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2012-2013年度  第７号                ２０１２年 １０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 

 

トピックス 
 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★１０月２４日（水） 於：目黒雅叙園 

第 5回理事会   １７：３０～１８：２０ 

第 1189 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

メンバースピーチ 

緊急アラート委員会委員 L亀川に１０月

２０日の女川秋刀魚収穫祭について中心

にお話し頂く予定です。ぜひご出席くだ

さいますようお願い申し上げます。 

★１１月１８日（日） 於：箱根河鹿荘 

第 6回理事会   １７：３０～１８：００ 

第 1190 回 例 会 １８：００〜２０：００ 

移動例会（会 費 １００００円） 
今回の移動例会は箱根のホテル河鹿荘を予

約いたしました。メンバーの皆様じっくりと親睦

を深める良い機会です。また翌１９日にはゴ

ルフ同好会のゴルフコンペも予定されており

のでご出席のほどお願い申し上げます。 

★１１月２８日（水） 於：目黒雅叙園 

第 7回理事会  １７：３０～１８：２０ 

第 1191 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

講師例会 

Ｌ畠山のご紹介でカビラ３兄弟の末弟であ

る、川平慈英様をお招きし、ご講演頂きま

す。ご講演の詳細は追ってご連絡します。

メンバーの皆様、ぜひお楽しみに！ 

 
 

会長挨拶  

 この１０月・・・ライオンズ奉仕デーを含

め、様々なアクティビティが予定されており、

ライオンズクラブメンバー並びに関係者の皆

様に於かれましては、各所で御活躍をされた

事と思います。 

当クラブでも池尻小学校に於いて「薬物乱

用防止教室」を行いましたが、参加された児

童の感想を聞いたところでは、特に後半で行

った寸劇について「あの小学生役の人がとて

も面白かった」「みんなで寸劇を体験出来て面

白かったし、勉強になった」等々、例年通り

大好評だったようで、今回が７年連続で継続

してきた甲斐があり、本当に良かったと実感

できるアクティビティでございました。 

それにしても・・・あの大活躍された、当

クラブの前会長でもあるＬ進藤の小学生役

（？）は、あと何年つづけられるのだろ

う・・・？などと、

素朴な疑問を抱

きつつ、今後とも

楽しくライオン

ズ活動に精進し

たいと思います

ので、宜しく御協

力の程、お願い申

し上げます。
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 第４回理事会報告             １０月１１日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 中村、L 西山、L 進藤、L 鈴木、 

L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事畠山           （計１３名） 
  

１. 「ＣＮ５０周年」第１回実行委員会、報告事項及び審議

事項の件をＬ山本からご説明頂き、目黒雅叙園を会場と

し４５０名の参加者、記念誌費用も見込んで８６０万円

程度の予算が提示されました。「お金をかけず有意義な

活動ができる」というのを旗印として記念例会を行うべ

きだという方向で協議を行いました。 

２. ３３０－Ａ地区第１０ゾーン再編成の件についてＬ進藤

よりご説明があり、当クラブも再編に「賛成」で回答す

ることと致しました。 

３. 東日本大震災義援金口座・世田谷ＬＣメイン口座キャッ

シュカード廃止の件について石上会長よりご説明があり、

多額の預金が入っている大口口座は安全のためにカード

は廃止すべきとのご提案を頂き、承認されました。 

４. １０月１２日薬物乱用防止教室最終案内の件について石

上会長からご説明頂き、出席者の確認を致しました。 

５. １１月１３日薬物乱用防止更新セミナーの件について畠

山幹事よりご説明頂き、更新対象の石上会長・Ｌ中村・

Ｌ老田・Ｌ進藤が申請・参加することと致しました。 

６. １０月２０日ライオンズ奉仕デー・パート２｢女川秋刀魚収穫祭 in 日比谷公園｣についてＬ

亀川より最終案内を頂き、ジャンパーのクラブ購入の件など確認しました。 

７. １０月２７日神宮前ＬＣ「盲導犬育成協力合同募金及び例会訪問」の件について畠山幹事よ

りご説明頂き、石上会長・畠山幹事・Ｌ亀川・Ｌ進藤の４名が例会も含めて参加することと

致しました。 

８. 新規アクティビティについて（被災地の子供たちの写真展 世田谷の小学校で開催）の件につ

きまして、先方より頂いた文書資料に基いてＬ山本よりご説明頂き、①藤添様の交通費（７

万強）、②新たに写真を撮った現像２２．５万円の拠出について承認頂きました。また、他ク

ラブと協働する案もご提案頂きました。 

９. １１月１８日～１９日（日～月）移動例会の件について石上会長よりご説明頂き、箱根「河

鹿荘」開催ということで承認されました。 

１０.１２月６日「クリスマス例会」開催場所の件について畠山幹事よりご提案頂き、会場をア

メリカンクラブとすることで承認されました。 

１１.「みどりいっぱいチャリティコンサート」チケットの件について畠山幹事よりご説明頂き、

すでに協賛金を支払い済みで１０枚チケットが到着しており、例会中に希望者に配布するこ

ととなりました。 

１２.ＦＣ東京賛助会員の件についてＬ進藤より提案頂き、団体会員として３万円支払うことと

致しました。 

１３．その他、Ｌ進藤より１０月１８日に南三陸志津川ＬＣに例会訪問を行う件、Ｌ山本よりク

ラブバッジに若干不良品があり、返品ののち新品が到着した旨ご説明を頂きました。 
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 第１１８８回例会（薬物乱用防止教室練習例会）報告 １０月１１日 於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 東村、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 宮崎宏之、L 中村、 

L 西山、L 進藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事畠山            

東京銀座 LC 野下浩世 L、遠藤光博様 

メークアップ L 岩瀬   

（出席者数１６名、メークアップ１名、ゲスト１名、ビジター１名、計１９名） 
  

1 第１１８８回１０月第１例会（薬物乱用防止教室練習例

会）が、１０月１１日（水）１８：３０より、目黒雅叙

園４Ｆ『清風』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、続いて全員で国歌君が代・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 畠山幹事よりお客様のご紹介を致しました。本日のお客

様は、東京銀座ＬＣ野下浩世ＬとＭ＆Ｋマネジメント遠

藤光博様のお二人をお迎えしました。お二人ともお忙し

いところご出席いただき誠に有難うございました。 

3 石上会長から会長挨拶を頂きました。石上会長は野下Ｌ

と遠藤様への感謝の意を述べられ、１０月に入ってアク

ティビティが増えること、翌日の池尻小学校における薬

物乱用防止教室は７年前Ｌ小塚が会長の時から始まり、

最初の対象者たちはすでに高校３年生となっていること

に深く感じるものがあり、事業継続の大切さが身に染み

たとお話しされました。また、本日の寸劇練習も含め、

例会を楽しんで頂きたいと話されてご挨拶とされました。 

4 お客様の東京銀座ＬＣ野下浩世Ｌからご挨拶を頂戴いた

しました。野下Ｌはライオン歴がまだ浅いながら、「若手

の集い」に参加してＬ進藤に会い、例会訪問を約束した

こと、目黒雅叙園での例会の雰囲気が良いと思ったこと

をお話しされ、今回の例会訪問をライオンズライフの糧

としたいと話されてご挨拶とされました。 

5 次に、薬物乱用認定講師スピーチをＬ西山から頂きまし

た。Ｌ西山は、翌日の池尻小学校ではご自分が講師とし

て 1時間講義をすること、昨年までは寸劇の方が生徒に

とっては楽しいだろうと想像して自分の講義をシンプル

にしていたけれども２月に東京都の専門講師のセミナー

に参加して東京都の認定講師ともなったこともあり、き

ちんとした講義をして、薬物の知識を小学生・中学生・

高校生に知らせる必要があると感じ、今年は少し専門的

なことや最近流行っている脱法ハーブのことも踏まえて

きちんと授業をしてみたいと抱負を語られました。 
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6 また、Ｌ西山は来期行われる５０周年記念式典での会長

予定者としての自覚を持ち、東京成城ＬＣの中村善子Ｌ

に手話を教えて頂き始めたとお話しされました。１時間

のレクチャーで覚えられた手話の中から「ライオンズク

ラブの歌」の 1行を取り上げて紹介され、会場のメンバ

ー全員で１フレーズだけ手話を練習いたしました。 

7 続いてウィ･サーブのご発声もＬ西山にお願い致しまし

た。Ｌ西山は入会７年目となっていること、奉仕につい

てＬ磯辺にご指導頂いて薬物乱用防止について３年学び、

今回の手話の件もあって自覚が出てきたとお話しされま

した。これはクラブ内外の諸先輩の皆様の後押しがあっ

てこそであるとお話しされて、高らかにウィサーブのご

発声を頂きました。 

8 会食中に畠山幹事より幹事報告を頂きました。畠山幹事

は先日の潮来でのアクティビティに参加した際に鹿島神

宮で石上会長を代表として参拝をすることとなり、その

時頂いたお神酒を皆様にご紹

介されました。続いて本日開

催された第４回理事会の審議

事項を報告され、全員から拍

手にて承認を頂きました。皆

様ありがとうございました。 

9 ここで本日のゲストである遠藤光博氏にご挨拶かたがた、

震災支援動物愛護募金についてご説明を頂きました。遠

藤様の自己紹介によりますと、現在３５歳、１０歳から

遊園地のゴーカートを改造して競走用のエンジンを積ん

だ車両でレースを始められ、１８歳で免許を取って「フ

ォーミュラ３（Ｆ１の２つ下のクラスだそうです）」や「フ

ォーミュラドリーム」などでレース活動をされ、現在は

本田技研のテストドライバーも務めながらフリーで活躍

されているとのことです。レース用に改造した一般車両

で耐久レースの活動もされていて、今回は１０月２１日

の鈴鹿サーキットで開催される「スーパー耐久レース」

に出場されます。これは「３．１１．動物たちを救えプ

ロジェクト」と称され、世界規模のレースイベントでも

あり震災復興をＰＲするとともに、風評被害で震災後海

外からの観光客が減少した日本の美しさをあらためてア

ピールするという目的があります。遠藤様は具体的な募

金の方法と寄付者の名前がレーシングカーのフロントタ

イヤに表示されることを紹介され、寄付を募られました。 

10 いよいよ、本日のメインである、「薬物乱用防止教室」寸

劇大会を行いました。進行はＬ進藤で、まず、サラリー

マン風バイニン石上会長・先輩風バイニンＬ吉崎・誘惑
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される小学生Ｌ進藤の配役で畠山幹事をナレーターとし

て「見本」を演じました。熱のこもった演技に何度も見

ているはずのメンバーもあらためて感心致しました。 

11 次に配役を変えて寸劇を練習しました。寸劇の内容はア

ドリブではありますが、皆の前で演技をすることでいつ

でも薬物乱用防止教室で実演できるようにするためです。

まず、サラリーマン風バイニンＬ東村と小学生Ｌ田中の

組み合わせで行いました。普段のお仕事が証券会社であ

るＬ東村はサラリーマン風バイニンが見事に似合い、よ

どみなく誘惑の言葉を繰り出されます。さらに体型から

言っても小学生役がはまり役であるＬ田中が「そんなの

おかしいよぅ」「いらないよぅ」と小学生になりきって逃

げきるという見事な演技をされました。 

12 続けてなんと本日例会のお越しのお客様にも突然お声掛

けしてステージに上がって頂きました。まず、東京銀座

ＬＣの野下Ｌがサラリーマン風バイニン、これに対する

小学生役は何と事務局の水戸由美子さんの組み合わせで

演じて頂きました。突然役をふられた野下Ｌは少し驚か

れたようでしたが、壇上に上がってしつこく水戸さんを

誘い、これもまた水戸さんが先生の名前を言わせたりし

て「それは違う」などとうまくかわしました。 

13 最後にやはりゲストでお越しの遠藤光博さんに先輩風バ

イニンを演じて頂き、小学生役のＬ宮崎を誘惑して頂き

ました。以前の例会等を通じてお二人は知り合いという

こともあり、迫真の演技。皆それぞれの持ち味を生かし

て、大変盛り上がる薬物乱用防止寸劇練習となりました。 

14 ここで、石上会長から、先ほどの動物愛護の募金をメン

バー有志だけで集めたお金を「東京世田谷ライオンズク

ラブ」の名前で遠藤さんに寄付することが提案され承認

されました。３６０００円のお金を寄付させて頂きまし

た。遠藤様、宜しくお願い致します。 

15 テールツイスターの活躍の時間は副テールツイスターＬ

田中にお願い致しました。Ｌ田中は本日の小学生役の感

想や１０月２０日の女川秋刀魚収穫祭への抱負を語られ

た後、１０月９日の川越ＬＣ例会訪問に触れ、同じテー

ルツイスタータイムで名前の由来や家紋について勉強し

たことを含めてご報告されました。またライオン誌のホ

ームページを見て「幸せの体験」の募集や穴埋め問題な

どなかなか見ごたえがあるとご紹介されたのち、ドネー

ションの発表をされました。本日のファインは１６００

円、ドネーションは３３４００円、計３５０００円でし

た。皆様有難うございました。 
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16 出席率の発表は出席委員長Ｌ中村が行いました。Ｌ中村

は、Ｌ西山が語られた５０周年に向けての抱負に触れ、

きっと５０周年は成功するだろうと強い期待を述べられ

て出席率を発表されました。在籍者数４３名、不在会員

２名、終身会員５名、出席１６名、ビジター１名、ゲス

ト１名、メークアップ１名で出席率は４７．２％でした。 

17 石上会長に閉会のゴングを鳴らして頂き、全員で輪にな

って「また会う日まで」を歌いまして、無事に１０月第

１例会はお開きとなりました。皆様有難うございました。 

 

 

 

 

 

 
 

チャリティーコンサート実行委員会報告     １０月１８日 於 西湖飯店 

出席者 石上会長、L 今尾、L 亀川、L 老田、L 西山、L 田中、L 手塚、L 吉崎、 

畠山幹事                       （計９名） 
  

１．１０月１８日（木）、西湖飯店にてチャリティーコンサ

ート実行委員会が開催されました。石上会長、畠山幹事、

吉崎実行委員長以下、全部で９名の参加となりました。 

２．このチャリティーコンサートは、「親と子のチャリティ

ーコンサート」と題し、宮崎駿の映画作品で「となりの

トトロ」「さんぽ」「君をのせて」など多数の主題歌・挿

入歌を歌っており、Ｌ今尾の奥様でもある井上あずみさ

んをお呼びして歌っていただくという内容で、日程につ

いてはすでに２０１３年３月２日を仮押さえしており

ます。今回は前回（２０１０年５月）の時の資料をもとに熱く議論がなされました。 

３．まず、１０月下旬の理事会からチラシ・ポスターの原案について討議し、１２月までには承

認をとる方向で話が進みました。そして、幼稚園や障害者施設などもは年明けになると予定

も詰まってしまうので、年内からご案内を進めるということになりました。 

４．肝心の料金についても話し合いました。前回のチャリティーコンサートでは大人２５００円、

子供１０００円という値段設定でしたが、今回はそれよりも値段を下げて、大人は２０００

円、子供は５００円とすることとしました。つまりこのチャリティーコンサートは、「資金獲

得」の意義よりも、「子供たちの笑顔を見たい」ということで、コンサートそのものが「青少

年健全育成」の目的を強く持っているということを確認いたしました。 

５．約２時間の熱い議論ののち、料理を頂きながらメンバー同士の懇親を深めました。 
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薬物乱用防止教室報告           １０月１２日   於 池尻小学校 

出席者 石上会長、L 磯辺、L 亀川、L 西山、L 進藤、L 白石、L 吉崎、幹事畠山 

       （計８名） 
  

１．１０月１２日午後、池尻小学校にて６年生２クラス４

９名を対象に、薬物乱用防止教室を実施しました。当ク

ラブが池尻小学校に対して薬物乱用防止教室を行うの

は今年で７回目で、最初の年の対象者は高校３年生とな

るわけです。今回のように講義－寸劇方式となってから

も４回目となり、継続事業の重みを感じます。 

２．まず、Ｌ進藤の司会のもと、５時限（１時間目）はＬ

西山に薬物乱用防止教室の講義をして頂きました。薬物

の種類や作用のほか、いかに薬物で個人の人生が狂い、

社会にも影響を及ぼすか、薬物の見本などの持参資料も

活用されながらわかりやすくご説明頂きました。 

３．５分間の休憩では、薬物標本などを児童にみてもらい、

６時限（２時間目）は寸劇を行いました。Ｌ畠山がナレ

ーションを担当し、サラリーマン風バイニンの石上会長、

先輩風バイニンのＬ吉崎、誘惑される小学生をＬ進藤が

熱演いたしました。「受け取ってしまう場合」「断る・逃

げる場合」を何パターンか演じ分けて児童の関心を高め

ました。 

４．いよいよ児童たちに寸劇への参加を呼びかけました。

相手としてサラリーマン風バイニン、先輩風バイニンを

選んでもらい、自分なりの方法で逃げ切るというもので

す。先輩風バイニンにはＬ亀川も登場したほか、反対側

から別のバイニンも現れて２人組になるなど工夫した

ところ、児童たちは次々に手を挙げたり、もしくは推薦

された児童がきちんと前に出てきて寸劇を行い、それぞ

れ工夫のこらされた演技に大いに盛り上がりました。 

５．最後には公開授業ということで見に来られていた現Ｐ

ＴＡ会長が誘惑される（小学生ならぬ）ご婦人という役

で寸劇に挑戦され、それまでの講義の内容を上手に盛り

込んでまとめのような寸劇をしてくださいました。ご協

力どうもありがとうございました。 

６． 次にＬ西山による脱法ハーブについての補足を行った

後質疑応答を行い、次々に手が上がっていくつも鋭い質

問がとびかいました。最後に全員で「ダメ！ゼッタイ！」

を唱和して薬物乱用防止教室は終了致しました。皆様お

疲れ様でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ １０月１８日 南三陸町来町報告                （Ｌ進藤） 

さる１０月１８日、宮城県の南三陸町に行ってまいりました。

１４回目の来町となります。今回は、紙漉きはがきを１０月の

世田谷区のイベントで活用するために購入するということと、

施設のその後の活動を拝見するために向かいました。 

 いつも立ち寄っている高台に行って街の変化を見ますと、車

が乗ったままだったパチンコ屋が撤去され、町は基礎をはがす

ところまで来ていました。街の復興計画では以前の志津川病院

のあったあたりは公園になるのだそうです。防災庁舎はまだ残

っていて、この日もバスが横付け、多くの人が祈りを捧げてい

ました。ベイサイドアリーナの駐車場だったところはきれいな

町役場と病院が建っていて、少しずつですが復興に向かってい

ることを実感しました。 

 午後１時半ごろのぞみ福祉作業所に伺いました。商店街の観

光協会のところにのぞみ福祉作業所で作った紙漉きはがきが

販売されていたことに感動して、それを畠山所長にお伝えしま

すと、今は紙漉きがメインで、商店街など４か所に常設で置い

てもらっているほか大口注文もあり、月に１０万円くらいの売

り上げになっているとのこと。カラフルなはがきにわずか半年

でこれほど技術が向上するのかと驚きました。ほかにも農作業

で「トウキ」を作って銀座のスワンベーカリーとコラボしたり、

街づくりでモアイを活用する案などを教わりました。作業室で

は、利用者さんは牛乳パックを切ったり、実際に紙漉き作業を

例の機械で行ったり、隣の部屋でもステン

シルできれいな葉書きを作っていました。

特に驚いたのは、「笑はがき工房 世田谷」

という看板がかかっていたことです。「お世

話になったことをずっと覚えておきたいか

らと、看板を作って掲げることにしました」という言葉に心が

震えるほど感動しました。 

 夜は日の出荘にて開催された南三陸志津川ＬＣ例会に例会

訪問。前期から合わせると３回目の例会訪問になります。今で

も全国各地のライオンズクラブが南三陸に「支援」を申し出て

いるとのことですが、負担感のあるものもあり、真のニーズに

基づいた本当に喜ばれる支援って何だろう、と今回も考えさせ

られました。昨年と比べると南三陸志津川ＬＣのメンバーの皆

さんも 仕事が復活し、それぞれの生活が始まっている中での

ライオンズ活動はなかなか大変なものがあるようです。私はの

ぞみ福祉作業所の紙漉き作業の報告をして、先日復刻したばか

りのクラブバッジとバナーとドネーションをお渡ししました。

「もう住民票移したら？」 「第二の故郷へようこそ」「また来

るでしょう？」などとお声掛け頂きつつ例会場を後にしました。

南三陸志津川ＬＣの皆様、どうもありがとうございました。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ １０月２０日ライオンズ奉仕デー・パート２参加報告     （Ｌ亀川） 

１０月２０日、日比谷公園にてライオンズ奉仕デーのア

クティビティ・パート２としまして「女川秋刀魚収穫祭」

のアクティビティが行われました。女川の瓦礫６００００

トンを東京都が受け入れたことに対するお礼として女川

の秋刀魚６００００匹が都民に振舞われるというもので

す。当クラブからは、石上会長、畠山幹事、Ｌ岩瀬、Ｌ佐々

木、Ｌ進藤、Ｌ田中、Ｌ手塚、Ｌ山本と私Ｌ亀川の９名の

メンバーに加え、石上会長の御嬢さん、Ｌ佐々木の息子さ

んなど、総勢１１名が参加しました。 

私が緊急アラート委員会にはいってからすぐにこの女

川の話が出たわけですが、もともとは東京都主催のこの事

業、都知事から３３０－Ａ阿久津ガバナーと緊急アラート

委員会にこの話があり、ライオンズクラブとしても大々的

に協力しようとなったものです。それ以来緊急アラート委

員会は毎週のように（いや、実際に毎週でした）召集があ

りまして、忙しい委員会活動となっていました。日比谷公

園に下見に行ったり、メートルカウンターを持って人員整

理するための導線の距離を測りに行ったりといった活動

も忘れ難いものです。当日が近づくにつれて、「演歌キャ

ラバンが来る」という話になり、川中美幸さん、森進一さ

ん、司会の徳光さん、藤原紀香さんなどが来るとのことで

大変な大盛況になることが予想されるようになりました。

集客数も１０万人から２０万人とまで言われていたので

とにかく収穫祭の無事を祈るばかりでした。 

当日は焼き秋刀魚８０００本、生秋刀魚１０本入り３０

００パック、女川汁１００００食を配布することとなり、

自分は、焼き秋刀魚に並ぶお客さんの配列誘導の統括を担

当することとなりました。 

当日は緊急アラート委員は５時半から日比谷公園に詰

めたのですが早くもお客さんがぼちぼちと並び始めてい

ました。１０時から配布を開始し１時半にはチケットがほ

ぼなくなりましたが、チケット数より秋刀魚が３０００匹

多かったので最後にはチケットなしで配布することとな

り、８０００匹の焼き秋刀魚をふるまいました。今回の事

業では当クラブ９名の団結力、チーム力をすごく感じまし

た。４時に終了して、緊急アラート委員会と青年アカデミ

ー委員会は５時半に女川の皆さんをお見送りしてその日

のプログラムはすべて終了。そのあとに打ち上げがあった

のですが自分はヘロヘロで立っているのもつらくて後ろ

髪をひかれつつも日比谷公園を後にしました。皆様の努力

がなければこのイベントは成功しなかったと思います。皆

様どうも有り難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ １０月１０日東京志村ＬＣ例会参加報告             （Ｌ進藤） 

さる１０月１０日、板橋区西台の駅から徒歩一分の中

華料理屋「王華」で開催された東京志村ＬＣの例会に例会

訪問致しました。これも８月の青年アカデミー委員会交流

会の時に、東京志村ＬＣの渡辺Ｌと約束したものです。 

各テーブルの上にはクラブバナーが飾られ、君が代、

ライオンズヒムの後にライオンズの誓いの唱和がありま

して新鮮に感じました。また、このクラブは最後に「また

会う日まで」を歌わないのですね！「手をつながない」「途

中から握手」などのパターンは経験していましたが、まっ

たく歌わないのは初体験。驚きました。 

昨年同期会長だった田中会長と席が隣になり、気仙沼

へのホットカーペット支援、 仙台青葉ＬＣＣＮ５０の話

などで話が合ったほか、木下現会長の学生時代の鬼ラガー

マンのエピソード、そして現在の「大体でいい」という方

針や豪傑な奥さまのエピソードなど、何度も笑わせていた

だき楽しく過ごすことができました。有難うございました。 

☆ １０月２０日川越まつり参加報告            （Ｌ田中） 

平成２４年１０月２０日、日比谷公園女川秋刀魚収穫

祭の後、３３０－Ｃ川越つばさＬＣ松本Ｌのお誘いを受け

て、Ｌ畠山と強運の持ち主Ｌ畠山のご長男 陽(ハル)君、そ

してＬ岩瀬と私Ｌ田中の４名で、川越まつりに参加させて

いただきました。 

私、Ｌ田中は埼玉に移り住んで６年。川越の隣町に住

んでいるのに、お祭りは一度も見たことがありませんでし

た。川越中央ＬＣ主催でメインストリートど真ん中に高台

が設置され、お弁当と飲み放題がついて、座れないくらい

の多くの沢山の人で、行きかう山車を見ながら、賑わって

おりました。 

その迫力にハル君は固まり、山車の上で踊る始めて見る

ひょっとこに「こわーい！！」とパパに隠れたり、覗いた

りしていました。 

 祭りは神様の贈り物。得（とく）を得（え）て帰りまし

た。川越の皆様、大変お世話になりまして誠にありがとう

ございました。 

p.s.帰宅後はご想像のとおり、爆睡致しました（笑）。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

☆ １０月２０日 山梨アカデミーＬＣ・山梨ニューセンチュリーＬＣチャーターナイ

ト記念合同例会参加報告              （Ｌ進藤） 

１０月２０日、女川秋刀魚収穫祭のめどが立ったところ

で日比谷公園から山梨県甲府に移動しました。甲府アピオ

で開催された山梨アカデミーＬＣ・山梨ニューセンチュリ

ーＬＣ合同チャーターナイトに参加するためです。 

ご存じ、山梨アカデミーＬＣは川手寅平Ｌが初代会長と

して南アルプスＬＣからエクステンションした、３３０－

Ｂの中でも若手中心のクラブ。今年は４周年だそうです。

そして山梨ニューセンチュリーＬＣは山梨アカデミーＬＣ

が２年前にエクステンションした子クラブで、メンバーに

は３５歳までという年齢制限があり、３５歳になると山梨

アカデミーＬＣに移籍し、さらに６０歳になると山梨アカ

デミーＬＣから親クラブの南アルプスＬＣに移籍するとい

うことになっているのだそうです。若手中心の両クラブは

会費を安く抑えたり、地域に密着した労力アクティビティ

を継続するなど、いろいろ試しているのがわかります。 

ちなみに来年は川手Ｌがガバナーになるということで

「ガバナー輩出クラブとしてふさわしいクラブとなるべ

く」気合の入った合同例会に感じました。佐藤ガバナー、

桜井元ガバナーはじめ多くの方のご挨拶を頂戴し、「ガバナ

ーを輩出するクラブはクラブのメンバーひとりひとりがガ

バナーとなったつもりで頑張る」という言葉などいろいろ

と感じるものがありました。 

この合同例会の後半は懇親会でしたが、少し怖かったの

は「ラッキーカードタイム」。そもそもこの会合は会費が１

万円と安いのですが、受付で結構な枚数のラッキーカード

を買う羽目となり、そしてラッキーカードが当たると３分

の１から半額程度のドネーションをお願いされる（強要？）

なかなか恐ろしいシステムなのです（笑）。 

 私が日比谷公園から持参した「女川の生秋刀魚１０匹」

もラッキーカード景品として供出させて頂いたのですが、

見事引き当てたのは桜井孝一元ガバナーでございました。

私は佐藤精一郎ガバナーが供出した１万円の商品券のほか

たこ焼き器を引き当てて、相応のドネーションをさせて頂

きました（笑）。高額景品でははずれた人たちから「やった

ー！」と歓声が上がるという不思議なラッキーカード（笑）

で盛り上がりました。 

この晩は２次会３次会と夜遅くまで会合が設営されてお

りまして、大変盛り上がった夜となりました。山梨の両ク

ラブの皆様、お世話になりまして有難うございました。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ  

☆ ＯＳＥＡＬフォーラム福岡大会について            （Ｌ進藤） 

 １１月８日から１１日までの日程で、福岡において第５１回ＯＳＥＡＬフォーラム福岡大会が

開催されます。久しぶりの日本での開催ということもあり、当クラブからは石上会長、畠山幹事、

西山第一副会長以下１１名が参加することとなっております。今回は９日の３３０－Ａガバナー

晩餐会のほか、１０日の緊急アラートセミナーと指導力育成セミナーに多くのメンバーが参加い

たします。また、１０日夜のマデン国際会長晩餐会にも４名が申し込んでおります。今回のＯＳ

ＥＡＬフォーラムは尖閣諸島や竹島問題もあってか中国韓国からの参加者が激減していると聞

いておりますが、それでも海外そして日本全国のライオンと交流を深める良いチャンスです。ぜ

ひ福岡のＯＳＥＡＬフォーラムを楽しみましょう。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

■ 行事予定 

１０月２４日（水）18：30～ １０月第２例会             於：目黒雅叙園 

１１月 ２日（金）13：00～ 第４回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

１１月 ８日～１１日    ＯＳＥＡＬフォーラム          於：福岡 

１１月１８日（日）18：30～ １１月第１例会（移動例会）       於：箱根河鹿荘 

１１月２５日（日）     わんぱくクラブ育成会秋祭りバザー    於：三軒茶屋 

１１月２８日（水）18：30～ １１月第２例会（講師例会）       於：目黒雅叙園 

 

■ 幹事 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。 

１２日は世田谷ＬＣメインアクティビティ「薬物乱用防止教室」も無事に

終了しました。一時間目は世田谷メンバー（Ｌ西山）による薬物乱用講義、

二時間目は池尻小学校６年生と世田谷ＬＣメンバーによる寸劇が開催され、

売人からの逃げ方断り方など（ＰＴＡ会長の飛入り参加などもあり）とても

素晴らしいアクティビティでした。 

２０日には「女川秋刀魚収穫祭」が日比谷公園にて開催されました。世田

谷ＬＣメンバーはキャビネット委員も多いので合計９名のメンバーが参加し

ました。メンバーの中には毎週のように打合せなどに参加し当日も朝６時前

から準備に参加し、何事も無く無事に終わりました。関係者及び参加メンバ

ーの皆様本当にお疲れ様でございました。 

秋刀魚祭りが終了後、川越つばさＬＣクラブメンバーより「川越祭り」見

物お誘いを受けて世田谷ＬＣメンバー２名と私と私の長男と４名で見物に行

って来ました。話には聞いていましたが実際見物して見ると、大勢の人が山

車を引き凄い迫力でした。見物した場所も川越中央ＬＣクラブメンバーのご

尽力にて、山車が目の前で止まる場所でしたのでとても貴重な体験が出来ま

した…三歳の長男が帰り道に「パパお祭り楽しかっね！」と言い驚きました。 

来月はＯＳＥＡＬフォーラム、第一例会は箱根への移動例会やゴルフ同好

会が開催されます（普段参加されないメンバーも参加されます）。メンバーの

皆様、ご参加お待ちしております。 

１０月も終わりに近づき季節の変り目で体調を崩しやすいと思いますの

で、お体ご自愛下さい。      2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山 


