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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

★１月２３日（水）

寒中お見舞い申し上げます。
先日は７～８年ぶりの大雪が降り積もった

於：目黒雅叙園

東京・・・毎回、大雪が降るたびに言われる
事ですが、本当に都会と言う所は雪に対する

ＣＮ５０実行委員会 １６：３０～１７：２０
第 10 回理事会

１７：３０～１８：２０

備えが出来ていないですね。道路はチェーン
の用意もない車が溢れ、チェーンを持ってい

第 11 95 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
メンバースピーチ

ても付けられない人までいる始末（笑）等の
ＺＣであるＬ進藤がスピーチする予定です。 立ち往生による大渋滞、電車も運転を見合わ
また理事会に先立ち、ＣＮ５０実行委員会
せる等、交通網は完全に麻痺状態になってし
が開催されますので皆様どうぞご出席くだ
まいました。
さいますようお願い申し上げます。
そんな雪には弱い東京ですが、２０２０年
★２月１４日（木） 於：目黒雅叙園
の開催を目指すオリンピック・パラリンピッ
ク招致活動では、対抗馬の２国に負けない様
に、懸念されていた支持率もようやく７０％

ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ実行委員会 １６：３０～１７：２０
第 11 回理事会

１７：３０～１８：２０

第 11 96 回 例 会 １８：３０〜２１：００
三軒茶屋ＬＣ合同例会

を超え、じわじわと雪を溶かすかの様に熱く
盛り上がって参りました。私自身も２６日

当クラブの子クラブである東京三軒茶屋ＬＣと

（土）に渋谷駅ハチ公前にて行います１０Ｒ
合同オリンピック・パラリンピック招致署名

の合同例会となります。ぜひご出席くださいま

活動に参加する予定でおりまして、少しでも
招致の一助になれればと思っております。

すようお願い申し上げます。

また、当クラブも今年はＣＮ５０周年を迎
える節目の年でもあ

★３月２日（土） 於：世田谷区民会館
「親と子の初めてのコンサート」
１３：００開場 １３：３０開演

りますので、ダブルで
熱く盛り上がってい
けます様、皆様に於か
れましては、益々の御

★３月１７日（日） 於：駒沢陸上競技場
世田谷ＬＣカップ／少年サッカー教室
９：３０～１５：３０の予定

協力を宜しくお願い
申し上げます。
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第９回理事会報告
出席者

１月１０日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 福島、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、L 諸見里、
L 中村、L 西山、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、
L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、畠山幹事
（計２２名）

第９回理事会が、１月１０日（木）１７：３０より目黒雅叙園３階「オリオン」にて開催されま
した。

■審議事項■
１. １月２６日東京新都心ＬＣチャリティボウリングの件
につきまして畠山幹事よりご説明を頂き、Ｌ佐々木・Ｌ
畠山・Ｌ諸見里・Ｌ亀川の４名が参加することとなりま
した（その後、Ｌ佐々木の代わりに石上会長が参加する
ことと変更になりました）。
２．１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、１０Ｒ２ＺＺＣでもある
Ｌ進藤よりご説明頂き、石上会長・Ｌ阿部・Ｌ亀川・Ｌ
山本の４名が参加することとなりました。
３．２月１７日東京セントラルＬＣ第２８回中国帰国者の
日本語発表会の件につきまして畠山幹事よりご説明を
頂き、Ｌ進藤が参加することとなりました。
４.２月２５日薬物乱用認定・新規講習・スキルアップ第二
回講習会につきまして畠山幹事よりご説明頂き、新規講
習にＬ佐々木・Ｌ田中が参加することとなりました。
５．４月３日 田無ＬＣチャリティゴルフの件につきまして畠山幹事よりご説明頂きましたが、
参加希望者が現時点ではいらっしゃいませんでした。
６. フィリピンアクティビティ参加の件につきまして、Ｌ田中より２月９日から１２日にかけて
フィリピンアクティビティツアーを実施するとご説明頂きました。２月９日は食事会、２月
１０日が東京ＬＣの設置したデイケアセンターにて子供達１００名対象に歯磨き指導との予
定です。参加者は畠山幹事・Ｌ岩瀬・Ｌ佐々木・Ｌ進藤・Ｌ田中となっております。
６．１月２１日の３３０－Ａ地区賀詞交歓会につきましてＬ進藤からキャビネット役員を除いて
のクラブからの参加者の確認を行い、石上会長・畠山幹事・Ｌ諸見里が参加することとなり
ました。
６．Ｌ進藤よりクラブ事務局に到着した年次大会委嘱状につきましてご紹介があり、Ｌ岩瀬・Ｌ
進藤・Ｌ田中・Ｌ山本が承諾、Ｌ亀川とＬ須藤は検討中（その後お二人とも承諾）
、Ｌ桂とＬ
木下は本日欠席のため意思確認が必要となりました。
７．５０周年式典及び第二副地区ガバナー選挙についてクラブ内で協議を行いました。
８．Ｌ吉崎よりチャリティコンサートのチラシとポスターチケットがそろったとご報告がありま
した。
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第１１９４回例会（ゲストスピーチ）報告
出席者

１月１０日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 福島、L 東村、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、
L 諸見里、L 中村、L 西山、L 老田、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 白石、
L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、畠山幹事
333-C 市川 LC 吉原稔貴 L、野田 LC 高木次雄 L
330-C 川越初雁 LC 八木拓也 L
東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L
（出席２４名、ビジター４名、計２８名）

1

第１１９４回１月第１例会（ゲストスピーチ）が、１月１０
日（木）、１８時３０分より目黒雅叙園３Ｆ「オリオン」にて
開催されました。

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、
ライオンズクラブの歌、世田谷ライオンズクラブの歌を斉唱
いたしました。

3

お客様のご紹介を畠山幹事より行いました。本日のお客様は
ゲストスピーチを頂く３３３－Ｃ地区青年アカデミー委員会
委員長 吉原稔貴Ｌ（市川ＬＣ）、３３３－Ｃ国際大会ＬＣＩ
Ｆ委員会委員長・ＬＣＩＦコーディネーター 高木次雄Ｌ（野
田ＬＣ）、３３０複合ＩＴ・ＰＲ情報委員会委員･３３０－Ｃ
地区ＰＲ・ＩＴ推進委員会委員長 八木拓也Ｌ（川越初雁ＬＣ）、
３３０複合ＩＴ・ＰＲ情報委員会委員 藤村貞夫Ｌ（東京三軒
茶屋ＬＣ）の４名にお越し頂きました。皆様お忙しいところ
を有難うございました。

4

石上会長より会長挨拶を頂きました。石上会長は年頭のご挨
拶にてご自身が毎年ご友人と筑波にて年末年始を過ごされて
いて年越しには墓参りを兼ねてお寺に詣で、除夜の鐘をつい
ているご体験をご紹介されました。また今期のスローガン「見
よう！聞こう！語ろう！奉仕の心ウイサーブ」を復唱し、後
半期の運営に対する協力を呼び掛けてご挨拶とされました。
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お客様よりそれぞれご挨拶を頂きました。３３３－Ｃ国際大
会ＬＣＩＦ委員会委員長・ＬＣＩＦコーディネーター 高木次
雄Ｌは今期のハンブルグ国際大会で第二国際副会長が立候補
されることに触れられ、さらなる参加を呼びかけられました。
３３０複合ＩＴ・ＰＲ情報委員会委員･３３０－Ｃ地区ＰＲ・
ＩＴ推進委員会委員長 八木拓也Ｌは当クラブ例会に箱根合
同例会も含め今期２度目の参加であることや主権在クラブの
考えで３３０－Ｃキャビネットが運営されていることをご紹
介しただけでなく、今や１つのクラブだけでなく全国のクラ
ブが１つの目的で活動できるようになるべきというご自身の
思いを述べられました。３３０複合ＩＴ・ＰＲ情報委員会委
員 藤村貞夫Ｌは八木Ｌと同じ委員会に所属していてほぼ常

3

に司会が藤村Ｌ・書記が八木Ｌというコンビで委員会運営し
ていることをご紹介されてご挨拶とされました。
6

３３３－Ｃ地区青年アカデミー委員会委員長 吉原稔貴Ｌか
ら「私のライオンズ」というテーマでゲストスピーチを頂き
ました。吉原ＬはライオンネットでＬ山本・Ｌ進藤と友人と
なり、当クラブ例会での参加が４回目となっていること、千
葉県と東京都の壁を越えて付き合えるようになった大いなる
意義と喜びから説き起こされました。

7

吉原Ｌは３３３－Ｃ地区（千葉県）で第二副地区ガバナーに
立候補されていると自己紹介されました。３３３－Ｃ地区で
はガバナーは事前調整型の選出方法で決まるのだそうです。
具体的には、１０月３０日までに立候補者は自クラブ推薦及
び所属リジョンの推薦状を取ってガバナーに届け出ること、
１１月に４つ以上の他リジョンから推薦をとること（このた
め３３３－Ｃ地区では理論上は２名しか立候補できないそう
です）、２名候補者がいる場合は１月に第二副地区ガバナー選
出委員会にて調整し、２月中旬の第３回キャビネット会議で
承認を頂き、年次大会は信任投票の形でエレクトになるとい
う流れなのだそうです。吉原Ｌは現時点で立候補者１名、全
リジョン全ゾーン全クラブのご承認を頂いているだけでなく、
既に開催された第１回次期ガバナーチーム協議会のキックオ
フ会に、次期第二副地区ガバナーとして出席されたそうです。

8

吉原Ｌは、この次期ガバナーチームで世田谷ＬＣのことをご
紹介されたそうです。東京ＬＣの子クラブとして市川ＬＣの
弟クラブにあたる東京世田谷ＬＣが、今年５０周年を迎える
老舗の名門クラブであるのに、若いライオンが多数入会し、
地区役員も多く引き受け、他クラブ例会訪問・行事だけでな
くＯＳＥＡＬや国際大会にも積極的に参加していることは千
葉県だけでなく全国的にも珍しいクラブであること、現在世
田谷ＬＣにおこっている活性化を「世田谷の奇跡」と名付け
ている方たちもいらっしゃること、そこでこれから地区とし
て世田谷ＬＣと交流をして３３３－Ｃ地区の育成にもご協力
頂こうとガバナーチームで提案してきたとのことです。

9

続いて吉原Ｌは、ご自宅の熱帯魚の水槽に新年に子魚を入れ
た体験から、もともといた３０匹は２年間は同じ水槽で暮ら
してすみわけができてほとんど動かなかったのに、４０匹の
子魚の導入により全員が動き出したことをご紹介し、世田谷
ＬＣに新人メンバーが入って様々な動きをしたことでクラブ
全員が活性化したことになぞらえられました。

10 また、アニメ「宇宙兄弟」のセリフから人は支える人と支え
られる人がいること、ライオンズは１年交替で支えたり支え
られたりする素晴らしいシステムであるとお話しされました。
11 また、ライオンズ活動においてはルールも大事であるが、過
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分なルールは活動を拘束してしまうこと、かつてメルビン・
ジョーンズは自由な雰囲気を求めてライオンズを作ったこと、
世田谷ＬＣはその自由な雰囲気を持っていて「わくわく感」
があること、そしてこの「世田谷の奇跡」はクラブの重鎮・
大先輩たちが若い人たちを見守りながら背中をそっと押して
くださっているからこそ可能となったと強調されてスピーチ
を締め括られ、一同から大拍手が起きました。吉原Ｌからは
大変元気になるお話を頂きまして、誠に有難うございました。
12 ウィ･サーブはＬ進藤にお願い致しました。Ｌ進藤は吉原Ｌか
らの当クラブに対するエールを大切に受け止めて今後もクラ
ブ一丸となって頑張って行こうと強調して、高らかにウィサ
ーブのご発声を頂きました。
13 会食中に畠山幹事より幹事報告を頂きました。例会前に開催
された第９回理事会審議事項についてご上程頂き、満場一致
の拍手でご承認頂きました。皆様ありがとうございました。
14 また、会食中に年次大会運営部会員の委嘱状の贈呈を行いま
した。Ｌ山本、Ｌ進藤、Ｌ田中、Ｌ岩瀬にそれぞれ石上会長
から委嘱状が手渡されました。
15 モナーク・シェブロン賞の贈呈が行われました。Ｌ諸見里に
入会２５周年、Ｌ鈴木・Ｌ吉崎・Ｌ中村・Ｌ山本にそれぞれ
入会１０周年の賞状とバッジが石上会長から手渡されました。
16 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田
中にお願い致しました。Ｌ田中は、２月９日から１２日にか
けて行われるフィリピンアクティビティについて、日程・内
容の告知を行いました。どうも有り難うございました。
17 チャリティコンサート実行委員長Ｌ吉崎より、前回協賛枠が
チケット８枚２万円だったところを、今回は１０枚２万円の
協賛枠を設けて宣伝していくことが提唱されました。
18 ドネーションの発表もＬ田中にお願いいたしました。本日は、
ファインが２４００円、ドネーションが４０６００円、合計
４３０００円でした。皆様有難うございました。
19 出席率の発表を出席委員長Ｌ中村から頂きました。Ｌ中村は
ご自身が還暦を迎えられたことに触れられ、「６０歳で引退」
と思っていたがなかなか引退ができないこと、スポンサーの
Ｌ磯辺は後継者を次々入会させていることが素晴らしいとお
話しされてから出席率を発表されました。在籍者４３名、不
在会員２名、終身会員５名、出席者２４名、ビジター４名で
出席率は６６．７％でした。
20 閉会のゴングを石上会長に頂き、全員で輪になって「また会
う日まで」を歌いまして、お客様をお見送りいたしまして、
無事お開きとなりました。本日も皆様有難うございました。
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【告知】親と子の初めてのコンサート
２０１３年３月２日（土）

世田谷区民会館

東京世田谷ＬＣでは、さまざまな青少年育成事業を
行っておりますが、音楽の分野において、良い音楽と
の出会いの場を地域の青少年に提供し、ライオンズク
ラブ活動の一層の推進を図るため、
「青少年育成のため
のチャリティーコンサート」を開催致します。
小さい子供を連れてはなかなかコンサートに行く事
が出来ないお母さん達や「子供達にも小さいころから
本物の音楽に触れさせることができれば」と願うお母
さん達の想いを実現するために、
「となりのトトロ」
「さ
んぽ」等でおなじみの井上あずみさんとその御嬢さん
のゆーゆをお呼びして「親と子の初めてのコンサート」
を開催します。多くの方にお越し頂きたく、ご案内申
し上げる次第です。
「親と子のはじめてのコンサート」
開催日：３月２日（土）１３：３０開演
開催場所： 世田谷区民会館ホール
お子様も一緒に参加することができます。
前売り大人２０００円 子供５００円（中学生以下）

【告知】少年サッカー教室
２０１３年３月１７日（日）

駒沢オリンピック公園陸上競技場

東京世田谷ＬＣでは、青少年健全育成アクティビ
ティとして、平成９年から世田谷区および教育委員会、
並びに世田谷区少年サッカー連盟等の賛同を得まし
て「東京世田谷ライオンズクラブカップ 少年サッカ
ー教室」を継続開催しております。毎年世田谷区内の
小学生と同伴の父兄を合わせて数百名もの御参加を
頂き、更にはプロサッカーチーム「ＦＣ東京」様の選
手から指導を受けると共にミニサッカーゲーム等を
行っております。今年は女子チームの参加も取り入れ
て、本年も盛大に開催できる様、準備に取り組んで居
りますので、多くの方にご参加頂ければ幸いです。
開 催 日：平成２５年３月１７日（日）
開 会 式：午前 ９ 時３０分から
（１５時５０分 終了予定）
開 催 場 所：駒沢オリンピック公園 陸上競技場
世田谷区駒沢公園１－１（公園事務所 03-3421-6199）
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ １月１２日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

東京葵ＬＣチャリティボウリング大会参加報告

（Ｌ佐々木）

さる１月１２日（土）、港区の東京ポートボールで開催され
た東京葵ＬＣの結成４０周年記念チャリティボウリング大会
に、Ｌ阿部・Ｌ進藤・Ｌ諸見里と私Ｌ佐々木の４名で参加致し
ました。１３６名ものメンバー（ライオンズ以外の方もいらっ
しゃいました）が集まってゲームを競いました。
優勝は東京ワンハンドレッドＬＣ会長の伊賀保夫Ｌで、マイ
ボール持ち込みでハンデなしでしたが２ゲームで合わせて４
０１ピンというハイスコアでした。ちなみに世田谷ＬＣのメン
バーは、仲良くゲームをする方がメインで（笑）、強力メンバ
ーのＬ手塚・Ｌ亀川が参加しなかったこともあり、スコアはか
わいらしいものでしたが、全員が賞品を頂けることもあり、私
もかわいいポーチ、Ｌ進藤は奥様用のパック、Ｌ阿部とＬ諸見
里は銀座の歌を集めたＣＤを頂きました。世田谷ＬＣチーム仲
良く過ごせたから、良し！（笑）としたいと思います。東京葵
ＬＣの皆様、有難うございました。

☆ １月１７日

東京荒川西ＬＣ新年例会報告

さる１月１７日（木）に、東京荒川西ＬＣ新年例会に参加し
て参りましたのでご報告致します。
東京荒川西ＬＣは、今期私が所属している緊急アラート委員
長の宮本委員長の所属クラブで、緊急アラート委員の皆様も、
私含め数名参加しました。
今回は、日の出桟橋より出港の、シンフォニー号で東京湾を
ディナークルーズをしながらの例会でした。私は竣工して２５
年にもなるシンフォニー号に乗るのは初めてで、ちょっと興奮
気味にその時を待っていました。
１９時定刻の１０分前から乗船が始まり、メンバーのご家族、
またビジター含め、約７０名の例会が開会されました。例会は、
途中マジックショーやビンゴゲームがあったり、とてもアット
ホームな雰囲気の中での例会でした。約２時間のクルーズも終
わり、閉会となりました。その後は言うまでもなく（笑）、夜
が更けるまで２次会を楽しみました。
荒川西ＬＣの皆様、有難うございました。
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（Ｌ亀川）

☆
☆

ｆｒｏｍ

ＺＣ

①

１月１９日東京玉川ＬＣ九品仏バザー参加報告

さる１月１９日（土）、「九品仏」こと「浄真寺」にて
開催された「餅つき大会」で東京玉川ＬＣが例年行って
いるチャリティバザーを手伝ってまいりました。ここ数
年東京玉川ＬＣでは区内の障害者施設自主製品を買い取
ったうえで安く販売しているのです。今年も玉川高島屋
のおもちゃや瀬田温泉のタオル、近所の野菜などにまじ
って、
「社会就労センターパイ焼き窯」の焼き菓子詰め合
わせセット（１０００円相当を８００円）と、
「岡本福祉
作業ホーム玉堤分場」の１００円クッキーを販売致しま
した。
「パイ焼き窯」の焼き菓子詰め合わせにはプリント
クッキーも入っていたりして目を引いたこともあり、１
１時の販売開始から私がいた１２時半までの間に３０セ
ット中２６セットも販売できまして（その後確認したと
ころ早々に完売したとのことでした）大変盛況でした。
東京玉川ＬＣの皆様、お疲れ様でした。

☆１月２１日臨時第１回キャビネット会議・新年賀詞交歓会参加報告
１月２１日（月）、東京プリンスにて開催された臨時第
１回キャビネット会議と引き続いて開催された新年賀詞
交歓会に参加致しました。
まず、キャビネット会議では、第二副地区ガバナー選挙
の供託金が２０万円から１００万円に上げることが決定
されたほか、法人化についての具体案が検討されました。
また半期終えての各ＲＣからそれぞれご報告を頂きまし
た。
新年賀詞交歓会には当クラブからは、石上会長・畠山幹
事・Ｌ諸見里・Ｌ佐々木・Ｌ田中・Ｌ山本と私Ｌ進藤と７
名が参加しました。アトラクションでいつの間にかキャビ
ネット幹事団の皆様が衣装も化粧もばっちりで参加され
ていらっしゃいました。
また、大阪から３３５－
ＺＣ川野浩史Ｌが参加されて
いて、その後の世田谷ＬＣの
二次会にもご参加頂き、楽し
いひと時を過ごしました。皆
様お疲れ様でした。
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（Ｌ進藤）

☆

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）予報は晴れです）、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。署名活動の時間は
１Ｚの各クラブは１０時～１１時（集合１０時）、
２Ｚの各クラブは１１時～１２時（集合１１時）、
３Ｚの各クラブは１２時～１３時（集合１２時）となっております。
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～
２月 ７日（木）13：00～
２月１４日（木）18：30～
２月１０日（水）18：30～
２月２３日（土） 9：00～
２月２３日（土） 9：00～

１０Ｒ合同オリンピック招致署名活動
第８回障害者施設見学ツアー
２月第１例会（三軒茶屋ＬＣ合同例会）
２月第２例会
池尻小学校マラソン大会
わんぱくクラブ育成会２０歳を祝う会

於：渋谷ハチ公前
於：区内障害者施設
於：目黒雅叙園
於：目黒雅叙園
於：池尻小学校
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、いつもご協力をいただきまして、あり
がとうございます。
先週の突然の大雪には大変、驚いてしまいました。私事ですが…雪かきを
するつもりが、子供と一緒になって、雪合戦や雪だるま作りをしてしまい、
雪かきをする体力が…無くなって苦労してしまいました（笑）
。それにしても、
首都圏のドライバーは自分だけは大丈夫と思っている方や車の性能を理解さ
れていない方など…が本当に多いと、ＴＶの報道番組やニュースを見て思い
ました。もう少し考えれば、渋滞や事故などが少なかったと思ったのは私だ
けでしょうか？（近所でも…高級車･ノーマルタイヤ・高齢者ドライバーの車
両の放置が目立ちました） ライオンズメンバーにはそのような行動をされ
る方は、いらっしゃらないと安心しています。
そろそろ、お正月気分も抜けて年度末に向けてお仕事やその他いろいろな
準備等で忙しく成る頃だと思います。２月は一年の中で、もっとも寒い時期
だと思いますので、メンバーの皆様は無理をなさらないで、お身体ご自愛下
さい。
2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山
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