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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★４月１１日（木）

この春は、暑かったり～寒かったり～の温
暖差に振り回されながら、特にこの１ヶ月は

於：目黒雅叙園

３月２日チャリティコンサートと３月１７日

ＣＮ５０実行委員会 １６：３０～１７：２０

世田谷ライオンズクラブカップ・少年サッカ

第 14 回理事会 １７：３０～１８：２０
1200 回記念例会 １８：３０〜２０：３０

ー教室と当クラブのアクティビティが２つ続
いた事もあり、メンバーをはじめ、関係者の

世田谷ＬＣのアクティビティを振り返ります。多

皆様には年度末を控えた多忙な時期に多大な

数お客様がお越しになる予定です。メンバー

る御支援・御協力を賜わりました事、厚く御

の皆様、ぜひご出席くださいますようお願い申

礼を申し上げます。

し上げます。

さて、当クラブでは次回の例会（４月１１
日）が数字的には節目の第１２００回例会と

★４月２４日（水）
第 15 回理事会

なります。当日は通常通りの例会を行う予定

於：目黒雅叙園

ではございますが、今期および１２００回と

１７：３０～１８：２０

いう節目の例会に若輩者の私が会長という大

第 1201 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
メンバースピーチ

役を務めて居りますのも、先輩ライオン達の
後押しがあり、多大なる御理解と御協力をい

先ごろ入会された２８歳の新進気鋭のメンバ
ー、Ｌ高橋辰三からメンバースピーチを頂く予
定です。メンバーの皆様、是非ご出席ください
ますようお願い申し上げます。

ただいているお陰であると思っております。
そのような歴代の先輩ライオン達が長きに
渡り積み重ねてきた当クラブの歴史と伝統を
重んじながら、今後も奉仕活動に精進し、来
る９月２８日（土）

☆潮来ＬＣ合同食育ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ（田植え）

に控えております

例年行っている３３３－Ｅ地区潮来ＬＣと合同
での食育アクティビティとして、田植え、イモ
の苗植えを行う予定です。日程につきまして
は天候にもよりますが、現在のところ５月１９
日(日)が予定されております（予備日：５月２６
日(日)。お子様・ご友人など多くの方にお声掛
け頂き、ご参加いただけますと幸いです。

ＣＮ５０周年を迎
えたいと思います。
今後とも宜しく御
協力の程、お願い
申し上げます。
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第１１９９回例会報告（少年サッカー教室）
出席者

３月１７日

於 駒沢陸上競技場

石上会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 磯辺、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 大竹、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
330-A 阿久津隆文ガバナー、東京渋谷 LC 青木秀壽 L、
東京新都心 LC 池田謙司 L、渋谷俊徳 L、東京八王子陵東 LC 近藤正彦 L
（出席２４名、ビジター５名、計２９名）

1

第１１９９回３月第２例会（第１１回世田谷ライオンズ
カップ／少年サッカー教室）が３月１７日（日）、９時３
０分より駒沢オリンピック公園陸上競技場にて開催され
ました。昨年とは打って変わり、雲一つない快晴のもと、
世田谷区、世田谷区教育委員会の共催、ＦＣ東京、世田
谷少年サッカー連盟、ファミリーマートの協賛にて無事
に開催されました。
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世田谷ＬＣメンバーは８時３０分に集合し、ミニゴール
の設営、横断幕や看板・のぼりの設営など準備をし、開
会式に備えました。

3

９時３０分、畠山幹事の開会宣言で開会式は始まりまし
た。グラウンドには世田谷区内の１７クラブ３２チーム
約３００名の選手が集合しました。国旗を掲揚し国歌（君
が代）を斉唱いたしました。

4

まず、石上会長が開会の挨拶を致しました。晴天になっ
た喜び、けがに気を付けて元気にプレーしてほしいと挨
拶されました。

5

続いてＦＣ東京社長阿久根謙司様からも開会のご挨拶を
頂きました。阿久根社長は世田谷出身のゴールキーパー
権田選手に触れ、
「この中からプロサッカー選手になって
ＦＣ東京に入り、世界に通用する選手として活躍する選
手が出てほしい」とご挨拶されました。

6

前年度優勝チームの「サラマンドラ明正」から石上会長
へ優勝カップの返還を行いました。石上会長からは優勝
カップのレプリカが贈呈されました。

7

本日はたくさんの方にご来賓としてご出席いただきまし
た。ご来賓を代表して３名の方にご挨拶を頂きました。
まず世田谷区長保坂展人様からご挨拶を頂きました。保
坂区長は、震災復興で南三陸町に支援を行っていること、
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本日のチームの中から素晴らしいサッカー選手が育つこ
とを祈念してご挨拶とされました。
8

続きまして世田谷区教育委員会教育長堀恵子さまからご
挨拶を頂きました。また、ライオンズクラブ国際協会３
３０－Ａ地区阿久津隆文ガバナーよりご挨拶を頂戴しま
した。
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以上を持って開会式を終了し、ＦＣ東京普及部中村淳様
にマイクをお渡しして本日のコーチ陣のご紹介を頂きま
した。

10 午前中はＦＣ東京普及部コーチによるサッカークリニッ
クを行いました。非常に貴重な機会に、選手たちは元気
よくコートを走り回り、技術的指導を受けていました。
11 昼休みは、役員室にて指名例会を行いました。指名委員
長Ｌ進藤より、来期役員の指名が行われました。また、
次期会長予定者Ｌ西山より来期はアクティビティをさら
に充実させること、準備理事会は６月に三軒茶屋で行う
予定であることを発表されました。そのほか、４月２日
の実行委員会の出欠の確認及び時間の告知、ハンブルグ
国際大会の出席者（Ｌ山本・Ｌ田中・Ｌ進藤）と代議員
（Ｌ田中・Ｌ進藤）の確認などを行いました。
12 午後は、第１１回世田谷ライオンズクラブカップを開催
致しました。本年は女子チームも２チームエントリーし
て、さらに華やかな試合となりました。
13 ブロック予選を勝ち抜いたのは次の８チームです。
Ａブロック優勝：笹原小サッカークラブＡ
Ｂブロック優勝：コスモサッカークラブＡ
Ｃブロック優勝：竹の子サッカークラブＡ
Ｄブロック優勝：テキサスイレブンＡ
Ｅブロック優勝：やはたＦＣ Ｂ
Ｆブロック優勝：赤堤コミュニティサッカークラブＢ
Ｇブロック優勝：桜ＳＣ Ｂ
Ｈブロック優勝：ＦＣサラマンドラ明正Ｂ
14 決勝トーナメントの結果は以下のとおりです。
＜準々決勝＞
コスモＡ
３－０
笹原小Ａ
竹の子Ａ
１－０
テキサス
赤堤Ｂ
２－０
やはたＢ
明正Ｂ
１－０
桜Ｂ
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＜準決勝＞
竹の子Ａ
１－０
明正Ｂ
１－０
＜３位決定戦＞
赤堤Ｂ
２－０
＜決勝＞
明正Ｂ
１－０

コスモＡ
赤堤Ｂ
コスモＡ
竹の子Ａ

15 以上の結果、
優 勝 ：ＦＣサラマンドラ明正Ｂ
準優勝 ：竹の子サッカークラブＡ
第三位 ：赤堤コミュニティＳＣ・Ｂ
第四位 ：コスモサッカークラブＡ
となりました。
16 また、個人賞としては以下の皆様が受賞されました。
最優秀選手賞：奥田雅史（おくだまさし：明正Ｂ）
優秀選手賞：国藤諒大（くにとうりょうた：竹の子Ａ）
優秀選手賞：畑橋拓輝（はたはしひろき：赤堤Ｂ）
優秀選手賞：高野嘉輝（たかのよしき：コスモＡ）
閉会式にて石上会長から賞状をお渡ししました。
17 最後に参加した選手全員で記念撮影をして無事終了とな
りました。皆様お疲れ様でした。そして、ご協力いただ
いた関係者の皆様、誠に有難うございました。
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４月２日

ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ・少年ｻｯｶｰ教室・CN50

合同実行委員会

於：天空の月

出席者：石上会長、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 亀川、L 小塚、L 宮崎大二郎、
L 諸見里、L 中村、L 西山、L 老田、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２１名）
４月２日（火）渋谷道玄坂スクエアの「天空の月」にて、チ
ャリティコンサート・少年サッカー教室・ＣＮ５０合同実行委
員会が開催されました。３月２日のチャリティコンサート開催、
３月１７日の少年サッカー教室開催を受けて、打ち上げを兼ね
て、行われました。
「渋谷の隠れ家」との触れ込みだけあって、
さまざまな大きさの部屋に仕切ることができて、様々な人数の
会合に利用できそうな部屋でした。
まず、石上会長から３月の２つの大きなアクティビティの慰
労のご挨拶を頂きましたのち、会計Ｌ須藤からウィサーブのご
発声を頂きました。ＣＮ５０実行委員長Ｌ山本より資料が配布
され、９月２８日までの準備や当日のスケジュールや役割分担
について提案がなされました。
会場にいたメンバー全員から一言ずつ、チャリティコンサー
トや少年サッカー教室、ＣＮ５０についてお言葉を頂きました。
アクティビティを行う際には協力いただいた方への感謝の
気持ちをきちんとわかりやすく表現する必要があるというご
意見や、逆にアクティビティが相手に喜ばれるものになってい
るのかを検証することが必要になってきているのではないか
というご提案、またＣＮ５０記念例会に向けてさらに頑張りた
いという抱負など、さまざまな議論が交わされました。そして
美味しい料理を堪能しつつ、親睦を深めることができました。
皆様お疲れ様でした。
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第１０回障害者施設見学ツアー報告

４月８日

出席者：L 進藤、当事者２名、関係者１名

於：区内障害者施設
（計４名）

４月８日（月）第１０回障害者施設見学ツアーを実施しまし
た。東京三軒茶屋ＬＣとの共催事業ですが、今回はＬ進藤と、
当事者２名と付添いの関係者１名が東急田園都市線用賀駅改
札に集合しました。
まず、就労移行支援事業所『Ｔ＆Ｅ企画』を見学しました。
『Ｔ＆Ｅ企画』は以前の住宅地内の建物では大雨の時に雨漏り
があったらしく、環八通り沿いのマンションのワンフロアに移
転していました。ここのところ作業が忙しく、ある取引先の企
業にメンバー全員で行って作業を行っていたとのこと、この日
は久しぶりに内部にたまった授産作業を一気に行っていまし
た。そのほか、パソコンスペース、倉庫スペースなど大変良く
考えられた作りとなっておりました。若い利用者が多く、就労
に至った利用者はほとんど就労を継続できている、とのお言葉
が力強く響きました。
次に世田谷線若林駅付近の就労継続支援事業所『藍工房』を
見学しました。藍染め、刺し子、機織りと一通り見学致しまし
た。商品の販路についての質問がツアー利用者から出て、さま
ざまなバザーに出店するほか、麻布十番の青色専門店に卸して
いるとのご回答でした。珍しく通所枠が１枠開いているとのこ
とですので、物作りが好きな方にはチャンスかもしれません。
最後に京王線下高井戸駅付近の地域活動支援センター『地域
生活支援センターＭＯＴＡ』を見学しました。当事者活動に力
を入れている『ＭＯＴＡ』では、この日のご説明も、当事者で
あり、ピア電話相談を受けていらっしゃる鶴田さんというメン
バーの方から行っていただきました。ニュースの編集や発行、
ピア電話相談など、多くのことがメンバーの力で決められて実
行されるとのことです。この日も高尾山行きについてメンバー
有志が話し合う会議を行っていて、非常に大人数のメンバーが
フリースペースにあふれていらっしゃいました。
Ｌ進藤から精神障害者福祉の歴史や世田谷のネットワーク
についてご説明して、見学ツアーは無事終了いたしました。い
ろいろなパターンの施設を見られるからよかったというご意
見のほかに、「ある程度行きたい方向性が決まっている人にと
っては、それなりに似た施設を見せるという手もあったかもし
れない」とのご意見を頂戴しました。次回は５月８日の予定で
す。お疲れ様でした。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ３月２７日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

東京シティＬＣ例会参加報告

さる３月２７日、東京シティライオンズクラブの例会に当
クラブよりＬ進藤、Ｌ亀川、そして私Ｌ手塚の３名で訪問し
て参りました。今回は、今年の９月２８日に控えた東京世田
谷ライオンズクラブのＣＮ５０への参加のお願いと、私が青
年アカデミー交流会で知り合い、我がクラブの例会にもご参
加頂いている八木橋Ｌのクラブをご訪問したいという目的で
例会訪問いたしました。３月は、アクティビティが多く通常
の第４水曜日に自クラブの例会がなかったからこそ実現でき
た訪問でした。
私たちの他にも、東京新都心ＬＣの渋谷Ｌ、渡辺豊Ｌ、池
田Ｌ、東京ヒカリエＬＣの菅Ｌ、東京浜松町ＬＣの野坂Ｌな
ど、例会訪問仲間みたいな方たちと一緒だったこともあり、
緊張することもなく参加することができました。
この日は、運良く３名の入会者がいらっしゃって、入会式
が執り行われました。今年になって訪問した東京数寄屋橋Ｌ
Ｃでも入会式を拝見しましたが、各クラブによっていろいろ
な入会式があり、非常に勉強になりました。特に東京シティ
ライオンズクラブの入会式は、新入会の方がゲストも含めた
参加者全員と一人一人と握手をすることになっていてとても
和やかな入会式でした。また、東京シティライオンズクラブ
では、今期になってから重信会長の大変なご尽力もあり１０
名以上の入会者がいらっしゃるそうで飛躍的に会員増強がで
きているそうです。
テールツイスタータイムは、富士そばの社長、丹Ｌがテー
ルツイスターで、一つのテーマに対してメンバー全員が１分
間でスピーチするといった形で全員が参加できるとても良い
例会だな～と思いました。最後に「また会う日まで」斉唱が
なかったので 少し淋しかったですが、大変、楽しく参加す
ることができました。
例会後の二次会も場所が京王プラザホテルでしたので、有
志にて東京２１世紀ＬＣ竹川Ｌの居酒屋「旅籠」に向かい、
竹川Ｌにも合流してもらい盛り上がりました。
今回の訪問も八木橋Ｌが例会に来て頂いたので自分も御返
しに訪問させてもらうといったような形でしたが、このよう
に人と人との繋がりを感じながら活動できていることがとて
も有難く思っております。
東京シティライオンズクラブの皆さま、どうもありがとう
ございました。
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（Ｌ手塚）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ３月２６日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京神宮前ＬＣ例会参加報告

（Ｌ佐々木）

さる３月２６日、原宿南国酒家迎賓館にて開催された東
京神宮前ＬＣ例会にＬ進藤と私Ｌ佐々木が参加させて頂き
ました。福永会長のご挨拶から始まった和やかな雰囲気の
例会の中で、私自身もＬ進藤とともに当クラブのＣＮ５０
例会の告知をさせて頂きました。会食の中で、東日本大震
災の被災地に出向かれた方が、遅々として進まない復興へ
の疑問や提案をされたのが印象的でした。東京神宮前ＬＣ
の皆様、どうもありがとうございました。

☆ ４月４日

東京セントラルＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる４月４日、中野サンプラザにて開催された東京セント
ラルＬＣ例会に私Ｌ進藤が参加させて頂き、当クラブのＣＮ
５０例会の告知をさせて頂きました。当日は「花見弁当」と
いう豪華なお弁当が出て美味しく頂きました。
会食中には先日結成された新クラブが話題となり、新クラ
ブの結成に対して様々な観点から多くの意見が出て議論が伯
仲しておりました。勝会長はじめ東京セントラルＬＣの皆様、
誠に有難うございました。

☆ ４月９日

東京玉川ＬＣ・東京さぎそうＬＣ合同例会参加報告

さる４月９日、渋谷のエクセルホテル東急にて開催された
東京玉川ＬＣ・東京さぎそうＬＣ合同例会に畠山幹事と私Ｌ
進藤と２名で参加させて頂きました。私たちは当クラブのＣ
Ｎ５０例会の告知に伺ったのですが、当日は合同例会という
ことで、ラッキーカードに趣向が凝らされ、玉川高島屋の商
品を賞品として、一度あたったお菓子についてくるチャレン
ジ券を使い、じゃんけんに勝てばさらにゴージャスな賞品と
取り換えられる、というなかなかユニークなルール。
「チャレ
ンジ！」の声が飛ぶたびに大いに盛り上がりました。最後は
ジャンケンで豪華賞品争奪戦が行われました。
来期はゾーン再編がすでに決まっている１０Ｒでございま
して、両クラブとは同じゾーンとなる予定です。今後ともよ
ろしくお願い申し上げますとともに、区内合同アクティビテ
ィについて当クラブでも再検討する必要が生じるかと存じま
す。谷井会長はじめ東京玉川ＬＣの皆様、そして戸谷会長は
じめ東京さぎそうＬＣの皆様、楽しいひと時を過ごせました
こと、心より感謝申し上げます。
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（Ｌ進藤）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ３月３０日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京みやこＬＣチャリティボウリング参加報告

（Ｌ阿部）

さる３月３０日に笹塚ボウルにて開催された東京みやこ
ＬＣ主催チャリティボウリング大会に当世田谷ＬＣからは畠
山幹事、Ｌ亀川、Ｌ手塚、私Ｌ阿部で参加させて頂きました。
３階と４階と上下のフロアに分かれてボウリング場貸し切り
で行われましたが、我々のいた４階のフロアは塩月第二副地
区ガバナ―の始球式でゲームスタートしました。ストライク
を出すと各フロア先着１００名様までカップラーメンを頂け
るという面白いルールで、世田谷ＬＣチームは（賞品のある
うちは）ストライクを量産しまして、テーブル上はカップラ
ーメンの山になっていました（賞品がなくなったらストライ
ク数が一気に減ったんですけど・・・（笑））。
その後、懇親会と表彰式という流れでした。個人的には幸
いにも１０位に入賞させて頂き、オーブンレンジを頂戴しま
した。おかげさまで大変楽しませて頂きました。東京みやこ
ＬＣの皆様、そして世田谷ＬＣチームの皆様、ありがとうご
ざいました！

☆ ４月６日

東京葵ＬＣ

千鳥ヶ淵戦没慰霊祭・ＣＮ４０記念例会参加報告（Ｌ進藤）

４月６日、千鳥ヶ淵戦没者墓苑で開催された、東京葵ＬＣ
のメインアクティビティ「千鳥ヶ淵戦没者慰霊祭」とＣＮ４
０記念例会にＬ諸見里とともに参加致しました。
当日は天気予報では、台風並みの春の嵐が来襲してすごい
雨と風になると言われていましたが、午前中は案外穏やかな
曇天、そして時には日差しものぞく、穏やかな天気でした。
千鳥ヶ淵の戦没者慰霊祭は東京葵ＬＣが創立以来４０年間続
けてらっしゃるのだそうですが、なんと１回も雨に降られた
ことがないのだそうです！大変驚きました。
全国の「葵」の名のつく「葵友好ＬＣ」の皆様が全国各地
からの聖水を持参され、献水を行ったほか、この場で献茶が
行われたり、音楽奉納が行われたりしました。とくに式典の
最後に実行委員長伊賀則夫Ｌのご挨拶で出陣前の若き戦士た
ちの日記から２－３日分の長いフレーズをまるまる暗記され
て朗々とよどみなくご披露されたのには、感動的してしまい
ました。
大手町の東京會舘ＬＥＶＥＬ ＸＸⅠに場所を移して行わ
れたＣＮ４０例会では、会津若松葵ＬＣの渡部恒三Ｌから記
念講演を頂き、楽しいひと時を過ごすことができました。
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☆
☆

ｆｒｏｍ

ＺＣ

①

３月１８日３３０－Ａ地区

第３回キャビネット会議参加報告

（Ｌ進藤）

３月１８日、ＡＰ西新宿にて第３回キャビネット会議が開催
されました。阿久津ガバナーからはハンブルグ国際大会への早
期登録状況（日本からは３２９１名、３３０複合地区８１３名、
うち３３０－Ａ地区が４９９名）がご紹介され、代議員派遣の
重要性が語られました。収支状況や年次大会の件の審議がおこ
なわれ、質疑応答で「地区費の家族会員費は免除にならないの
か」と質問が出て、阿久津ガバナーからは「予算にしめる金額
も大きいので鈴木第一副地区ガバナーと相談して決定する」と
のご回答がありました。各委員会からの報告を頂き、６月１日
２日の東京都障害者スポーツ大会の告知やオリンピックパラ
リンピック招致署名の結果、表参道ＬＣ結成の報告、家族会員
費の提言、地区ホームページの大々的な刷新などのご報告など
をいただきました。

☆

３月２５日ガバナー諮問委員会開催報告

（Ｌ進藤）

３月１８日に開催された第３回キャビネット会議を受けて、
１０Ｒ２Ｚでは３月２５日（月）１８時より原宿南国酒家迎賓
館にて、第３回ガバナー諮問委員会を開催致しました。各クラ
ブ会長・幹事の皆様にご参集頂いたほか、１０ＲＲＣ中江勁Ｌ
にもご出席いただきまして、キャビネット会議の報告・質疑応
答を行いました。
意見が集中したのは新クラブ結成と所属ゾーンの問題でし
た。皆様大変関心が高く、熱く語られる方が大変多くいらっし
ゃいました。途中、第二副地区ガバナー立候補者の方々がご挨
拶にいらっしゃいましたので、ご意見をうかがったりも致しま
した。各クラブから出たご意見を阿久津ガバナーに集約してお
伝えし、現在様々な調整を行っているところです。今後ともど
うぞよろしくお願い申し上げます。

☆

地区ガバナー・第１第２副地区ガバナー立候補者立会演説会開催について（Ｌ進藤）

４月６日（土）立川グランドホテルの開催は終了しましたが、もう１回ございます。
＊ 日時 ２０１３年４月１５日（月）１３時００分～１５時００分（受付１２時３０分～）
場所 東京プリンスホテル（港区芝公園３－３－１地下鉄三田線御成門駅（Ａ１）徒歩１分）
＊ 内容 「所信表明演説」「応援者推薦演説」「パネルディスカッション」
＊ 参加者 対象：３３０－Ａ地区所属 各クラブ会員
＊ 費用 無料
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【告知】ＣＮ５０記念例会
２０１３年９月２８日（土）

目黒雅叙園

「舞扇」（予定）

東京世田谷ＬＣは、１９６３年３月に結成式を行い、同年９月２８日に認証状伝達式が行われ
ました。このチャーターナイトからまもなく５０年となりますことを祈念致しまして、ＣＮ５０
記念例会を開催いたします。
＊ 日時 ２０１３年９月２８日（土）登録１７時００分、開会１８時００分
＊ 場所 目黒雅叙園 ２Ｆ「舞扇」
＊ 会費 １２０００円
世田谷ライオンズクラブらしい「手作り感あふれる」記念例会にしていけるよう、メンバー全
員で協力・推進していく所存です。皆様どうぞお楽しみに。

■ 行事予定
４月１１日（木）18：30～
４月２０日（土）
４月２４日（水）18：30～
５月 ７日（火）13：00～
５月 ９日（木）18：30～
５月１９日（日）10：00～

■
幹事

４月第１例会
於：目黒雅叙園
第５９回３３０－Ａ地区年次大会
於：東京プリンス
４月第２例会
於：目黒雅叙園
第１１回障害者施設見学ツアー
於：区内障害者施設
５月第１例会
於：目黒雅叙園
潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え）於：潮来

畠山より一言
世田谷区ライオンズメンバーの皆様、そして日本中のいや世界中のライオ
ンズメンバーの皆様、いつもありがとうございます。
３月は世田谷ＬＣメインアクティビティ「少年サッカー教室・世田谷ライ
オンズカップ」が無事に開催出来ました。
当日はとても良い天気に恵まれ多くの来賓の方々にもご来場いただきまし
て、本当にありがとうございました。
先日、某クラブのチャリティボウリング大会に参加した時に面識の無いラ
イオンズメンバーから「世田谷の幹事さんですよね？」と声を掛けられ「世
田谷のクラブニュースいつも読んでいますよ…色々と活動していますね、頑
張っていますね、これからも頑張って下さいね」と言われました。好きでア
クティビティに参加しているだけなのに、褒められるなど思ってもいなかっ
たのに褒められた事にとても喜びを感じてしましました。
（ありがとうござい
ました）
そして、本日の例会は記念すべき１２００回例会です。私は１０００回例
会の時に入会式をしていただきました。それを考えると年月の経つのが早い
な～と感じました。
それと同時に、早いもので幹事のお役目も終わりに近づいて来ていますが、
皆様のご協力にて運営されている理事会、例会も今後ともよろしくお願いい
たします。
関東地方ではさくら時期が早々と終わりまして、とても良い季節になって
来ますが、まだまだ朝晩は気温の差がありますので体調管理を十分にしてお
身体を崩さないように、皆様、お身体ご自愛下さい。
2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山
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