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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

早いもので、来る６月２６日（水）六本木
ヒルズクラブにて開催いたします家族例会が
今期の最終例会となりました。この１年で特
に思い出深いのは、今期の始まりに３３０－
ＡＢＣという地区の垣根を越えた３クラブ友
好締結式を行った事が会長就任したばかりの
自分にとって大変印象に残る出来事でござい
ました。短期間の準備等、御尽力いただきま
した当クラブメンバーをはじめ、友好クラブ
である山梨アカデミーＬＣ・川越つばさＬＣ
の皆様には、改めて感謝を申し上げます。更
に先週末は、その山梨アカデミーＬＣ・山梨
ニューセンチュリーＬＣ合同最終例会にお邪
魔させていただき、二次会も含めて本当に楽
しくお付き合い下さいまして有難うございま
した。（ホントに笑えました・・・）
また、今期は例年行っております数多いア
クティビティに加え、３年ぶりにチャリティ
ーコンサートも開催し、メンバーをはじめ関
係者の皆様には多大なる御支援・御協力をい
ただきましたお陰で、今期の会長スローガン
『見よう！聞こう！語ろう！奉仕の心！ Ｗ
ｅ Ｓｅｒｖｅ』を楽しく実践できた気が致し
ます。本当に１年間、大変お世話になりまし
て有難うございました。
結びに、期は変わりま
すが、来る９月２８日（土）
には当クラブのＣＮ５０
周年記念式典を控えて居
りますので、関係者の皆様
に於かれましては、是非と
も多数ご出席を賜わりま
す様、宜しくお願い申し上
げます。

★６月２６日（水） 於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ
第 1205 回 例 会 １８：３０〜２１：００
最終家族例会
６月の第２例会（今期最終・家族例会）は、
今年もＬ老田の御尽力により六本木ヒルズの
会員制施設にて行います。ご同伴の皆様にも
お楽しみ頂けます様、恒例のビンゴゲームや
今期中に行われました多数のアクティビティを
振り返る企画等を検討して居ります。
*受 付 １８：００～
六本木ヒルズ 52 階・東京シティビューからの
絶景をお楽しみいただけます！
*場所：六本木ヒルズクラブ
東京都港区六本木６－１０－１
六本木ヒルズ森タワー ５１階
バンケットルーム Ⅱ・Ⅲ
０３－６４０６－６００１
*会 費 ： メンバー ￥５，０００－
同伴者 ￥１０，０００－（中学生・高校生
は￥５，０００－）（小学生以下は 無料 ）
ゲスト大人￥１５，０００－（実費）

＜２０１３－２０１４期 7 月第 1 例会＞
★７月１０日（水） 於：目黒雅叙園
第 1 回理事会 １７：３０～１８：２０
120６回 例 会 １８：３０〜２０：３０
会長就任式がございます。皆様ふるってご参
加ください。
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第１８回理事会報告
出席者

６月１３日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 岩瀬、L 桂、L 亀川、L 小塚、L 諸見里、L 中村、L 西山、
L 大竹、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 杉村、L 須藤、L 高橋、L 田中、
L 山本、畠山幹事
（１９名）

第１８回理事会が、６月１３日（木）１７：３０より目黒雅叙園３階「カシオペア」にて開催さ
れました。
また、理事会に先立ち、ＣＮ５０実行委員会が、石上会長、L 阿部、L 岩瀬、L 桂、L 亀川、L
小塚、L 諸見里、L 中村、L 西山、L 大竹、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 杉村、L 須藤、L
高橋、L 田中の１９名で開催され、記念誌の構成や当日の流れについて話し合いました。

■審議事項■
１．２０１３－２０１４年予算案について来期会計予定者
Ｌ大竹よりご提案頂き、継続審議となりました。またＬ
進藤より、来期１年かけて事務局についてほかにやれる
人がいれば移行していく案が提示されました。
２．５０周年記念アクティビティの件について、来期会長
予定者Ｌ西山より、植樹を検討しているとご提案頂きま
した。予算１００万円を上限としてご承認いただきまし
た。
３．来期移動例会の件について、来期会長予定者Ｌ西山よ
り、「はつ花」を仮予約していることが報告され、その
他「菊華荘」についても検討し、７月第１例会の時点で
決定することとなりました。
４．来期障害者施設見学ツアーについて、Ｌ進藤および来
期会長予定者Ｌ西山よりご提案頂きました。Ｌ進藤から
１年間の予定案が示されたのち、Ｌ西山からツアーを継
続していくためにも、クラブメンバーが同行したり、最
初か最後の集合場所でご挨拶したりしてきっちりと行
ったほうがいいとご提案頂きました。
５．２０１３年５月の収支報告をＬ須藤からご報告頂き、
その中でＬ西山がＬＣＩＦに１０００ドル献金された
ことがご報告されました。
６．Ｌ阿部より会費未納者についてのクラブ内規の具体的
文面が提案され、「会費請求があってから２カ月以内に
入金がなかった場合は、退会扱いとする。ただし本人の
申し出があった場合には、会長の決定により退会を猶予
することができる」となりました。
７．その他、Ｌ畠山より、上智大学のゴスペルチームの６
月２９日の川崎のクラブチッタにおける講演のご紹介
とチケット購入依頼があり、例会の中で希望者を募るこ
ととなりました。

2

第１２０４回
出席者

６月第１例会（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ報告）報告

６月１３日

於 目黒雅叙園

石上会長、L 阿部、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、L 諸見里、L 中村、L 西山、
L 大竹、L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 高橋、
L 田中、L 山本、畠山幹事
東京 LC 須山誠一郎 L、中村謙介様
メークアップ：L 福島、L 磯辺、L 桂、L 宮崎大二郎、L 宮崎宏之、L 老田、
L 小野景彦、L 鈴木、L 手塚、L 吉崎
（出席１９名、メークアップ１０名、ゲスト１名、ビジター１名、計３１名）

1

第１２０４回６月第１例会が、６月１３日（木）１８時
３０分より目黒雅叙園３Ｆ「カシオペア」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。本日は、東
京ＬＣから須山誠一郎Ｌとさらにそのご紹介で中村謙介
様にお越し頂きました。お忙しいところどうも有り難う
ございました。

3

石上会長から会長挨拶を頂きました。石上会長は、2 名
のゲストへの感謝と中村様に対しての入会への期待を話
されたのち、この日の例会がＬ磯辺の誕生日と重なって
いること、また、最終例会の２６日はＬ亀川の誕生日で
もあることを話されたうえで、一年間の感謝と最終例会
への出席をお願いしてご挨拶とされました。

4

お客様からご挨拶を頂きました。まず、東京ＬＣ須山誠
一郎Ｌは、入会２年であること、父親が３３０－Ｂ地区
小田原白梅ＬＣのチャーターメンバーであること、ご自
身のご職業が公認会計士で東京ＬＣ前会長山本Ｌと同じ
職場であり、スポンサーでもあることを紹介されました。
また、入会した年の新入会員の集いである横浜のクルー
ズでＬ進藤とＬ佐々木に会ったこと、先日６月１日の駒
沢での障害者スポーツ大会に参加したり、６月５日の霞
が関カンツリークラブでのゴルフコンペではＬ小塚と一
緒に回ったことにも触れられました。そして、職場の後
輩でもいらっしゃる中村謙介様がライオンズクラブに関
心があり、諸先輩ともご相談の結果、若さとアクティビ
ティの活発さから世田谷ＬＣにご紹介頂くこととなった
経緯をご説明されてご挨拶とされました。

5

続いて、中村 謙介様は、須山Ｌの後輩として新日本監査
法人で会計士をしていらっしゃること、ご出身は三重県
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ですが現在のご自宅が世田谷区野毛にあること、これま
で仕事がメインの生活であったが地域活動にも関心を持
ち、山本Ｌ・須山Ｌとの相談の中から世田谷ＬＣをご紹
介頂いたことを話されてご挨拶とされました。
6

ここで、メンバースピーチとして当クラブの３月以降の
アクティビティ報告を行いました。まず、Ｌ亀川から５
月２５日の南三陸町訪問の件についてスライドを用いて
ご報告を頂きました。幸運にも訪問当日にモアイ像の除
幕式があったこと、１９６０年のチリ地震のときに友好
国であるチリから南三陸町に一度送られたモアイ像が今
回の震災で壊れてしまったため、今回島から切り出した
石で造ったモアイ像が贈呈されたことをご説明頂きまし
た。報道陣も多く南三陸志津川ＬＣの阿部会長がインタ
ビューを受けていたこと、志津川の町が瓦礫は片付いて
きたものの復興はまだまだと感じたそうです。

7

その後「のぞみ福祉作業所」に移動し、世田谷ＬＣ・志
津川ＬＣで贈呈した紙漉き機によってモアイ蔵をモチー
フにしたハガキとタオルを作っていたこともご報告され
ました。形のあるはがきを作るのは初めての試みで、完
成したところに立ち会えたこと、注文が殺到していて水
槽を増やさないと生産量が追いつかないとのことです。
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また、宿泊した気仙沼の様子や翌日の歌津地区での「福
興市」でのミキ・ベイビーのライブについてご紹介頂い
たのち、宅地造成も始まってものの、昔の法律が生きて
いるために山間の方の造成した残土を沿岸部に持ってこ
れないという壁があり、問題が山積しているとご報告頂
きました。

9

続きまして、Ｌ田中とＬ岩瀬より、３月に行った少年サ
ッカー教室についてご報告頂きました。駒沢公園で行っ
たメインアクティビティで、何千枚という写真をカメラ
マン４名で撮ったものを、当日の流れに沿って抜粋した
スライドを用いてのご報告でした。上智大学の学生にお
手伝いいただいたこと、世田谷区長をはじめとしたご来
賓、開会式や午前中のサッカー教習と午後のトーナメン
トから閉会式まで、躍動感あふれる少年たちや当日こぼ
れんばかりの当クラブメンバーの多数の写真をご紹介頂
きました。ご報告どうも有り難うございました。

10 ウィ･サーブの発声はＬ諸見里にお願い致しました。Ｌ諸
見里は須山Ｌへの謝意と中村様への入会勧誘の言葉を述
べたのち、あと３カ月に迫った５０周年記念例会につい
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て、かつてなかったようなチャーターナイトにしたいと
抱負を述べたのち、協力を呼びかけ、本例会での食事が
５０周年で出すメニュー案の試食を兼ねていることを明
らかにし、５０周年記念例会の成功を祈って高らかにウ
ィサーブの発声を頂きました。
11 会食中に、畠山幹事とＬ亀川が南三陸町で購入してきた
グッズ（タオルと葉書き）のセット販売が行われました。
12 また、ＬＣＩＦ１０００ドル献金を行ったＬ西山に盾が
贈られました。
13 続けて、会食中に畠山幹事より幹事報告を頂きました。
直前に開催された第１８回理事会の審議事項が満場の拍
手によって承認されました。皆様有難うございました。
14 テールツイスターの活躍は副テールツイスターのＬ佐々
木にお願いしました。Ｌ佐々木はご自身も小田原出身で
Ｌ田中と同級生であることを須山Ｌにアピールしたうえ
でドネーションの発表を行いました。本日のファインは
１９００円、ドネーション４７１００円、計４９０００
円でした。皆様有難うございました。
15 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中村は先日の準備理事会の演出に大変感心し、西山会
長予定者率いる来期の運営に対する期待を述べた上で出
席率を発表しました。在籍４３名、不在会員１名、終身
会員４名、出席者１９名、メークアップ１０名、ビジタ
ー１名、ゲスト１名で出席率は７６．３％でした。
16 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１２回障害者施設見学ツアー報告

６月６日

出席者：L 進藤、当事者３名、関係者２名

於：区内障害者施設
（計６名）

６月６日（木）、東京三軒茶屋ＬＣとの合同事業、今季
最後となる、第１２回障害者施設見学ツアーを実施致し
ました。小田急線成城学園前駅改札に、メンバー１名と
当事者３名、関係者２名が集合しました。
まず、成城学園前駅そばの高級住宅地内にある地域活
動支援センター「陽だまりの庭」を見学しました。工賃
の出る作業は少ないとのこと、また「陽だまりの庭」の
さまざまなプログラムのご紹介の後、利用者の方からの
利用目的などを含めた自己紹介などを頂きました。また
世田谷区の財政から就労継続支援Ｂ型事業所への転換を
薦められているものの、職歴の長さの関係であと１年は
地域活動支援センターの形態をとる方向で交渉している
とのことです。
続いて、Ｌ進藤の運転するワゴン車で移動して、駒沢
近辺にある就労移行／就労支援Ｂ型事業所「Ｎａｖｉｏ
けやき」を見学しました。前回の訪問時とは別の新しい
ビルの６階に転居をし、新しいフロアを見せて頂きまし
た。このときたまたま作業が切れていたのですが、製品
や作業途中のゴルフボール詰め作業の中間生成物などを
ご紹介頂きました。
最後に梅丘にある就労継続支援Ｂ型事業所「 Crazy
Cats」を見学しました。２つの部屋を持つ「Crazy Cats」
ではまずネジを袋に入れる軽作業を実際に見せて頂き、
さらに別のイベントハウス的な部屋では作曲教室という
プログラムを見学することができました。
最後にＬ進藤から、精神障害者福祉の歴史と世田谷区
内のネットワークについてご説明した後、アンケートに
記入いただき感想を伺いました。当事者の方からは複数
の施設を見て刺激を受けたことが、関係者の方からはな
かなか区内施設を見学できる機会がないので大変勉強に
なったとご感想を頂きました。今年１年お疲れ様でした。
来期も年１２回の計画を立てておりまして、初回は７
月１６日火曜日の予定です。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月１９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

ゴルフ同好会前会長杯参加報告

（Ｌ亀川）

さる６月１９日（水）よみうりゴルフ倶楽部におきまして、世田谷ＬＣゴルフ同好会が開催さ
れましたので、ご報告致します。
なぜ私が報告をするのかと申しますと、今回私が運良く優勝し、優勝者にはクラブニュースの
原稿を書く、と言う副賞がついてくるからなのです。（笑）
当日は、前会長杯も兼ねていまして、ゴルフをやらないにも関わらず、進藤前会長もゴルフ場
にお越し頂きました。また、朝の集合の時にゴルフ同好会会長Ｌ福島よりご挨拶頂いたのですが、
「会長職を禅譲したい」とのことで、Ｌ磯辺が新会長に任命されました。
さて、組み合わせは吉崎Ｌ、手塚Ｌとの気の合うメンバーとのスリーサムでのラウンドでした。
普段は暴れるドライバー、何時もだと６発はＯＢが出るのですがこの日はなんとＯＢは一発だけ
で、やはりゴルフばドライバー次第という事を再認識しました。
私はハンデにも恵まれ優勝できたのですが、驚いたのがこの日２位のＬ小野一郎で、この日の
ベスグロでした。やはり練習嫌いの私とは違って（笑）日頃の練習の成果が出たのでしょう。
優勝賞品を頂き、前会長賞も頂きました。進藤前会長期の幹事をしていた事もあり、嬉しさも
ひとしおでした。皆様本当に有り難うございました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

６月１２日東京成城ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる６月１２日（水）京王プラザホテル「南風」にて開催さ
れた、東京成城ＬＣ例会に、５０周年告知を兼ねて参加致しま
した。
東京成城ＬＣは今期、千原会長のもと、例会場の変更に始ま
って、昼例会の試験的開催・さまざまな講師例会やアクティビ
ティへ例会の実施など、様々な改革に取り組まれたとのことで
す。この日はその振り返りということで、参加された各メンバ
ーからいろいろとご意見が出されましたが、
「最初はずいぶんな
改革と思ったが一年経ってみると慣れた」という方が多かった
ほか、より前向きな意見も多数でていました。
若手のメンバーが３名入会されていたほか、来期もすでに入
会予定者が３名いらっしゃるとのことで、まさに変革のさなか
という雰囲気を体感することができました。
当クラブ５０周年例会にも例会振替の形でご参加頂けるとの
ことで、心より感謝申し上げます。東京成城ＬＣの皆様、誠に
有難うございました。

☆

６月２２日

山梨ｱｶﾃﾞﾐｰＬＣ・山梨ﾆｭｰｾﾝﾁｭﾘｰＬＣ合同最終例会参加報告（Ｌ進藤）

さる６月２２日、石上会長とともに、甲府市古名屋ホテルで
開催された、友好クラブである３３０－Ｂ地区山梨アカデミー
ＬＣとその子クラブである山梨ニューセンチュリーＬＣの合同
最終例会に当クラブ５０周年告知を兼ねて参加致しました。
来期ガバナー輩出クラブとなる山梨アカデミーＬＣはとその
子クラブの山梨ニューセンチュリーＬＣは大変若々しく、それ
ぞれ６０歳・４０歳と年齢制限があり、その年齢に達すると親
クラブに転籍するとのことで、この日も山梨ニューセンチュリ
ーＬＣから山梨アカデミーＬＣへの転籍者がいらっしゃいまし
た。次期役員のご紹介があったほか、アトラクションの楽しい
マジックショーののち、山梨アカデミーＬＣ塩田会長・山梨ニ
ューセンチュリーＬＣ川手晧平から両クラブでのベストライオ
ンをそれぞれ発表されました。また、川手寅平ガバナーエレク
トのクラブメンバーへの感謝の言葉は感動的で、ご本人も感動
で言葉がつまり、「寅の目にも涙」とおっしゃっていました。
二次会でも若くてエネルギーあふれるメンバーの才気あふれ
るパフォーマンスに大いなる刺激と元気を頂いて帰ってまいり
ました。両クラブの皆様、誠に有難うございました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

６月２０日東京上野ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる６月２０日、６Ｒ２Ｚ東京上野ＬＣの例会に参加致
しました。当クラブにはＳＭＢＣ日興證券玉川支店長がメ
ンバーとして参加していますが、私が会長期の時に北千住
支店に移動ののちもライオンズクラブを辞めたくないと
いうことで、東京綾瀬ＬＣに転籍していった藤川博康Ｌか
らの連絡で、同證券の上野支店長が若くてモチベーション
も高く、ライオンズクラブを紹介してほしいということで
したので、阿久津ガバナーと６Ｒの北條ＲＣにご相談の上、
東京上野ＬＣへとご紹介することとなったのでした。入会
希望者に必要な２回の例会訪問のうち最初の例会訪問を
ご一緒することにして、この日、目白のフランス料理店「ぎ
んきょう」で行われた東京上野ＬＣの最終移動例会に、入
会希望者 川上肇様と例会訪問した次第です。
東京上野ＬＣには元ガバナーの森田浩一郎Ｌがいらっ
しゃって、お年が８８歳を超えていながら非常に矍鑠とさ
れていて、有意義な話を多数拝聴できただけでなく、スポ
ンサー予定者となられる北條Ｌのダンス談義などもうか
がって非常に楽しく時を過ごすことができました。
次に７月第１例会にも川上様はご参加されるとのこと、
スムーズにいけば８月には入会できそうな運びというこ
とになりそうで、私も大変安心いたしました。こうして企
業内の異動をきっかけとしてのライオンズクラブへの入
会や転籍というパターンも、会員維持やクラブの活性化の
一つのヒントになるのではないかと思った次第です。ご連
絡いただいた藤川Ｌ、そして温かく迎えてくださった東京
上野ＬＣの皆様に深く感謝申し上げます。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ ６月２４日

ＺＣ
第４回１０Ｒ合同ガバナー諮問委員会報告

（Ｌ進藤）

６月２４日、南国酒家迎賓館にて１０Ｒ合同の第４回ガバ
ナー諮問委員会を１０Ｒの３つのゾーン合同で開催致しまし
た。今期のクラブ会長幹事と地区役員、さらに来期のクラブ
会長幹事が参加されました。１０Ｒは今期前半はゾーン再編、
後半は新クラブ問題で様々論議がありましたが、この諮問委
員会には新クラブである東京表参道ＬＣから春日幹事が参加
されました。続いて行われた懇親会では、中野元ガバナー・
３３０複合地区役員・３３０－Ａ地区役員・さらには来期ク
ラブ会長幹事・新１Ｚ、新２Ｚの来期ＺＣ予定者やＲＣ予定
者からのご挨拶もあり、和やかに会が進行いたしました。
皆様のご協力を得まして、なんとかＺＣとしての今期の役
目を終えられましたこと、心より感謝申し上げます。

■ 行事予定
６月２６日（水）18：30～

６月第２例会（最終例会）

於：六本木ヒルズクラブ

７月 ５日～９日
７月１０日（水）18：30～

ハンブルグ国際大会
７月第１例会（会長就任式）

於：ハンブルグ
於：目黒雅叙園

■
幹事

畠山より一言
世田谷区内の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、今期は大変お世話になりました。この６月をもちまして幹事が無
事に終わろうとしておりますが、１年を振り返えると、ホーム例会・移動例会に他
クラブ方、
ゲストの方が参加されていない例会が無いとても凄い記録が出来ました。
他クラブメンバー４９名・ゲスト６２名（家族４８名）当然の事ながら最終例会に
も他クラブメンバー１名をたすとなんと５０名これは…来期ＣＮ５０を開催する世
田谷ＬＣにとっては…偶然？など関係無い事を考える余裕も出てきました。
（笑）幹
事就任当初は不安や心配事がいっぱいで、夜寝る事も出来ない毎日でしたが…そこ
は流石！世田谷ＬＣメンバー…
前会長・幹事が開催していた。
「例会準備会」を
今期も開催しようと石上会長のお言葉で須藤会計のサロンにて毎回開催し、当然の
事ながら進藤前会長・亀川前幹事を初め沢山の世田谷ＬＣメンバーが「例会準備会」
に参加して、アイデア・意見など…発言してくれたお陰で、色々な事を学ぶ事が出
来ました。
本当にこの１年間、世田谷ＬＣ先輩方やメンバー方々に感謝・感謝でいっぱいで
す。ありがとうございました。
そして、今期は日本全国？世界中のＬＣメンバーと知合えた事により、今後の私
の人生におきましてとても素晴らしい経験が出来たと思っております。
さて７月からは西山新会長のもとＣＮ５０周年に向けて世田谷ＬＣメンバーみん
なが協力して素晴らしいＣＮ５０周年を迎えられるように、私も世田谷ＬＣメンバ
ーの一員として頑張って行きたいと思っております。是非ともこの記事を読まれて
いる方々、新体制も含めてどうぞよろしくお願いします。
「幹事の一言」はこれで最後になりますが…皆様、健康には十分注意し、お身体
を崩さないように、ご自愛下さい。 「一年間ありがとうございました。
」
2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山
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