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2012-2013年度  第１１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 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★１２月１９日（水） 於：目黒雅叙園 

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 

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

のでこちらもぜひご出席くださいますようお願

い申し上げます。 

★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 

メンバースピーチ 

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。

皆様どうぞご出席のほどお願い致します。 

★１月２３日（水） 於：目黒雅叙園 

第 10回理事会  １７：３０～１８：２０ 

第 1195 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

 

 

会長挨拶   

いよいよ今年もあとわずか・・・皆様に於

かれましては、師走のお忙しい時期かと存じ

ます。 

さて、去る１２月６日には当クラブのクリ

スマス家族例会がＬ老田（当日は御自身が欠

席にもかかわらず御尽力いただきました）の

御紹介により東京アメリカンクラブにて開催

されました。メンバー及びその御家族・御同

伴者様を含め総勢５５名の御参加をいただき、

上智大学ゴスペル同好会の素敵な歌声や恒例

のビンゴ大会等の企画により、盛会となりま

した事を関係者の皆様に感謝を申し上げます。 

このようなクリスマス家族例会が終わりま

すと、早いもので、今期も折り返しを迎える

時期となります。この前期は、本当に皆様の

御協力をいただき、順調にアクティビティを

こなして参りましたが、後期には青少年育成

「チャリティコンサート」や「世田谷ライオ

ンズクラブカップ・少年サッカー教室」など

を含め、まだまだ多数のアクティビティが控

えておりますので、関係者の皆様に於かれま

しては、更なる御支

援・御協力を賜りたく、

宜しくお願い申し上

げます。寒さが益々厳

しくなりますが、どう

か御自愛いただき、良

いお年をお迎えくだ

さいませ・・・。 
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 第１１９２回例会（クリスマス家族例会）報告 １２月６日 於 アメリカンクラブ 

出席者 石上会長、L 阿部、L 藤原、L 今尾、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、 

L 宮崎大、L 村井、L 中村、L 西山、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 白石、 

L 須藤、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事畠山、 

石上会長同伴者６名、畠山幹事ご家族ご同伴３名、L 今尾ご家族ご同伴５名、 

L 磯辺ご家族１名、L 亀川ご家族２名、L 小塚ご家族１名、 

L 西山ご家族ご同伴２名、L 佐々木ご家族２名、L 進藤ご家族１名、 

L 白石ご家族１名、L 須藤ご同伴１名、L 田中ご同伴２名、L 吉崎ご家族２名  

ゴスペル関係者：山野辺優美様、栗林薫様、事務局水戸由美子様 

（メンバー２２名、ゲスト３３名 計５５名） 
  

1 第１１９２回１２月第１例会（クリスマス家族例会）が、

１２月６日（木）、改装されたアメリカンクラブの地下２

階バンケットルームにて開催されました。会場予約にご

尽力いただきながら本日お仕事にてご欠席のＬ老田、そ

してビンゴ景品をご手配いただいたＬ小塚への感謝の念

を述べられてから、畠山幹事が司会を執り行いました。 

2 石上会長に会長挨拶を頂きました。石上会長は、３３名

と多数お越しになられたご家族ご同伴の皆様へ感謝を述

べたのち、今期も半期近く運営が進んでいることや例会

運営にあたって毎回執り行っている準備会の効果、さら

には畠山幹事、須藤会計をはじめ多くのメンバーにご協

力いただいて運営していることへの感謝を述べられ、今

宵メインアトラクションとなるゴスペルやビンゴ大会な

どの企画への期待をお話しされてご挨拶とされました。 

3 ウィサーブは家族例会では恒例となりつつあるＬ藤原に

またお願い致しました。Ｌ藤原は、お得意のミュージカ

ルを今回もご披露、今宵も『闘牛士』から『戦いの歌』

を朗々と歌い上げたのちに、高らかにウィサーブのご発

声を頂きました。 

4 会食はＬ須藤とＬ畠山が練りに練ったメニューとなりま

した。舌がとろけるようなフォアグラをはじめとして美

味しい料理を堪能致しました。 

5 会食中、Ｌ手塚がマイクを持ち、各テーブルを回って、

メンバーよりご家族ご同伴の皆様のご紹介を頂きました。

Ｌ今尾からは歌手としておご活躍中の井上あずみ様に加

え昨年デビューされたお嬢様「ゆーゆ」のキャラクター

グッズが女性参加者とお子様に配られました。また、Ｌ
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須藤は同伴者として婚約者をご紹介頂き、祝福の拍手に

包まれました。 

6 会食中、ゴスペルサークルの SaFro Family の皆様から

クリスマスにふさわしく「Oh Happy Day」「Joyful 

Joyful」「Simple Song Of Freedom」の３曲を歌ってい

ただきました。お揃いの青い衣装でご登場された１４名

の皆様は、曲ごとにメインボーカルを替えながら熱唱さ

れました。ゴスペルとは思いのほか楽しく、かなり自由

に踊りながら歌えるものと大変印象に残りました。 

7 続いて、Ｌ阿部、Ｌ田中、Ｌ岩瀬からなるビンゴ委員会

の皆様に登場いただき、ビンゴ大会を執り行いました。

Ｌ小塚のご用意された伊勢丹グッズのみでなく、Ｌ村井

からも独自に自身が大ファ

ンである阪神グッズも含め

たビンゴ景品をご用意頂き

ました。ハイテクなビンゴ機

器の数字を畠山幹事とＬ阿

部が読み上げるたびにどよ

めきがおき、最初のビンゴを当てたＬ西山の奥様ひとみ

様は、読売ジャイアンツ矢部選手サイン入りバットをゲ

ット！また、Ｌ須藤の婚約者様は今後の人生を占うかの

ように「人生ゲーム」をゲットされていました。多くの

皆様に景品が行き渡り、大変楽しい時間を過ごしました。 

8 ご家族ご同伴者への感謝を表し、それぞれのご家族ご同

伴者にバラ一輪が贈られました。最も沸いたのはＬ今尾。

前回の納涼例会に続き、大変仲の良いご夫婦のご様子に

会場は大喝采でした。また、Ｌ白石ご夫妻はステージで

ダンスを踊られるというパフォーマンスでＬ白石ご夫妻

の芸達者ぶりに会場は温かい拍手に包まれました。また、

ゴスペルサークル SaFro Family の山野辺優美様と栗林

薫様にもＬ小野一郎からバラが贈られました。 

9 ライオンズローアをＬ磯辺、Ｌ白石、Ｌ中村にお願い致

しました。Ｌ磯辺はライオンズローアの成り立ちをご説

明されてから雄々しく三唱の雄たけびをあげました。 

10 出席率の発表は出席委員長の Ｌ中村にお願いしました。

在籍者数４３名、不在会員２名、終身会員５名、出席者

２２名、ゲスト３３名で出席率は６１．１％でした。 

11 閉会のご挨拶を第一副会長Ｌ西山にお願い致しまして、

クリスマス家族例会は無事に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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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ １１月２２日 東京渋谷ＬＣ「今時の女子高生」ゲストスピーチ報告 （Ｌ西山） 

さる１１月２２日、私Ｌ西山は、東京渋谷ＬＣゲストスピーカーとして講演をしてまいりまし

た。講演することになりましたきっかけは、１１月２日（金）の正副幹事会の席で、薬物乱用防

止教室についての意見交換が行われていた時に、私が今時の女子高生の行動について意見を述べ

たことからでした。私自身女子高校に２５年間専任教師として勤めてまいりました（現在：講師

として勤務中）ので、長年積み上げた盛りだくさんの指導体験を述べさせていただいたところ、

その内容が思った以上に皆様には鮮烈だった様です。そこで東京渋谷ＬＣ森幹事から、続きはぜ

ひとも我がクラブ例会で講演してほしいということになったわけです。 

１１月２２日東京渋谷ＬＣ例会当日では、導入として１８歳人口について説明しました。そし

て少子化だからこそ善悪の判断教育が必要であると述べさせていただきました。本題として、私

自身の生徒指導の失敗談、そして女子高生の行動について事例を挙げながら話を進めてまいりま

した。盛り上がったところで３０分余りの時間が経ってしまいました。つたない講演は無事終了

しました。講演内容で盛り上がった話題のその一つに、女子高生ギャル語がありました。ここで

いくつかご披露いたします。 

「てへぺろ」…うっかりした時に、てへと笑ってぺろっと舌を出す仕草。 

「池様」…イケメン 反対語「沼」 

「ＤＮ」…Ｄは泥酔 Ｎはナイト 今日は女子会でＤＮだね。（泥酔ナイト） 

「カミッテル」…神がかってすばらしい！ 

いかがでしょうか。女子高生の会話には実はすばらしい創造力が宿っているのかも…… 

では最後に、次のギャル語を皆様で考えてみてください。 

「皆様、今週末は、クリぼっちにならないように～ お過ごし下さい。」 

例会にて答え合わせをしますのでよろしくお願いします。 

☆ １２月７日３３０－Ａ１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告   （Ｌ阿部） 

２０１２年１２月７日（金）原宿南国酒家にて「１２月正

副幹事会」が行われました。東京セントラルＬＣの菊池健幹

事の司会のもと、当クラブからは進藤ＺＣ、畠山幹事、西山

副幹事そして私Ｌ阿部が出席させて頂きました。会の冒頭に

進藤ＺＣから１０Ｒゾーン再編について報告がなされ、この

件はガバナーの専権事項であり、来期から渋谷区の９クラブ

が１Ｚ、世田谷区の８クラブが２Ｚとなることが決定したと

の報告を頂きました。各クラブより近況報告としてほとんど

のクラブでクリスマス例会の報告や予定が発表され、会員の

増減の報告もされました。合同例会の予定も各クラブから発表され、恵比寿ＬＣと代々木ＬＣは

１２月に、原宿ＬＣと神宮前ＬＣと代官山ＬＣは５月に開催の予定と報告頂きました。各クラブ

のアクティビティ報告がなされ、当クラブからは畠山幹事より１２月６日アメリカンクラブにて

ゴスペル生公演ありのクリスマス例会の報告、１１月２４日２５日のわんぱくクラブ育成会秋祭

りバザー協力のアクティビティの報告がされました。正副幹事会も今回で５回目になり、会の結

束が強くなってきたように感じます。残り半期も盛り上がって参ります！  
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ １２月３日 東京ワンハンドレッドＬＣクリスマス例会参加報告 （Ｌ須藤） 

さる１２月３日（月）、敬愛する３３０－Ａ地区キャ

ビネット副幹事の阿部かな子Ｌが所属されている東京

ワンハンドレッドＬＣのクリスマス例会が新宿ヒルト

ンにて開催され、Ｌ諸見里、Ｌ山本、Ｌ亀川とご一緒

に参加させていただきました。ガバナー、元ガバナー

を始め、総勢２００名ほどの方々がお洒落をしてお集

まりになられており、とても華やかで盛大なパーティ

でした。 

 東京ワンハンドレッドＬＣには著名なメンバーの方

が大勢いらっしゃり、世界的に有名なギターリストの

村治佳織さんの生演奏、バルーンアートのショー、歌

手の金井克子さんの迫力あるステージと、大変盛り上

がりました。 

 また、総額２００万円という抽選会では豪華賞品が

多数…、ご当選された方はスキップして賞品を取りに

行かれていたかのように見えました。メンバーのお子

様もたくさんいらしており、お子様には特別なプレゼ

ントやケーキが用意されており、ご家族を大切にライ

オンズ活動をされているご様子に、とても心温まる思

いでした。 

 東京ワンハンドレッドＬＣには、同世代のメンバー

の方も多く、キャビネット行事やアクティビティ等で

良くお会いしていましたので、皆さまとこうして素敵

な時間をご一緒でき、本当に楽しませて頂きました。 

 最後は大きな大きな輪になって『また会う日まで』

を大合唱し、パーティはお開きとなりました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ １２月５日 東京けやきＬＣチャリティコンサート参加報告 （Ｌ須藤） 

 先だっての『青年アカデミー交流会』にてご同席さ

せていただいた東京けやきＬＣの志村Ｌにお招きいた

だき、さる１２月５日（水）、練馬文化センターにて開

催されたクリスマス チャリティ コンサートに伺いま

した。今年で１４回目となるコンサートは、陸上自衛

隊 第一音楽隊の皆さまのご協力のもと開催され、毎年

楽しみにいらっしゃるお客様も多数いらっしゃると

か･･･。会場は満員となっていました。 

 第１部はイギリスの名曲より、♪行進曲「ボギー大

佐」、「ファンタジー」、「グリーン・スリーブス」、「組

曲惑星より 木星」が演奏されました。そして、第２部

は少しカジュアルな曲で、♪「黒いジャガーのテーマ」、

ＮＨＫのオリンピックテーマ曲だった、いきものがか

りの「風が吹いている」は最年少女性隊員のボーカル

付きで演奏され、サンタさんが登場し、会場のお子様

に鈴が配られ、続いてクリスマスソング３曲が、会場

のお子さんの鳴らす鈴と共に楽しく演奏されました。 

 私は、自衛隊のみなさまの演奏を国体などのテレビ

中継でしか聴いた事がなく、行進曲など、お堅い曲を

演奏されているイメージがありましたが、演奏されて

いるみなさまご自身が満面の笑みで楽しそうに演奏さ

れており、会場のお客様と一体となって盛り上がって

いました。本当に楽しく、あっという間の１時間半で

した。 

 最後はチャリティ募金の寄贈先でもある施設のお子

さんが自衛隊の方へ感謝の花束を贈呈され、心も身体

も温まるコンサートは終了いたしました。本当に素敵

なコンサートですので、とてもお勧めです。 

 また、我が東京世田谷ＬＣも来る３月２日に世田谷

区民会館にてチャリティコンサートを開催いたします

ので、今からとても楽しみになりました。ぜひ、沢山

の方に聴いていただきたいです！ 

 最後に、けやきＬＣの皆さまには温かく歓待してい

ただき、更には、打ち上げまで参加させていただき、

本当にありがとうございました。来年も楽しみにして

おります！ 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ ① 

☆ １月２６日オリンピック・パラリンピック招致署名活動告知     （Ｌ進藤） 

 １月２６日（土）（雨天の場合は翌週の２月２日（土））、１０時から１３時まで、ＪＲ渋谷駅

前にて、１０Ｒ合同オリンピック・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

予定です。１０ＲＲＣ中江勁Ｌ、１０Ｒ１ＺＺＣ青木秀壽Ｌ、１０Ｒ３ＺＺＣ中村善子Ｌと相談

いたしまして、リジョン内の各クラブから３名以上ご参加いただき、１Ｚの各クラブは１０時か

ら１１時、２Ｚの各クラブは１１時から１２時、３Ｚの各クラブは１２時から１３時に署名活動

を行っていただこうということになりました（従いまして１Ｚの集合時刻は１０時、２Ｚの集合

時刻は１１時、３Ｚの集合時刻は１２時となります）。皆様ぜひ白ジャンパー着用の上お集まり

いただき、ご協力いただきたいばと存じますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

■ 行事予定 

１２月１９日（水）18：30～ １２月第２例会（講師例会）       於：目黒雅叙園 

 １月 ８日（火）13：00～ 第７回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

 １月１０日（木）18：30～ １月第１例会（メンバースピーチ）    於：目黒雅叙園 

 １月２３日（水）18：30～ １月第２例会              於：目黒雅叙園 

 １月２６日（土）10：00～ １０Ｒ合同オリンピック招致署名活動   於：渋谷ハチ公前 

 

 

■ 幹事 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。 

１２月６日「クリスマス家族例会」は総勢５５名の参加を頂きましてあり

がとうございました。上智大学のゴスペルサークルやビンゴ委員会の世田谷

メンバーや、その他お手伝い頂きましたメンバーの皆様本当にありがとうご

ざいました。世田谷ＬＣならではの「手作りクリスマス例会」だったと思い

ます。 

早いもので幹事になりもう折返しなんて驚いている次第でございます。 

この６ヶ月、世田谷メンバーの皆様にはいろいろと相談にお乗り頂いたり、

協力を頂いて本当に感謝しております。 

また、「青少年育成チャリティコンサート」「青少年育成少年サッカー教室」

など大きなアクティビティありますので世田谷メンバーの皆様には本年同様

に来年もご協力よろしくお願いいたします。 

今年もあと残すところ２週間を切りました。クリスマス会や忘年会で毎日

お忙しい日々だとは思います。新しい年を迎える為にも、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 


