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2012-2013年度  第１９号                ２０１３年４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 

★４月２４日（水） 於：目黒雅叙園 

第 15回理事会   １７：３０～１８：２０ 

第 1201 回  例  会 １８：３０〜２０：３０ 

メンバースピーチ 

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。 

★５月９日（木）  於：目黒雅叙園 

第 1６回理事会  １７：３０～１８：２０ 

1202回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

講師例会 

石上会長のご紹介の講師の方から警察関連

のご講演を頂く予定です。また友好クラブであ

る３３０－Ｃ地区川越つばさＬＣからご来訪が

あるとともに川越初雁ＬＣ柳澤Ｌからライオン

ズクエストについてご教授頂く時間もおとりす

る予定です。メンバーの皆様、ぜひご出席下

さいますようお願い申し上げます。 

☆潮来ＬＣ合同食育ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ（田植え） 

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。５月１９日(日)予定 
 

会長挨拶   

去る４月１１日は、当クラブに於いて節目

の第１２００回例会が目黒雅叙園にて行われ、

３３０－Ａ地区の阿久津ガバナーをはじめ、

多数のお客様に例会訪問をいただき、盛会と

なりました事、御出席いただきましたお客様

ならびにメンバーの皆様に厚く御礼を申し上

げます。 

当日の会長挨拶に於いても少々お話させて

いただきましたが、１２００回という節目の

数字は、年間２４回の例会を積み重ねて、ち

ょうど５０年かかる計算になります。今期、

先輩ライオン方の多大なる御理解と御協力に

より、会長を務めております私自身の年齢よ

りも長い年月の・・歴史と伝統のあるクラブ

だという事を改めて実感した記念の例会でも

ございました。 

そんな当クラブでは、前述で御説明の通り、

来る９月２８日（土）に予定しておりますＣ

Ｎ５０周年記念式典を迎えるにあたり、すで

に半年以上前から山本実行委員長を中心に

様々な準備を進めておりまして、徐々にＰＲ

をはじめております。関係各位に於かれまし

ては、どうか９月２８日（土）の御予定を空

けていただき、是非とも御出席を賜わります

様、宜しくお願い申し上げます。 

いよいよＧＷを来週に

控えたこの時期ですが、

先週末はコートも必要な

ほどの気温で冬に逆戻り

しましたので・・体調を

くずされた方が多いので

はないでしょうか？皆様、

お体には御自愛ください

ませ。 



2 

 

 第１４回理事会報告             ４月１１日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、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 小野景彦、L 小野一郎、L 進藤、L 白石、L 杉村、 

L 須藤、L 鈴木、L 高橋、L 手塚、L 山本、畠山幹事 （計２１名） 
  

第１４回理事会が、４月１１日（木）１７：３０より目黒雅叙園２階「華しらべ」にて開催され

ました。 

理事会に先立ち、石上会長・Ｌ阿部・Ｌ磯辺・Ｌ岩瀬・Ｌ亀川・Ｌ小塚・Ｌ諸見里・Ｌ西山・Ｌ

進藤・Ｌ白石・Ｌ須藤・Ｌ鈴木・Ｌ高橋・Ｌ山本の１４名にてＣＮ５０実行委員会が実施され、

活発な議論がなされました。 

■審議事項■ 

１．３月収支及びチャリティコンサート・少年サッカー教

室収支会計報告についてＬ須藤よりご報告頂きました。 

２．会費納入期日についての内規追記事項について畠山幹

事よりご提案頂き、会費未納について内規を作成する

こととなりました。 

３．来期役員人事について来期会長予定者Ｌ西山よりご提

案頂き、前回（指名例会）から特に異論がないため、

この役員人事案のまま決定致しました。 

４．ライオンズクラブカード加盟について畠山幹事よりご

提案頂き、事務局がカードを持っていればカード決済

が出来たり振込手数料がなくなることを鑑み、事務局

個人名でライオンズクラブカードを作成する方向で検

討することとなりました。 

５．ＣＮ５０周年実行委員会報告・審議の件についてはＬ

山本より直前の実行委員会についてご報告頂きました。 

６．表参道ＬＣＣＮ出席の件について畠山幹事よりご報告

頂き、出欠については会長幹事にお任せすることとな

りました。 

８．ハンブルグ国際大会登録費用の件についてＬ山本より

ご提案頂き、３名の参加者に対して登録費用１万円ず

つをクラブで負担することとなりました。 

９．クラブニュース作成について畠山幹事よりご提案頂き、

来期は阿部次期幹事をメインにＬ山本がサポートして

作成していくこととなりました。 

１０．来期例会開催日についてＬ西山よりご提案頂き、今

期と同じく第２木曜日と第４水曜日とすること、７月

第１例会については７月１０日（水）とすることとな

りました。 
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 第１２００回記念例会報告            ４月１１日  於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 諸見里、L 中村、L 西山、 

L 老田、L 小野景彦、L 小野一郎、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 鈴木、L 須藤、 

L 手塚、L 山本、畠山幹事 

メーキャップ：L 小塚、L 佐々木、L 高橋、L 田中 

330-A 地区阿久津隆文ガバナー（東京赤坂 LC）、東京渋谷 LC：森亮介 L、 

東京浜松町 LC：野坂貢一 L、添田聡Ｌ、東京八王子陵東 LC：近藤正彦 L 

黒岩靖貴様  

（出席１９名、メーキャップ４名、ビジター５名、ゲスト１名、計３０名） 
  

1 第１２００回４月第１例会が４月１１日（木）、１８時３

０分より目黒雅叙園２Ｆ「華しらべ」にて開催されまし

た。開会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、国歌（君

が代）・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。 

2 お客様のご紹介を畠山幹事より頂きました。本日のお客

様は、３３０－Ａ地区地区阿久津隆文ガバナー（東京赤

坂ＬＣ）、３３０複合地区ＩＴ・ＰＲ情報委員会副委員長 

近藤正彦Ｌ（東京八王子陵東ＬＣ）、３３０－Ａ地区青年

アカデミー委員会委員・東京浜松町ＬＣ会長 野坂貢一Ｌ

および同クラブから添田聡Ｌ、東京渋谷ＬＣ幹事 森亮介

Ｌ、さらに黒岩靖貴様の６名にお越し頂きました。お忙

しいところ有難うございました。 

3 会長挨拶を石上会長より頂きました。石上会長は、阿久

津ガバナーはじめ６名のお客様にお越し頂いたことへの

感謝を述べられたのち、本日が１２００回の節目の例会

であること、ご自身が入会してすぐ１０００回記念例会

があり記念バッジを作成したが今回は特に用意していな

いこと、普段の世田谷ＬＣらしい例会をお見せしたいと

思っていること、諸見里名誉実行委員長のもと来る９月

２８日に５０周年記念例会に向けて準備していることと、

ご協力のお願いについて触れ、会長挨拶とされました。 

4 ここで、お客様からご挨拶を頂きましたが、まず代表し

て３３０－Ａ地区阿久津隆文ガバナー（東京赤坂ＬＣ）

よりご挨拶を頂きました。阿久津ガバナーは、１２００

回例会へのお祝いの言葉を述べられたのち、５０年近い

歴史がありながら、メンバー数が多いこと、例会やアク

ティビティをきちんと行ってゲストも楽しめるところに

世田谷ＬＣの特徴があり、メンバー構成も老・荘・青の

バランスが取れているとお褒めの言葉を頂戴しました。
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そして、ご自身は自クラブの東京赤坂ＬＣでは来期テー

ルツイスターと決まっており、今期の残り、そして来期

も頑張りたいとお話しされてご挨拶とされました。 

5 ウィ･サーブのご発声をＬ山本にお願いしました。Ｌ山本

は、ご自身が５０歳となったことに触れられ、ライオン

ズに入会していなければ「もう５０歳」と思っていたか

もしれないが、ライオンズでは「まだ５０歳」と前向き

になれること、２０歳年上のメンバーを見てこのような

年の取り方をしたいと思えること、そして生まれた瞬間

から「老い」は始まるがネガティブでなくとらえ、「老い

は得るもの」すなわち「うるおい」につながる、と話さ

れて、声高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

6 会食のなかで、今回はＬ阿部よりお酒のドネーションを

頂きました。 

7 会食中にまたお客様からご挨拶を頂戴しました。まず、

地区ＩＴ・ＰＲ情報委員会副委員長 近藤正彦Ｌ（東京八

王子陵東ＬＣ）は、世田谷ＬＣのクラブニュースを毎回

読んでクラブの内容がよくわかることへの感謝と（代議

員大会・年次大会のある）４月２０日に向けて、①会員

増強・会員維持、特に女性メンバーの増強に力を入れた

いこと、②メッセージ力のあるアクティビティをやりた

いと考えていること、③東北被災地への支援、の３本柱

の方針を掲げて３３０－Ａ地区のために頑張りたい、と

述べられてご挨拶とされました。 

8 次に３３０－Ａ地区青年アカデミー委員会委員・東京浜

松町ＬＣ会長 野坂貢一Ｌは、フェイスブックで知り合っ

た明治学院大学の同窓生でもある黒岩靖貴様が、世田谷

ＬＣチャリティコンサートをご覧になり、例会訪問を希

望されたのでご紹介方々訪問されたこと、また昨年新人

ライオンとして入会した、やはり明治学院大学卒でフェ

イスブックで知り合った添田Ｌにもご同行頂いたとお話

しされました。また、東京浜松町ＬＣには大学同窓の長

谷部Ｌという大先輩がいらして入会したこと、今期は青

年アカデミー委員会にてＬ手塚と親しくしていること、

さらに当クラブ石上会長とは同級生でもあり、石上会長

の奥様も同窓であることをご紹介されたのち、今後も例

会訪問を続けていきたいと抱負を述べられてご挨拶とさ

れました。 

9 東京渋谷ＬＣ幹事 森亮介Ｌは、若いメンバーの多いクラ

ブの例会に参加したくて訪問されたこと、来週はサンデ
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ィエゴのライオンズクラブに例会訪問を予定していると

話されました。東京渋谷ＬＣはハワイに姉妹クラブがあ

るわけですが、ご自身もハワイの大学出身の２世ライオ

ンで、例会費も安く、料理も持ち寄りという質素な例会

だったこと、ライオンズクラブの本来の形はそこにある

と思っていて原点のアメリカで勉強しようと思っている

こと、再来期のクラブ会長予定者でもあるのでいろいろ

参考にしたいとお話しされてご挨拶とされました。 

10 東京浜松町ＬＣ添田聡Ｌは、先日ご家族とともにチャリ

ティコンサートに参加されたこと、２歳４か月の御嬢様

がトトロが大好きでコンサートでも元気に走り回ってい

たこと、また機会があったらぜひ参加したいと話されて

ご挨拶とされました。 

11 黒岩靖貴様は、チャリティコンサートに参加して、大き

なイベントを大人たちが真剣に作り上げていることに感

動し、東京浜松町ＬＣ野坂Ｌにいい機会だからと言われ

て参加されたこと、伝統と格式の中に優しさと面白さ、

温かさを感じていると話されてご挨拶とされました。 

12 幹事報告を畠山幹事より頂きました。直前に開催された

第１４回理事会審議事項を上程し、来期人事案含め満場

一致の拍手で承認されました。皆様有難うございました。 

13 テールツイスターの活躍の時間は、Ｌ進藤にお願いしま

した。Ｌ進藤は世田谷ＬＣの南三陸町支援のアクティビ

ティを例に新規アクティビティをどう創出するかという

ご報告をパワーポイントを用いてされました。新規アク

ティビティの創出には「現場を見る」ことで「アイデア

が湧き」、「新規アクティビティにつながる」というコン

セプトがあり、クラブメンバーとともに何度も被災地に

足を運んだことで、何度目かの訪問で「作業が欲しい」

という障害者施設「のぞみ福祉作業所」の真のニーズを

教えて頂いたこと。並行して現地の南三陸志津川ＬＣに

も例会訪問して合同アクティビティへの協力を呼びかけ

たこと。最終的には紙漉き機械を贈呈するというアクテ

ィビティを行った結果、早くも質の高い絵葉書が出来上

がり、現在では施設のメインの作業となっているほか、

施設の部屋に「笑はがき工房 世田谷」の看板を掛けて頂

いていること、その後も所長の上京の際にアテンドした

りとご縁が続いていることを紹介されました。Ｌ進藤は

「真のニーズに基づくアクティビティは、相手の心を打

ち、それがまた自分たちに喜びをもたらす」と強調され
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ました。さらに、このようなアクティビティを例会で報

告して共有することで「楽しさ」が共有され、また新た

なアクティビティの創出につながっていくとまとめられ

て発表を締め括られました。 

14 続いてＬ山本が１０００ドル献金を行い、協会から盾が

届いたので表彰を行い、阿久津ガバナーより１０００ド

ル献金のラペルピンをつけて頂きました。さらに阿久津

ガバナーからは、１０００ドル献金はクレジットカード

でもできること、また南三陸町支援は東京赤坂ＬＣほか

活発に行われていて、クラブコンテナハウスの寄贈をは

じめ、車の寄付や船の寄付の実績や、あまりお金をかけ

ずともアクティビティは可能であると補足を頂きました。 

15 ドネーションの発表は副テールツイスターのＬ小野景彦

にお願いしました。ファインは１９００円、ドネーショ

ンが４３１００円で計４５０００円でした。 

16 出席率の発表は、出席委員長のＬ中村にお願いしました。

Ｌ中村は東日本大震災から２年１か月であること、先日

消防署の関係で震災体験のできる場所に行き、体験して

みたところ、煙の発生でとにかく低姿勢をとることや、

頭でわかっていても消火器を使うのにもたもたしてしま

い、いかに体験が必要かと痛感したとお話しされました。

在籍者数４３名、不在会員１名、終身会員５名、出席１

９名、メークアップ４名、ビジター・ゲスト６名で、出

席率は６０．５％でした。 

17 閉会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、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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第５９回 ３３０－Ａ地区年次大会報告      ４月２０日 於：東京プリンス 

出席者：石上会長、L 阿部、L 西山、畠山幹事（以上４名が代議員）、L 岩瀬、L 亀川、 

L 桂、L 木下、L 諸見里、L 進藤、L 須藤、L 田中、L 山本  （計１３名） 
  

４月２０日（土）東京プリンスホテルにて開催された第

５９回３３０－Ａ地区代議員大会・年次大会に、当クラブ

から石上会長以下総勢１３名で参加致しました。早朝より

総合受付のＬ山本、登録部会のＬ田中、会場部会のＬ岩瀬、

記録部会のＬ桂とＬ木下、アワード部会のＬ亀川が様々な

部署で準備をしておりました。 

１０時からの代議員総会には代議員として石上会長、畠

山幹事、第一副会長Ｌ西山、副幹事Ｌ阿部のほか代議員ホ

ストとしてＬ進藤の計５名が参加しました。代議員大会で

はガバナーエレクトに鈴木定光Ｌ（東京江東南ＬＣ）、第一

副地区ガバナー予定者に塩月藤太郎Ｌ（東京田無ＬＣ）が

信任されたほか、第二副地区ガバナー選挙においては近藤

正彦Ｌ（東京八王子陵東ＬＣ）・熊野活行Ｌ（東京大江戸Ｌ

Ｃ）・渋谷俊徳Ｌ（東京新都心ＬＣ）の３名による選挙とな

り、近藤正彦Ｌが２９０票を取得（熊野Ｌ８５票・渋谷Ｌ

９０票）して、当選されました。おめでとうございます。

代議員分科会では各分科会で活発な討論が行われました。 

１４時からの式典からは当クラブでは代議員と運営部会

員のほかＬ諸見里が参加しました。メインは猪瀬直樹都知

事のご講演で、パワーポイントを用いて２０２０年東京オ

リンピック・パラリンピック招致について熱く語られまし

た。３３０－Ａ地区からも５万人以上集めた署名の目録を

贈呈させて頂きました。また、記念アクティビティ先であ

る日本子守唄協会の方のお話や唄も拝聴できました。 

１６時ごろには鈴木ガバナーエレクトの入場があり、江

東区出身ということで木場の勇壮な木遣の先導のもと、鈴

木ガバナーエレクトご夫妻、同クラブの皆様、鈴木ガバナ

ーエレクトと同時期のリジョンチェアパーソンだった皆様、

そして来期幹事団予定者が隊列を組んで入場されました。 

その後開催された晩餐会は部屋に入りきらないほどの人

数となり、アワード部会のＬ亀川、晩餐会部会のＬ須藤が

活躍しました。日大のチアグループの華やかな演舞で幕を

開けた晩餐会は、そののち各種アワードの発表と表彰式が

ありました。当クラブも、会員指導力育成優秀賞を受賞し、

所用で帰宅した石上会長に替わり、前会長Ｌ進藤が壇上に

上がり受賞いたしました。 
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【以下は晩餐部会員として参加したＬ須藤の報告です。】 

 

さる４月２０日（土）、３３０-Ａ地区 年次大会に晩餐部

会員として参加させていただきました。 私が年次大会に部

会員として参加させていただくのはこれが３度目で、入会

した年から毎年参加させていただいております。 

年次大会は、合同アクティビティのように他ＬＣの皆さ

まとご一緒に一つのものを作り上げていくので、皆さまと

とても親しくなれますし、年に一度の再会を楽しむことも

できます。また、ベテランの部会長さまやキャビネット役

員の方とお話も出来ますので、ライオンズクラブに対する

理解を深めるためにもとても良い機会と思われます。 

今年の晩餐部会は、その名の通り、晩餐会の受付・運営

をお手伝いさせていただく他に、『震災復興支援・被災地特

産物販売』コーナーの販売のお手伝いをさせていただきま

したが、こちらはお祭りの出店のごとく盛り上がり、とて

も楽しかったです。また、今年は、アワードの表彰が晩餐

会で執り行われるなど、例年と趣向を変えたプログラムと

なっておりましたが、東京２１世紀ＬＣの竹川部会長のも

と、部会員が一致団結し、また、他部会の皆さまとの協力

体制も万全で、ナント、予定より 1時間近くも早く終了し、

大満足で心置きなく打ち上げに出掛けました(笑)。 

晩餐会にご出席された皆さまは一様に笑顔でとても楽し

まれていらっしゃるご様子でしたので、本当に良かったで

す。阿久津ガバナー、キャビネット役員の皆さま、晩餐部

会でご一緒させていただきました皆さま、本当におつかれ

さまでございました。 

ちなみに…我が東京世田谷ＬＣは『会員指導力育成アワ

ード優秀賞』を受賞いたしましたが、私は諸先輩方に、公

私に渡り本当に育てていただいているなぁ、と実感してい

るメンバーの一人です♪          （Ｌ須藤） 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ４月１２日 伊勢神宮参拝報告                 （Ｌ畠山） 

今年も世田谷ＬＣメンバーで構成している「有志の会」でＬ手塚のコーディネイトのもとＬ阿

部、Ｌ杉内、Ｌ村井、私Ｌ畠山とＬ手塚の同業者２名の合計７名で４月１２日伊勢神宮へ参拝に

行ってきました。当日はとても素晴らしい天気の中、まずは、伊勢市駅から徒歩５分位の外宮へ

の参拝です。今年は遷宮なので（神社の正殿を造営・修理する際や、正殿を新たに建てた場合に、

御神体を遷すことです。式年とは定められた年という意味で、伊勢神宮では２０年に一度行われ

ます。）平日なのにもかかわらず、参拝者がとても多く感じられました。 

第一鳥居口参道を通り「正宮」に参拝をした後に外宮神楽殿にて各自お札やお守りを購入して

内宮へと向かいました。 

皇大神宮（内宮）へ着くと「宇治橋」を渡り「五十鈴川と御手洗場」などで心を清めて、内宮

神楽殿にて「神楽」参拝をしたのちに、いよいよ「正宮」への正式参拝（特別参拝）へ向いまし

た。今回は私が「御垣内参拝」の代表として申込みをさせていただきました。 

この参拝の時はとても緊張してしまい、何をお願いするか考える事の出来ないまま、終わって

しまいました。参道を歩いている途中、今年の１０月に完成する新しい建物からの檜の匂いと空

気の気持ち良さを感じながら、内宮での参拝を終えたあと再び外宮へと戻り再び「正宮」にて「御

垣内参拝」をして伊勢神宮を後にしました。 

やはり最後は・・・「赤福」を食べながらのティータイムにて、これからの「仕事」について

みんなで盛り上がりました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ ４月１３日 ３３５－Ｂ地区ＦＢ交流会参加報告       （Ｌ畠山） 

伊勢神宮参拝に続き、翌日４月１３日は大阪に移動して

３３５－Ｂ地区の方々と交流を行いました。これは「大阪

すみのえＬＣ」幹事の早瀬Ｌと「東京世田谷ＬＣ」Ｌ手塚

（青年アカデミー委員会）による企画です。実は昨年の９

月にもフェイスブック（ＦＢ）で知合った２人を中心に、

仕事で大阪に行ったＬ手塚・Ｌ杉内が早瀬Ｌとオフ会を開

催…偶然にも当日仕事で大阪に居た私も参加させて頂いた

ことがありましたので、せっかく伊勢まで行くのであれば

大阪にも足を延ばして交流をしようとご連絡したのです。 

４月１３日当日、会場であるグランビア大阪１９階「ab」

に到着すると「３３５－Ｂ地区 face book club交流懇親会」

と大きく案内板があり、３３５－Ｂ地区の多数のクラブか

ら３０名近くものライオンズメンバーが参加していまし

た。われわれ世田谷ＬＣメンバーはＬ手塚・Ｌ村井・Ｌ阿

部・Ｌ畠山（伊勢神宮参拝メンバー）に加えてＬ須藤の５

名で参加してきました。 

あまりの人数の多さにびっくりした世田谷メンバーです

が…メンバー揃って前へ出て、ご挨拶をさせていただきま

した。（同時にＣＮ５０のアナウンスも致しました…） 

普段フェイスブック上でしか、やり取りの無い方々と目

の前で会話が出来る楽しさに感動してしまい、そして、年

齢、職業、地位など関係ない交流ができた、人との繫がり

に喜びを感じました。 

その大盛況さに参加者全員が時間を経つのを忘れていた

感じでした。当然の事ながら二次会などは考えていなかっ

たらしいのですが、急遽、二次会が開催される事になりほ

とんどの参加者が二次会へと移動することとなりました

（土曜日のこの時間に、この人数でと思っていましたが、

２次会場をメンバー方が段取りされるのをみて、「流石ライ

オンズメンバー！！！」と驚きました！） 

移動の途中で参加者全員での記念写真とても楽しかった

です。（なんか学生時代ノリで…(#^.^#)）さらに、二次会

では私に「ウィ・サーブ」をさせていただき、ありがとう

ございました。 

今回、お会いする事のできた、３３５－Ｂ地区 face book 

clubの方々、本当にありがとうございました。そして「世

田谷ＬＣ ＣＮ５０周年」へ必ず参加するね…と、おっしゃ

っていた方々また、お会い出来るのを楽しみにしておりま

すので、どうぞよろしくお願いします。 

最後に、この企画を考えたＬ早瀬・Ｌ手塚・当日の実行

委員長・幹事、こころより感謝します。「ありがとうござい

ました」 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ ４月１２日 ３３０－Ｃ地区年次大会参加報告         （Ｌ進藤） 

さる４月１２日（金）、大宮ソニックシティーで開催され

た３３０－Ｃ地区第５９回年次大会に行って参りました。

と申しますのは、３３０－Ｃ地区中村泰久ガバナーがフェ

イスブックにて地区年次大会の告知をされ、メンバーに対

して広く参加を募集されていらっしゃったのです。そこに、

「週末開催だったら参加できたのに」とコメントを書き込

んだところ、中村ガバナーより「金曜日開催ですがぜひご

参加ください。お待ちしています」とご連絡をいただきま

したので、予定をやりくりして、途中から参加させて頂い

たものです。 

会場の大宮ソニックシティーに到着したのは３時半過ぎ、

ちょうど大屋保ガバナーエレクトが誕生し、お披露目とし

て華々しく入場されるところから拝見することができまし

た。落ち着いて見てみますと、来賓の方々の座る位置や、

アワードの贈呈の仕方など、３３０－Ａ地区とはまた違っ

た流れを拝見することができ、他地区の年次大会を見るこ

とは、（他クラブ例会訪問が勉強になるのと同様）とても勉

強になるとよくわかりました。式典最後には中村ガバナー

が「サプライズをぜひ楽しみに」とおっしゃっていた（ビ

ールを模した）巨大なバズーカクラッカーを鳴らすところ

も拝見できました。 

その流れでガバナー懇親会にも参加させて頂きましたと

ころ、最後の「また会う日まで」を歌う際に隣で歌われて

いた本来のソングリーダー・山本元ガバナーから、突然マ

イクを渡されてご指名をうけまして、ソングリーダーを務

めさせて頂くという貴重な体験をさせて頂きました。 

その後も中村ガバナーはじめ幹事団の皆様に誘われまし

て二次会・三次会と参加させて頂き、中村ガバナー期の集

大成の姿を拝見させていただきました。和気藹々として活

気ある雰囲気をそのまま感じ取ることができ、大変楽しい

ひと時でした。どうもありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ ４月２１日 ３３３－Ｃ地区年次大会シンポジウム参加報告   （Ｌ進藤） 

３３０－Ｃ地区年次大会参加で勢いがついて年次大会

参加熱が高まりまして、市川ＬＣ吉原稔貴Ｌにお願いし

て、４月２１日は海浜幕張駅そばのアパホテルで開催さ

れた３３３－Ｃ地区年次大会に参加させていただきまし

た。といっても、代議員ではありませんので、１１時か

ら始まるシンポジウムに参加させて頂きました。  

会場に到着した時、ちょうど代議員総会が終わったと

ころで、吉原Ｌは第二副地区ガバナー予定者として信任

されたところでした。 

シンポジウムの中では 「青年アカデミー委員会」につ

いての説明があり、吉原Ｌのご紹介の中で「こうして交

流を深めることにより、今日は３３０－Ａ東京世田谷ラ

イオンズクラブからＬ進藤義夫お見えです」と紹介され

ました。 

そして、体調を崩されていてこの日のために病院から

直行された長澤ガバナーへの快気祝いとも呼べる花束贈

呈が、佐倉中央ＬＣをはじめとする若手たち（通称「佐

倉男気軍団」）からなされましたが、急遽私も指名されま

して一緒に花束贈呈をさせて頂きました。  

シンポジウムの中で素晴らしいと思ったプログラムは、

今期さまざま活躍した７つのクラブからの活動報告の時

間があったことです。かつての国際会長の言葉「年次大

会は良き友達と交流を深め、互いのクラブの成果に学ぶ」

に倣って実施されたとのこと、「海外にクラブをエクステ

ンション」「シニアクラブ結成」「女性クラブ結成」「（な

ぜか東京であるはずの）神津島に３３３－Ｃ新クラブ結

成」など拝聴しました。 

他にも、被災地から千葉県に就職した方２名のご報告

や、さらに途中で伝説の「ヘレンケラーの講演」の上映

がありました。「暗闇を守る騎士たれ」の肉声を聞くこと

ができましたがやはり感動的なものでした。  

昼休み前のアトラクションでは「木遣り」「チアダンス」

が披露され、３３０－Ａとも同じで流行りなのか？と思

いました。当初はその後会場に残って式典も拝見する予

定でしたが、席を辞して３３０－Ｂ地区年次大会の開催

されている秦野の会場へと移動いたしました。吉原Ｌは

じめ３３３－Ｃ地区の多くの皆様にお世話になりまして

大変有難うございました。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

☆ ４月２１日３３０－Ｂ地区年次大会参加報告           （Ｌ進藤） 

４月２１日開催の３３０－Ｂの年次大会に伺うことになり

ましたのは、４月１１日に３３０－Ｂ地区の代議員大会で既に

ガバナーエレクトに信任されていらした、山梨アカデミーＬＣ

川手寅平ガバナーエレクトに、３３０－Ａ地区年次大会でお会

いしてご挨拶申し上げたところ、「お互い友好クラブなのだか

ら、３時までに来てガバナーエレクト入場行進を一緒にすれば

よい」と誘われたことがきっかけで、その後もメール等頂きま

したので、３時を目指して会場に向かったわけです。 

海浜幕張から３３０－Ｂ年次大会の会場である秦野文化会

館には、新幹線で小田原までいって小田急線で戻るのが最も早

く、１２時５５分ごろ３３３－Ｃ年次大会会場を出て、１５時

過ぎに秦野文化会館に到着しました。 

会場のドアを開けると、まさにちょうど川手Ｌのガバナーエ

レクト入場行進の真っ最中でした。山梨県全メンバーが羽織る

青ジャンパーのメンバーたちの前には、白タキシードに身を包

んだ川手寅平Ｌが場内を縦横無尽に歩き回ってあちこちの方

と握手しながらステージ手前に達しており、最前列まで行った

ところで華々しく両手を大きく上げてご挨拶されました。 

壇上のご挨拶では「緊張してしゃべること忘れちゃいまし

た」などというお言葉もあって会場は爆笑に包まれ、さらに美

しい奥さまやご子息のご紹介もあり、おごそかな中にも笑いの

ある式典でございました。 

隣接した秦野総合体育館で開催された懇親会にも参加させ

て頂き、３３０－Ｂ地区の友人たちと話し込んだほか、川手ガ

バナーエレクトのご家族ともご挨拶し、特にご子息の彪寛（た

けひろ）さんの利発さには感心してしまいました。体育館での

懇親会は気張らない雰囲気で会費も安いうえ、会場内の移動も

自由ですし、このような方式もまた参考になると思いました。 

懇親会終了後は友好クラブである山梨アカデミーＬＣとそ

の子クラブである山梨ニューセンチュリーＬＣの皆様の二次

会に誘われまして参加させて頂いたのですが、皆様のご挨拶を

拝聴し、若手中心の活気あるクラブであることをつくづく体感

しまして感動致しました。 

今年はふとしたきっかけから（自地区も含めて）４地区の年

次大会を見ることができましたが、年次大会訪問も大変勉強に

なるとつくづく感じた一日でした。川手Ｌはじめ山梨アカデミ

ーＬＣの皆様には大変お世話になりまして誠に有難うござい

ました！  
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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、ＣＮ

５０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２４日（水）18：30～ ４月第２例会 （メンバースピーチ）   於：目黒雅叙園    

 ５月 ７日（火）13：00～ 第１１回障害者施設見学ツアー      於：区内障害者施設 

 ５月 ９日（木）18：30～ ５月第１例会 （講師例会）       於：目黒雅叙園 

 ５月１９日（日）10：00～ 潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え）於：潮来 

■ 

 幹事 畠山より一言  

  

 

 

 

世田谷区ライオンズメンバー皆様、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。 

先日、ライオンズクラブに入会していて良かったと感じる事ができました。

それは世田谷ＬＣメンバーだけではなく地区を超えたメンバーと同じ志があ

ると言う事です。やはり同じ志を持つ人と人が繫がれば大きな事が出来るの

だと…再認識しました。 

４月２０日には３３０－Ａ地区年次大会に参加してきました。なんとなく

今期も終わりに近づいてきているような気持になってきてはいますが、それ

と同時に幹事のお役目も終わりに近づいて来ていますが、来期、三役への引

き継なども含めて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。 

先週末は東北地方では６６年ぶりに積雪が観測され、関東地方でも冬に戻

ったような寒さでしたが、今週は初夏のような暑さの日もあるみたいで、気

温の差には気をつけて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 


