2012-2013年度

第５号

２０１２年 ９月発行

今年度スローガン

見よう！聞こう！語ろう！奉仕の心！We Serve
会長挨拶

トピックス

暑さ～寒さ～も彼岸まで・・・まさにその
通り、ようやく涼しくなって参りましたね。
さて、９月の第一例会に於いては、青年アカ
デミー委員会での交流のおかげで複数の他ク
ラブより大勢の例会訪問をいただきまして、
本当に楽しい例会＆二次会となりました。当
クラブでは目黒雅叙園にて例会を行っており
ますが、今期から当クラブ・畠山幹事の御尽
力により、例会終了後には毎回そのまま目黒
雅叙園内のＢａｒにて二次会を開催しており
ます。そんな利便性から、例会訪問されるお
客様も気軽に参加していただけますので、今
後も多数の方々に例会＆二次会への御参加を
是非お待ちしております。
また、去る９月２３日（日）潮来ＬＣとの
合同食育アクティビティでは・・・残念なこ
とに当日は大雨。稲刈りや芋ほりは残念なが
ら中止となりましたが、そんな悪天候の中、
会場を変更し、潮来ＬＣのメンバーやＪＡ関
連の方々により交流会を開催して下さいまし
た。その会場では例年通り、おいしいおにぎ
りや豚汁を味わう事ができ、子供達にはポッ
プコーンやカキ氷ま
で用意して下さり、
最後にはたくさんの
お土産・・・
関係者の皆様には本
当に感謝を申し上げ
ます。ありがとうご
ざいました。

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★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
内容については検討中です。決まり次第ま
たご連絡いたします。

★１０月１２日（金） 於：池尻小学校
薬物乱用防止教室１３：１５～１４：５０
集合 １２：３０
池尻小学校６年生を対象に薬物乱用防止教
室を行います。例年同様、５・６時限を用
いて、５時限目は講義、６時限目は寸劇形
式で開催します。メンバーの皆様におかれ
ましてはふるってご参加いただきたく存じ
ます。
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第３回 理事会報告
出席者

９月１３日

於 目黒雅叙園

飛鳥

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 石田、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 桂、L 小塚、
L 西山、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、
L 山本、幹事畠山
（出席者数１９名）

★今期第３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

■

１.９月２３日潮来合同食育アクティビティの件について
Ｌ進藤より出席者確認を致しました。
２.１０月８日「ライオンズクラブ国際協会」奉仕デーＰａ
ｒｔ１「ライオンズの集い」につきまして、畠山幹事よ
りご報告があり、協賛金は１万円とすることに致しまし
た。参加者を募り、８名が参加することとなりました。
３.３３０－Ｃ地区キャビネット副幹事 山本国広Ｌ（深谷
ＬＣ）ご逝去について畠山幹事からご報告頂き、有志で生花を出し、Ｌ田中・Ｌ進藤が告別
式に参加することと致しました。
４.１１月１８日移動例会について畠山幹事より昨年同様河鹿荘で行うことが提案されました。
５.ＣＮ５０準備委員会、チャリティコンサート準備委員会 合同開催について畠山幹事より同時
９月中に開催のご提案がありましたが、日程が合わず、別途開催することになりました。Ｃ
Ｎ５０準備委員会は９月２８日開催予定となりました。
６.新規アクティビティについてＬ山本よりご提案頂き、
「被災地の子供たちの写真展を世田谷の
千歳小学校で開催する」ことについて協議を行いました。写真展開催実績のある藤添氏の交
通費宿泊費約６万円と使い切りカメラ購入及び現像で約４０万円という予算について、千歳
小学校からまず企画書を出して頂くことと致しました。
７.みどりの会の協賛の件につきまして、Ｌ藤原からご提案頂き、当クラブとしては５万円の協
賛を行うことと致しました。
８.９月２８日ＬＣＩＦセミナーの件につきまして畠山幹事より出欠確認を行い、Ｌ進藤が出席
することと致しました。
９.１０月２０日｢女川秋刀魚収穫祭 IN 日比谷公園｣の件についてＬ亀川よりご提案頂き、当日
の人員整理のため当クラブからも７-８名を目標として人員を募ることと致しました。
１０.青年アカデミー委員会にて決定となったＬ手塚の他クラブ例会訪問の件につきまして畠山
幹事よりご提案頂き、参加費をクラブ費負担とすることと致しました。
１１.１１月１日 東京ウィルＬＣ チャリティコンサートの件について畠山幹事よりご提案頂き、
Ｌ進藤が参加することと致しました。
１２.１１月８日－１１日 第５１回 福岡ＯＳＥＡＬフォーラムについてＬ進藤よりご報告頂き、
参加者の確認を致しました。
１３.１１月２５日 わんぱく育成会秋まつりの件のほか１月２月のわんぱくクラブ育成会関連
の事業につきましてＬ進藤よりご報告頂き、チャリティーコンサートの後援の名義使用につ
いては承認されました。
１４.Ｌ石田より退会希望が出され「いつか必ず復会したい」とご挨拶を頂きました。事情を勘
案し、クラブとしてＬ石田の退会を承認し、必ず戻ってきてほしいとお声掛け致しました。
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第１１８６回例会（メンバースピーチ例会）報告
出席者

９月１３日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 石田、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 桂、L 小塚、
L 西山、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、
L 吉崎、幹事畠山、
東京ワンハンドレッド LC 伊賀保夫 L、東京ひかりえ LC 田中歩 L、菅純一郎 L、
東京ヒルズ LC 橋本隆夫 L、芦澤政弘 L、廣瀬譲 L、
東京平成 LC 芳賀英紀 L、伊賀恵司 L、劔持一雄 L、小幡嘉信 L
（出席者数１９名、ビジター１０名、計２９名）

1

第１１８６回９月第１例会（メンバースピーチ）が、９
月１３日（木）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・ライオンズクラブの歌・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
様は東京ワンハンドレッドＬＣから会長伊賀保夫Ｌ、東
京ヒルズＬＣから青年アカデミー委員会委員橋本隆夫
Ｌ・会長芦澤政弘Ｌ・幹事廣瀬譲Ｌの３名、東京平成Ｌ
Ｃから青年アカデミー委員会委員芳賀英紀Ｌ・国際大会
参加委員会委員伊賀恵司Ｌ・会計劔持一雄Ｌ・小幡嘉信
Ｌの４名、東京ひかりえＬＣから会計田中歩Ｌ・第一副
会長菅純一郎Ｌの２名と計１０名もお越しになられまし
た。皆様ご多忙のところ誠に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、お客
様が多数お越しになったことへの謝意を表したのち、前
回例会訪問頂いた山本国広Ｌの訃報に触れご冥福を祈り
ました。また、今期例会日の２日前に開催している準備
会について触れ、今期三役・前期三役ほか多くの方に参
加頂けていることへの感謝を述べてご挨拶とされました。

4

御客様が多数いらっしゃるので、本日は皆様から会食中
にご挨拶を頂くことと致しました。

5

メンバースピーチをＬ田中及びＬ岩瀬より頂きました。
Ｌ岩瀬が提示するスライドに従ってＬ田中が先日のフィ
リピン訪問について話されました。Ｌ田中とＬ岩瀬は小
田原の小学校で一年違いの同窓生でもあり、現在は同じ
不動産チェーン・エイブルにお勤めです。Ｌ田中は、ま
ず生い立ちを話されました。祖母の経営していた小田原
の置屋で育ち、高校を卒業しホストクラブに勤め、自分
でも２１歳でキャバレーを開店・経営していたのを閉め
て不動産屋に転向し、その時に出会った女性が現在の奥
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様である５歳年上のジェニファーさんとのことです。
6

さて、Ｌ田中とＬ岩瀬はＬ田中のご家庭の事情で７月に
フィリピンを来訪しました。現在マニラＬＣのメンバー
となったジェニファーＬの事業の関係もあり、月１回１
週間程度フィリピンを訪れるのだそうです。マニラＬＣ
の例会に参加されたところ、遅れて始まり、終わりも曖
昧と例会運営は緩やかな点があるようですが、アクティ
ビティは盛んで、貧しい人への生活用品の配布、眼鏡の
ドネーション、割礼など様々行っているとのことです。

7

そして続いて、８月７日に再度フィリピンを来訪した際、
フィリピンで１９５万人が被災したという大洪水に遭遇
して苦労した話をリアルにされました。まず、大雨で空
港に降り立つのに時間がかかり、着陸後もタクシー・バ
スだけでなく消防自動車にまで乗せてもらって家に近づ
くも、膝上まである洪水となってしまい、家の中も荷物
が大変なことになっていたのだそうです。さらに水位が
上がる恐れがあり、平屋建ての家では危険なので、レス
キューボートを呼んできて着の身着のまま逃げる状態と
なったとのことでした。小型のジープに声をかけ、大金
を払い友人の家へ、そしてさらに三流ホテルへと逃げた
こと、ＬＩＮＥの報告に呼応してのクラブメンバーから
の励ましに本当に感謝したことなどをお話しされました。

8

翌日はさらに水位が上がり「首まで」となり、家の近所
では外出できず監禁状態とのことなので、宿泊している
ホテル近くの食堂で１００食分のお弁当（ご飯・ソーセ
ージ・目玉焼き）を作ってもらい、ボートを出して近所
に配布に行ったこと、大変な状態なのにフィリピン人が
みな陽気で精神的に救われたことをお話しされました。
３日目はかなり水位が下がったものの膝上くらいまであ
り、家に帰ると全てがひっくり返っていたそうです。

9

しばらくすると水が引けて、５日目には青空となって片
づけに出発。家のドアを開けた瞬間にたまっていた水が
出てきたそうです。ダメになった家財を出して床と壁を
掃除したところウナギが出てきたり、ひっくり返ってい
た冷蔵庫も洗って乾かしたところ復活したり。床がタイ
ルとコンクリートなので水が入っても洗えば何とかなる
のだそうです。最後は気が抜けて高熱を発するという大
苦労談だったのですが、フェイスブックで洪水について
報告したところ、奥様がやはりフィリピン人である市川
ＬＣの吉原稔貴Ｌと野田ＬＣの高木次雄Ｌから吉原Ｌの
奥様経由でドネーションを頂き、大変感謝したというエ
ピソードをご紹介されました。
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10 フィリピンの現状はまだまだ貧困格差があり、ライオン
ズに入会してフィリピンに対しての奉仕の気持ちが強く
なり、当クラブ５０周年に向けてアクティビティを企画
していると話されてスピーチを締め括られました。
11 質疑応答ではＬ佐々木より７月第１例会で話があった
「歯ブラシ等の回収」について詳細な説明を希望したの
に応えて、Ｌ田中から「歯ブラシを集めてフィリピンに
送る」アクティビティについてご説明頂きました。Ｌ田
中、Ｌ岩瀬のお二人ともどうも有り難うございました。
12 ここで、ウィ･サーブを青年アカデミー委員会委員である
Ｌ手塚より頂きました。Ｌ手塚は青年アカデミー委員会
の交流会で例会訪問が奨励されたエピソードと、そのた
め本例会に多数お客様がお越しになった経緯をご紹介さ
れて高らかにウィサーブのご発声を頂きました。
13 会食に移りまして、畠山幹事より幹事報告を頂きました。
同日開催された第３回理事会の審議事項のご報告を頂き
拍手にて承認されました。皆様有難うございました。
14 そして、会食中１０名のお客様のご挨拶を頂きました。
まず、東京ワンハンドレッドＬＣ会長の伊賀保夫Ｌは、
以前同期幹事だったＬ進藤の誘いで訪問に至ったこと、
例会通算回数を式次第に書いたり、メンバースピーチを
会食前に行うことでじっくり聞いてもらえることなど自
クラブとの相違に気づきがあったこと、目黒雅叙園は生
まれ育ったところでもあり、また例会に参加したいとご
挨拶されました。
15 続いて東京ヒルズＬＣの前会長橋本隆夫Ｌが、東京ヒル
ズＬＣが２年目のクラブでチャーターメンバー２６名全
員がライオンズ未経験者だったこと、南三陸志津川ＬＣ
を通じて奉仕活動を行い一緒に日帰り弾丸ツアーを行っ
たＬ進藤と仲良くなったこと、今期青年アカデミー委員
会に所属し、交流の場が得られて期待いっぱいであると
ご挨拶されました。続けて東京ヒルズＬＣ会長芦澤政弘
Ｌは話したいことは橋本Ｌが話したので、と短くスピー
チをされました。また、幹事廣瀬譲Ｌもわからないこと
は多いが今後頑張りたいと短くご挨拶されました。
16 続いて東京平成ＬＣからは、国際大会参加委員会委員伊
賀恵司Ｌが、東京平成ＬＣが５月に認証状伝達式が終わ
ったばかりで、平均年齢４０歳と若さと勢いがある新し
いクラブであるとご紹介されました。また「ハンブルグ
は好きか？」と尋ねられ「嫌いじゃない」と答えたら国
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際大会参加委員になってしまったエピソードをご披露さ
れました。そしてＬ手塚の誘いで今回例会訪問し、アク
ティビティ・ドネーションの方向について光が見えたよ
うな気がしたとご挨拶されました。また、会計劔持一雄
Ｌからもクラブの運営へのヒントを頂いて感謝している
とご挨拶頂きました。小幡嘉信Ｌも他クラブの例会を見
ることで方向性が見えてきたこと、さらにほかのクラブ
にも例会訪問したいと話されてご挨拶とされました。
17 そして東京ひかりえＬＣ会計田中歩Ｌは、一番嬉しかっ
たのはフェイスブックで不思議に思っていた「とっとこ
文太郎」
（当クラブＬ田中のニックネーム）に会えたこと
であるとお話しされてご挨拶とされました。また第一副
会長菅純一郎Ｌは、名前が元総理大臣の「菅」+「純一郎」
であると話されてまず笑いを取り、東京ひかりえＬＣも
２年目のクラブであり、若い世代がいかに頑張るかを考
えていらっしゃること、こうして他のクラブと付き合う
クラブが次第に増えていくことを期待しているとお話し
されてご挨拶とされました。
18 最後に席を外されていた東京平成ＬＣ芳賀英紀Ｌが東京
平成ＬＣはまだ第１期で分からないことも多いが、ご自
身が青年アカデミー委員会、伊賀Ｌが国際大会参加委員
会へとキャビネットに出て頑張っていることをご紹介さ
れてご挨拶とされました。
19 テールツイスターの活躍の時間はＬ磯辺にお願いいたし
ました。Ｌ磯辺は多数のお客様がお越しになったことに
謝意を表し、人間力を高めることが重要で、人間は堅い
面だけでなくやわらかい面と両方持つことが重要だと言
及されてから、ドネーションの発表をされました。本日
のファインは１９００円、ドネーションは３６１００円、
合計３８０００円でした。皆様有難うございました。
20 出席率の発表はＬ阿部にお願いいたしました。在籍者数
４４名、不在会員２名、終身会員５名、出席１９名、ビ
ジター１０名で出席率は５１．８％でした。
21 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。
22 本日も二次会が開催され、多くのゲストも参加されまし
た。９月誕生日のＬ手塚とＬ阿部の誕生日のお祝いがサ
プライズで行われ、また、二次会会場でもアカペラで「ま
た会う日まで」を歌うなど大変盛り上がりました。皆様
どうも有り難うございました。
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潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（収穫祭）報告
出席者

９月２３日

於 潮来

石上会長、L 亀川、L 佐々木、L 進藤、幹事畠山、
東京三軒茶屋 LC 水谷力 L、藤村貞夫 L、
石上会長ご同伴７名、L 進藤ご同伴１名、L 佐々木ご同伴１、
藤村 L ご家族ご同伴６名、和田庸聖様はじめ池尻稲荷神社グループ７名、
（計１７世帯２９名うちお子様１０名）

１．９月２３日（日）潮来ＬＣとの合同食育アクティビテ
ィ（収穫祭）が潮来にて行われました。４シーズン目を
迎える今年は予定では３０家族５５名の参加となるは
ずで、楽しみにしておりましたが、朝からあいにくの大
雨。ひょっとして中止ではないかと危惧されましたが、
雨天決行との連絡があり、数台の車に分乗して潮来に向
かいました。しかし途中で「稲刈りは中止。交流会のみ」
との追加情報が回ってきたため、Ｌ吉崎を中心としたグ
ループは東京にＵターン。結局１７世帯２９名がＪＲ潮
来駅前に集合しました。
２．集合場所に向かう前に東日本大震災で液状化被害のあ
った日の出地区付近を通ったのですが、この日は大雨だ
ったため、道には延々と大きな水たまりができていて、
道路の起伏もまだまだ激しく、復興には時間がかかるこ
とを痛感致しました。
３．９時３０分にＪＲ潮来駅前ロータリーに集合したのは
当クラブからはメンバー５名、東京三軒茶屋ＬＣから会
長水谷力Ｌ、藤村貞夫Ｌ含め世田谷から車５台１７世帯
２９名の大所帯。池尻小学校グループを中心にお子様も
１０名参加しました。また、池尻稲荷神社からはＬ西山
関連で禰宜の和田庸聖はじめ、バケツで稲を育てている
グループ７名が参加しました。そもそもこのアクティビ
ティは東京の子供たちにも潮来のおいしいお米作りに
協力してもらい、お米の尊さを学んでもらうという目的
ですので、参加者も増え、目的に合致したアクティビテ
ィになってきていると言えそうです。
３．一同は、交流会も１１時からと予定が少し空いてしま
ったので、潮来駅前にお迎えに来てくださった潮来ＬＣ
松島会長・篠塚Ｌ・関根Ｌのご案内で、まず、潮来の道
の駅に向かいました。道の駅では陶器市を開催していた
ほか、道の駅でしか購入できない濃厚なヨーグルトドリ
ンクを差し入れして頂きました。とても美味しく堪能致
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しました。有難うございました。
４．１１時に芋ほり会場のそばの水郷県民の森ビジターセ
ンターに移り、交流会が行われました。松田潮来市長の
ご挨拶のほか当クラブの石上会長・潮来ＬＣ松島会長も
ご挨拶を行い、続けて一人ひとりコシヒカリ「あやめち
ゃん」で作ったおにぎりと唐揚の弁当と、お替り自由の
作りたての豚汁を頂きました、松田市長はそのあともそ
ばに来てくださって、以前世田谷区に住んでいた時のこ
とを教えて頂いたり、潮来の歴史の話や、潮来のお米を
売り出すための秘策などもお話しして頂きました。逆に
世田谷の池尻稲荷神社や藤村Ｌの自宅で「あやめちゃ
ん」がバケツ栽培されている話を致しました。
５．交流会ののち、潮来ＬＣの多くの皆様は同日開催され
るガバナー公式訪問合同例会に参加するため大洗に向
かわれましたが、私たちは関根Ｌのご案内で移動し、稲
刈りするはずだった田圃を見せて頂きました。たわわに
実った稲穂を見て、子供たちは雨の中にもかかわらず虫
を探したりと元気いっぱいでした。
６．続けて、鹿島神宮にお参りいたしました。神社の中を
ご案内頂いたり、また潮来ＬＣ・世田谷ＬＣ・三軒茶屋
ＬＣの代表者がお祓いの儀式を受けるなど、なかなか得
難い体験をさせて頂きました。宝物殿では潮来にまつわ
る神話なども拝聴いたしました。
６．帰りにはそれぞれに鹿島神宮のお札を頂いたほか、お
米・味噌・サツマイモに加え、篠塚Ｌのお祖母様が栽培
されたという冬瓜もお土産に頂いて、感謝の極みです。
次回５月の田植えの際には天気がいいことを祈りつつ、
また大勢で潮来に伺えればと思います。どうも有り難う
ございました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ ９月２１日マデン国際会長公式訪問＆山浦国際理事退任慰労会参加報告（Ｌ進藤）
さる９月２１日、パレスホテル東京で行われたマデン国
際会長公式訪問＆山浦国際理事退任慰労会に、Ｌ須藤・Ｌ
田中・Ｌ西山・Ｌ山本とともに参加いたしました。
全国各地から訪れるライオンの皆様と再会を喜び合い
ました。午後１時から行われた国際会長公式訪問では、マ
デン国際会長夫妻が登壇致しました。マデン国際会長はと
ても背が高く、首一つ皆の上に抜けている感じでございま
した。
国際会長のお話は会員増強・会員維持に至る実務的なノ
ウハウのお話が多くて、昨年のウィンクン・タム会長の話
とかなり雰囲気が異なりましたが、続けて行われたクラブ
会長との懇談会形式の質疑応答では、３３０－Ｂ山梨アカ
デミーＬＣ塩田会長、３３２－Ｃ石巻中央ＬＣ会長、東京
桜門ＬＣ田中会長からそれぞれ鋭いご質問が出まして、マ
デン国際会長も、クレバーな回答をされていて、大変興味
深かったです。
午後３時からは部屋を変えて、山浦国際理事退任慰労会
が行われました。約７００名もの参加者ということで会場
は人でぎっしりでした。厳かに能楽で始まった会でしたが、
明治大学マンドリン部のコンサートがあったり、ペギー葉
山のミニコンサートがあったりして盛り沢山な内容で、本
来 7 時半ごろ終了予定でしたが、９時近くまで延長されて
いました。
会の中で、山浦前国際理事が奥様に感謝状を読み上げて
記念品を渡されるところでは、国際理事として活躍されて
いた時にずっと支えてくださった奥様への感謝の気持ち
がにじみ出ていて、感動的でございました。
また、当クラブのＬ須藤は「マデン国際会長にご挨拶し
なければ」と果敢にも国際会長テーブルに行きまして、、
「フェイスブック友達です」と自己紹介して、 国際会長
からバナーを頂いていました。この日は全国から来られた
いろいろな方とお話ができ、二次会などでも夜遅くまでラ
イオンズについて語り合う場を得ることができ、大変有意
義な一日でした。どうも有り難うございました。
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☆
☆

ｆｒｏｍ

ＺＣ

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

■ 行事予定
９月２６日（水）18：00～ ガバナー公式訪問（例会振替）
１０月４日（火）13：00～ 第４回障害者施設見学ツアー
１０月１１日（木）18：30～ １０月第１例会

於：シェラトン都ホテル
於：区内障害者施設
於：目黒雅叙園

１０月１２日（金）12：30～

於：池尻小学校

■ 幹事

薬物乱用防止教室

畠山より一言
世田谷ＬＣメンバーの皆様、いつも大変お世話になっております。
９月第１例会では、世田谷ＬＣ Ｌ手塚のキャビネットへの貢献度とＬ手
塚の人柄で４クラブ１０名の例会訪問にお越しいただき、とても楽しい例会
が開催出来た事に感謝いたします。２次会にも２０名参加していただき、終
了持には「また会う日まで」をみんなで歌い、とても名残おしい会でした。
９月２３日（日）は潮来ＬＣと合同でおこなっている「食育アクティビテ
ィ」へ出かけてきました。当日は雨の中でしたが…１７世帯２９名（三軒茶
屋ＬＣからも参加していただきました。予定より人数は減りましたが…）で、
目的の稲刈りと芋ほりは中止になりましたが…それに変るアクテビィティと
して、潮来ＬＣメンバーでもある「潮来道の駅」へ行き潮来の良さを感じま
した。次に潮来ＬＣとの交流会では、大量の豚汁や地元で取れたお米「あや
めちゃん」のおにぎりを食べながらの楽しい時間を過ごす事ができました。
そして、潮来ＬＣの計らいで鹿島神宮に参拝へ行く事になりました。鹿島神
宮では普段見学させて頂けない本殿の裏などへの見学が出来てとても良い思
い出になりました。その後、参加者全員で正式参拝をしてまいりました。
クラブ幹事に成りまして早いもので３ヶ月が過ぎました。毎月いろいろな
アクティビティが有り楽しい活動をしています。（皆様のご協力があって…）
ここ最近、秋の気配が感じられるようになりました。夏の疲れが出る頃なの
で、皆様、お体ご自愛下さいませ。
2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山
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