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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

季節がら・・全国的に紅葉の見ごろとなり
ました。当クラブでは、去る１１月の１８日
（日）
・１９日（月）に毎年恒例の移動例会と
して箱根へ行ってまいりました。当日は例年
よりも多い２０名を超えるメンバーの参加を
いただき、理事会・例会共に貴重な御意見や
楽しい会話（皆さん、気持ちよ～く酔われた
様で何よりです・・）により、本当に有意義
な１泊２日となりました事を参加されたメン
バー並びに遠方にも拘らず例会訪問いただい
た市川ＬＣの吉原Ｌにも感謝を申し上げます。
また、今回は残念ながら参加できなかった
メンバーも来年は是非とも一緒に有意義な移
動例会を共有したいと思います。
尚、次回の１１月第２例会では、畠山幹事
の御尽力により、川平慈英氏をお招きしてお
りますので、テンポの良い、気持ちいい～ト
ークが聞けそうで・・・非常に楽しみにして
おります。更には、１２月第１例会では、Ｌ
老田の御尽力により、東京アメリカンクラブ
にてクリスマス家族例会を行いますので、メ
ンバーの皆様には、どうか御同伴者も多数お
誘いあわせの上、御出
席いただきたいと思
います。
今年も あと１ヶ月
あまり・・今後とも皆
様の御協力を宜しく
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
１７：００～１８：２０
第 1191 回 例 会 １８：２０〜２０：３０
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！

＊開始時刻が早まっています。ご注意を！

★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

★１２月１９日（水）

於：目黒雅叙園

少年ｻｯｶｰ実行委員会 １６：００～１７：２０
第８回理事会
１７：３０～１８：２０
第 1193 回 例 会 １８：３０〜２１：００

メンバースピーチ
今年最後の例会はメンバースピーチの予定で
す。メンバーの皆様、どうぞご出席のほどお願
い申し上げます。なお、理事会に先立ち、少
年サッカー教室実行委員会を開催予定です。
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第６回理事会報告
出席者

１１月１８日

於 箱根河鹿荘

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、
L 中村、L 西山、L 老田、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、
L 吉崎、幹事畠山、L 諸見里
（計２１名）

第６回理事会が、１１月１８日（土）１７：３０より箱根「河
鹿荘」にて開催されました。

■審議事項■
１.チャリティコンサート実行委員会委員長Ｌ吉崎と委員Ｌ今尾
から実行委員会の進捗状況のご報告を頂きました。Ｌ今尾か
ら最新のチラシ素案を提示いただき、１２月までにはチラシ
案を決定して関係団体に配布するということになりました。
２. １２月３日（月）東京ワンハンドレッドＬＣクリスマス例会
につきまして畠山幹事よりご紹介頂き、会長・幹事・ゾーン
チェアパーソンは同日諮問委員会開催のため、Ｌ須藤、Ｌ亀
川、Ｌ諸見里が参加することとなりました。
３. １２月２１日（金）東京田園調布ＬＣクリスマス例会につき
まして、畠山幹事よりご紹介頂き、Ｌ進藤が参加することと
なりました。
４. １月に開催予定のわんぱくクラブ育成会チャリティコンサ
ートパンフレット協賛の件につきましてＬ進藤からご説明
頂き、クラブとしての広告協賛及びメンバーの広告協賛を前
年同様行うこととなりました。
５. ２０１３年４月２０日の年次大会運営部会 部会員推薦の
件につきまして畠山幹事からご説明頂き、入会まもないメン
バーを推薦することが推奨されているのことで当クラブか
らはＬ田中とＬ岩瀬を推薦することとなりました。
６. ガバナー実行委員会より、第二副地区ガバナー立候補の是非
について検討を行い、様々な意見が出まして、年内の理事会
にて方針を決定していくことが再確認されました。
７長期休養されていたＬ諸見里がひさしぶりに出席され、ご挨
拶を頂きました。Ｌ諸見里は２年半前に胃がんを患い、がん
発見を機に抑うつ的になってしまい、人と会うのが困難な状
況になったため、クラブメンバーはもとより３３０－Ａ地区
のお世話になっている多くのメンバーの皆様にご心配をお
掛けして申し訳ございませんでしたとお話しになりました。
幸い手術も成功し、まだ万全ではないものの体調が回復され
たため、再び参加できるようになられたと嬉しいご報告を頂
きました。
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第１１９０回例会（移動例会）報告
出席者

１１月１８日 於 箱根「河鹿荘」

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、
L 中村、L 西山、L 老田、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、
L 吉崎、幹事畠山、L 諸見里
市川 LC 吉原稔貴 L
（メンバー２１名、ビジター１名、計２２名）
メークアップ L 佐々木、L 山本 （メークアップ２名）

1

第１１９０回１１月第１例会（移動例会）が、１１月１
８日（日）、箱根「河鹿荘」にて開催されました。「河鹿
荘」は昨年から移動例会で利用させて頂いています。今
年もお昼頃から続々とメンバーが到着し、紅葉が見ごろ
となった箱根湯本駅そばの「河鹿荘」にて、麻雀や温泉
などを各自楽しみました。

2

１７：３０からの第６回理事会に続いて１８時から移動
例会が畠山幹事の司会進行にて開催されました。本日の
お客様である３３３－Ｃ市川ＬＣ吉原稔貴Ｌがご紹介さ
れて入場いたしました。

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
の吉原Ｌへの感謝を述べられたのち、今宵の移動例会を
ぜひ楽しんでほしいと簡単にご挨拶を述べられました。

4

ウィサーブのご発声はＬ福島にお願い致しました。Ｌ福
島は吉原Ｌご参加への謝意を述べたのち、高らかにウィ
サーブのご発声を頂きました。その後は河鹿荘の豪華な
料理を堪能しながら、会食・歓談いたしました。箱根「㐂
多見」の芸妓さんたちが来てくださって、華やいだ宴会
となりました。

5

市川ＬＣ吉原Ｌからご挨拶を頂きました。吉原Ｌは世田
谷ＬＣが年齢構成面でバランスが良く、理解あるよき先
輩たちがたくさんいて、活動が各方面から注目されてい
るとお褒めになられました。また、ご自分が３３３－Ｃ
地区にて（ほかに候補者が立候補せず今期唯一の）第二
副地区ガバナー候補となっていること、市川ＬＣと世田
谷ＬＣが兄弟クラブということもあり、今後もぜひ歩調
を合わせてともに頑張りたいとご挨拶されて満場の拍手
を浴びていらっしゃいました。

6

二次会は館内のカラオケルームにて盛大に開催され、ほ
ぼ全員が参加し、歌声を響かせました。その後も大いに
懇親を深めつつ、箱根の夜は更けていきました。皆様お
疲れ様でした。
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わんぱくクラブ育成会秋祭りバザー報告
出席者

２４日
２５日

１１月２４日・２５日

畠山幹事、L 亀川、L 進藤、L 須藤、L 吉崎
L 亀川、L 西山、L 進藤、L 須藤、L 吉崎

１．１１月２５日（日）
、知的障害児の居場所づくりを行っ
ている団体『わんぱくクラブ育成会』の秋祭りバザーが
三軒茶屋のＮＴＴ駐車場にて開催されました。それに先
立ち、まず前日の２４日（土）１２時からテント設営が
行われ、当クラブから５名が参加して準備を行いました。
２．２５日（日）当日はきれいに晴れ上がり、お祭り日和
となりました。当クラブからも５名が参加して、８時か
らテント・ステージの設営、テーブルや椅子の配置など
の準備を手伝いました。
３．お好み焼き・焼きそば・シューマイ・フランクフルト
などの出店やダンスや大道芸などのステージでのアト
ラクション、大量のバザー品などで秋祭りは行われまし
た。１０時半に開会式が行われ、当クラブからもＬ進藤
が協力団体としてご挨拶致しました。
４．当クラブメンバーは他団体ボランティアとともにＰＲ
活動を行いました。数人ずつチームとなって交差点や人
通りの多い駅前などでＰＲチラシを配布いたしました。
午前中は人出も少なかったですが、午後になり歩行者天
国が実施されると親子連れも多くなり、１時半ごろには
チラシをすべて配布し終わりました。Ｌ西山が宮司を務
める池尻稲荷神社からは禰宜の和田庸聖様にもお手伝
い頂きました。おかげさまでお祭り会場にも一般の方も
含め多くの人が訪れ、盛況となりました。
５．午後３時にはお祭りは終了し、テントやテーブル・イ
スの撤去を手伝いました。備品や余ったバザー品などを
若林にあるわんぱくクラブ育成会本部に移送すること
も一部お手伝いさせて頂きました。
６．今後、１月のチャリティーコンサート、２月の『２０
歳を祝う会』にもご協力させて頂くほか、例年のとおり
通常活動にも数名のメンバーで参加させていただく予
定です。
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於 三軒茶屋
（計５名）
（計５名）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １１月１４日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

東京江戸川東ＬＣＣＮ３２周年記念例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる１１月１４日（水）、船堀タワーホールにて東京江戸川東Ｌ
ＣＣＮ３２周年記念例会が開催され、Ｌ手塚と私Ｌ進藤が参加し
ました。私Ｌ進藤は東京江戸川東ＬＣの皆様とは薬物乱用防止教
室実施等を通じて日頃より仲良くさせて頂いており、かねてより
例会訪問したかったのですが、前期までは例会日が重なっていて
訪問できませんでしたので、この機会を楽しみにしておりました。
今期は東京江戸川東ＬＣがリジョンチェアパーソンとゾーンチ
ェアパーソンを両方輩出されているということもあり、広くお呼びかけ頂いたとのことで百数十
名の方が参加されました。佐藤力也会長のもと、左右のスクリーンに式次第を映すという形式で
粛々と式典が進み、岩手復興エイド基金への支援など記念アクティビティのご紹介がありました
（ひとつひとつ「ドーン！」と太鼓をたたきながらのご発表に驚きました）。祝宴では会費の中
にラッキーカード代が含まれているということで北島商店のステーキやメンチカツなどの豪華
賞品が多数あたり、歓声が沸いていました。東京江戸川東ＬＣの皆様有難うございました。

☆ １１月１５日

東京すずしろＬＣＣＮ１０周年記念例会参加報告

（Ｌ佐々木）

１１月１５日（木）、池袋のホテルメトロポリタンにて東京すず
しろＬＣ１０周年記念例会が開催され、Ｌ進藤と私Ｌ佐々木が参
加しました。私は今期会長の高橋美恵子Ｌとエクステンション委
員会でご一緒させて頂いていることもあり仲が良く、今回の記念
例会にお声掛け頂いたので一も二もなく参加させて頂きました。
高橋会長も会長挨拶にて「ある日、日時を指定されて行ってみた
ら『君、副会長ね』と言われてその日が結成式だった」というま
るで漫画のようなエピソードをご披露くださいました。練馬区に
は女性だけのクラブが２つあってそれぞれ活発に活動していらっ
しゃいます。東京すずしろＬＣも老人ホームへのウェス提供や区
内公園への植樹、被災地支援で登米市にある、南三陸町の仮設住
宅に物資を持参したりなどの活動を地道ですがパワフルにしてい
らっしゃいます。会長なのに委員会活動も兼務しているパワフル
な高橋会長の原点を発見したような気が致しました。

☆ １１月１６日

骨髄移植セミナー参加報告

１１月１６日、ＡＰ西新宿にて骨髄移植セミナーが開催されま
した。村田良子様の骨髄移植の２回のドナー体験を拝聴できて大
変勉強になるとともに、プロ・スノーボーダーで骨髄移植を受け
た荒井善正様の移植を含めた人生経験談を伺って鳥肌が立つほど
感動しました。自分も東京三軒茶屋ＬＣのアクティビティで献血
の際に骨髄ドナー登録しておりますが、お役にたつときが来るの
だろうかとリアルに感じながらお話をうかがっておりました。
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（Ｌ進藤）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １１月１９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

ゴルフ同好会報告

（Ｌ今尾）

移動例会の翌日、１１月１９日（月）箱根カントリーク
ラブにて今期第３回のゴルフ同好会コンペが開催されまし
た。途中少し雨模様でしたが、概ね曇りで箱根の紅葉を楽
しみながらのラウンドとなりました。
結果はＬ今尾公祐が前回に引き続き優勝を頂きました
（二位はＬ鈴木晴、三位はＬ西岡文博）。グロスでは箱根カ
ントリーのメンバーでもありますＬ西岡文博が８９と唯一
人の９０切りでベスト。Ｌ今尾はハンディに恵まれての優
勝でした。いつもは８０台～９０台が半数以上を締めるハ
イレベルな闘いが繰り広げられる同好会なのですが、コー
スセッティングの難しさもあり、皆さん苦戦しておられた
ようです。でも一番の原因は、前日の移動例会が楽しすぎ
たことでしょうか・・・（笑）
箱根カントリーのようにグリーンが速くアンジュレ―シ
ョン（凹凸）のあるコースに行くと、ゴルフはパターとアプローチが大切なんだなと改めて感じ
ます。今回はたまたま「あ、入っちゃった」というのもあり、ほどほどにまとまりましたが、安
定したスコアで回れるようにパターとアプローチに磨きを掛けて、また次回に臨みたいと思いま
す。次回開催は温かくなってからということで、３月～４月を予定しております。どうぞ宜しく
お願い致します。
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☆
☆

ｆｒｏｍ

ＺＣ

①

１１月２６日３３０－Ａ地区第２回キャビネット会議報告

（Ｌ進藤）

１１月２６日に、ＡＰ西新宿にて第２回キャビネット会議
が開催されました。１０Ｒから提出した案件「ゾーン再編」
については阿久津ガバナーよりゾーン編成はガバナー専権事
項であること、今回１Ｚが９クラブとなることについて必携
には５－８クラブが望ましいとあるものの、地区の状況を鑑
みて地区ガバナー独自の自由裁量権により変更も可能という
ことでご承認を頂きました。ほかに、今期ガバナー・副地区
ガバナー選挙規約の一部改正、ハンブルグ国際大会への早期
登録の推奨・２０２０年オリンピックパラリンピック招致の
ための署名活動の実施などが、協議・審議されました。詳細
は１２月３日開催予定のガバナー諮問委員会にてゾーン内各
クラブ会長・幹事様にご報告致します。

■ 行事予定
１１月２８日（水）18：20～
１２月 ３日（月）13：00～
１２月 ６日（木）18：30～
１２月１９日（水）18：30～

■ 幹事

１１月第２例会（講師例会）
第６回障害者施設見学ツアー
１２月第１例会（クリスマス家族例会）
１２月第２例会（メンバースピーチ）

於：目黒雅叙園
於：区内障害者施設
於：アメリカンクラブ
於：目黒雅叙園

畠山より一言
世田谷ライオンズクラブメンバーの皆様、いつも大変お世話になっていま
す。１１月１８日～１９日での、移動例会に参加されたメンバー皆様、翌日
のゴルフ同行会へ参加された皆様、大変お疲れ様でした。
移動例会での理事会、そして例会訪問頂いた市川ＬＣ・吉原Ｌ、メンバー
からの意見や吉原Ｌのお話が聞けてとても素晴らしい移動例会だったと感じ
ました。
幹事になり…あっと言う間の５ヶ月、メンバーの協力なしでは成り立たな
いアクティビティや例会、今年も残すところ１２月クリスマス例会と１２月
第２例会となりましたのでメンバーの皆様よろしくお願いいたします。
冬の足音が聞こえてきている今日この頃ですが、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

8

