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2012-2013年度  第１２号                ２０１３年 １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 

★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 

ゲストスピーチ 

新年例会は、当初予定を変更して、ゲスト

スピーチとなりました。市川ＬＣ吉原稔貴

Ｌに「私のライオンズ」というテーマでス

ピーチを頂きます。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 

ＣＮ５０実行委員会 １６：３０～１７：２０

第 10回理事会  １７：３０～１８：２０ 

第 1195 回  例  会 １８：３０〜２０：３０ 

メンバースピーチ 

ＺＣであるＬ進藤がスピーチする予定です。

また理事会に先立ち、ＣＮ５０実行委員会

が開催されますので皆様どうぞご出席くだ

さいますようお願い申し上げます。 

★２月１４日（木） 於：目黒雅叙園 

第 11回理事会   １７：３０～１８：２０ 

第 1196 回  例  会 １８：３０〜２１：００ 

三軒茶屋ＬＣ合同例会 

当クラブの子クラブである東京三軒茶屋ＬＣと

の合同例会となります。ぜひご出席くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

会長挨拶   

新年、明けましておめでとうございます。 

旧年中は関係者の皆様に多大なる御支援・

御協力を賜りました事、厚く御礼を申し上げ

ます。 

さて、東京世田谷ライオンズクラブでは、

いよいよ来期がＣＮ５０周年にあたる記念す

べき節目の年を迎えました。本年の９月２８

日（土）を開催予定とした記念式典に向けて、

すでに実行委員会では当クラブの特色を活か

せるような企画を検討しながら着々と準備を

進めておりますので、関係者の皆様へは徐々

に開催のＰＲをさせていただきたいと思いま

す。また、今期中に開催予定の青少年育成「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」等を含め

た多数のアクティビティに更なる力を注ぎつ

つ、残り半期につきましても今期のスローガ

ン「見よう！聞こう！語ろう！奉仕の心！Ｗ

ｅ Ｓｅｒｖｅ」の基、当クラブの活性化およ

び会員増強にも努め、来期の５０周年に繋げ

て参りたいと思いますので、皆様に於かれま

しては、益々の御支

援・御協力を賜りた

く、宜しくお願い申

し上げます。結び

に・・・本年も皆様

の健康と御多幸を祈

念いたします。
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 第８回理事会報告             １２月１９日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 今尾、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 西山、L 大竹、 

L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 山本、L 吉崎、L 諸見里、 

幹事畠山                    （計１７名） 
  

第８回理事会が、１２月１９日（水）１７：３０より目黒雅

叙園４階「孔雀」にて開催されました。 

■審議事項■ 

１.ＣＮ５０周年の件につきまして、実行委員会資料に基づき、
実行委員長Ｌ山本よりご説明頂きました。開催は２０１３
年９月２８日土曜日夕方、目黒雅叙園「舞扇」の部屋を予
約しています。名刺・パンフレットなどのツールの活用、
実行委員会日程などについて確認したほか、名誉実行委員長にＬ諸見里、服実行委員長にＬ
白石が推挙され決定致しました。 

２．ハリケーン・サンディ災害義援金支援の件についてＬ進藤よりご説明頂き、当クラブからも
２００円×３６名分＝７２００円を振り込むことと致しました。 

３．ハンブルグ国際大会早期登録の件につきましてＬ進藤からご報告頂き、承認を頂きました。 

４．１月１１日青年会議所世田谷区委員会新年賀詞交歓会の件につきまして石上会長よりご報告
頂き、石上会長のほか、幹事代理としてＬ磯辺が出席することとなりました。 

５．１月１２日東京葵ＬＣチャリティボウリング参加メンバー変更の件につきましてＬ進藤より
ご説明頂き、Ｌ諸見里、Ｌ進藤、Ｌ阿部、Ｌ佐々木の４名が参加することとなりました。 

６．１月２１日３３０－Ａキャビネット賀詞交歓会開催の件につきまして石上会長よりご報告頂
き、石上会長、畠山幹事が出席するとともに、各キャビネット役員に出欠を確認することと
なりました。 

７．１月２６日オリンピックパラリンピック招致１０Ｒ合同署名活動の件につきまして、Ｌ進藤
より１月２６日に署名を行うとご説明頂き、１月第１例会で人員募集することとなりました。 

８．２月３日男の料理教室の件につきまして畠山幹事よりご説明ありましたが希望者はいらっし
ゃいませんでした。 

９．２月８日締め切りガバナーズアワードの件についてＬ進藤より告知がありました。 

10．２月２３日池尻小学校マラソン大会後援（警備・協賛）の件につきまして石上会長よりご
提案頂き、警備の手伝いと昨年同様７万円程度（昨年はストラップ）の参加賞協賛を行うこ
ととなりました。 

11．２月２３日わんぱくクラブ育成会２０歳を祝う会の件について、Ｌ進藤より今期は対象者
が 5 名であるとご説明頂き、例年同様リュックを贈呈することとなりました。 

12. ３月２４日第９回青少年英語スピーチコンテストの件につきまして、畠山幹事よりご説明頂
き、昨年と同じ人が出れるか質問することと、上智のゴスペルサークルに声掛けしてみるこ
ととなりました。 

13. 少年サッカー教室の件につきまして畠山幹事よりご説明頂き、３月１７日日曜日に開催する
ことと女子チームを２クラブ２チーム入れることが報告されました。 

14．その他、石上会長から三宿中学校ビオトープ修理についての対応についてご説明を頂き、
３４８６０円の出金が承認されました。また、畠山幹事から来期の正副幹事会の出席につい
て提案がありました。 
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 第１１９３回例会（講師例会）報告     １２月１９日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 今尾、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 西山、L 老田、 

L 小野一郎、L 大竹、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、 

L 山本、L 吉崎、幹事畠山、 

メークアップ：L 岩瀬、L 田中（出席１９名、メークアップ２名、計２１名） 
  

1 第１１９３回１２月第２例会（講師例会）が、１２月１９日

（水）、１８時３０分より目黒雅叙園４Ｆ「孔雀」にて開催さ

れました。この日は司会を第二副会長であり、副幹事でもあ

るＬ西山が担当いたしました。 

2 開会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、国歌(君が代)斉唱、

ライオンズヒム、世田谷ライオンズクラブの歌を斉唱いたし

ました。 

3 御客様のご紹介をＬ西山より致しました。本日はご講演を頂

くイスラエル前駐日大使エリ・コーヘン様にお越し頂きまし

た。お忙しいところ誠に有難うございました。 

4 石上会長から会長挨拶を頂きました。石上会長は講師のエ

リ・コーヘン様への感謝を示され、クリスマス例会に参加協

力された皆さまへの労いを述べられ、先日の衆議院選挙で当

クラブメンバーＬ越智が当選したことのご報告をされました。

さらに石上会長は運営にご協力頂いているメンバーの皆様へ

の感謝を重ね重ね示されました。毎回の例会にゲストがお越

し頂いているのも各委員会で活躍するメンバーのおかげであ

ると指摘し、今期会長を務める喜びと、少年サッカー教室や

チャリティコンサートなど大きなアクティビティがある残り

の半期へのさらなるご協力をお願いしてご挨拶とされました。 

5 イスラエル前駐日大使エリ・コーヘン様（エリ・エリアフ・

コーヘン様）からご講演を賜りました。Ｌ須藤のご紹介でお

越しになったエリ・コーヘン様ですが、司会のＬ西山よりエ

リ・コーヘン様の著書『大使が書いた日本人とユダヤ人』が

ご紹介され、回覧されました。 

6 コーヘン様は流暢な日本語で「日本の未来」についてご講演

頂きました。コーヘン様はまず、人間はなぜ未来を知りたが

るのか、という話題から説き起こされました。未来は予測不

能ともいえるが、現在と過去の経験に基づいて未来の予想が

少々できることと、人間が１つには好奇心から、２つには未

来をよくしたい思いから、３つには未来への心配があるから、

などの理由で未来を知りたがると話されました。特に知りた

い項目としては「健康」「経済」「安全」「気持ち」「伝統文化

宗教」などがあるとも話されました。そして人間社会にはい

くつもの重なるサークル（環）があり、中心から「自分」「家
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族」「仕事」「国」「世界」などのサークルがあり、それぞれに

影響を及ぼし合っていると話されました。 

7 コーヘン様は日本で未来に向かって考えるべき第一の問題は

「経済」であると話されました。経済水準が２０年間向上せ

ずにいて、すでに中国に抜かれてしまっているという問題が

あります。 

8 第二の問題は「安全」です。北朝鮮のロケット問題や、中国

との尖閣諸島問題、韓国との竹島問題、ロシアとの北方四島

問題など隣国との領土問題など安全問題も抱えています。日

本は強くなりましたが、アメリカの保護がなくても自国を支

えられるようになりたい、と話されました。イスラエルを含

め、同盟国があっても自国の安全は自国で守るのが普通であ

ると主張されました。 

9 第三の問題は「東北の災害（津波・原発・地震）」であると述

べられました。東北大震災で多くの人間が亡くなり、未来に

も大きな影響があります。さらに東北大震災は前ぶれであっ

て、いつかは東京でも大震災が起こることに対して準備しな

いといけないと考えていると話されました。 

10 第四の問題は「人口減少」です。人口統計によると人々は次

第に減少し、高齢化が進んでいます。若い人は結婚しなくな

ったし、子供が少なくなりました。年金問題もあります。そ

して祖父母の世代は子供たちの伝統がなくなることを嘆いて

います。これは未来の大きな問題です。 

11 コーヘン様は会場に向かって「皆さん、アイデアはあります

か？」と質問されました。コーヘン様自身は、本当に心配し

なければいけないことは多いが、日本はこれからよくなって

いくと信じていると話されました。 

12 理由として、６０年前の敗戦で街が破壊され、東京は壊滅し

経済もないような状態であったところから復活した点を挙げ

られました。その根幹として、日本人の心の中心には「武士

道」があるのだと主張されました。武士道は百年前（江戸時

代の終わり）に終わりましたが、全日本に武士道の影響が浸

透していて、刀を使わなくなったにもかかわらず、日本人の

頭のシステムは武士道なのだ、と、外部から見て痛感される

のだそうです。コーヘン様は「私は世界中の民族を見ている

けれども日本人は違う。グループの心が違うのです」と強調

されました。 

13 もちろん、未来に対して準備するためにすべきことは多くあ

る、ともコーヘン様は述べられました。ひとりひとりの責任、

政府の責任があると。けれどもコーヘン様は１０年間は大変

であるが、１０年後には日本はとても強くなり経済も次第に

よくなると思う、と話されました。 
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14 そのうえでコーヘン様はいくつか提案をされました。まず、

第一に、経済は自由化すべきであると主張されました。日本

は本当は強いのだから、新しい技術を知り、ネットワークを

活用していくべきだと主張されました。 

15 第二に、「反戦は必要だけれども」と前置きされて、日本は軍

隊を強くしなければならない、と提案されました。中国も北

朝鮮も韓国も強くなるわけだし、アメリカの保護のもとでは

なく、アメリカと一緒に強くなる必要が（外交、経済も含め

て）あるのだ、と主張されました。 

16 第三に、東北支援について、災害復興には２つの観点がある

と提案されました。まず、東北問題はお金の支援だけではな

く、緻密な分析や現地にいっての支援が必要です。もうひと

つとして、全日本は将来いつか災害が来るのだから地震や津

波に対して準備する必要がある、と強調されました。この分

野では世界が日本から学んでいるし、特別な賞を作らねばな

らないと話されました。 

17 その他「若者の結婚」「教育の無料化」「６０歳定年の延長（イ

スラエルは６７歳定年）」「映画や旅も含めての教育」などの

提案をされた上で、「心配しないで下さい、日本の未来は明る

いです」と強調されて講演を締め括られました。 

18 質疑応答の時間では、まずＬ白石が、当クラブで以前アクテ

ィビティで行ったピースキッズサッカーの際にコーヘン様の

居合抜きを見たという話をされ、日本の習慣や文化とイスラ

エルの習慣や文化に共通点がある、と著書で書かれているけ

れども、どこが共通点なのかを質問されました。コーヘン様

は「講演したら２時間は必要だ」と言いつつ、伊勢神宮に行

ったので本を書かれたこと、３５００年前の神様はイスラエ

ルと日本だけであると回答されました。 

19 Ｌ白石はさらに、日本人とユダヤ人は祖先が一緒という意見

もあるが、と続けられました。これに対しコーヘン様はユダ

ヤ人はもちろん日本にも来たと思う、と話され、似ている言

語を例に挙げました。おみこしを担ぐ際の「エッサ」という

掛け声はヘブライ語で「あげます」の意味、相撲の「ハッケ

ヨイ」はヘブライ語で「突け」の意味なのだそうです。また

神道とユダヤ人のセレモニーにも共通点が見られるとのこと

でした。 

20 Ｌ小野一郎は流暢な英語で質問されました。日本にあるいく

つかの伝説がユダヤと関連があるとか、「カド」という言葉が

日本で「ミカド」になったなどの知識をあげて質問されまし

た。コーヘン様は、剣山にも伝説があるとか、ユダヤ人が日

本に来てどうなったかはわからないが２７００年前にユダヤ

の民族がなくなってその後３０年たつと天皇が成立したとい

う話を皇族の方にもしてみたが返答はなかったと回答されま
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した。コーヘン様、どうもありがとうございました。 

21 ウィ･サーブのご発声はコーヘン様をご紹介頂いたＬ須藤に

お願い致しました。Ｌ須藤はコーヘン様の講義は本来３時間

くらい必要なので今回時間が短くて伝わりにくいかもしれな

いが、ほぼ全編日本語で話されて自分としては感動的だった

と感想を述べられました。ピース・オブ・キッズの担当の佐

藤絵里様がコーヘン様の日本語の先生というご縁で紹介して

頂いたこと、ユダヤ人が世界人口の２％しかない民族だが、

世界の２５％の富豪を占拠している民族であること、コーヘ

ン様も世界を飛び回る実業家であり、駐日大使の４年間に全

国すべての県を回られたこと、今年がイスラエルとの国交６

０周年ということでコーヘン様が毎月のように来日されてい

ること、靖国神社で居合いの発表会をしたり、日本で柔道も

されているとご紹介されたのち、高らかにウィサーブのご発

声を頂きました。 

22 会食に入りまして、幹事報告を本日司会も執り行っている副

幹事Ｌ西山から頂きました。本日開催された第８回理事会の

審議事項をご報告頂き、満場の拍手によってご承認いただき

ました。皆様、ありがとうございました。 

23 Ｌ進藤から、フィリピンのマニラＬＣに出席しているＬ田中

にかわり、フィリピンアクティビティツアーについて簡単な

ご案内を致しました。２月９日から１２日の間で日程調整を

行っています。 

24 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

お願い致しました。Ｌ今尾はコーヘン様への感謝を述べたの

ち、きたる２０１３年３月２日世田谷区民会館にて開催予定

のチャリティコンサートの告知を行いました。『親と子のコン

サート』と題されたチャリティコンサートですが、既にチケ

ットは刷り上り実行委員長Ｌ吉崎に渡しているとのことでし

た。チラシは１月第１例会にて配布予定とのことでした。 

25 ドネーションの発表もＬ今尾にお願い致しました。本日のフ

ァインが１８００円、ドネーションが３４２００円、計３６

０００円でした。皆様ありがとうございました。 

26 出席率の発表を副出席委員長Ｌ吉崎にお願いしました。在籍

４３名、不在会員２名、終身会員５名、出席１９名、メーク

アップ２名、ゲスト１名、出席率は５８．３％でした。 

27 閉会のゴングを石上会長に頂き、全員で輪になって手を

つないで『また会う日まで』を歌い、お客様のお見送り

を致しました。本日も皆様お疲れ様でございました。有

難うございました。 
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 第１回少年サッカー教室実行委員会報告    １２月１９日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 今尾、L 磯辺、L 亀川、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 鈴木、 

L 山本、L 吉崎、L 諸見里、畠山幹事        （メンバー１１名） 

FC 東京 遠山大貴様、世田谷少年サッカー連盟 古川進一様  （計１３名） 
  

第１回少年サッカー教室実行委員会が、１２月１９日（水）１７：３０より目黒雅叙園４階「孔

雀」にて開催されました。 

１． ＦＣ東京から遠山大貴様、世田谷少年サッカー連盟か

ら古川進一様にお越しいただき、今期執行部の顔合わ

せを致しました。今期の少年サッカー教室は土曜日授

業の開始もあり、日曜日に変更いたしまして２０１３

年３月１７日（日）、駒沢オリンピック公園陸上競技場

にて開催されます。 

２． 最も大きな議題としては、例年男子のチームのみの参

加となっているところ、昨今のなでしこジャパンの活

躍にも代表されるように女子サッカーも盛んになって

おり、女子チームの参加ができるかどうかが議題とな

りました。男子は４年生だが女子は１年から６年生ま

での混合チームとなっていることが多いがよいのかと

いう懸念も出ましたが、検討の結果、秋季大会の優勝・

準優勝チームに声掛けをして女子は２クラブ２チーム

（男子は１５クラブ３０チーム）が参加するというこ

とと致しました。 

３． その後、昨年度の資料に基づき、備品のチェックを行

いました。優勝カップ返還や優勝カップレプリカ贈呈

につきましては、昨年度中止になったので残っている

カップにプレートを付け替える方向で準備することと

なりました。 

４． その他、ご挨拶を頂く方の確認や細かな進行について

協議しました。また、他クラブへのお声掛けの確認を

したほか、例年通り、表彰状の手配はＬ小塚に、表彰

状のネーム書きはＬ白石に、ステ看板の手配について

はＬ山本にお願いすることとし、写真についてＬ木下

に確認をすることとなりました。 

５． 役割分担その他については次回の実行委員会で再度協

議することと致しました。皆様お疲れ様でした。 
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 第７回障害者施設見学ツアー報告        １月８日 於 区内障害者施設 

出席者 L 進藤、世田谷 LC 関係者１名、当事者１名、（計３名） 
  

１．１月８日（火）、東京三軒茶屋ＬＣとの合同事業である

第７回障害者施設見学ツアーを実施しました。この日も

前日１名、当日１名のキャンセルがあり、東急大井町線

等々力駅改札に当クラブメンバー１名、当事者１名、当

クラブメンバー関係者１名が集合致しました。 

２．この日はまず等々力にあります、就労移行支援／就労

継続支援Ｂ型事業所である『社会就労センターパイ焼き

窯』を見学致しました。焼き菓子班・調理班・清掃班の

作業を見学させて頂きましたが、『パイ焼き窯』が力を

入れている「プリントクッキー」をまさに印刷している

ところを拝見することができて感激しました。鹿島施設

長様のご説明では『パイ焼き窯』は隣接する建物に軽作

業を行う部屋も設け、就労意欲のあるさまざまな方を受

け入れていくとのことでした。 

３．次に、Ｌ進藤の運転するワゴン車で奥沢に移動し、地

域活動支援センターⅡ型『りばてぃ』を見学致しました。

居場所を提供するということで雰囲気がゆったりして

いて、作業中心の人、食事を食べて帰る人、朝早く来ら

れる人、就職された方など様々いらっしゃるそうです。 

４．続いて三軒茶屋に移動し、フランス料理店を経営して

いる就労継続支援Ｂ型事業所『アンシェーヌ藍』を見学

致しました。施設で購入したハープで毎月生ハープ演奏

を聴きながらフランス料理を食べられる日があるとの

ことです。利用者さんはカウンター業務から厨房まで多

くの業務をこなしていらっしゃいました。平日（月・火・

木・金）は夜間も２万円から貸し切りが可能ということ

で利用し甲斐があると感じました。 

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

方は最初は緊張も見られたようでしたが、「はじめて施

設を見ることができてよかった」とのご意見でした。ま

た不動産業を営まれている関係者の方は「思ったよりも

施設がしっかりしていて驚いた。」とのことでした。次

回は２０１３年２月７日（木）の予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ １２月１８日 東京隅田川ＬＣクリスマス例会報告       （Ｌ須藤） 

さる１２月１８日（火）、いつも可愛がっていただいている

東京隅田川ＬＣさんのクリスマス例会が浅草ビューホテルに

て開催され、私Ｌ須藤が参加させていただきました。昨年は楽

しい手品を拝見させていただきましたので、今年はどんな趣向

を凝らされているのか、とても楽しみでした。 

長谷川会長のご挨拶により始まったクリスマス例会では、メ

ンバーの皆さまがそれぞれゲストの皆さまをご紹介されてい

ましたが、隅田川ＬＣの皆さまはとても仲が良くていらっしゃ

るので、ひやかしありの楽しいご紹介タイムでした。私と同じ

テーブルには、吉田Ｌのお母様がいらっしゃいましたので、吉

田Ｌと初めてお会いした時と同様、お母様とも色々なお話をさ

せていただきました。 

そして、今回はフラダンスを拝見する事ができました。いつ

も熱い瀧澤前会長が応援されているとの事でした。フラダンス

について、少し学ばせていただきました。クリスマスにフラダ

ンス…意外でしたが、常夏の温もりがクリスマスの暖かいろう

そくの炎と相まって、不思議としっくりしていました。窓の外

には間近にスカイツリーも眺められ、幻想的な時間を一緒にリ

ズムに乗りながら楽しみました。 

ちなみに・・・。お食事は和食でしたが、クリスマスに和食

とは…。これも隅田川ＬＣさんならではの演出だったのでしょ

うか？(笑) 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ １２月２０日 東京ＬＣクリスマス例会報告            （Ｌ進藤） 

さる１２月２０日、帝国ホテル「光の間」にて開催された東

京ＬＣのクリスマス例会に、当クラブから石上会長、Ｌ山本、

Ｌ岩瀬と私Ｌ進藤の４名で参加致しました。東京ＬＣは日本で

最も古いクラブであり、かつ直系の親クラブでもあります。同

じテーブルには兄クラブにあたる３３３－Ｃ市川ＬＣの皆様

と、つい昨年に約５０年ぶりにできた弟クラブにあたる東京キ

ングＬＣの皆様が座っていらして、ほぼ全員がお互い知り合い

という大変居心地の良いテーブルでございました。 

東京ＬＣの例会はピアノの生伴奏が恒例でこの日も生ピア

ノによる斉唱があり、来賓のご挨拶や長寿の方のお祝いの例会

に続いての第二部では、クリスマス例会らしくサンタクロース

がトナカイを率いて登場して、子供たちにプレゼントを配りま

した。アトラクションとしては慶応大学出身の男性ボーカルに

よるカルテットのクリスマスソングの熱唱あり、さらには観客

を巻き込んで行われるマジックショーあり、ビュッフェ形式の

豪華な料理ありという華麗なクリスマス例会でございました。 

特に東京ＬＣのクリスマス例会の目玉はラッキーカードと

いうことで、大変多数の賞品があらかじめ用意されていました。

当クラブの４名は途中で追加したラッキーカードを入れても

４人で１５枚でしたが、同じテーブルの市川ＬＣの皆様は３名

で１５枚・２０枚・３０枚と大量購入されており、ナンバーが

調べやすくなる方法も考案されていて力の入れようが違いま

す。そして実際に高額賞品も次々当てていくのを目の当たりに

して、こういうラッキーカードの楽しみ方もあるのだなぁとつ

くづく思い知らされました。 

さて、Ｌ岩瀬がラッキーカードであたったクラブネーム入り

記念プレート（のちに自宅に送られたものです）の写真をお送

りいただきましたので、掲載しておきたいと思います。 

 

ちなみに、東京ＬＣは前期フィリピンにおいて親クラブに当

たるマニラＬＣと困窮者のためのデイセンターを建築すると

いうアクティビティを行っていらっしゃいます。そこで、会食

中に石上会長とともに東京クラブの主だった皆様にご挨拶を

し、当クラブで今期企画中のフィリピンにおいて歯磨き指導を

するというアクティビティでデイセンターをぜひ活用させて

頂きたいとのお願いをさせて頂きました。 

東京ＬＣの皆様、素敵なクリスマス例会をどうもありがとう

ございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ １２月２３日東京新都心ＬＣクリスマス例会参加報告      （Ｌ進藤） 

２０１２年１２月２３日（日）ヒルトン東京「大和の間」

にて東京新都心ＬＣのクリスマス例会に参加しました。 

 アトラクションとして「Ｃｌｏｖｅｒ」によるクリスマ

スにちなんだ歌の演奏のほか、目を引いたのが「平成新都

心一座」公演でした。「クリスマスサスペンス・模擬裁判」

と題して、東京新都心ＬＣの皆さんがご自身も弁護士でい

らっしゃる晝間Ｌの監修を得てなんと裁判劇をされたので

す！子クラブである２１世紀ＬＣの竹川司Ｌのお店「旅籠」

にて発生した（・・・ということでわざわざロケまで行い

編集フィルムが上映されました）殴打事件の裁判を、検事

と弁護士に分かれ、出席している小学生高学年の子供たち

に裁判官をしてもらって模擬裁判をするという形式でした。

衣装や帽子・小道具などもばっちり用意し、書記官や証人

までいて実際に尋問する場面もあるという凝りようで、高

橋昌幸会長自ら被害者役で熱演されていたほか、中には野

次を飛ばして裁判官に制止される傍聴者がいらっしゃるな

どのハプニングもあって大変盛り上がりました。 

 その後は多くの賞品を用意してのラッキーカード抽選会

となり、私も日本酒を引き当てさせて頂きました。東京新

都心ＬＣの皆様、楽しいクリスマス例会をありがとうござ

いました。 

 

☆ １２月２５日 東京２１世紀ＬＣクリスマス例会参加報告   （Ｌ佐々木） 

 去る１２月２５日、新宿２丁目のライブハウスで開催され

た東京２１世紀ＬＣクリスマスパーティーに、私Ｌ佐々木が

お邪魔いたしました。所要で遅参してしまいましたが、快く

お迎えくださいました。ライブハウスにて、終始ＤＪの音頭

で音楽とが流れる中、とても砕けた、気軽に参加できる空間

でした。携帯電話番号による抽選会もあり、電話が鳴るとア

タリという楽しいものでした。ちなみに私Ｌ佐々木は、腹筋

を鍛えるツイストマシンが当たりましたので、本年は痩せて

美しくなる予定ですのであしからず･･･。８０年代ジャズなども流れ、諸先輩方のノリに負けて

いた３８歳の私でした。ラストは皆さんで山下達郎「クリスマス・イヴ」。東京新都心ＬＣ高橋

昌幸会長もマイクをお持ちになり、大合唱で幕を閉じました。新人ながら、先輩方に名前を覚え

ていただけていることに驚き、自クラブの先輩方のお陰と、更に感謝を覚えた次第です。最後に

なりましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ ① 

☆ １２月２１日東京渋谷ＬＣ・東京田園調布ＬＣクリスマス例会参加報告（Ｌ進藤） 

 さる１２月２１日、１０Ｒ１Ｚ東京渋谷ＬＣと１０Ｒ

３Ｚ東京田園調布ＬＣのクリスマス例会があり、自分は

２Ｚのゾーンチェアパーソンなので、両方のクラブに事

情をお話ししてそれぞれの例会に参加させて頂きました。 

 まず東京渋谷ＬＣは渋谷のセルリアンタワー東急ホテ

ルにてクリスマス例会を開催されました。１０Ｒ合同の

ガバナー公式訪問の時にもピアノ演奏してくださったピ

アニスト浅田さまに生ピアノ演奏して頂きながら、第１

部例会、第２部クリスマス家族会と行っていました。「絶

対全員に当たるから」とラッキーカード購入を勧められ

たのですが最後まで隣席できませんのでご辞退申し上げ

ました（・・が大変良い賞品が並んでいました・・）。例

会のさなかにケイ・Ｋ・フクシマ元国際会長の訃報に触

れられ、釜山国際大会での会食シーンなどを写真をもと

に元ガバナー中野了Ｌがご挨拶されたのが大変印象的で

した。自分にとってもケイ・Ｋ・フクシマ元国際会長が

２０１２年４月１日に来日されて、舞浜で行われた日本

ライオンズメンバーシップセミナーにてパネルディスカ

ッションをさせて頂いたことが自分のライオンズ人生の

中でも大きな思い出となっており、非常に厳粛な気持ち

となって聞いておりました。その後、自分はクリスマス

家族例会の「きよしこの夜」斉唱までいさせて頂いて、

大声で気持ち良く歌わせて頂いてから退席し、目黒雅叙

園に向かいました。 

 続けて目黒雅叙園で開催されていた東京田園調布ＬＣ

のクリスマス例会にちょうど乾杯が終わって会食にうつ

ったあたりから参加させて頂きました。東京田園調布Ｌ

Ｃは毎年児童養護施設の皆様をお招きしてクリスマス例

会を行っていらっしゃいます。今年もサンタクロースが

２名登場し、子供たちにプレゼントを配っていました。

また、児童養護施設の皆さんがステージに上がってクリ

スマスにちなんだ歌を斉唱されたり、ラッキーカードの

抽選会や特別に子供達だけで景品を争うじゃんけん大会

などもありまして、大変盛り上がりました。 

 両方のクリスマス例会に部分参加という形となってし

まい、失礼申し上げましたが、東京渋谷ＬＣの皆様、東

京田園調布ＬＣの皆様、誠に有難うございました。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ ② 

 

☆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      

 

 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とも相

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っております（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）。渋谷警察・渋谷区役所とも打ち合

わせをした結果、署名を行う中心的な場所につきましてはモアイ像近辺から南口にかけてとなり

そうです。オリンピック・パラリンピック招致につきましては特に東京の世論の盛り上がりが必

要とされております。皆様お忙しいこととは存じますが、ぜひ白ジャンパー着用の上お集まりい

ただき、ご協力いただければと存じますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

■ 行事予定 

 １月１０日（木）18：30～ １月第１例会（ゲストスピーチ）     於：目黒雅叙園 

 １月２３日（水）18：30～ １月第２例会（メンバースピーチ）    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 

 ２月 ７日（木）13：00～ 第８回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

 ２月１４日（木）18：30～ ２月第１例会（三軒茶屋ＬＣ合同例会）  於：目黒雅叙園 

 ２月２３日（土） 9：00～ 池尻小学校マラソン大会         於：池尻小学校 

 ２月２３日（土） 9：00～ わんぱくクラブ育成会２０歳を祝う会   於：わんぱくクラブ駒沢 

 

■ 幹事 畠山より一言  

  

 

 

 

世田谷ライオンズメンバーの皆様、新年あけましておめでとうございます。 

今年も皆様のおかげで無事に新しい年を迎える事ができました。皆様はどん

な、お正月をお過ごしでしたか？とても長い休みだったと思われる方もいら

っしゃるのではないのでしょうか？私事ですが…１２月２７日に体調を崩し

てしまい、大好きなお酒も飲まず静養しておりました。お陰様でかなり体調

も戻ってきました。 

また２月には、障害者施設見学ツアー、フィリピンツアー、三軒茶屋ＬＣ

合同例会、わんぱくクラブ育成会二十歳を祝う会、池尻こどもマラソンなど

…数多くのアクティビティが予定されております。 

今期も早いもので幹事に成りまして前半が終わりましたので残りの期間も

気合いを入れて頑張っていきたいと思いますので、メンバーの皆様よろしく

お願いします。 

お忙しい日々だとは思います。私みたいに体調を崩されないようにお体ご

自愛下さい。 

      2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山 


