2012-2013年度

第１０号

２０１２年 １２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

会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

早いもので・・今年もあと１ヶ月をきる時
期となり、皆様に於かれましては年末に向け

★１２月６日（木） 於：アメリカンｸﾗﾌﾞ
第 1192 回 例 会 １９：００〜２０：３０

て御多忙中の事と存じます。
さて、去る１１月の第２例会では、畠山幹
事の御尽力（御紹介）により、御講演をお願
いしました川平慈英氏を含め総勢１０名もの

クリスマス家族例会 （登録１８：４５～）
L 老田のご尽力により、アメリカンクラ
ブにて開催致します。ご家族ご友人をお
誘いあわせの上、ぜひご出席下さいます
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）ビンゴ景品持参は不要になりました。

★１２月１９日（水）

御客様をお迎えし、盛大な例会となりました。
特に川平慈英氏の講演（対談）はＴＶで見
ていた通りにテンポが良く、時には期待通り
のサッカーの話題も織り交ぜながら・・聞い
ている側の耳を引きつける“熱～いトーク”
を目の当たりにする事ができ、お忙しい中、

於：目黒雅叙園

お時間を割いて下さった川平慈英氏には本当
に感謝を申し上げます。

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

サッカーと言えば・・当クラブで数多く行
なうアクティビティの中でもメインアクティ

講師例会
今年最後の例会は講師例会となりました。Ｌ
須藤のご紹介でイスラエル前駐日大使エリ・
コーヘン氏にお越し頂きご講演を頂く予定で
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。

ビティでもある少年サッカー教室が年明けの
３月１７日（日）に予定されておりますので、
川平氏のサッカーに対する熱～い思いを少し
でも見習い、または吸収し、青少年健全育成
目的の世田谷ライオンズクラブカップ＆サッ
カー教室に活かして

★１月１０日（木） 於：目黒雅叙園
第９回理事会
１７：３０～１８：２０
第 1194 回 例 会 １８：３０〜２０：３０

いきたいと思います。
関係者の皆様に於
かれましては、今後
とも宜しく御協力の

メンバースピーチ

程、お願い申し上げ
新年例会はメンバースピーチとしました。
ＺＣであるＬ進藤がスピーチする予定です。 ます。
皆様どうぞご出席のほどお願い致します。
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第７回理事会報告
出席者

１１月２８日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 福島、L 今尾、L 磯辺、L 岩瀬、L 小塚、L 西山、
L 小野一郎、L 小野景彦、L 老田、L 佐々木、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、L 諸見里
（計２１名）

第７回理事会が、１１月２８日（水）１７：００より目黒雅叙園２階「華うたげ」にて開催され
ました。

■審議事項■
１.１２月２０日東京ＬＣクリスマス家族例会ご案内の件につい
て石上会長よりご説明頂き、石上会長、Ｌ山本、Ｌ田中、Ｌ
進藤の４名が出席することとなりました。
2. １月１２日（土）東京葵ＬＣ結成４０周年記念新春チャリテ
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、Ｌ
山本、Ｌ白石、Ｌ諸見里、Ｌ進藤の４名が参加することとな
りました。
3.Ｌ吉崎およびＬ今尾よりチャリティコンサート実行委員会に
ついてご説明頂きました。チケットは大人２０００円、子供
５００円の予定ですが、子供の５００円については全額寄付
とする予定で、チャリティー先について協議致しました。
4. フィリピン・アクティビティについてＬ田中よりご説明を頂
き、施設建設は無理に急がず、とりあえず２０１３年２月～
３月に集めた歯ブラシを利用した衛生指導を現地で行うこ
と（渡航費用は個人負担）、目黒雅叙園に歯ブラシドネーシ
ョンボックスを２箱設置することとなりました。
5. 麻雀同好会についてＬ吉崎よりご説明頂きました。１２月２
０日１６時より、駒沢「絵夢」にて開催し、現時点で１２名
参加の予定となっております。
6. 第１回少年サッカー教室実行委員会開催の件につきまして畠
山幹事よりご提案頂き、１２月１９日（水）、時間を１６時
３０分からに変更して目黒雅叙園にて開催することとなり
ました。
7. Ｌ山本よりご提案頂き、ＣＮ５０周年実行委員会を１２月５
日（木）１８時００分から神興建設会議室にて開催すること
となりました。式典の規模や手作り感をどのように演出する
かについてご意見を頂きました。
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第１１９１回例会（講師例会）報告
出席者

１１月２８日 於 目黒雅叙園「華うたげ」

石上会長、L 阿部、L 福島、L 東村、L 今尾、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、
L 西山、L 小野一郎、L 小野景彦、L 老田、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 鈴木、
L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事畠山、L 諸見里
川平慈英様、335-A 西宮ホワイト LC 畑山裕子 L、川人麻千子 L、
東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、
東京キング LC 杉村基 L、古川竜也 L、本田慎一郎 L、
東京みやこ LC 渡辺邦彦 L、東京シティ LC 八木橋重仁 L、
小宮山綾様
（メンバー２３名、ビジター８名、ゲスト２名 計３４名）
メークアップ L 須藤 （メークアップ１名）

1

第１１９１回１１月第２例会（講師例会）が、１１月２
８日（水）、目黒雅叙園２階「華うたげ」にて開催されま
した。本例会では副幹事のＬ阿部が司会を執り行いまし
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

Ｌ阿部よりお客様のご紹介を致しました。本日は講師と
して株式会社ケイファクトリー所属 川平慈英様にお越
し頂いたほか、３３５－Ａ西宮ホワイトＬＣより３３５
－Ａ地区国際大会・迎接委員長 畑山裕子Ｌとクラブ幹事
川人麻千子Ｌ、東京三軒茶屋ＬＣから３３０複合地区Ｉ
Ｔ・ＰＲ委員会委員 藤村貞夫Ｌ、東京キングＬＣから３
３０－Ａ地区エクステンション委員会委員長 杉村基Ｌ、
３３０－Ａ地区青年アカデミー委員会副委員長 古川竜
也Ｌ、クラブ会長 本田慎一郎Ｌ、東京みやこＬＣから渡
辺邦彦Ｌ，東京シティＬＣから八木橋重仁Ｌ、さらに古
川Ｌの婚約者 小宮山綾様のビジター８名・ゲスト２名の
計１０名にお越し頂きました。皆様お忙しいなか、誠に
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。石上会長は多数のお
客様のご来訪へのお礼、川平様とＬ畠山の対談への期待
をお話しされたほか、箱根の移動例会のご報告を頂いて
ご挨拶とされました。

4

ここで本日のメインである、株式会社ケイファクトリー
所属 川平慈英様と当クラブ幹事Ｌ畠山の対談を行いま
した。ご存じのとおり、川平慈英様はご長兄はタレント
のジョン・カビラ様、ご次兄の川平謙慈様はライオンズ
国際協会本部統括部長、ご自身はタレント・スポーツキ
ャスターという川平三兄弟の末弟であります。
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まず、畠山幹事からはお生まれになった沖縄時代につい
て尋ねられました。沖縄出身の父とカンザス州出身の母
をご両親として１９６２年沖縄の首里でお生まれになり
ました。川平様は、まず９歳の時の沖縄返還のリアルな
思い出から話されました。返還日の５月１５日に見た日
本円を運ぶ大量のトラックの列やお手伝いをして手に入
れたお小遣いの１００円札を持って駄菓子屋に行き大量
に買おうとしたところ２つしか駄菓子が買えず、国力の
違いを痛感したとお話しされました。そして９歳の時に
渡米、その後父の仕事が日本となり世田谷区立九品仏小
学校に入学、以来九品仏在住なのだそうです。ちなみに
Ｌ畠山とは自由が丘で友人となられたとのことでした。
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次に畠山幹事からアメリカ時代のことを尋ねられた川平
様は、川平家のしきたりとして「子供たちを鍛えるため
に８歳から９歳になると単身で渡米させる」という母親
の教育方針があり、叔父様の農場で１年間丁稚奉公する
ため、那覇空港から単身でロサンゼルス空港に向かった
とき、各家にプールがあるのが見えて驚愕したこと、学
校では食堂はカフェテリア、体育館は屋根が可動式のア
リーナということでカルチャーショックを受けたこと、
初恋の相手もメイク・ピアス・マニキュアしているブロ
ンドヘアの小学生だったと告白されました。

7

続いて畠山幹事からサッカーのことを尋ねられた川平様
は、ヘストンでサッカーの虜になって、１年後東京に帰
国後、学校のサッカー部に入部、その後町田の中学時代
読売ユースに入って都並選手と一緒のチームだったこと、
プロになるために高校卒業後アメリカに留学したこと、
ピークは大学２年の全米ベストイレブンでプロも夢見た
ものの、次のシーズンで南米好きの監督からドイツ好き
の監督に代わって戦術が変わり戦力外通告を受けたとい
う辛い体験も話されました。

8

畠山幹事からはその体験もあって演劇を志されたのかと
質問がありました。川平様は東京に戻ってしばらくは居
酒屋バイトでくすぶっている毎日でしたが、学生演劇集
団の英語満載のミュージカル「フェーム」でのダンサー
に応募し、ゴダイゴの演出をした奈良橋陽子様の目に留
まり、黒人ダンサー「リロ」の役を頂いてミュージカル
人生が始まったこと、舞台には長兄ジョン・カビラ様も
引っ張り出して歌って頂いたことがあること、歌手：田
原俊彦のバックダンサーの体験もあることを話されたの
ち、ニュースステーションのプロデューサーにお会いし
たと話されました。
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畠山幹事からニュースステーションとの出会いについて
詳しく尋ねられて、川平様は、稽古場でストレッチの代
わりにリフティングをしていたところ、Ｊリーグ開幕に
先立ちキャスターを探していた名プロデューサーの福田
陽一郎様に見いだされ、熱くサッカーについて話したと
ころ、ニュースステーションの製作を手掛けたオフィス
トゥーワンの社長に推薦して下さり、実際にニュースス
テーションのプロデューサーが舞台を見に来られてまた
熱くサッカー談義をしたところ、カメラテストに至った
という流れをご紹介頂きました。

10 畠山幹事は「そこから『いーんです！』のきめ台詞が生
まれたのか？」と質問されました。川平様は役者になり
たい希望があり悩んでいたところ最終的に長兄に「まず
名前を憶えられて何ぼ」と説得されてスポーツキャスタ
ーをやることになったと経緯を打ち明けられました。
11 最後に畠山幹事からサッカーへの熱い思いや日本のサッ
カーについて尋ねられて川平様は、ワールドカップに日
本が出場するようになった今こそ真価が問われる時で、
まだ日本はサッカー分布図の中では弱小であること、今
回のワールドカップ予選で順調に勝星を重ねているがま
だミスが怖いこと、アンダー１７がワールドカップを逃
したこともご紹介され、無条件に日本を愛しているが、
無条件に日本は強いとは言えないとお話しされました。
アメリカワールドカップ予選の最終戦で引き分けにされ
てワールドカップ出場を逃した試合を引き合いに試合終
了まで勝てると思ってはいけないと強く主張されました。
12 最後に１２月１９日２０日に中野サンプラザで行われる
ミュージカルの告知をして、対談はお開きとなりました。
13 質疑応答ではＬ西山から、今年のワールドカップでの日
本の位置について質問がありましたが、川平様は大会期
間中の６月にチームのバイオリズムを一番上に持ってい
ければベスト４くらいまで行くのではと期待していると
お応えになりました。川平様、熱いお話しをどうも有り
難うございました。
14 続いて会食にうつるにあたって、ウィ･サーブのご発声を
畠山幹事にお願い致しました。畠山幹事は川平様と多く
のお客様に感謝の言葉を述べ、高らかにウィサーブのご
発声を頂きました。
15 会食中、畠山幹事の代理としてＬ阿部から幹事報告を頂
きました。Ｌ阿部は例会に先立ち開催された第７回理事
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会の審議事項についてご報告し、拍手によって承認され
ました。皆様有難うございました。
16 会食中に本日お越しのお客様からご挨拶を頂戴いたしま
した。まず、３３５－Ａ地区西宮ホワイトＬＣの畑山裕
子Ｌと川人麻千子Ｌからご挨拶を頂きました。川人Ｌが
神戸マラソンの応援で声が出ないため、畑山Ｌが西宮ホ
ワイトＬＣのご紹介をされました。西宮市にある８クラ
ブのなかで唯一の女性クラブであること、今期で１１年
目になること、メインアクティビティは兵庫臍帯血バン
クであることをご紹介頂きました。また翌日１１月２９
日によみうりホールで京都大学の山中教授がノーベル賞
を受賞したｉＰＳ細胞について山中教授の施設の副所長
の市民公開講座があると話されてご挨拶とされました。
17 次に東京キングＬＣ会長本田慎一郎Ｌからご挨拶を頂き
ました。本田Ｌは東京キングＬＣが青年会議所を中心に
結成されたクラブで、６月４日にチャーターナイト（認
証状伝達式）を終えたこと、キングとは「王様」でなく
「第一人者」の意味であること、親クラブが東京ＬＣな
ので東京世田谷ＬＣと兄弟クラブとなることをご紹介さ
れてご挨拶とされました。
18 東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌは、当クラブが東京三軒茶
屋ＬＣの親クラブであり親クラブに敬意を表して訪問し
たとご挨拶されました。
19 東京みやこＬＣ渡辺邦彦Ｌは、もとは東京大手町ＬＣに
所属していたもののクラブ解散となり、２～３年して元
ガバナーの河合悦子Ｌに誘われて東京みやこＬＣに入会
したこと、今回は準会員になることも念頭において訪問
したがまだ制度がないということでまた次回とお話しさ
れてご挨拶とされました。
20 東京シティＬＣ八木橋重仁Ｌは、ハンディキャップを負
ってしまった人の役に立ちたいと思ってライオンズクラ
ブに入会したこと、青年アカデミー委員会交流会でＬ手
塚と一緒のテーブルだったご縁で例会訪問されたこと、
当クラブの例会が会話や笑顔が多く、また多数のゲスト
が来訪されていてとてもよかったとお話しされてご挨拶
されました。
21 東京キングＬＣ杉村基Ｌは、エクステンション委員会委
員長としてきたこと、Ｌ田中・Ｌ佐々木の２名の出向を
お願いしていること、今期もクラブエクステンションを
進めていきたいとお話しされてご挨拶とされました。
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22 東京キングＬＣ古川竜也Ｌは、青年アカデミー委員会に
出向していること、Ｌ手塚が同じ委員会であること、青
年アカデミー交流会をきっかけに八木橋Ｌが訪問して良
かったとお話しされました。次回の交流会は２月とご案
内頂いたうえで、婚約者の小宮山綾様をご紹介頂いてご
挨拶とされました。
23 また会食中にＬ田中からフィリピンアクティビティにつ
いてのご報告を頂きました。フィリピンで衛生指導を行
う予定であること。歯ブラシドネーションボックスを設
置したことを告知いただきました。
24 またＬ西山より、東京渋谷ＬＣでゲストスピーカーをさ
れたことをご報告頂きました。Ｌ西山は正副幹事会にお
いて薬物乱用防止教室のお話をしたことがきっかけで東
京渋谷ＬＣに呼ばれたこと、
「今どきの女子高生」という
テーマで話をしてきたことなどをお話し頂きました。
25 テールツイスターの活躍の時間は、テールツイスター Ｌ
今尾にお願いしました。Ｌ今尾は来年の３月２日、世田
谷区民会館で実施予定の「親と子の初めてのコンサート」
の告知をされました。また、クリスマス例会に参加予定
の妹さんの２名の息子さんたちが九品仏小学校に通って
いること、九品仏小学校６０周年行事に川平さんにご講
演を頂いたことをご紹介頂きました。本日のドネーショ
ンは３１８００円、ファイン２２００円、合計４４００
０円でした。皆様有難うございました。
26 出席率の発表は副出席委員長の Ｌ吉崎にお願いしまし
た。在籍者数４３名、不在会員２名、終身会員５名、出
席者２２名、メークアップ１名、ビジター８名、ゲスト
２名で出席率は６３．９％でした。
27 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、お客様をお見送りして
お開きとなりました。皆様お疲れ様でした。有難うござ
いました。
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第６回障害者施設見学ツアー報告
出席者

１２月３日

L 進藤、当事者１名・関係者２名

１．１２月３日（月）
、東京三軒茶屋ＬＣとの合同事業であ
る第６回障害者施設見学ツアーを実施しました。この日
も１名当日キャンセルがありましたが、東急田園都市線
用賀駅改札に当クラブメンバー１名、当事者１名、関係
者２名が集合致しました。
２．この日は当初見学を予定していた施設が急遽旅行に行
くこととなり、替わりに上馬にある就労移行支援／就労
継続支援Ｂ型事業所『Ｎａｖｉｏけやき』を見学致しま
した。ちらし折り、中古ゴルフボール仕訳および封入等
の作業を見学したのち、就労移行支援事業についても詳
細なご説明を頂きました。また、『Ｎａｖｉｏけやき』
は２月１日に近隣のビルに移転を予定しているという
ことでした。
３．次に、Ｌ進藤の運転するワゴン車で桜新町に移動し、
依存症者のための就労継続支援Ｂ型／自立訓練事業所
『すとぉりぃ』を見学致しました。１階のリサイクルシ
ョップ、２階の紙漉きの現場を見学させて頂きました。
南三陸のぞみ作業所に贈呈したものと同じ紙漉きの機
械で作業を行っていたほか、漉きあがった紙漉き名刺に
印刷する技術をご披露いただきました。
４．続いて尾山台に移動し、喫茶店系就労継続支援Ｂ型事
業所『パイ焼き茶房』を見学致しました。手作りで厳選
された材料で作る美味しいケーキセットを頂きながら
施設のご説明を頂きました。近年は近所に軽作業も行え
る分室を借り、そこで喫茶店業務に必要なナプキンたた
みなど、ある程度の練習をしてから喫茶店作業に入れる
のだそうです。
５．最後にＬ進藤から精神保健福祉の歴史と世田谷区にお
ける地域ネットワークのご説明を致しました。当事者の
方は前回のツアーの後にすでに通所する施設を見つけ
られたとのことですが「こうやってほかの施設を見るこ
とはとても勉強になる」とのご意見で、また鍼灸治療院
を営まれている関係者の方は「施設のイメージが少し着
いたので、また別のコースにも乗ってみたい」とのこと
でした。次回は２０１３年１月８日（火）の予定です。
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於 区内障害者施設
（計４名）

第２回ＣＮ５０周年実行委員会
出席者

１２月５日

於 神興建設

石上会長、L 磯辺、L 亀川、L 諸見里、L 西山、L 進藤、L 白石、L 田中、
L 手塚、L 山本、畠山幹事
（計１１名）

１．１２月５日（水）１８時から、神興建設会議室に
て、第２回ＣＮ５０周年実行委員会が開催されま
した。実行委員長Ｌ山本作成の資料に基づき協議
を行いました。
２．まず、チャーターナイト開催目的の再確認と共有
を行いました。クラブ結成時を思い起こし、本来
の活動を改めて確認し、クラブ活性化並びにメン
バー間の結束を強化すること、関係各位にクラブ
の活動報告を行うこと、日ごろお世話になってい
る皆様方に感謝の気持ちを伝えること、ライオン
ズクラブ国際協会の一員として今後ますますの奉
仕による貢献を表明することなどを目的としてチ
ャーターナイトを開催することとしました。
３．次に当クラブチャーターナイトの開催方針を協議
致しました。当クラブがここ数年心がけているよ
うに、華美な式典ではなく、メンバーの創意工夫
による手作り感が伝わるセレモニーとしていくこ
とで意見が一致いたしました。
４．そのうえでチャーターナイト開催日時・会場の確
認を致しました。開催は２０１３年９月２８日
（土）目黒雅叙園２階「舞扇」にて開催致します。
受付は１７時から、第一部式典開始は１８時から
１時間とし、祝宴終了を２０時５０分と予定して
おります。
５．そののち、収支予算案やメインのプログラム、さ
らには今後の実行委員会スケジュールや役割分担
について協議致しました。告知のためのツールや
広報、案内状やプログラム・記念冊子の作成、台
本や席割の担当、お土産品等についても協議致し
ました。今後は毎月理事会・例会前の時間を利用
した実行委員会にて、準備を重ねてまいります。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ １１月１９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

青年アカデミー委員会交流会参加報告

さる１１月１９日、四谷の主婦会館プラザエフにおいて第２
回青年アカデミー委員会交流会が開催されました。東京世田谷
ＬＣからはＬ進藤、Ｌ西山、Ｌ須藤、Ｌ阿部、Ｌ佐々木、Ｌ田
中、Ｌ岩瀬と私Ｌ手塚で参加して参りました。
今回の交流会は、８月２７日に続き第２回となりますが、今
回は、３３３－Ｃ地区から吉原稔貴Ｌ、安見一美Ｌ、実籾冨二
男Ｌの３名の参加者も含め、前回よりも多い約７０名のメンバ
ーが集まり、前回と同様にグループに別れ一部グループディス
カッションと二部の懇親会が行われました。
私は、今回もＧグループ（今年はなんかＧが良いみたい^o^）
に所属しましたが、青年アカデミー委員のため、グループでの
進行役をさせて頂きました。また、いろんな方達と議論するこ
とで、それぞれの考え方や価値観など感じることが出来て、と
ても勉強になりました。グループディスカッションの発表では、
わが世田谷ＬＣメンバーからは、Ｌ進藤とＬ須藤が発表者とし
て素晴らしいスピーチをしていただきました。
二部の懇親会では、私自身、第１回の交流会や、その後の数
回の例会訪問で知り合った多くの方に再会することができ、大
変楽しい時間を過ごすことができました。
今回も今日知り合った方達と、例会訪問の約束を最低１つ
はしてくださいという設定の中、東京シティＬＣの八木橋重仁
Ｌに世田谷ＬＣの例会にご訪問いただけると約束し、１１月２
８日のの例会に早速、ご訪問して頂きました。八木橋Ｌありが
とうございました。
交流会終了後、他の青年アカデミー委員会メンバーのもとに、
ある交流会参加者から一通のお礼のメールが届き、その内容が
「自クラブの中での活動で限界を感じて、転籍または、ライオ
ンズクラブ自体を辞めることも考えていましたが、交流会に参
加して自分と同じような考えや気持ちを持った人がたくさん
いることがわかり、もう少し自分のクラブで頑張ってみよう思
いました」というような主旨のメールが届いたそうで、この交
流会の少なくともこの方には意味があったのではないかと思
えることが出来ました。
青年アカデミー交流会は、次回は、来年の２月に予定されて
おります、また多くの方の参加をお待ちしております。
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（Ｌ手塚）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １１月２３日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京２１世紀ＬＣチャリティボウリング参加報告

（Ｌ亀川）

さる１１月２３日（金）東京２１世紀ライオンズクラブ主催
の東日本大震災チャリティボウリング大会（飼い主を失った動
物達の支援）に進藤ＺＣ、畠山幹事、Ｌ小野一郎、Ｌ須藤、Ｌ
佐々木、私Ｌ亀川の６名で参加して参りましたのでご報告致し
ます。会場となったのは杉並区荻窪にあります荻窪ユアボウル
でした。今回はチーム戦はなく、個人戦のみでした。前回のチ
ャリティボウリングではチーム戦で２位に入賞するなど世田
谷ＬＣのチーム力が発揮できたので今回もと思っていたので
すが、ちょっと残念でした。まずは練習が終わりいざ本番。皆
さん順調にスコアをのばすなか、何故か私がピンとこない…何
故？そっかお酒が足りないんだぁ！と思った私は、既に飲んで
はいたのですが、小野一郎Ｌに買ってきて頂いたビールの二本
目をプシュ～、だんだんと調子が出て来ました。１ゲーム目は
８５・・・最低です。２ゲーム目は１７５・・酔いが回ってき
て倍以上（笑）。前回のチャリティボウリングでも飲みながら
プレイしたのですが、１ゲーム目が１００前後、２ゲーム目が
１７８・・といった具合にやはり酔いが回って来るとうなぎ上
りにスコアが良い…不思議です。和気あいあいとしたなか、ゲ
ームも終わり懇親会場に移動して表彰式が行われました。結果、
上位は取れませんでしたが世田谷のメンバーは誰もが賞に絡
み賞品を頂きました。さすが世田谷のメンバーです。ボウリン
グというとこのような機会がない限りプレイする事も少なく
なりました。まだ参加されていないメンバーの皆様も是非参加
して頂き、日頃の運動不足を解消されてみてはいかがでしょう
か？（笑） 以上で報告を終わります。

☆ １１月２７日会員増強会員維持ワークショップセミナー参加報告
１１月２７日、Ｌ岩瀬と私Ｌ田中で、会員増強・維持ワーク
ショップ・セミナーに参加してまいりました。参加者は席順が
決められ、１１グループに別れ、阿久津ガバナー、山浦元国際
理事より会員増強の現状、会員増強の成功体験など、会員維持
と退会者防止策の話を聞きました。そのあと参加者は各グルー
プごとに、会員増強または維持についてテーマを決め、討議し
ました。私のテーブルでは「会員増強」について話し合いまし
た。先輩ばかりで緊張しましたが、二世の入会を勧める、例会
のあり方を見直す等、これからのライオンズクラブについて真
剣に討議し、他クラブとも気持ちの共有することが出来ました。
その後懇親会もあり、東京ＬＣの皆様とフィリピンアクティビ
ティについてもお話し出来ました。今後も更なるライオンズク
ラブの発展を実現させるため、セミナーに参加してまいります。
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（Ｌ田中）

☆
☆

ｆｒｏｍ

ＺＣ

①

１２月３日第２回ガバナー諮問委員会報告

（Ｌ進藤）

１２月３日（月）、原宿南国酒家迎賓館において、１０Ｒ２Ｚ
のガバナー諮問委員会を開催致しました。１０ＲＲＣ中江勁Ｌ、
１ＺＺＣ青木秀壽Ｌ、３ＺＺＣ中村善子Ｌとも相談の上、同じ
フロアで３部屋並べて１Ｚ、２Ｚ、３Ｚがそれぞれ同時に諮問
委員会を開催したのです。まず、各部屋を順番に回られた中江
ＲＣからご挨拶を頂いたのち、１１月２６日開催の第２回キャ
ビネット会議のご報告を致しました。１０Ｒから提出させて頂
いた案件、
「ゾーン再編」につきましては阿久津隆文ガバナーよ
り、本来なら１つのゾーン５～８クラブが望ましいと必携にあるものの、地理的要件などに鑑み、
地区ガバナーのご承認があれば認められるということで、ご承認を頂きました。これにより来期
から新１Ｚは渋谷ＬＣ・原宿ＬＣ・恵比寿ＬＣ・山手ＬＣ・代々木ＬＣ・渋谷中央ＬＣ・セント
ラルＬＣ・神宮前ＬＣ・代官山ＬＣの９クラブ、新２Ｚは世田谷ＬＣ・田園調布ＬＣ・玉川ＬＣ・
成城ＬＣ・シティＬＣ・さぎそうＬＣ・三軒茶屋ＬＣ・自由が丘ＬＣの８クラブとなる予定です。
そのほか、ハンブルグ国際大会への早期登録のお願いを行ったほか、２０２０オリンピック・パ
ラリンピック招致のための街頭署名をリジョン合同で行うこととしました（現時点では２０１３
年１月２６日か２月２日のどちらかで、ＪＲ渋谷駅街頭のハチ公前広場とモアイ像前の２ヶ所で
行う予定です）。その他、クラブのアクティビティ告知やその他大いに盛り上がりました。

■ 行事予定
１２月 ６日（木）19：00～
１２月１９日（水）18：30～
１月 ８日（火）13：00～
１月１０日（木）18：30～

■ 幹事

１２月第１例会（クリスマス家族例会）
１２月第２例会（講師例会）
第７回障害者施設見学ツアー
１月第１例会（メンバースピーチ）

於：アメリカンクラブ
於：目黒雅叙園
於：区内障害者施設
於：目黒雅叙園

畠山より一言
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２６日の第２例会ではゲストスピーチを川平慈英さんと私とで対談
式で行いましたが、いかがだったでしょうか？他クラブからも９名の方が例
会訪問へ来ていただき、とても楽しい例会が出来た事を感謝いたします。
（２
次会へも２７名参加と…驚いた次第です）今年のホーム例会は７回開催され
ていまして…例会訪問者がいない例会が無いのです。
（合計３０名の例会訪問
者１１月第２例会終了時で）とても素晴らしい事だと感じております。
それもすべて、世田谷メンバー１人１人が一つの志を持ちキャビネットや
アクティビティ、チャリティーボウリング大会、ＯＳＥＡＬフォーラム等へ
の積極的な参加をしている結果なのかなと、思います。
師走に入り毎日お忙しい日々だとは思います。風邪が流行してきています
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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