂き、全員で国歌君が代・ライオンズヒム・世田谷ラ

イオンズクラブの歌を斉唱しました。  

2 御客様のご紹介を畠山幹事より致しました。本日のお客

様は３３０－地区川越ＬＣ中込昌宏Ｌと３３０－Ｃ地区

深谷ＬＣ山本国広Ｌの２名でした。お２人とも遠いとこ

ろをお越しいただきまして有難うございました。 

3 石上会長より会長挨拶を頂きました。石上会長は中込Ｌ

と山本Ｌを歓待し、先日の納涼例会への協力への感謝を

述べました。そして、本日のメンバースピーチを行うＬ

佐々木をご紹介し、会長挨拶とされましした。 

4 御客様よりご挨拶を頂戴致しました。３３０－Ｃ地区川

越ＬＣ中込昌宏Ｌは、所属の川越ＬＣは再来年で５０周

年という老舗クラブであるが、ご自身はもともと川越未

来ＬＣという若いクラブに所属していてクラブ合併で川

越ＬＣとなり、ライオン歴は９年であること、２年前の

若手フォーラムでＬ進藤ほか多くの若手ライオンと知り

合って、情報を得て、ライオンズを改めて勉強している

こと、第一副地区ガバナー大屋保Ｌが所属するクラブで

スポンサーでもあり、今期キャビネット副幹事として活

動していることなどを話されてご挨拶とされました。 

5 続いて３３０－Ｃ地区深谷ＬＣ山本国広Ｌは、深谷市が

群馬県に近い埼玉県北部にあること、今期キャビネット

副幹事であること、ライオン歴は５年目で現在３６歳で

あること、ライオンズに入ったきっかけは飲み仲間であ

り、もともと入会するように言われていて、独立して挨

拶に行ったら、「入れ」ということになり翌日入会したと

いうエピソードをご披露されてご挨拶とされました。 

6 メンバースピーチを前期の２月に事務局手伝いからメン

バーになられたＬ佐々木から頂きました。Ｌ佐々木は先
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週胃痙攣で「陣痛に匹敵する」痛みがあり、ようやくお

かゆを口に入れられるようになったばかりでまだお酒も

飲めないこと、年齢も３８歳と若く、経験不足であるも

のの、本日は子育ての話をしたいと切り出されました。 

7 Ｌ佐々木は４人の子供がいて、一番上の娘がもう嫁いで

孫もいること、その娘が中学生の時に上級生からいじめ

に遭ったと告白されました。色鉛筆が全部折られていた

り、体操服が水浸しだったり、上履きの真ん中の太めの

ゴムバンドが切られた上に水浸しで、悔しくてそのまま

帰って来たとのことです。娘は「いじめに負けたと思わ

れたくないので誰が犯人かわかるまでこのまま履く」と

言っていたので、「あなたが降伏しないという自主性を貫

くなら私も応援して頑張る」と伝え、「いじめは許しては

いけない」という意識を娘と共有されたそうです。 

8 いじめ問題が解決しないまま、三者面談で学校に行った

とき、偶然上級生の子が娘に意地悪しているところを見

てしまったそうです。すれ違いざまに小さい声で「死ね」

と言ったり。グループの中に知っている御嬢さんがいて

「嫌なことがあるなら直接娘に言ってほしい」と伝えた

ところ「はあ？お前に関係ねーだろ」とその女の子に言

われ、そのまま三者面談。副校長に話をしに行き「今度

は丸く収める気はありません。可哀想と思うなら、先生

もゴムの切れた上履きを履いて過ごしてほしい」と伝え

ることで、その親御さんを呼んでもらえたとのことです。 

9 その日は夜遅くまでその先輩のご両親とＬ佐々木と話し

合いをし、本人同士も親や教師の前できちんと口げんか

してくれて、最後にはいやな思いをさせたことを謝って

くれたそうです。その子も「大それたことはしていない

のにいつも私が呼び出される、先生が信じられない」と

泣きながら先生に訴えることができ、きっちり話し合う

ことができたところ、翌日からいじめがぱったりやんだ

とのことです。 

10 先日大津市でもいじめの問題があったばかりで、いじめ

の問題は軽い気持ちで始まるが、早めに摘み取らないと

いけないし、本人が周りに言わないと始まらない。あの

時娘が打ち明けてくれて本当によかったし、そういう時

は話を聞ける母親でありたい、と締めくくられました。 

11 質疑応答では、Ｌ西山からご自身も２５年間教育者と過

ごしたこと、一番いじめや不登校が少ない県は宮崎県で、

隣近所を知っていてコミュニケーションをとれているの

が理由であること、Ｌ佐々木もコミュニケーションがと
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れていてよい母親だと思うと意見を述べられました。 

12 ウィ・サーブのご発声はＬ小塚にお願いしました。Ｌ小

塚は１０年前に入会して一時期キャビネット役員も続い

たが、最近は世田谷ＬＣの例会を楽しみにきていること、

最近隣国との問題や女性ジャーナリスト射殺などの哀し

いニュースが多く、ライオンズのように同じ志でいられ

る人たちと一緒に食事ができることは幸せと思うと話さ

れたのち、高らかにウィサーブのご発声をされました。 

13 会食に移りました。本日は泡盛「残波」ほか多くのお酒

のドネーションをＬ吉崎・畠山幹事はじめ皆様より頂き

ました。有難うございました。 

14 会食中、畠山幹事より幹事報告を行い、本日の理事会審

議事項について拍手にてご承認いただきました。皆様有

難うございました。 

15 テールツイスターの活躍の時間は、１０Ｒ２ＺＺＣであ

るＬ進藤に前回例会からの活動報告をお願い致しました。

Ｌ進藤は東京三軒茶屋ＬＣの潮来への納涼移動例会の様

子と、東京さぎそうＬＣ・東京玉川ＬＣ合同納涼例会の

様子をスライドを交えて発表されました。 

16 ドネーションの発表をＬ阿部にお願い致しました。Ｌ阿

部は健康診断において、γＧＴＰや尿酸値の値が悪く、

脂肪肝と診断されたことが衝撃だったと告白されたのち、

ドネーション金額を発表しました。本日のファイン１６

００円、ドネーション３２７００円、計３４３００円で

した。皆様有難うございました。 

17 出席率の発表を副出席委員長Ｌ吉崎にお願いしました。

本日は在籍４４名、不在会員２名、終身会員５名、出席

１６名、メークアップ３名、ビジター２名で、出席率は

５１．４％でした。 

18 閉会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、全員で輪にな

って「また会う日まで」を歌いました。最後にお客様を

お見送りして無事に例会はお開きとなりました。皆様有

難うございました。 

19 二次会が開催され、中込Ｌ・山本Ｌともに参加されまし

た。川越ＬＣや深谷ＬＣへの例会訪問の約束がなされる

など、多くのメンバーが夜遅くまで懇親を深めました。 

＊深谷ＬＣ山本国広Ｌは９月９日カヌー事故により急逝さ

れました。突然の出来事に驚きそして悲しむばかりです。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
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 第３回障害者施設見学ツアー報告  ９月４日      於 区内障害者施設 

出席者 L 岩瀬、L 進藤、当事者２名、家族２名             （計６名） 
  

１．９月４日（火）今期第３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回実施するうちの第３回です。今回はやはり当

日突然のキャンセルがあり、ライオンズメンバー２名と当

事者２名、家族２名の計６名が京王線芦花公園駅に集合致

しました。 

２．まず、芦花公園駅のそばにある、下請け授産系で内職中心

である就労継続支援Ｂ型事業所『ちぐさ企画』に見学に行

きました。広い部屋の中では、機械部品のかしめ、菓子企

業の箱折り、子供の遊具の封入、印刷会社の道具の不純物

はがしと４種類もの作業が同時並行して行われていました。

『ちぐさ企画』と『千草工芸』は同じ社会福祉法人が運営

する兄弟施設ですが、この４月に役割分担して再編されま

した。今回利用された当事者の方は『千草工芸』を希望さ

れていらっしゃいましたので、『千草工芸』のご説明も頂き、

入所に向けて申し込みを行えることとなりました。 

３．次に八幡山に移動し、都立松沢病院の中にある喫茶店系就

労継続支援Ｂ型事業所『喫茶室パイン』を見学致しました。

松沢病院はこの６月から新病棟が本格稼働し、全く新しい

病院となっていました。そのなかでかつてはリハビリ棟の

一角にあった『喫茶室パイン』は今度は病院の奥の端に存

在することとなり客足が激減、そのため、隣駅の上北沢駅

そばに場所を借りて弁当屋もオープンし、松沢病院の外来

棟入口にてもワゴン販売を始めたとのことでした。病院が

新しくなるのはよいことですが、巨大企業の再編計画に乗

せてもらえず苦労しているとのことで、大変さがよく伝わ

ってまいりました。 

４．最後に祖師ヶ谷大蔵に移動し、地域活動支援センターⅠ型

の『サポートセンターきぬた』を見学しました。施設の実

習に来ていた学生さんたちも合流して、説明をうかがいま

した。もとは地域生活支援センターということで初めてで

も参加しやすいようなプログラム作りに工夫が凝らされて

いました。 

５．Ｌ進藤から精神障害者福祉の歴史と世田谷の現況について

ご説明いたしました。参加した当事者の皆さんはそれぞれ

希望する施設が見つかり、満足されていらっしゃいました。

初めて参加のＬ岩瀬は頭の中にたくさんの「？」マークが

ついたまま、ご自分の不動産業とのかかわりについて考え

ていきたいと発言されました。皆様お疲れ様でした。次回

は１０月４日木曜日の予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ ８月２４日３３０－Ｃ川越つばさＬＣＣＮ２周年例会参加報告 （Ｌ田中） 

さる８月２４日、先日（７月２１日）箱根にて３３０－Ｂ

山梨アカデミーＬＣと共に、３３０ＡＢＣ３クラブ合同友好

クラブ締結式を行いました、３３０－Ｃ地区川越つばさＬＣ

のチャーターナイト２周年記念行事に、当クラブからＬ岩瀬

と私Ｌ田中が参加して参りました。友好クラブ締結式で入会

したＬ岩瀬とスポンサーでもある私Ｌ田中の営業所が川越市

の隣の鶴ヶ島にあるご縁で、私達２人が当クラブ代表として

参加させて頂きました。 

式典は、川越つばさＬＣの皆様と、３３０－Ｃ地区中村泰

久ガバナーをはじめ、３３０－Ｂ地区第一副地区ガバナー川

手寅平Ｌ、山梨アカデミーＬＣのメンバーの皆様、さらに一

般のお客様も加わって、チャーターナイトにふさわしく、賑

やかに開催されました。 

川越つばさＬＣ初代会長沼田浩正Ｌからはフェイスブッ

クを通じてご連絡を頂き、『ビンゴ大会とドネーションを兼ね

たチャリティーオークションを開催するので名物等、景品を

ご供出いただければありがたい』とのお話でしたので、フィ

リピンから持ち帰ってきた、プレゼンテーションで役立つレ

ーザーポインター、またドライフルーツ詰め合わせやエコバ

ックをドネーション致しました。オークションは大盛況で、

中村ガバナーにもドネーション頂きました。 

式典の後、近くの居酒屋にて二次会が行われました。もち

ろん私たちも参加しまして、身近にお話しすることができ、

大変楽しい時間を過ごしてまいりました。川越つばさＬＣの

皆様にも当クラブの例会にご訪問して頂くこと、またこちら

からも川越つばさＬＣの例会にお邪魔することをお約束いた

しましてお開きとなりました。 

＊おまけ：３３０－Ｂ地区第一副地区ガバナー川手寅平Ｌが「Ｌ進

藤はどこだ～！」と、とても会いたがっていらっしゃいました（笑）。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ ８月３１日東京ゴルフＬＣ認証状伝達式参加報告 （Ｌ進藤） 

８月３１日、日比谷公園内松本楼にて開催された、

東京ゴルフＬＣ認証状伝達式にＬ小塚、Ｌ佐々木、さ

らにＬ田中、Ｌ白石と私Ｌ進藤の５名が参加して参り

ました。日比谷公園の中にたたずむこの松本楼は、３

３０－Ａ地区小坂元ガバナーの経営されるレストラン

ですが、ライオンズの公式会合（周年行事など）は初

めてとのことでした。  

「東京ゴルフＬＣ」の誕生に当たっては、クラブの

名称から「活動内容はどうなのか？」と物議を醸した

向きもあるようですが、スポンサークラブである赤坂

ＬＣ所属の阿久津ガバナーのご説明では、震災後に何

かチャリティーでできないか、ということで真面目に

発足、毎月１回は通常例会形式で、もう１回は各地の

ゴルフ場を回ってゴルフ例会という形式になり、国際

協会から「スペシャルインタレストクラブ」として認

定を受けたとのことです。  

折りしも次回のリオ・デ・ジャネイロ五輪からはゴ

ルフが正式競技になるとのことで、会場には多数のオ

リンピック・パラリンピック招致運動ののぼりが設置

され、都議の方も招致運動への協力を呼び掛けにいら

っしゃっていました。またチャーター記念アクティビ

ティは、「ロンドンオリンピック開催中、英国ロンドン

市内等にて、２０２０年東京オリンピックパラリンピ

ック招致のためのロビー活動をおこなった」とのこと

でした。  

当クラブからも元メンバーの大島Ｌ

が東京ゴルフＬＣのチャーターメンバ

ーとして参加され、祝宴で乾杯のご発

声を行っていらっしゃいました。また、

前期エクステンション委員会副委員長

であったＬ白石はこの場でエクステン

ションアワードを獲得されました！おめでとうござい

ます！  

また、日比谷松本楼のお料理が大変美味しくて、さ

らに飲み物のお代わりを持ってくるタイミングなどサ

ービスもばっちりで、大変満足の認証状伝達式でした。

東京ゴルフＬＣの皆様、誠に有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆８月２７日青年アカデミー委員会交流会参加報告         （Ｌ杉内） 

８月２７日、ＡＰ西新宿にて３３０－Ａ地区青年アカデ

ミー委員会主催の交流会がありました。世田谷ＬＣからは

当日突然来られなくなった石上会長の代理でＬ阿部、それ

にＬ手塚・Ｌ亀川・Ｌ畠山・Ｌ進藤・Ｌ村井と私Ｌ杉内の

７名が参加しました。 

全部で７０名程度が参加していたのを８名ずつ８つのグ

ループに分け、４つのテーマから１つを選んで３０分で話

し合い、発表、その後懇親会に流れるというものでした。

世田谷ＬＣからはＬ手塚が委員として参加しただけでなく、

Ｌ阿部はしっかりとグループ発表していました。自分

は・・・・これからライオンズのこと、勉強します！（笑） 

交流会の後の懇親会では、各自例会訪問の約束をするよ

うに指示が出ました。今度は世田谷ＬＣにもたくさん例会

訪問に来てくださるのだそうで、ありがたいことです。 

クラブの壁を越えての交流を楽しく感じました。 

 

☆９月７日東京銀座ＬＣ例会参加報告         （Ｌ進藤） 

９月７日、東京銀座ＬＣの例会に参加して参りました。といい

ますのも、上述の青年アカデミー委員会交流会の中で、「今日は

皆さん帰る前に必ず例会訪問の約束を最低一つして下さい」と言

われまして、その時お隣に座っていたのが銀座ライオンズクラブ

の野下浩世Ｌで、例会訪問のお約束をさせて頂いたのです。 

  東京銀座ＬＣは当クラブよりもさらに長い歴史と伝統（５２

年）があり、メンバー数も５０名を超える大規模なクラブで、主

なアクティビティは献血や薬物乱用防止教室です。 

例会場に入りますと、まずテーブルの多さに驚きました。出席

者が多いのです。この日は昼の例会ということで時間の関係から

か、女性会長秋山Ｌの「会長挨拶」のときから昼食弁当に端をつ

けてくださいと指示されました。メインは日本自然保護協会の一

寸木（ちょっき）様のスピーチで、神奈川県足柄上郡の大井町か

ら来られて「自然を保護することは子供を守ること」とのテーマ

でお話しされました。 

最後のまた会う日までは全員で輪にはならず普通に直立して

歌っていたかと思うと、「かたき握手・・・」のところからお互

いに握手して回るという・・以前、晴海ＬＣで衝撃を受けた「途

中から握手スタート」タイプでした。やはり例会訪問は勉強にな

ると実感したひとときでした。東京銀座ＬＣの皆様、誠に有難う

ございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④

☆９月６日大阪なみはやＬＣ例会二次会参加報告         （Ｌ手塚） 

９月６日、私Ｌ手塚利行とＬ杉内健二は仕事の関

係で大阪に行くことになっておりました。私は、以

前から Facebook のライオンズクラブグループで知

り合いになった大阪すみのえＬＣ幹事早瀬徹Ｌと野

球の巨人ファンつながりがキッカケで Facebook 上

で連絡を取っておりました。９月６日は、時間の都

合が合えば現地でお会いすることを約束しておりま

した。 

当日、新幹線に乗り大阪に向かう途中のメールの

やり取りで大阪なみはやＬＣの例会があること、時

間が空けば、いつでも連絡くださいと言われており

ました。 

時を同じくして、Facebook にて当クラブの畠山幹

事も大阪に向っていることを知り、タイミングが合

えば合流しようという話になっていました。 

夕方、仕事が落ち着いたため早瀬Ｌに電話をしま

して、実は初めて声を聞いたような状況だったのに、

ずうずうしくも仕事関係者との会食の場所を紹介し

ていただきました。 

そして、仕事関係の会食が終了したところで、い

よいよ大阪なみはやＬＣの例会後の二次会から参加

させていただいたのです。 

会場に入ると２０～３０人のいろんなクラブのメンバーの方達がおられました。私とＬ杉内が

マイクで紹介されますと、みなさん突然の飛び込み参加にもかかわらず、大変暖かくお迎えいた

だきました。その日の例会には、３３５－Ｂ４Ｒ２Ｚの川野ＺＣ（大阪すみのえＬＣ）、大阪す

みのえＬＣから早瀬幹事ほかメンバーの方、大阪帝塚山ＬＣの方など一度にたくさんのクラブの

方にもお会いすることができました。 

三次会からは当クラブの畠山幹事も合流、大阪くいだおれの夜を十分に楽しんで参りました。 

今回の出来事で感じたことは、あらためてライオンズクラブのメンバーは、同じメンバーであ

れば地域や年齢など関係なく、すぐに打ち解けることが出来るということです。それと Facebook

の凄さも痛感致しました。Facebook で写真を見ているからなのか、初めてお会いした方なのに

初めて会った気がしませんし、畠山幹事が合流出来たのも Facebook のおかげでした。  

大阪なみはやＬＣ会長藤田昌史Ｌ、幹事跡見幸司Ｌはじめメンバーの皆様、大阪すみのえＬＣ

所属のＺＣ川野Ｌと幹事早瀬Ｌ、突然の訪問にもかかわらずあたたかく迎えていただき本当にあ

りがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤

☆９月４日ゴルフ同好会第２回コンペ参加報告         （Ｌ今尾） 

９月４日、名門よみうりゴルフ倶楽部にて今期第２回目の同

好会コンペが開催されました。 

前々回、同コースにて開催された日は、中央道集中工事でま

さかの大渋滞。今期２年目の幹事を拝命している私Ｌ今尾は十

分な余裕を持って出発したにも関わらず、集合時間１５分前に

滑り込むという幸先の良くないスタートだったため、その教訓

を活かして今回は更に前倒して６時３０分に自宅を出発。路面

もリニューアルされた中央道～稲城大橋と快調に走行、集合は

９時１５分なのに７時１５分に到着してしまいました。「集合

までにハーフ回ってこられるな・・・。」と思いつつゆっくり

打ちっ放しで身体を慣らしたり、お茶を飲んだりして、ようや

く集合時間に。ご挨拶、ルール説明などを終えて、いよいよコ

ースへ。 

ドライバー、セカンド、アプローチとショットは上々、いよ

いよパッティングの段になってはたと気がつきました。「あ

れ？コーライグリーンだ！」あんなに時間があったにも関わら

ず、なんとパター練習するのを忘れていたのです。しかもめっ

たにプレーしないコーライグリーン。案の定、短いパットを外

して痛恨の３パットでスタート。その後、長いパットが入った

り、短いのが外れたりしつつ、上がってみたら８１と、自己ベ

ストにせまるスコアでした。Ｌ中村、Ｌ小野、半年ぶりに参加

のＬ畠山とメンバーに恵まれての楽しいラウンド、ハンディに

も恵まれて苦節３年目の嬉しい初優勝でした。ありがとうござ

います！ 

「ベスグロ（ハンディキャップなしのベストスコア）もいただ

きかしら？」と欲張りな気持ちで成績表を見ると、さすがのＬ

磯辺、胆嚢を摘出しても安定感抜群で「７９」でした。参りま

した。m(_ _)m 今後も精進して、もっとローハンディでも優

勝が狙えるように頑張ります。 

次回は毎年恒

例、１１月移動

例会翌日に箱根

カントリーを予

定しております。

同好会会員でな

い方もスポット

参加大歓迎です。

ぜひお気軽にご

参加ください。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥

☆９月８日数寄屋橋ＬＣ・平成ＬＣチャリティーボウリング参加報告   （Ｌ岩瀬） 

９月８日、東京ポートボウルに於いて、東京数寄屋橋Ｌ

Ｃ・東京平成ＬＣ共催の東日本復興支援チャリティボウリ

ング大会が開催され、畠山幹事、Ｌ亀川、Ｌ手塚とともに

参加させていただきました。 

エイブル（注：Ｌ岩瀬の会社です）のイベントでボウリ

ング大会があり毎年参加しているので、マイボールも持っ

ているのですが、今回はマイボールの方はハンデがつくと

のことなので、ハウスボールで投げることにしました。 

が・・・・・・練習投球では何故かボールはサイドの溝

に吸い込まれ続け、最後まで修正することができず不完全

燃焼でゲームは終了。完全に足を引っ張ってしまいました。

（編集部より注：Ｌ畠山の証言によれば「指が太すぎて穴

に引っかかってしまい、合うボールがなかったみたい」と

のことです・・・）今回のお詫びと、リベンジはぜひ次回！！ 

大会はここ一番の時に（そうでなくてもいいのですが）

１回１０００円のドネーションで、プロに代打してもらえ

るイベントもあり、大いに盛り上がっておりました。（プロ

の代打ち、失敗している方が多かったような気がしました

が・・・） 

ゲームを楽しんだあと、懇親会が開かれ成績発表があり

ました。わが世田谷ＬＣは「チーム賞 第二位」の成績で

した。 

次回は上に引っ張れるように頑張ります。 

皆さんお疲れ様でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑦

☆９月９日潮来ＬＣＣＮ１０周年記念例会参加報告         （Ｌ亀川） 

９月９日、霞ケ浦から流れ出る常陸利根川のほとり、千葉県

香取市の富士屋ホテル別館の開花亭で開催された、３３３－Ｅ

潮来ＬＣの１０周年記念例会に、畠山幹事とＬ進藤、私Ｌ亀川

の３名で参加して参りました。 

会場には茨城県全土から多数のクラブ、総勢約３６０名が座

っていらっしゃいました。世田谷からは当クラブのほかに東京

三軒茶屋ＬＣからも水谷会長以下４名が参加されていました。

常に１００名近いメンバー数を誇る潮来ＬＣの勢いを表わし

てか、茨城県知事・潮来市長のほか隣接する鹿島市長・神栖市

長・行方市長ほか多数のご来賓、３３３－Ｅ大竹地区ガバナー

をはじめとして多数の元ガバナーやキャビネット役員など

錚々たる来賓の皆様が壇上に勢ぞろいしていて、正直圧倒され

ました。 

初代会長の関根Ｌや現・松島会長のご挨拶によると、潮来市

でライオンズクラブを結成するときのご苦労から現在に至る

までの隆盛がよくわかりました。また結成時の１０年前から年

会費を６万円と安くしたり、アクティビティ中心で活動するな

ど先進的なクラブと高い評価を受けていらっしゃいました。 

式典に続いて開催された祝宴では、なんと当クラブのＬ進藤

が乾杯のご発声に指名され、潮来ＬＣと世田谷ＬＣのご縁や地

区の壁を越えての交流について言及された後、高らかにウィサ

ーブの掛け声をかけて、祝宴が始まりました。 

 メインのアトラクションは「氷雨」の佳山明生さんが、ステ

ージに観客を引っ張り上げて氷雨を歌うというプロとアマの

コラボに歓声が沸いていました。ラッキーカードは当たりませ

んでしたが名産品のブランド米『あやめちゃん』をお土産に頂

き、帰路につきました。 

・・・と思いきや、我々は潮来のアネックスホテルに宿泊す

るので、潮来ＬＣの皆さんの二次会にお邪魔したわけですが、

かなり盛り上がって飲んだ後に、さらに祝宴に女性たちを派遣

した、メンバーが経営しているという３軒のお店をいくつかの

グループに分かれてはしごするという三次会になりまして、さ

らに潮来ＬＣの皆様と懇親を深めました。中には東京でも名高

い茅島Ｌに匹敵する飲みっぷりのメンバーもいらして、大変仲

良く夜更けまで飲み歌い、潮来の夜を楽しみました。  

潮来ＬＣの皆様、大変お世話になり有難うございました。今

度の９月２３日の稲刈り・芋ほり（収穫祭）も楽しみです。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ ① 

☆ ８月２１日 東京さぎそうＬＣ・東京玉川ＬＣ合同納涼例会参加報告  （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。ゾーンチェアパーソンとしてゾー

ン内クラブを回っておりますが、８月２１日には同じ１０

Ｒの３Ｚ東京さぎそうＬＣと東京玉川ＬＣの合同納涼例会

に３ＺＺＣ中村善子Ｌとともに参加いたしました。 

私がライオンズに入会する前から存在を知っておりまし

た八幡山近辺にある竹林を持つ豪邸、島田益吉Ｌの個人宅

が例会場で、そのお庭で焼肉＆流しそうめんを楽しみまし

た。東京玉川ＬＣは新入会員候補が２名（作家の藤森いず

み様と声優の宝亀克寿様）いらしていて、９月２６日のガ

バナー公式訪問にも参加されるとのことです。また東京さ

ぎそうＬＣは島田Ｌの庭の竹林から切り出した竹を数日前

に４人がかりで切りだし、真っ二つに割り、グラインダー

で節を削って、見事なお手製の「流しそうめんスライダー」

を製作していらっしゃいました。 

会も盛り上がったところでいよいよ流しそうめんに移り

ました。庭を斜めに横断する竹のセッティングも本格的で

す。素麺やフルーツが流れると歓声が上がり、童心に帰っ

て大騒ぎしながら大量に頂きました。なかなかできない体

験を存分に楽しませて頂きました。両クラブの皆様、有難

うございました。 

☆ ９月５日 東京代官山ＬＣ例会参加報告             （Ｌ進藤） 

９月５日は１０Ｒ２Ｚ内の４つ目のクラブとして、原宿

南国酒家で開催された東京代官山ＬＣ例会に訪問させて頂

きました。東京代官山ＬＣの例会参加は３回目で、以前は

ひまわりの種植えなどのアクティビティにも参加したこと

があるので、今期の会長栗田久永Ｌはじめ参加者全員のお

顔がわかる、大変なじみやすい例会でした。 

 人数が少ないということもあるのでしょうが、 会長挨拶、

ゲスト挨拶の後の会食懇談では、 ゾーン内の課題も含めて

ざっくばらんに話ができて、大いに話題も盛り上がり、あ

っという間に例会時間が過ぎました。その後前ＺＣの相野

谷信之Ｌに二次会にも連れていって頂きまして、さらに懇

親を深めることができました。東京代官山ＬＣの皆様、誠

に有難うございました。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ ② 

☆ ９月６日 東京山手ＬＣ例会参加報告         （Ｌ進藤） 

９月６日には、新宿のヒルトン東京で開催された東京山

手ＬＣの通常例会に参加いたしました。田中有序会長率い

る東京山手ＬＣのメインアクティビティは、４月第１土曜

に行われる神田川清掃ですのでこれはぜひ参加したいと思

います。 

 東京山手ＬＣは、家族会員を含めて２９名のクラブで 

「メンバー仲が良く、出席率もよく、旅行などの参加率も

よい」とのことで、国際大会やＯＳＥＡＬにもここのとこ

ろ連続して２ケタのメンバーが参加しているということで、

素晴らしいと思いました（きっとハンブルグも・・？）。ま

た、東京代田橋ＬＣからの改称が４年前とのことで全員チ

ャーターメンバーなのだそうですが、「若者が入りやすいよ

うに会費の安い賛助会員という枠をつくっていく」とのこ

とでした。ちなみに私が入会した当時の２００８年７月第

２例会に、東京山手ＬＣ所属の当時ＺＣの團村守男Ｌと当

時の会長の佐藤顕Ｌとお二人が例会訪問して頂いておりま

して、当時の話も弾みました。東京山手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。 

 

 ◆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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 ☆ ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ⑧ 

☆ 世田谷区民会館抽選会でのひとコマ  

９月１日午前９時、世田谷区民会館の抽選会に当クラブメンバ

ーが参加しました。数年前に開催した井上あずみさんのチャリティ

ーコンサート。好評でしたし、今期のメインアクティビティとして

行うことになったのですが、候補日を抽選でとらねばならなくなっ

たのです。 

 畠山幹事が中心となってＬＩＮＥなど使って人集めをした結果、

５人のメンバーが協力し、５家族１０名が集合しました。しかし、

現地に到着してみると１団体１名までしか抽選に参加できないと

のルールとわかり、愕然。以前は違ったはずなのに・・・。 

 そこで、すべてを先日３歳の誕生日を迎えたばかりの畠山幹事の

愛息、「陽（はる）くん」に託して抽選くじを引いてもらいました。 

 「東京世田谷ライオンズクラブ様」  

 いよいよ畠山親子がくじを引きに行きました。 

 「一番ですね」 

 「やったー！１番！」 畠山幹事の大声が会場に響き渡りました。 

 はる君、ありがとう！それにしても、なんてくじ運強いんでしょうか。これで２０１３年３月

２日が予約できました。『親と子のチャリティーコンサート』、皆様、よろしくおねがいします！ 

■ 行事予定 

９月１３日（木）18：30～ ９月第１例会               於：目黒雅叙園 

９月２３日（日）10：00～ 潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（稲刈り） 於：潮来 

９月２６日（水）18：00～ ガバナー公式訪問（例会振替）       於：シェラトン都ホテル 

１０月４日（火）13：00～ 第４回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

１０月１１日（木）18：30～ １０月第１例会             於：目黒雅叙園 

１０月１２日（金）     薬物乱用防止教室            於：池尻小学校 

■ 幹事 畠山より一言  

  

 

 

 

 残暑厳しい中でも、ときおり朝夕は秋風が感じられるようになってまい

りました。秋が待ち遠しい反面、夏大好きの私としましては、淋しい気持

ちになる今日この頃で御座います。  

最近は色々なアクティビティやセミナーに参加させて頂きとても素晴

らしいライオンズ活動を体験しております。先週は仕事で大阪に出張だっ

たのに大阪エリアのライオンズメンバーと交流があったり、チャリティボ

ーリング大会への参加や食育アクティビティでお世話になっている「潮来

ライオンズクラブ１０周年記念式典」への一泊での参加、世田谷クラブで

はメンバー所有のヨットで一泊旅行・ゴルフ同好会への参加など充実した

日々をすごしています。今月はガバナー公式訪問にて沢山のライオンズメ

ンバーに会えるのが楽しみです。 

本日の例会では世田谷メンバーに会えるのと１０名の例会訪問が有る

ので今から楽しみです。皆様、これからもどうぞよろしくお願いします。 

 2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山 


