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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★２月２０日（水）
第 12 回理事会

去る２月１４日（木）、近年では恒例となり
ました東京三軒茶屋ＬＣとの合同例会が行わ
れ、当日はバレンタインデーという日（関係
ないですかね？？）にもかかわらず、多くの
メンバーに御出席をいただきまして、誠にあ
りがとうございました。事情により、サプラ
イズゲストスピーカーという御紹介にはなり
ましたが、期待通りの楽しいお話を聞く事が
でき、また東京三軒茶屋ＬＣメンバーとの交
流もあり、貴重な例会となりました事をメン
バーの皆様に感謝申し上げます。
当クラブでは今年の９月２８日（土）には
ＣＮ５０周年記念式典を控えておりますので、
このような合同例会や、あるいは他クラブへ
の例会訪問等による貴重な体験を現在準備中
のＣＮ５０周年に生かせればと思いますので、
関係各位に於かれましては更なる御支援・御
協力を賜わりたく、よろしくお願い申し上げ
ます。
尚、近日中には３月２日チャリティーコン
サート・３月１７日世
田谷ライオンズクラ
ブカップ少年サッカ
ー教室も控えており
ます。こちらのアクテ
ィビティにも是非ご
参加をいただきたく、
よろしくお願い致し
ます。

於：目黒雅叙園

１７：３０〜１８：２０

第 11 97 回 例 会 １８：３０~２０：３０
フィリピンアクティビティ報告
２月８日から１２日に実施されたフィリピ
ンでの歯磨き衛生指導アクティビティにつ
いてＬ田中が報告する予定です。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。

★３月７日（木）
第 13 回理事会

第 11 98 回

例

於：目黒雅叙園
１７：３０〜１８：２０

会 １８：３０~２１：００

内容については現在検討中です。

★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
★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
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第１１回理事会報告
出席者

２月１４日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 磯辺、L 桂、L 小塚、L 中村、
L 西山、L 小野一郎、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 吉崎、畠山幹事
（計１７名）

第１１回理事会が、２月１４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■
１．３月２日チャリティーコンサートの件につきましてＬ吉崎よりチケット残数が報告され、当
日に向けてさらなる販売を行うべく確認しました。
２．３月１７日少年サッカー教室の役割確認の件につきまして畠山幹事よりご報告頂き、昨年と
同様の協賛が見込めなくなってしまったドリンクにつきましてご相談すべき企業についてご
提案頂いたほか、賞状手配をＬ小塚、看護師手配をＬ福島など役割確認を致しました。
３．地区年次大会・複合年次大会代議員登録の件につきまして、Ｌ進藤よりご提案頂き、当クラ
ブの代議員としては、石上会長・畠山幹事・第一副会長Ｌ西山・副幹事Ｌ阿部の４名とする
こととなりました。
４．メルビン・ジョーンズ・フェロー献金の件につきまして、当クラブＬ山本が１月３０日付で
１０００ドル献金を行ったことがご報告されました。
５．２月２３日わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」の件につきまして、Ｌ進藤よりご報告
頂き、当日の出席はＬ進藤・Ｌ須藤・Ｌ畠山、また同日開催の池尻小学校マラソン大会には
Ｌ鈴木・Ｌ今尾・Ｌ西山が出席することが確認されました。また２月１９日と２２日にわん
ぱくクラブ育成会の通常活動に数名参加することとなりました。
６．３月１０日新宿公園・被災地支援アクティビティの件につきまして、Ｌ進藤よりご提案頂き、
ブース半分５０００円をブース料としてクラブ負担することとなりました。
７．３月３０日みやこＬＣボウリングの件につきまして、畠山幹事よりご報告頂き、当クラブと
して１組参加することとなりました。
８．ライオンズ国際ポスターコンテストの件につきましてＬ進藤よりご報告頂き、締切がまだ先
ということもあり継続審議となりました。
９．高橋辰三様入会の件につきまして、会員委員長Ｌ吉崎より直前に行われた入会審査のご報告
を頂き、満場一致で入会が承認されました。
１０．例会時間につきまして、Ｌ磯辺より前回例会早退についての反省が述べられたのち、例会
の終了時刻の確認が求められました。
１１．Ｌ福島より、３３０複合地区エクステンション委員会のご報告をいただきました。日比谷
公園サンマ祭りのときにＴＶにライオンズの旗が映っていなかったことから、ＰＲに力を入
れるべきという考えから、大相撲に懸賞旗（１枚６万円）を出し、Ｌマークを土俵に上げる、
というＬ福島の発案が委員会で前向きに検討されているとのことです。
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第１１９６回例会（三軒茶屋ＬＣ合同例会）報告
出席者

２月１４日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 東村、L 今尾、L 磯辺、L 亀川、L 桂、
L 小塚、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 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、畠山幹事、新入会員 L 高橋
メーキャップ：L 岩瀬
東京三軒茶屋 LC：水谷力会長以下８名＋事務局１名様
東京シティ LC：八木橋 L
（出席２４名、メーキャップ１名、ゲスト１名、計２５名＋三軒茶屋 LC９名）

1

第１１９６回２月第１例会（三軒茶屋ＬＣ合同例会）が
２月１４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。子クラブであります東京
三軒茶屋ＬＣ（以下、三軒茶屋ＬＣ）との合同例会は例
年行われております。今年のホストは東京世田谷ＬＣ（以
下、世田谷ＬＣ）でしたので当クラブ例会場・目黒雅叙
園にて開催されました。三軒茶屋ＬＣの皆様が事務局含
め９名参加され、テーブル数も多く、世田谷ＬＣ幹事Ｌ
畠山勝弥の司会でにぎやかに進行いたしました。

2

開会のゴングを世田谷ＬＣ会長Ｌ石上真司が鳴らし、国
歌(君が代)及びライオンズクラブの歌を斉唱致しました。

3

お客様の紹介を世田谷ＬＣ幹事Ｌ畠山勝弥が行いました。
本日のお客様はＬ西山ご紹介の講演講師様と東京シティ
ＬＣ八木橋重仁のお二人でした。お二人ともお忙しいと
ころお越し頂きまして、誠に有難うございました。
【本日の講師様につきましては、ご本人の事情により、
所属・氏名・内容とも公表できません。申し訳ありませ
んがご理解ご容赦のほどお願い申し上げます】

4

両クラブ会長より会長挨拶を頂きました。まず、世田谷
ＬＣ会長Ｌ石上真司は、合同例会ということでテーブル
数が増えたことの喜び、親クラブである当クラブの方が
年齢が若く、子クラブである三軒茶屋ＬＣにいろいろご
指導頂いていることへの感謝、数年前の合同例会のアト
ラクションの楽しい思い出、本日の特別ゲストの情報に
関する注意等を話されてご挨拶とされました。
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次に三軒茶屋ＬＣ会長Ｌ水谷力より会長挨拶を頂きまし
た。水谷会長はＬＣはご自身の入会時は４７歳であり当
時は三軒茶屋ＬＣに若者が多く、世田谷ＬＣに長老が多
くいたという思い出、現在は世田谷ＬＣの方が構成員は
若く、世田谷ＬＣのアクティビティについていっている
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という状況を説明され、今後の活動の抱負を述べられて
ご挨拶とされました。また、三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌに
３３０複合年次大会ＰＲ記録部会委員の委嘱状が贈呈さ
れました。
6

ここで、特別ゲストである講師よりご講演を頂きました。
講演に先立ち紹介者である世田谷ＬＣのＬ西山和範より
講師のご紹介を頂きました。諸事情により、所属・氏名・
写真・具体的内容の公表は控えさせていただきますが、
大変流暢なスピーチを頂き、あっという間に講演が終わ
ったかのように感じられたこと、質疑応答も盛り上がっ
たことをご報告させて頂きます。またお時間の関係で講
師様は講演が終わり次第、ご退席されました。大変お忙
しいところをお越し頂き、有意義な講演を頂きまして誠
に有難うございました。

7

ウィ･サーブのご発声は三軒茶屋ＬＣ第一副会長・幹事Ｌ
織田嵩より頂きました。織田Ｌは合同例会の喜びを示し
た後で高らかにウィサーブのご発声を頂きました。

8

会食に入り、世田谷ＬＣ新入会員の入会式を行いました。
まず、スポンサーである世田谷ＬＣのＬ今尾公祐より新
入会員となる予定の高橋辰三様のご紹介を頂きました。
高橋辰三様は１９８４年３月生まれの２８歳、池尻大橋
駅そばに在住でご職業はアジアンタム法律事務所の弁護
士でいらっしゃいます。慶応大学法学部を卒業後、中央
大学法科大学院をご卒業され、翌年に弁護士取得、１年
間の勤務弁護士を経て、開業３年目となります。

9

世田谷ＬＣ会員委員長Ｌ吉崎英智より入会審査の結果が
報告され、人物・略歴・資格ともライオンズ国際協会の
メンバーにふさわしいとご報告を頂きました。

10 世田谷ＬＣ会長Ｌ石上真司に合わせて高橋辰三様が『ラ
イオンズの誓い』を唱和し、ラペルピンを贈呈され、晴
れてライオンズクラブの仲間となられました。高橋様お
めでとうございます。
11 世田谷ＬＣの新入会員となったＬ高橋辰三よりご挨拶を
頂きました。Ｌ高橋は、世田谷ＬＣ石上会長と２０歳頃
目黒区東山にて知り合ったこと、ゴルフが趣味でスポン
サーのＬ今尾とは頻回にゴルフに行っていること、ライ
オンズクラブの紹介を頂き、二つ返事で引き受けたこと
を紹介され、今回バレンタインデーを機に晴れて入会で
きたことへの感謝を述べられ、今後とも社会奉仕のため
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に活動していきたいと抱負を述べられました。
12 ここで、両クラブからアクティビティ紹介を頂きました。
世田谷ＬＣのアクティビティは世田谷ＬＣ副幹事Ｌ阿部
鉄平が行いました。Ｌ阿部は世田谷ＬＣのメインアクテ
ィビティは少年サッカー教室であり３月１７日に行われ
ること、他にはビオトープメンテナンス・薬物乱用防止
教室・障害者支援としてのわんぱくクラブ育成会協力や
障害者施設見学ツアー・チャリティコンサートに加えフ
ィリピンでの歯磨き衛生指導を先日行ったとご発表頂き
ました。ここれＬ田中とＬ阿部がフィリピンでのアクテ
ィビティに使用した横断幕をご披露頂きました。
13 三軒茶屋ＬＣのアクティビティ紹介は、三軒茶屋ＬＣ副
幹事 藤村貞夫Ｌが行いました。藤村Ｌは、三軒茶屋Ｌ
Ｃのメインアクティビティである献血は毎年何十回と実
施し、年２回６月と１２月にはオリジナルで三軒茶屋西
友の隣で実施していること、それ以外に中古メガネリサ
イクル、福音寮支援、緊急災害支援、タイへの防寒着送
付などを実施しているとご紹介頂きました。
14 ここで世田谷ＬＣのＬ須藤陽子とＬ佐々木まどかから、
本日が２月１４日のバレンタインデーということで、ご
来場されたみなさまに、大阪で購入したチョコレートと、
ボトルワインがプレゼントされました。お二人ともお心
遣い有難うございました。
15 テールツイスターの活躍の時間ですが、本日は合同例会
ということもあり、ドネーションは両クラブとも集めな
いことと致しました。
16 世田谷ＬＣテールツイスターＬ今尾公祐は本日入会した
Ｌ高橋辰三について２８歳には見えないほど分別あるこ
と、ゴルフや飲み会などの付合いが非常に良いこと、現
在婚活中であることを強調されました。そして３月２日
のチャリティコンサートについて『シクラメンのかほり』
などで有名な萩田光雄先生にお世話になっていること、
奥様の井上あずみさんだけでなく娘の「ゆーゆ」も今回
歌うことをご紹介頂きました。
17 三軒茶屋ＬＣテールツイスター 五月女仁Ｌは、Ｌ高橋
が５歳の時に入会し、２０数年後の現在ようやくテール
ツイスターを拝命したこと、三軒茶屋ＬＣではしばらく
入会式がないこと、年齢が長じるにつれて話題も健康の
ことが多くなっていることなどお話しされました。
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18 ここで、出席率の発表を行いました。まず、世田谷ＬＣ
出席委員長Ｌ中村信行が、日本の自殺者数が１５年ぶり
に３万人を切ったものの１７歳から３４歳というグルー
プが１位を占めていること、だからこそライオンズで青
少年育成を頑張らねばとお話しされて、出席率を発表さ
れました。世田谷ＬＣは在籍者数４３名、不在会員１名、
終身会員５名、出席者２４名、ビジター１名、ゲスト１
名、メークアップ１名で出席率は６７．６％でした。
19 三軒茶屋ＬＣは出席副委員長 落合博行Ｌに替わり福島
和正Ｌが発表いたしました。福島Ｌは三軒茶屋ＬＣへの
例会訪問を勧めたうえで出席率を発表しました。三軒茶
屋ＬＣの在籍者数２５名、出席者８名、不在会員１名、
家族会員５名、休会中１名、海外遠方１名、病欠１名で
出席率６８％でした。
20 閉会のゴングを三軒茶屋ＬＣ会長Ｌ水谷力に鳴らして頂
き、全員で大きな輪になって「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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フィリピンアクティビティ報告

２月８‐１２日

出席者：畠山幹事、L 岩瀬、L 田中、L 手塚

於：フィリピン

（計４名）

何度か理事会でも審議されていた通り、フィリピンの子供た
ちへの歯磨き衛生指導のため、４名の当クラブメンバーが２月
８日から１２日にかけてフィリピンを訪問致しました。今回は
２名のメンバーからのリレー報告形式でご報告します。

☆ ２月９日

フィリピン歯磨き衛生指導報告

私は、２月８日の夕方に成田よりマニラ（ニノイアキノ国際
空港）へ向けて出発しました。約４時間間３０分かけて 1 人で
の飛行機の旅、いつも出張で慣れてはいますが、国際線での一
人旅は初めてでした。空港に着くと通常一般の人が入れないセ
キュリティーエリアになんとＬ田中ご夫妻（奥様のジェニファ
ー・田中はフィリピン人でマニラＬＣメンバーです）が迎えに
来てくれていました。もう夜も遅かったのでチェックインをす
ませて翌日に備える事にしました。
２日目となる２月９日はアクティビティの準備のため地元
のスーパーマーケットへ１２０名分のお菓子、ジュース、歯磨
き粉を買出しに行きました。当然、買物客が驚いた顔をして見
ていました。Ｌ田中ご夫妻が行くよく利用するマーケットなの
で従業員が声をかけて来て、Ｌ田中が「アクティビティ、ドネ
ーション」と答えると「すばらしい！」と回答が来ました。買
物を終えて田中家へ向かい、そこでＬ岩瀬と合流して、Ｌ田中
ご夫妻とお母様、Ｌ岩瀬、Ｌ田中の奥様のお友達と、今回お世
話になっている運転手さんの７名で世田谷区ＬＣオリジナル
エコバックにお菓子、ジュース、歯磨き粉、歯ブラシを詰める
作業を気合いでおこないました。その作業終了後、英文の絵本
５０冊に世田谷ＬＣのシールを添付する作業を２時間くらい
かけて頑張りました。それから、日本から来る世田谷区メンバ
ーのＬ手塚をお迎えにと空港へ向かいました。やはり、旧正月
の土曜日とあって凄い渋滞のため、お迎えにギリギリで間に合
いました。
世田谷区メンバーが全員揃い、いよいよアクティビティ会場
へ向かいました。会場にはマニラＬＣメンバーの方々、マニラ
サンパウロＬＣの佐藤Ｌご夫婦、マニラ副市長などがアクティ
ビティに参加していただきました。子供達には責任はありませ
んが親の責任で随分差があるのが一目瞭然でした。
歯科指導のお手伝いや子供達へプレゼントを渡す時の嬉し
そうな顔が今でも忘れられません。
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（Ｌ畠山）

今回のアクティビティはＬ田中ご夫妻のおかげで成功しま
したが、いろいろと課題が残るアクティビティだと感じました。
今後ともこのアクティビティは世田谷ＬＣのメンバーで続け
て行きたいと思いました。

☆ ２月１１日

３０１‐Ａ１キャビネット事務局訪問報告

私は、Ｌ田中文太郎、Ｌ岩瀬、畠山幹事より遅れて２月９日
にマニラに到着いたしました。同行予定だったＬ進藤が、急遽
参加できなくなり初めての１人での海外渡航となったため若
干緊張しながらのスタートとなりました。
自分にとっての１日目（２月９日）のマニラＬＣとのアクテ
ィビティを終え、２日目の２月１０日の夜には、３０１‐Ａ１
地区の Ruth chua ガバナーとサンバンガという民俗ディナーシ
ョーのレストランで会食する機会を頂きました。Ｌ田中は、ガ
バナーとも、面識がありＯＳＥＡＬの時もお会いしたようでし
たが、私は、初めてお会いしました。当然、英語もタガログ語
もまったくわからない私は、なかなか会話することもできず、
ジェニファーとガバナーが話している内容を少しでも理解し
ようと耳を傾けるだけでしたが、今回、当クラブからフィリピ
ンにアクティビティに来た経緯や昨日のアクティビティにつ
いてなどを語り合い、そして生演奏やショーを見ながら、とて
も和やかな雰囲気の中、おいしいフィリピン料理を頂きました。
会話の中で Ruth chua ガバナーも facebook を活用されてい
ることがわかり唯一自分が直接語りかけた言葉が「Facebook
friend OK ！？」のみ。語学ももう少し身につけなくてはい
けないな！と思うことばかりでした。
その日は、当クラブのバナーとバッジ、Ｌ村井からドネーシ
ョンいただいた左利き子供用のハサミをお渡しして、キャビネ
ット事務局は、近くにあるということで翌朝、訪問させていた
だくことになりました。
２月１１日の午前中の飛行機で帰国する畠山幹事を除き
301-A1 のキャビネット事務局に訪問いたしました。大きな敷
地におもむきのあるある建物、330-A のビルの一室とは違い、
とても歴史を感じました。キャビネット事務局は、中国の旧正
月にあたる時期でお休みでしたが、ガバナーのデスクや会議室
を見学させて頂きました。最後にＬ田中文太郎からのドネーシ
ョンのおむつ等をお渡しして終了となりました。
初めてフィリピンに行ってわかったことは、貧富の格差が結
構あってまだまだ貧しい地域や子供たちがたくさんいるとい
うことでした。今回、当クラブとして初めてのフィリピンのア
クティビティでしたがもっと多くの支援が必要なのだと思い
ました。
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（Ｌ手塚）

【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

☆ ２月１６日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

青年アカデミー委員会交流会参加報告

さる２月１６日（土）、新宿ロイヤルビルにて開催
された第３回青年アカデミー・メンバー交流会に参加
致しました。当クラブからは青年アカデミー委員のＬ
手塚はもちろんのこと、他にＬ諸見里、Ｌ西山、Ｌ須
藤、Ｌ東村、Ｌ佐々木、そして私Ｌ畠山で委員を含め
て７名で参加してまいりました。私は２度目ですが、
また前回とは違うＬＣメンバーとの交流ができるこ
とをとても楽しみにしておりました。
今回のテーマは「ライオンズクラブが活発になるた
めに、今何をすべきか」と大きなタイトルがありまし
たが、第１グループセッションでの私達Ｋグループの
テーマは「ライオンズクラブを継続していくために」
との議題で江東南ＬＣ田中Ｌ、新都心ＬＣ晝間Ｌ、荏
原ＬＣ堀口Ｌ、東京スバルＬＣ山口Ｌ、アカデミー委
員の中村Ｌと私Ｌ畠山の６名で意見交換会をしまし
た。第２グループセッションでは「世代を超えた相互
理解を深める為に・・・伝えていきたいこと／聞いて
おきたいこと」を１３Ｒ１Ｚ ＺＣＰ 遠山Ｌ、青年ア
カデミー委員 鹿野Ｌ、東京ウエストＬＣ大畑Ｌ、東
京スバルＬＣ阪田Ｌと私Ｌ畠山の５名で意見交換会
をしました。
まず、第１セッションでは近年の世田谷ＬＣの話を
しました。第１セッションでは入会してライオン歴が
浅いメンバーはとても興味津々で話を聞いていまし
た。やはり例会が楽しくないとクラブ活動への継続が
危ないのではなどの意見もでました。
第２セッションでは遠山ＺＣＰの意見を聞きなが
らいろいろな話が聞けて良かったと思いました。懇親
会でも、また楽しい時間が過ごせて良かったです。そ
の後は、顔なじみのメンバーと２次会で熱く盛り上が
りとても良い交流会が夜遅くまで開催されました。
また５月２７日に次回の交流会が予定されている
とのことです。是非とも時間が有れば青年アカデミ
ー・メンバー交流会に皆様も参加されてはいかがでし
ょうか？
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（Ｌ畠山）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ２月１６日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

３３０‐Ｃ若手フォーラム報告

さる２月１６日、埼玉県ＪＲ川口駅そばの川口リリアにて
開催された３３０‐Ｃ若手フォ‐ラムに招待されました。同
日開催の３３０‐Ａ青年アカデミーのメンバー交流会を失礼
申し上げ、３３０‐Ｃ若手フォーラムに参加しました。
１００名以上の３３０‐Ｃの若手のほか、全国各地から後
藤隆一元国際理事や３３０‐Ｂ第一副地区ガバナー川手寅平
Ｌを始め、多くの方が集結。中村泰久ガバナーから来賓とし
てご紹介頂いたうえで入会数ヶ月などの新人に当たる方たち
のグループに配属され、
「一緒に楽しもう、ライオンズライフ」
というテーマで話し合いました。
私のいたグループでは、
「まだ入ったばかりでよくわからな
い」という方が２名、
「もともとＹＥ生でフィンランドに行っ
たことがあり、現地のライオンズは普通の職業人が奉仕活動
していたのに比べ、日本ではステイタスを重視する人が多い
ように感じる」という方が１名、
「クラブの先輩が可愛いがっ
てくれて例会日以外も毎日のように誰かと会い、家族ぐるみ
の付き合いをしていて、ライオンズが楽しくてしかたない」
という方が１名いらっしゃいました。
私は、
「新規アクティビティ実行委員会を作って多くの新し
いアクティビティを構築した」とか「東日本大震災の被災地
も自分たちに何ができるかわからないまま何度も現地を訪ね
て、そのうちに本当のニーズを教えていただけるようになっ
た」などと発言したのですが、グループメンバーにはかなり
刺激になったようでした。
引き続いて行われた交流会ではとくに先日当クラブを例会
訪問して下さったのち急逝された故・山本国広Ｌの所属クラ
ブである深谷ＬＣの皆様はじめ多くの３３０‐Ｃの若手メン
バーと仲良くなることができ、例会訪問の約束をいくつもと
りつけることができました。
さらに二次会・三次会で、３３３‐Ｃ青年アカデミー委員
会委員長 吉原稔貴Ｌや青年会員増強委員会委員長 安見一
美Ｌ、さらに３３０‐Ｃの大野元裕元地区ガバナーや中村泰
久ガバナー、３３０‐Ｂ第一副地区ガバナー川手寅平Ｌら、
各地のライオンズ活動を牽引する皆様と今後のライオンズの
在り方などについても長く深く議論することができ、非常に
有意義な一日となりました。皆様、心よりの感謝を申し上げ
ます。
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（Ｌ進藤）

☆

ｆｒｏｍ

ＺＣ

①

☆２月１７日東京セントラルＬＣ

中国帰国者日本語発表会報告

さる２月１７日、代々木の青少年オリンピックセンターで
開催された、１０Ｒ２Ｚ東京セントラルＬＣのメインアクテ
ィビティである、
「第２８回 中国帰国者日本語発表会」に審
査委員として参加させて頂きました。これは東京セントラル
ＬＣが創立以来、２８年にわたって実施している歴史あるア
クティビティで、昨今は東京代官山ＬＣも協力して実施して
います。
私も昨年から審査員として出席してさせて頂いておりま
すが、発表者たちの日本語の上手さや上達への努力に感心す
るだけでなく、中国残留孤児が発生する原因になった戦争に
ついて思いを馳せる機会となる貴重な機会でもあります。今
回も、実際に戦時中置き去りにされた体験や、目の前で母親
が強姦された体験などをお話しされる方もいらして、深く唸
らざるを得ませんでした。多くの方は、来日後の日本語習得
の大変さや、仕事や趣味についてお話をされました。
１１名の帰国者の方からご発表を頂き、得点としては年齢
的なハンディ点が大きくあるのですが、震災委員長である中
野了元ガバナーや３３０‐Ａ地区阿久津隆文ガバナーなど
別室に集結した審査委員の話し合いで各賞が決定いたしま
した。優勝は、原稿を全く見ずに暗誦された岸田雅美さんで、
ほかにも年齢の若いお二人はディズニーランドペア券（山浦
元国際理事賞）を獲得していました。
私は、皆様の発表をうかがいながら、自分が仕事として行
っている精神障害者の退院支援の中
でも、「ある中国残留孤児の息子さ
ん」のことを思い出していました。
長く入院しているのに日本語は難し
いと言って全く覚えようとしない彼
に比べ、この日発表された皆様は多
くの苦労の中、本当によく努力され
ていらっしゃると感心しきりでした。
いろいろ考えさせられる大変有意
義なアクティビティでありますので、
ＺＣという立場を離れても、来年以
降も長く参加することになろうと思
います。東京セントラルＬＣおよび
ご協力された東京代官山ＬＣの皆様、
有難うございました。
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（Ｌ進藤）

■ 行事予定
２月２０日（水）18：30〜
２月２３日（土） 9：00〜
２月２３日（土） 9：00〜
３月 ２日（日）13：30〜

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
親と子の初めてのコンサート

於：目黒雅叙園
於：池尻小学校
於：わんぱくクラブ駒沢
於：世田谷区民会館

３月 ７日（木）18：30〜
３月 ８日（金）13：00〜
３月１７日（日） 9：30〜

３月第１例会
第９回障害者施設見学ツアー
世田谷ＬＣカップ／少年サッカー教室

於：目黒雅叙園
於：区内障害者施設
於：駒沢陸上競技場

■ 幹事

畠山より一言
世田谷ライオンズメンバー皆様をはじめ、ライオンズメンバーの多くの方
にはいつもご協力、ご支援をいただきまして、いつもありがとうございます。
今月は行事等の都合で２週続けての例会となります。
１６日は第三回青年アカデミー交流会に参加してまいりました。今回で２
度目の参加になりますが、毎回いろいろな刺激や他クラブの方と交流してラ
イオンズ活動について考えさせられる機会だと思いました。今回は青年だけ
でなくベテランライオンとの交流で「世代を超えた相互理解を深める為に・
伝えたいこと・聞いておきたいこと」など普段自クラブでは聞けない事など
が聞けて良かったと思います。最後にはたくさんのメンバーと会話ができた
懇親会などで、また一つライオンズに魅力を感じた交流会でした。そして別
れ際には「世田谷例会」に魅力を感じてくれたメンバーと例会訪問の約束を
して解散となりました（２０日にも３名の方の例会訪問があり、今期例会ノ
ーゲストはナシです）
。ただし今の「世田谷ＬＣの例会」の主旨が違うメンバ
ーの意見があると言う事もわかり、少し残念な気持ちになってしまいました。
今週末は、池尻小学校マラソン大会のお手伝い、わんぱく育成会２０歳を
祝う会などアクティビティがたくさんあります。
そして、来週３月２日（土）チャリティコンサート、そして３月１７日（日）
世田谷区少年サッカー教室が開催されます。メンバー一同、
「子供たちの笑顔」
が見られるように、一生懸命に準備をしています。お時間があれば、是非と
も遊びに来て下さい。梅の蕾がちらほらと見えてきましたが、まだまだ寒い
日が続きますので、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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