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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

いよいよ寒さ到来・・・コートを出す（着
込む？）時期にもなり、数名の知人からは風
邪をひいた～などとよく耳にいたします。皆
様、いかがお過ごしでしょうか？
さて、先日は第５１回ＯＳＥＡＬフォーラ
ムが開催され、私も東京世田谷ＬＣメンバー
の有志１１名と共に福岡へ行って参りました。
私自身、ＯＳＥＡＬは初参加の為、会場の
広さやライオンズメンバーの多さには驚きと
感動を・・・そして、会場近辺の道路がライ
オンズ渋滞していたり、夜の街では、あちら
こちらにライオンズメンバーらしき人々が歩
いているのには少々笑いましたが・・・
また、晩餐会の席では、元ガバナーが「Ｏ
ＳＥＡＬはお祭り的な所もあり・・」と話し
ていらっしゃいましたが、現地では様々な地
域のライオンズメンバーとの交流もあり、更
には同行したメンバーとも博多の街で楽しく
飲食する事ができたり、色々な面に於いて、
正にその通りだと実感すると共に、とにかく
貴重な体験をさせていただきました。
これからもメンバーと共に奉仕活動を通じ
て楽しいライオンズ活動が出来ます様、精進
したいと思いますの
で、今後とも宜しく
お願い申し上げます。
季節の変わりめにな
りますが、どうか皆
様、お体には御自愛
くださいませ。

★１１月１８日（日）
第 6 回理事会

於：箱根河鹿荘

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ます。お二人の
対談形式でお送りする予定です。メンバー
の皆様、ぜひお楽しみに！

★１２月６日（木） 於：アメリカンｸﾗﾌﾞ
第 1192 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
クリスマス家族例会
L 老田のご尽力により、アメリカンクラ
ブにて開催いたします。ご家族ご友人を
お誘いあわせの上、ぜひご出席ください
ますようお願い申し上げます。（会費メ
ンバー5000 円、同伴者 10000 円、中学生
以下無料）ビンゴ景品をご持参下さい。
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第５回理事会報告
出席者

１０月２４日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、L 中村、L 西山、L 小野一郎、
L 小野景彦、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 山本、L 吉崎、
幹事畠山
（計１７名）

第５回理事会が、１０月２４日（水）１７：３０より目黒雅叙園「孔雀」にて開催されました。

■審議事項■
１.ライオンズカード導入について３３０－Ａ家族会員ライ
オンズカード推進委員会より小川晶子委員長および井口
修一副委員長にお越し頂き、詳細なご説明を頂きました。
畠山幹事からも今後クラブで活用できる方向で考えたい
とのことで導入に向けて検討することとなりました。
２.２０１２年８月収支報告・納涼例会収支報告を会計Ｌ須
藤より頂きました。ネクタイ等の資産は費用化・未収金
の解消などについてご報告頂いたほか、年会費の支払い
方法について協議も行いました。
３. １１月１３日千歳小学校アクティビティ前日準備の件に
ついてＬ山本よりご説明頂き、畠山幹事とＬ亀川が搬入
手伝いに行くこととなりました。
４. １１月１６日骨髄移植セミナーの件について石上会長よ
りご説明頂き、Ｌ進藤が参加することとなりました。
５. １１月１９日「第二回青年アカデミー・メンバー交流会」
の件について畠山幹事よりご説明頂き、Ｌ西山・Ｌ進藤・
Ｌ阿部・Ｌ手塚・Ｌ須藤・Ｌ岩瀬・Ｌ田中の７名が参加
することとなりました。
６.春期･夏期ＹＥ派遣生募集についは、候補者がいたら畠山幹事まで連絡することとなりました。
７. １１月２３日東京２１世紀ＬＣ主催 東日本大震災飼い主を失ったペットの為の「チャリティ
ボウリング大会」の件について畠山幹事よりご説明頂き、畠山幹事・Ｌ亀川・Ｌ小野一郎・
Ｌ進藤で参加することとなりました。
８. １１月２５日 わんぱくクラブ育成会秋祭りバザー協力の件についてＬ進藤よりご説明頂き、
２４日の前日準備に畠山幹事・Ｌ亀川・Ｌ進藤・Ｌ須藤・Ｌ吉崎の５名が、２５日の当日の
お手伝いにＬ西山（もしくは和田さん）・Ｌ須藤・Ｌ進藤が参加することとなりました。
８. １１月２７日 「会員増強・会員維持ワークショップセミナー」の件について畠山幹事よりご
説明頂きＬ岩瀬・Ｌ田中が参加することとなりました。
９. チャリティコンサート開催について吉崎実行委員長よりご報告頂き、実行委員会に９名参加
したこと、資金獲得よりも子供の笑顔を見ることに主眼を置き参加費を大人２０００円子供
５００円とすること、１２月上旬にはポスター作製して関係団体をお誘いすること、１０月
２６日に石上会長・畠山幹事で教育委員会に後援のお願いに伺うことがご報告されました。
１０.フィリピンアクティビティの件についてＬ田中より「歯磨き指導をする衛生指導をするデ
イケアセンター設立」の案が提案され、根拠・予算・資金獲得・アクティビティの必要性な
ど協議を継続することとなりました。
１１.ＯＳＥＡＬフォーラム福岡大会宿泊等の件について畠山幹事よりご報告頂き、１１名の参
加者のうちアクティブホテルに６名、東横インに５名宿泊することとなりました。
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第１１８９回例会（メンバースピーチ）報告
出席者

１０月２４日 於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 岩瀬、L 亀川、L 桂、L 小塚、L 中村、L 西山、
L 小野一郎、L 小野景彦、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 山本、
L 吉崎、幹事畠山
上智大学 栗林薫様・大浦薫様 （メンバー１８名、ゲスト２名、計２０名）

1

第１１８９回１０月第２例会（メンバースピーチ）が、
１０月２４日（水）１８：３０より、目黒雅叙園４Ｆ『孔
雀』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・ライオンズヒム・
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。本日は上智
大学国際教養学部国際教養学科３年 SAfro Family（サフ
ロファミリー）所属の栗林薫様と同じく上智大学外国語
学部フランス語学科３年 SAfro FAmily 所属の大浦薫様
にお越しいただきました。お忙しいところ有難うござい
ました。

3

石上会長に会長挨拶を頂きました。石上会長はお客様に
感謝を述べられたのち、池尻小学校で実施した薬物乱用
防止教室で寸劇を行い、これが好評で学校に感謝されて
いること、１０月２０日に日比谷公園で実施されたおな
がわ秋刀魚収穫祭で当クラブメンバーが焼き秋刀魚の誘
導で活躍したご報告をされてご挨拶とされました。

4

お客様からご挨拶を頂きました。まず、上智大学 SAfro
Family（サフロファミリー）所属の大浦薫様より、L 田
中の紹介で参加されたこと、SAfro Family が上智大学を
中心としたゴスペルサークルであり、紅白歌合戦のバッ
クコーラスや東北復興支援のコンサートのバックなど
様々なところで歌っていること、夏と冬に大規模なライ
ブを行っていることなどをご紹介頂きました。続けて、
栗林薫様から、
「子供虐待防止オレンジリボン運動」の支
援イベントの一環として、ニューヨークで活動している
打木希瑶子氏の主催、ダニー・イーソン氏を講師として
全国２２か所でゴスペルワークショップが開催されるこ
と、ご自分たちがそのワークショップ赤坂会場の担当と
なったこと、利益はＮＰＯ法人児童虐待防止ネットワー
クに寄付されることをご紹介頂いたうえで、１１月８日
の赤坂会場・１１月９日の練馬会場についてチケット販
売の協力についてお話し頂きました（クラブで１０枚協
賛させて頂くこととなりました）。

3

5

幹事報告を畠山幹事より頂きました。第５回理事会審議
事項について拍手によりご承認いただきました。ありが
とうございました。

6

チャリティコンサート実行委員長Ｌ吉崎より、チャリテ
ィコンサート実行委員会のご報告を兼ねてウィサーブの
ご発声を頂きました。Ｌ吉崎は２０１３年３月２日にチ
ャリティーコンサートを実施すること、前回は子供たち
の笑顔を間近に見ることができてよかったこと、
「毎年な
いのか？」と催促されることなどお話し頂いたうえで、
３月２日の成功を祈念して高らかにウィサーブのご発声
を頂きました。

7

会食に移りました。本日も畠山幹事より沖縄土産の泡盛
などのお土産をドネーション頂きまして、目黒雅叙園の
美味しいお料理を堪能致しました。

8

会食中、３３０－Ａ緊急アラート委員会委員であるＬ亀
川からメンバースピーチとして「おながわ秋刀魚収穫祭」
のご報告を頂きました。Ｌ亀川は１０月２０日当日の写
真をスライドで示しながら、当日５時ごろの準備から時
系列に沿ってご紹介頂きました。５時ごろからすでにお
客さんが並んでいたこと、緊急アラート委員会・青年ア
カデミー委員会中心で準備を行い、約６００名のライオ
ンズメンバーが集結したこととのことです。当クラブは
焼き秋刀魚の誘導の担当となりました。３０メートル分
のＵ字溝が女川から持ち込まれ一度に２００本ものさん
まが焼かれ、焼き秋刀魚の誘導の先頭にはＬ進藤、そし
て食事処への誘導を石上会長と畠山幹事と当クラブメン
バーが活躍し、Ｌ手塚は青年アカデミー委員会として受
付で、Ｌ佐々木とＬ田中はエクステンション委員会とし
て弁当配布場所にて活躍致しました。焼き秋刀魚のほか
には生の秋刀魚や女川汁が無料配布されたことやステー
ジに森進一さんや川中美幸さんなどの演歌キャラバン隊
が登場し、徳光和夫さんの司会にさらに藤原紀香さんな
ど盛り上がったことなどご報告頂きました。

9

続けてＬ進藤より、１０月１８日の南三陸町来訪と１０
月２０日の山梨アカデミーＬＣ・山梨ニューセンチュリ
ーＬＣＣＮ記念合同例会について同じくスライドをもと
にご報告頂きました。Ｌ進藤は南三陸町には１４回目の
来訪となり、志津川病院はじめ多くの建物が撤去された
こと、さんさん商店街でのぞみ福祉作業所の紙漉きはが
きが販売されていたこと、そしてのぞみ福祉作業所では
紙漉き作業場に「笑はがき工房 世田谷」の看板が掲げ
られたいたことをご紹介しました。また、夜には南三陸

4

志津川ＬＣ例会にて懇親を深め、クラブバナーとバッジ
をお渡ししてきたこと、さらに１０月２０日の山梨アカ
デミーＬＣ・山梨ニューセンチュリーＬＣＣＮ記念合同
例会に女川の秋刀魚をラッキーカード景品として供出し、
元ガバナー協議会議長桜井孝一Ｌが引き当てられたこと
などをご紹介頂きました。
10 続いてＬ山本から先日新たに製作した当クラブバッチに
一部
品があり、フジ キネクタイ様に
あるご
を頂いた件、並びに３３０－Ａ地 のホームページ全
面リニューアルをＬ木 が担当しておられることについ
てご報告頂きました。
11 続いて前日に４０才のお誕生日を迎えられた L 桂からご
挨拶頂きました。L 桂は 近お仕事でミャン ーを
に訪 されており、滞 中に２キロ せて 国するとま
た るという り しであること、L 桂がプロデュース
に関わり前期ライオン の 紙を った吉 育美様が先
日のミスインターナショナルで優勝された件をご報告頂
きました。
12 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
阿部にご登場いただきドネーションの発 を頂きました。
本日のファインは１８００円、ドネーション２２２００
円で計２４０００となりました。有難うございました。
13 出席率の発 を出席委員長Ｌ中村から頂きました。Ｌ中
村は児童虐待が３０～４０年前からなかなか改善されな
いとお話を始められ、そしておながわ秋刀魚収穫祭で活
躍したＬ亀川は当クラブに入会してから大きく変化を遂
げた三大人物の一人であると褒め称えてから出席率をご
発 されました。 籍者数４３名、
会員２名、終身
会員５名、出席者１８名、メークアップ２名、ゲスト２
名で出席率５５．６％でした。
14 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、お客様をお見送
りし、１０月第２例会はお開きとなりました。皆様有難
うございました。
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第５回障害者施設見学ツアー報告
出席者

１１月２日

L 進藤、L 岩瀬関係者１名、当事者２名、家族１名

１．１１月２日、第５回障害者施設見学ツアーを実施しま
した。東京三軒茶屋ＬＣとの合同事業の５回目です。今
回は当クラブから１名、ライオンズ関係者１名、当事者
２名、家族１名（キャンセルが１名ありました）が小田
急線千歳船橋駅に集合しました。
２．Ｌ進藤の運転で千歳船橋駅そばのＩＴ特化型就労移行
支援事業所『さら就労塾＠ぽれぽれ』を見学しました。
ワード・エクセル・パワーポイントなどのパソコン教室
のほかに自分についてのプレゼンを企業向けに行う訓
練やファイリング等の軽作業もはじめられた経緯など
お話し頂きました。参加者で元ＳＥの当事者からは「パ
ソコンがすごくできる人にはどのような支援がありま
すか？」との質 があり、ＳＥではない形での事務系へ
の就労挑戦などを示唆するアドバイスもありました。
３．次に祖師ヶ谷大蔵駅そばに移動し、就労継続支援Ｂ型
事業所『ざしきわらし』を見学しました。ウルトラ ン
商店街の中でウルトラ ングッズも販売する喫茶店系
の施設なのですが、このたび喫茶店の斜め向かいに２階
建ての部屋を借りて軽作業も始めたとのこと。商店街と
連携していくつかの軽作業も実際に始めているそうで
す。そのスペースの広さに驚き、やはり施設にも時間と
ともにいろいろ変化が訪れることを実感いたしました。
４．続いてまた千歳船橋駅近辺に戻って、居場所型の就労
継続支援Ｂ型事業所『風の谷プロジェクト』を見学しま
した。居場所型を継続したかったのに、 の委託金の減
額で就労継続支援事業所となった経緯等を伺いました。
自主製品の石鹸のできばえを拝見したり、毎日のように
調理実習を行ったりしていて、居心地のいいこの空間を
みて当事者のおひとりが「ここに申し込みたい」と希望
を述べられました。
５． 後に、Ｌ進藤から精神障害者福祉の歴史と世田谷
内のネットワークについて説明を行いました。ライオン
ズ関係者の方からは「このような施設は初めて見た。普
段の仕事（ 動産業）にも生かしていきたい」とのご感
想を、当事者の方からは「いろいろあるのがわかった」
「利用方法についてじっくり考えたい」とのご感想を頂
きました。次回は１２月３日（月）の予定です。
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於 区内障害者施設
（計５名）

千歳小学校震災支援写真展報告
出席者

１１月１３日

１１月１３－１７日

畠山幹事、L 亀川

１１月１６日 L 進藤

１．１１月１３日、千歳小学校に畠山幹事とＬ亀川が赴き、
震災支援アクティビティの一環として『あんな時あった
ね！子供たちが撮った被災地写真展』の準備を千歳小学
校の子供たちとともに行い、３０万円の協賛金を手渡し
して参りました。
２．これは８月にららぽーと豊洲で行われていた石巻市の
藤添尚子さんの写真展を見て、世田谷 の千歳小学校で
も開催したいという希望に し、東京江戸川ＬＣの坂本
潤之輔Ｌのご紹介により世田谷ＬＣも協力するとした
もので、写真の現像代や使い切りカメラの費用など活動
の一部について協賛させて頂いたものです。
３．写真展は学校公開日の１４日から１７日に開催され、
プレハブ校舎の階段踊り場から２階にかけて、そしてま
るまるひとつ教室を使って被災地の子供たちが撮影し
た写真が られていました。写真の台紙は段ボール、そ
の段ボール台紙のアルバムもあり、岩手・宮城・福島の
子供たちの写真が多数掲示されていました。
４．１６日に学校を訪れたＬ進藤がボランティア委員会担
当の稲野茂正先生からお話を伺ったところ、子供たちは
津波等で写真や記録を失ってしまったわけだからせめ
てこれからでも記憶を残していこうということで継続
的に写真を撮って残していくのだそうです。寝ている大
人の足の裏や、ほとんど全体が夜空の中に小さな三日月
など、大人では考えられないような斬新で感受性の高い
構図が並んでいました。その中でも、仮設住宅の正面を
撮影したものやそのプレハブ屋根からのつららの写真
など住居に関するものがやはり多いと感じます。また、
いくつかの写真に「仕事も家もみんな失ったけれど
も・・」などというコメントがついています。写真を見
ながら、被災地の皆さんの気持ちに思いを馳せました。
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於 千歳小学校
（計３名）

第５１回ＯＳＥＡＬフォーラム福岡大会報告
出席者

１１月８日－１１日

石上会長、L 岩瀬、L 亀川、L 西山、L 佐々木、L 進藤、L 須藤、L 田中、
L 手塚、L 山本、畠山幹事
（計１１名）

１１月８日から１１日まで、福岡にて第５１回東洋東南アジ
アフォーラム（ＯＳＥＡＬフォーラム）福岡大会が開催され、
国内開催ということもあり、東京世田谷ＬＣからも石上会長以
１１名が参加致し、様々な体験をして参りました。以 、Ｏ
ＳＥＡＬフォーラムに参加したメンバーからの報告を中心に
ご報告致します。

★

於 福岡

開会式

１１月９日、当クラブメンバーは、神社参拝組と開会式組の
二手に別れ、Ｌ進藤と私Ｌ田中は開会式に参加致しました。
会場となる リンメッセ福岡に入り、席の確保ができないぐ
らいのすごい人でした。伊勢ヶ濱部屋の協力で横綱日馬富士を
筆頭に力士達４人の先導で、アジア各国代 の入場、登壇で始
まりました！
オープニングアトラクションで、結成１７年、九州で根付き、
世界１７カ国・４００都市にて公演を行い世界を飛びまわる
「ＴＡＯ」の、勇壮な和 鼓の演奏が行われました。それから
老実行委員長の開会のゴング、アメリカ国歌及び日本国歌の
演奏に続き、加藤登紀子さんの『１００万本のバラ』が、九州
交響楽団による演奏で歌われました。私たちの近くに座ってい
らしたモンゴルの人達が、横綱に手を振っていたり、一緒に歌
っていたりと、一番？楽しんでいたようでした。この辺りから、
ガバナー晩餐会の準備もあり、周りに座っていた方達は次々と
ってしまったのですが、そこへ東京世田谷ＬＣの残りのメン
バーが登場し合流しました。
式は、関係者挨拶として、 老実行委員長、小川洋福岡県知
事、高島宗一郎福岡市長、ご来賓挨拶と続きました。高島市長
はとても若く、流暢な英語でご挨拶されたのでびっくり！(国
際会長晩餐会では、小川県知事も流暢な英語でご挨拶されまし
た)。感嘆してしまいました。国際会長挨拶では、通訳字幕が
多少違って、リアルタイムな話しを入れてご挨拶されていらっ
しゃいました。
その後は、大船渡市とのリアル中継(みていて少し寒そうで
した)、若葉高等学校の阿修羅の迫力ある踊りがあり、国際会
長も晩餐会挨拶の際、感動されたと感想をおっしゃっていまし
た。 後に３３０－Ａ広報委員長柴田 Ｌに、世田谷ＬＣの写
真を撮って頂きました【Ｌ田中】。
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★

ミニフォーラム・セミナー参加

●アラート・ミニフォーラム
１１月１０日（土）、Ｌ亀川・Ｌ畠山・Ｌ田中そして私Ｌ須
藤の４名が参加致しました。「アラートとは３～７日以内の火
急な
を指す」ということです。
まず、『ライオンズクラブとしての災害に するアラート提
言』のために、今回の３・１１で実際に被災されたメンバーよ
り、多数の写真を交え、被災状況の報告がありました。実体験
に基づくお話は、大変胸を打たれるものが多く、中でも、ライ
オンズクラブの支援が一部遅れた事、支援の内容タイミング等
が実態にそぐわない事もあったというお話は、今後、決して
り してはならない課題だと思いました。
そして、『被災していない近隣クラブの支援、更に、物資と
情報の中継基地としての役割は非常に重要である』ということ
を踏まえ、 記内容は速やかに実施すべきと提言されました。
・災害発生時からフェイズ毎に じた緊急災害 策 ニュアル
を作成し、 ニュアルに従って平常時訓練し、万が一に備える
・各クラブで災害時に協力できる内容（強み）を出し合い、そ
れを全国のライオンズクラブで共有し、万が一の時に活用する
・他ライオンズクラブとの友好締結・姉妹締結等は非常に有効
であり、平常時より積極的な情報交換・交流を心掛ける
災害は、いつかどこかで自分の身にも起こりうる事であり、
現 でも大変な困難を強いられておられる多くの方、そして、
メンバーがいます。このセミナーで提言された事が速やかに実
行される事を願ってやみません。
幸いにも、我が世田谷ライオンズクラブは、クラブ内の結束
も固く、他クラブとの交流も活発で、他クラブにも多くの仲間
がいますが、ＯＳＥＡＬのような大きな大会は、更に『Ｌ字の
仲間』の 識を高める絶好の機会であり、今後も積極的に参加
していきたいと思いました。【Ｌ須藤】

●リーダーシップミニフォーラム
１１月１０日、ＯＳＥＡＬフォーラム福岡大会のリーダーシ
ップミニフォーラムにＬ進藤、Ｌ山本、Ｌ岩瀬と私Ｌ手塚の４
名が参加してきました。
今回のＯＳＥＡＬフォーラム福岡大会のテー は、「リーダ
ーシップ」で世界で日本がリーダーシップを取って行かなけれ
ばならないというスローガンだったこともあったのか、大変、
多くの方が参加されておりました。私は、今回、このセミナー
に全国の青年アカデミー委員会のメンバーが多く集まるとい
うことでこのセミナーに参加することにしました。
午前中の第一部は、各地 の青年アカデミー委員会委員長を
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パネリストに迎えてパネルディスカッションを行いました。テ
ー は、青年アカデミー委員会の現 の活動や状況についてと
リーダーシップ、リーダーとは？について各パネリストからご
見を伺いました。みなさんのいろいろな考え方やご 見を伺
いました。青年アカデミー委員会のネーミングについてなども
賛否があるなど話がありましたが、なかでもわが３３０－Ａ地
青年アカデミー委員会委員長戸部Ｌの、リーダーを旅に例え
「仲間と一緒に歩いてるうちに結果的に一番前を歩いてるの
がリーダーであって後ろに多くの仲間が付いて来ている人が
真のリーダーではないか？」というようなお話をいただき、大
変感銘を受けました。
午後から第二部は、グループディスカッションで「あなたは、
どんなリーダーならついていけますか？」「こんなリーダーに
は、ついていきたくない。」
「あなたがクラブを辞めたいと思っ
たとき」「あなたにとってのリーダーシップとは、なんです
か？」の四つのテー にそって議論いたしました。私のグルー
プは、Ｌ岩瀬ほか、九州勢３名、関東勢３名の関東 vs 九州で
したが、様々な考え方や 見を聞くことができ非常に勉強にな
りました。
全国の青年アカデミー委員会等のメンバーやいろんな地
の多くのメンバーにお会い出来てたいへん有 義なものとな
りました。 【Ｌ手塚】

●総括セミナー
大野元裕Ｌのモデレーターにより、現元国際理事（団英男
Ｌ・山田實紘Ｌ・秦従道Ｌ・ 老安正Ｌ・武久一郎Ｌ・後藤隆
一Ｌ）に第一副地 ガバナー川手寅平Ｌを加えたパネリストの
皆様で「明日のライオンズを考える～未来への提言」について
話し合いました。
ライオンズの現状と課題をパネリスト全員がまずフリップ
で書き（「ローテーションの 題」「古い体質」「アイデアの実
行」「なぜライオンズメンバーなのかという 識」「遺産相続」
などいろいろでました）、そのあと直前まで行われていたアラ
ートミニフォーラム、リーダーシップミニフォーラム、ライオ
ンズクエストミニフォーラムのご報告をそれぞれ委員長及び
副委員長から頂き、それぞれについて３－４名のパネリストか
らご 見を頂戴しました。 後には「１０年後のライオンズへ
の提言」をパネリストからご発 頂いたのですが、各パネリス
トから「リコンストラクション」「個性の尊重」「情報発信力」
「Joyful Lions Life & Global Acivities」
「青年メンバーよ蛮勇
をふるえ！」「ライオンズより発信する日本の誇り」など熱い
ご 見を頂き、会場からも積極的に質 等があってライオンズ
の未来は明るいと思えるセミナーでした。【Ｌ進藤】
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★

各種会議参加

１１月８日から始まった各種会議にも積極的に参加致しま
した。
１１月８日はまず記者会見から始まり、第２回ステアリング
委員会、ＧＭＴ／ＧＬＴミーティング、コーカスミーティング。
１１月９日は第１回協議会議長と地 ガバナーの会議・国際会
長と地 ガバナーの会議・国際会長とクラブ会長のセミナー。
１１月１０日は第２回協議会議長と地 ガバナーの会議。１１
月１１日は第３回協議会議長と地 ガバナーの会議。これらの
会議は一般メンバーでも傍聴することができるのです。Ｌ進藤
を中心にＬ田中・Ｌ岩瀬など新しいメンバーにもところどころ
一緒に参加しました。
初日の記者会見では毎日新聞の方から質 があり、フォーラ
ム後援予定者の急遽キャンセルなどについての 答もありま
したが、コーカスミーティングでは次期国際理事候補の演説だ
けでなく、次期第２国際副会長の立候補予定者山田實紘Ｌに
し、各国の参加者から強く支持するという 援のメッセージに
あふれていました。国際会長とクラブ会長のセミナーは「ぜひ
皆さんクラブ優秀賞を目指してほしい」との大変示唆に富んだ
内容でしたが、３３０－Ａ地 からも多くのクラブ会長の皆様
にご参加いただけるとよかったかと思いました。 終日の第３
回協議会議長と地 ガバナーの会議では地 ガバナーから会
議の持ち方等についても貴重な 見を聞くことができました。
【Ｌ進藤】
以 はＬ岩瀬の報告です。
私Ｌ岩瀬は今回が大きな大会初参加でした。参加 明して登
録し、その日がやってきたにもかかわらず、何をする大会なの
か全く分かっておりませんでした。Ｌ進藤に、参加したほうが
いプログラムを教えていただきご一緒させていただきまし
た。参加したのは、以 の会議です。
二日目（９日）はまず、「第一回協議会議長と地 ガバナー
の会議」。出席者の皆さんがほぼ全員名前を呼ばれる顔合わせ
のような会議でした。続いて「国際会長と地 ガバナーの会議」。
クラブ優秀賞とリーディング・アクション・プログラムについ
てのご説明がありました。そして「国際会長とクラブ会長のセ
ミナー」ではクラブ優秀賞についての具体的な説明がありまし
た。三日目（１０日）は「第二回協議会議長と地 ガバナーの
会議」。この日は協議会議長の皆様のご挨拶がありました。
自分は、正直言いますと周りの人たちの存 感や空気に圧倒
され、「？？？」の連続で、ライオンズクラブというものを勉
強しなければならないと痛感しました。【Ｌ岩瀬】

11

★

晩餐会

●ジャパンレセプション
１１月９日、ホテル日航福岡にて開催、当クラブからはＬ進藤
が参加しました。第二国際会長候補者山田實紘Ｌへの期待があ
ふれ出る会でした。

●３３０－Ａ地

ガバナー晩餐会

１１月９日、ホテルオークラにて開催、当クラブからは現地に
赴いた１１名全員が参加し、３３０－Ａの他クラブの皆様と交
流を深めました。

●国際会長晩餐会
１１月１０日、ホテルニューオータニ博多にて開催、当クラブ
からはＬ岩瀬・Ｌ佐々木・Ｌ進藤・Ｌ田中の４名が参加しまし
た。ＬＣＩＦへの献金を讃えるピン贈呈式では、昨年当クラブ
移動例会にいらっしゃいました、３３０－Ｂ佐藤精一郎ガバナ
ーや、友好クラブである山梨アカデミーＬＣの川手寅平第一副
地 ガバナーが登壇され、とてもご立派なお姿を拝見したこと
が印象に残っております。【Ｌ佐々木】

★

懇親・交流・観光

メンバー同士の懇親や観光も盛んに行われました。

●筥崎宮参拝
１１月９日金曜日、朝１０時に石上会長と共に福岡国際会
議場に到着。登録受付後、早速畠山幹事・Ｌ山本・Ｌ亀川と
合流しスケジュールの確認をしました。その後、当クラブＣ
Ｎ４５周年記念例会の司会を担当してくださった中山理恵さ
んとお会いすることができました。
（中山理恵さんとは、１ヶ
月前に連絡をとることができたのでスムーズにお会いするこ
とができました。神社巡りが好きな女性で東京に仕事で来る
ときは、当池尻稲荷神社にも参拝にきます。）この日は、中山
さんお奨めの筥崎宮に案内していただきました。筥崎宮参拝
に同行したメンバーは、石上会長・畠山幹事・Ｌ山本・Ｌ亀
川・Ｌ岩瀬・Ｌ西山の６人。博多駅よりＪＲで２つ目の箱崎
駅 車徒歩１０分ほどの場所に鎮座します。大分の宇佐八幡、
京都の石清水八幡と共に日本三大八幡に数えられており、厄
除け・強運の神様として霊験あらたかと言われています。世
田谷ＬＣの 栄とメンバーの健康を祈り参拝しました。そし
て、
「運が湧いてきますように」とパワースポット「湧き出石
（撫でると運が湧く）」を撫でてきました。１時間ほどの観光
の後、 リンメッセ／福岡国際会議場に戻り、開会式に参加
してきました。【Ｌ西山】
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●世田谷ナイト開催
福岡ＯＳＥＡＬフォーラムにて、３３０－Ａ地 ガバナー晩餐会の後に世田谷メンバーにて
世田谷ナイトが中州にて開催されました（場所は秘密ですが…（笑））。いつもと違う場所なので
…なんだかメンバーみんないつもよりとても楽しそうでした。なんと…途中から世田谷ナイトに
野田ＬＣ高木Ｌ・江戸川ＬＣ茅島Ｌ・市川ＬＣ吉原Ｌ・杉山Ｌが参加していただき、世田谷ナイ
トは凄い盛り上がりになりました。途中、世田谷メンバーのＬ山本がバーカウンターに入り、な
かなかお似合いのＬ山本でした。世田谷ナイトは飲みだけでは無く…途中、いつもようにかなり
真剣で熱い会話になりました。それもメンバーのみんなが一
生懸命にクラブ運営を考えているからだと思います。
そして、ここで…終わらないのは世田谷メンバー（笑）。次
は中州の屋台にて、博多ラーメンを食べると言いながら３次
会のスタート、夜景を見ながら外での３次会はまた一段と盛
り上がりました。【Ｌ畠山】

●ライオンネットオフ会・武雄

等

福岡ＯＳＥＡＬではとても有 義な時間を過ごす事ができまし
た。私Ｌ亀川は今回のＯＳＥＡＬ行きでのもう一つの目的、佐賀県
武雄ＬＣ石永扶佐夫Ｌに会った事と、１０日の夜に行われましたラ
イオンネット、フェイスブック（ＦＢ）オフ会の報告をしたいと思
います。
なぜ佐賀県の方と申しますと、私の母の生まれ故郷が佐賀県有田
市でして以前石永ＬとＦＢでお友達になった時に「私の母の故郷は
となり町の有田なんですよ！」そうすると石永Ｌが、「いま偶然に
も有田にいます！」
「今度の福岡ＯＳＥＡＬでお会いしましょう」
・・・といったような流れで
気投合し、福岡で合う約束をしました。
実際に１０日に行われましたアラートセミナーでお会いし、セミナー後にお話をする時間が取
れたのですが以前よりＦＢでの交流があったせいか、お互い初めて会った気がせず、そこでも
気投合し「今晩、オフ会でもお会いしましょう」と約束し、その場を後にしました。
オフ会は博多市内の居酒屋『力』で開催されたのですが、日本全国よりライオンネット、Ｆ
Ｂ等で知り合った方々、また初めてお会いする方々、顔な
じみの方々などが集まっており、４０名から５０名くらい
居たでしょうか、大いに盛り上がり、皆さん、また石永Ｌ
ともまた会う約束をして解散となりました。
釜山国際大会に続き２度目の大会参加となりましたが、
今回も素晴らしい人との出会いが出来た大会になった事を
報告として福岡ＯＳＥＡＬ参加報告を終わります【Ｌ亀川】。

★

閉会式

１１月１１日、１０時から閉会式が行われました。国際会長挨拶のほか、ＹＣＥセミナー・地
球環境セミナー・レディースプログラムなどのご報告があり、各国際理事からご挨拶を頂きまし
た。次回第５２回ＯＳＥＡＬフォーラム開催国のシンガポールに引き継ぎがなされて閉会式は終
わりました。皆様お疲れ様でした。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ １１月２日

ＭＥＭＢＥＲＳ
３３０－Ａ地

①
１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会報告

（Ｌ阿部）

さる１１月２日（金）原宿南国酒家にて第４回正副幹事会が行われました。東京恵比寿ＬＣ荘
幹事の司会の 、我々世田谷ＬＣからは畠山幹事、西山副幹事、私Ｌ阿部が出席させていただき
ました。
和やかな雰囲気の中、各クラブの活動報告の中で原宿ＬＣと神宮前ＬＣで原宿にて盲導犬育成
募金アクティビティーが行われ、多額の寄付を頂いた事（募金をして頂いた方は若い方が多かっ
たそうです）、そして当クラブから４名の参加に謝 の言葉を頂きました。
各クラブの現状報告の中では、アクティビティ報告、ＯＳＥＡＬフォーラムへの参加人数の報
告、クリス ス例会の企画などを報告頂きました。当クラブからは畠山幹事から三軒茶屋ＬＣと
の合同アクティビティ障害者施設見学ツアー、１１月１３日準備１４日から開催の千歳小学校で
の被災地の子供写真展、ＯＳＥＡＬへの参加予定人数が力強く報告されました。
議題も消化し、参加メンバー同士の雑談の中、Ｌ西山の教師としての経験談がフォーカスされ、
自クラブ例会での講演依頼をうけていらっしゃいました。今後のＬ西山のご活躍に乞うご期待で
す！！

☆ １１月１３日

薬物乱用防止教育認定講師更新講座報告

（Ｌ進藤）

１１月１３日、代々木の青少年センターにて薬物乱用防止教育認定講師新規・更新講座が開催
され、当クラブからは更新 象者として石上会長、Ｌ中村、Ｌ老田、Ｌ進藤の４名が出席致しま
した。警視庁の方からの薬物についての概況や、ライオンズゴールド講師からの実際の薬物乱用
防止教室の一例の実践、そして東京都の方からは脱法ハーブについての現況などが明らかにされ
ました。現 脱法ハーブ
と取り 締まりはいたち
ごっこですが、そのうち
包括的 に規制されるよ
うにな る方向性のよう
です。しかし実際に取り
締まら れた脱法ハーブ
店が三 軒茶屋にもあっ
たとの 情報に目が点に
なってしまいました。今
後の薬 物乱用防止教室
に生か していきたいと
思いました。
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☆
☆

ｆｒｏｍ

ＺＣ

①

１１月２７日東京原宿ＬＣ・東京神宮前ＬＣ盲導犬育成協力募金報告

（Ｌ進藤）

１１月２７日に、原宿駅前から 参道交差点にかけて、１０Ｒ
１Ｚ東京原宿ＬＣと１０Ｒ２Ｚ東京神宮前ＬＣによる盲導犬育
成協力募金の合同アクティビティが行われ、東京世田谷ＬＣから
も石上会長、畠山幹事、Ｌ亀川と私Ｌ進藤が参加いたしました。
１２時に原宿南国酒家前の歩道に行きますと、ライオンズの幟や
看板が用 され、日本盲導犬協会から派遣された盲導犬５頭が座
っていました。
我々は神宮前交番脇の担当となり、 初に交番のお巡りさんが
募金して さったほか、ハロウィンの仮装をした方など多くの方
が足を止めて盲導犬に触れたり（この日だけ触ることが許されて
いました）募金をしてくださいました。犬を飼っている方はまず
自分の指のにおいをかがせるのですね。「こうすると犬が安心す
るんですよ」とのことです。５か所で午後１時から４時まで声を
張り上げて３２万円強の募金が集まりました。
その後、南国酒家で行われた合同例会にそのまま参加。盲導犬協会の飯田様より「盲導犬を連
れていたら入店を拒否してはいけない」という障害者補助犬法が１０年前に成立したにもかかわ
らず喫茶店やレストランでの入店拒否が後を絶たないという現実を知らされ、障害者が普通に暮
らせる社会にするためにはまだまだ普及啓発・ 識改革が必要だと感じました。

☆

１１月２８日東京さぎそうＬ久我山青光学園「親子ふれあい祭り」報告 （Ｌ進藤）

１１月２８日（日）、世田谷 内の知的障害者・視覚障害者施
設である都立青光学園において、１０Ｒ３Ｚ東京さぎそうＬＣの
メインアクティビティである、『久我山青光学園親子ふれあい祭
り』が開催されました。あいにくの雨が降る中、青光学園に参り
ますと、外のテントで東京さぎそうＬＣやＰＴＡの皆様が餅つき
などを盛大に行っていらっしゃいました。雨ということでそのま
ま開会式を行う２階に導かれ、戸谷賢治会長に連れられて部屋に
入りますと１０ＲＲＣ中江勁Ｌ、１０Ｒ１ＺＺＣ青木秀寿Ｌ、社
会障害者支援委員長野々晴久Ｌがお見えになっていました。会場
には、お餅や焼きそば、ポップコーン、おでんなどが並び、お絵
かきコーナー、ゲームコーナーなどがありました。開会式を見る
ところ、主に知的障害者の親子連れがほとんどで、野々Ｌが「み
んなに」と持ってきたキャンディーには歓声が沸いていました。
戸谷会長や校長先生のご挨拶ではこの後大道芸もあるとのこと。
何年も続けている継続アクティビティを皆がいかに楽しみにしているかがよくわかりました。
我々はテントに戻り、お餅やおでんをいただきましたが、餅つき用の臼があって野々Ｌと中江Ｒ
Ｃが慣れた様子で餅つきを披露され、私も見よう見まねでやり始めると「もっと腰を入れて！」
などと声が飛び、貴重な体験をさせて頂きました。
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■ 行事予定
１１月１８日（日）18：00～
１１月２５日（日） 8：00～
１１月２８日（水）18：30～

１１月第１例会（移動例会）
わんぱくクラブ育成会秋祭りバザー
１１月第２例会（講師例会）

於：箱根河鹿荘
於：三軒茶屋
於：目黒雅叙園

１２月
１２月

第６回障害者施設見学ツアー
１２月第１例会（クリス ス家族例会）

於： 内障害者施設
於：アメリカンクラブ

３日（月）13：00～
６日（木）18：30～

■ 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。
世田谷 ライオンズメンバーの皆様、いつも大変お世話になっています。
１１月８日～１１日まで、ＯＳＥＡＬフォーラムへ参加された１１名のメ
ンバー皆様、大変お疲れ様でした。ＯＳＥＡＬフォーラムでは、いつもお会
い出来ない全国のライオンズメンバーやアジア地 の海外のメンバーとメン
バー交流が出来たり、３３０―Ａ地 ガバナー晩餐会への参加や、セミナー
への参加、世田谷ＬＣメンバーと中州の「屋台」での打上げなど、他のクラ
ブとの親睦などとても い出会いや経験出来ました。
いろいろなプログラムの中で、私は一番印象に残ったセミナーは「アラー
ト。ミニフォーラム」でした。２０１１．３．１１に起きた、東日本大震災
を実例にしたセミナーで、他地 のメンバーとのグループディスカッション
では思いもよらない 見などが出てきました。とても い勉強になりました。
今年も残すところ１ヶ月と２週間となりました。一雨降る事に寒さが増し
て来ますので、体調など崩されないように、ご自愛ください。
2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山
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