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今年度スローガン

ライオニズムを大切に！仲間とともに We Serve
会長挨拶
例年より早く梅雨明け宣言が出ましたが、
夏休みに入るとゲリラ豪雨による被害が各地
で出ています。被災地に対して衷心よりお見
舞い申し上げる次第です。さて８月に入ると
高校総体・高校野球をはじめ各地でスポーツ
の競技大会が盛んに開催されます。自分も高
校時代にバスケットボール部として高校総体
に出場したことが思い出されます。私の好き
なアスリートの一人にアメリカメジャーリー
グのイチロー選手がいます。料理評論家の山
本益博氏は「イチロー選手のいつもの自分」
の動きを見て全ての所作が計ったように同じ
であることに感嘆しています。
「試合開始で守
備につく時、ベンチから飛び出してきた彼は
必ず１９歩から２０歩目にファールラインの
白線を越える。そして自分の守備位置のライ
ト方向へ走るが、いつも４０歩目で走りを緩
め、１５歩くらい歩いて定位置につく。更に、
バッターボックスに入って構えるまでの一連
のセレモニー。」これは、いつも同じ行動をと
ることで自分なりのリズムを作り出して、
「い
つもの自分である」とコントロールしていた
のです。
「一定であることが自分の支え」でイ
チロー選手は、多くの記録を樹立しました。
アスリートとしての練習の積み重ねだけでは
なく、普段の動きのリズムも大切にしている
ことが分かりました。夏休みになると生活習
慣が乱れがちになる人たちにとっては耳が痛
い話だと思います。私自身「いつもの自分で
ある」ことを言い聞かせて、ＣＮ５０、例会
及びアクティビティに臨んでいこうと思って
います。どうぞメンバーの皆様には、今期の
スローガン「ライオニズム大切に 仲間と共
にＷｅ Ｓｅｒｖｅ」で、ご協力をお願い致
します。
（Ｌ西山和範）

トピックス
◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★８月７日（水） 於：ルアール東郷
120８回 例 会 １８：３０〜２０：３０
納涼家族例会
納涼家族例会は原宿東郷神社の裏手のルア
ール東郷にて開催します。
ルアール東郷：
東京都渋谷区神宮前１−４−２０
パークコート神宮前 2F
ＴＥＬ０３−３４７８−１０５０
会費：メンバー５０００円、同伴者１００００円
（中高生５０００円、小学生無料です）。
皆様にお楽しみいただける企画を検討中です。
ご家族ご友人をお誘い合せの上、ふるってご
参加下さいますようお願い申し上げます。

★８月２１日（水）

於：目黒雅叙園

ＣＮ５０実行委員会 １６：３０～１７：２０
第３回

理 事 会

１７：３０～１８：２０

第 1209 回 例 会 １８：３０〜２１：００
メンバースピーチ
当クラブで行っている薬物乱用防止教室の
寸劇中心メンバーの皆様から、薬物乱用防止
教室の具体的進め方についてお話し頂き、メ
ンバー全体で共有する予定です。練習として
の体験の時間も設けたいと思います。皆様ご
出席のほどよろしくお願い申し上げます。
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第２回理事会報告
出席者

７月２４日

於 目黒雅叙園「オリオン」

西山会長、L 福島、L 畠山、L 石上、L 岩瀬、L 桂、L 亀川、L 木下、L 小塚、
L 諸見里、L 中村、L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 高橋、L 田中、L 手塚、
L 山本、L 吉崎、阿部幹事
（計２０名）

第２回理事会が、７月２４日（水）１７：３０より目黒雅叙園「オリオン」にて開催されました。
理事会に先立ち、ＣＮ５０実行委員会が開催され、西山会長・Ｌ畠山・Ｌ石上・Ｌ岩瀬・Ｌ桂・
Ｌ亀川・Ｌ木下・Ｌ小塚・Ｌ諸見里・Ｌ中村・Ｌ小野一郎・Ｌ大竹・Ｌ進藤・Ｌ田中・Ｌ山本・
阿部幹事の１６名にて開催され、出欠状況の確認や事前準備の役割分担、当日の役割分担等を協
議しました。
また、理事会と並行して入会審査が行われました。

■審議事項■
１．ＣＮ５０周年記念植樹日程の件につきまして阿部幹事より
ご提案頂き、９月７日（土）１１時から世田谷公園にて実施
することとなりました。当日は新しく作製したクラブベスト
着用となりました。
２．ＣＮ５０周年記念寄付ベンチの件につきまして、阿部幹事
よりご提案頂き、寄付者は「東京世田谷ライオンズクラブ」
とし、日付と「結成５０周年記念」とプレートに文言をいれ
ることとなりました。
３．納涼例会につきまして西山会長よりご提案頂き、ルアール
東郷にて、６時受付・６時半からスタートとなりました。
４．全国障害者スポーツ大会の１０月１２日開会式、１０月１
４日閉会式につきましては西山会長とＬ進藤が出席するこ
ととなりました。
５．８月２４日―２５日東京三軒茶屋ＬＣの納涼移動例会と、９月２４日東京光が丘ＬＣチャリ
ティーゴルフにつきましては、それぞれ出席者を検討しましたが残念ながら都合のつくメン
バーがおらず、辞退することとなりました。
６．１１月１７－１８日移動例会の件につきましては「はつはな」か「菊華荘」という選択肢で
したが、「はつはな」で決定致しました。
７．１０Ｒ合同ガバナー諮問委員会の件につきましては、西山会長と阿部幹事がクラブ負担にて
出席することとなりました。
８．Ｌ田中よりＹＣＥ委員会の告知を頂き、世田谷ＬＣで受け入れを検討してほしいとの要請が
ありました。ご説明のためＹＣＥ委員が例会訪問されるとのことです。
９．南三陸見学ツアーの件につきましてＬ亀川からご提案頂き、町長選と重なって「福興市」は
ないとのことですが、１０月２７－２８日で検討し、２８日は「のぞみ福祉作業所」の見学
を企画することとなりました。
１０．ＦＣ東京久保田様にお越し頂き、クラブサポートメンバーのご説明を頂きました。
１１．ＣＮ５０の招待の件について、クラブ内で基本的姿勢を確認いたしました。
１２．入会審査の結果、中村謙介様と庄司里香様の入会が承認されました。

2

第１２０７回例会・７月第２例会報告
出席者

７月２４日

於 目黒雅叙園「オリオン」

西山会長、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 桂、L 亀川、L 小塚、
L 諸見里、L 中村、L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 白石、L 鈴木、L 高橋、
L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、L 阿部幹事
新入会員：L 中村謙介、L 庄司里香
メークアップ L 木下 （出席者数２２名、メークアップ１名、計２３名）

1.

第１２０７回７月第２例会が、７月２４日（水）１８：
３０より、目黒雅叙園「オリオン」の間にて開催されま
した。まず、西山会長に開会のゴングを鳴らして頂き、
国歌（君が代）斉唱、ライオンズヒム、世田谷ライオン
ズクラブの歌を斉唱致しました。

2.

続いて、阿部幹事の進行のもと、入会式を執り行いまし
た。本日入会予定の中村謙介様（スポンサー：西山会
長）・庄司里香様（スポンサー・L 畠山）のプロフィー
ル紹介を阿部幹事が行い、会員委員長 L 山本より両名
とも人物略歴等ライオンズクラブメンバーとしてふさ
わしいとご紹介を頂きました。

3.

西山会長の先導に従って、両名がライオンズの誓いを述
べたのち、西山会長より世田谷ＬＣオリジナルラペルピ
ンをつけて頂き、晴れてお二人の入会と相成りました。
新入会員はクラブ三役・スポンサーとともにクラブ旗の
前にて記念撮影を致しました。

4.

新入会員の両名からご挨拶を頂きました。Ｌ中村謙介は、
職場の上司と先輩が東京ＬＣ所属で話は聞いていたも
のの、予想以上に雰囲気がよいと感じたこと、世田谷に
も１０年以上住んでいて、地域活動・奉仕活動にどう関
われるか思案しているところで入会の運びとなり、末永
く活動したいと抱負を述べられました。

5.

Ｌ庄司里香は、入会の喜びを述べられたのち、Ｌ山本か
らのオリエンテーションもあり、性格上スタートダッシ
ュしてしまいそうだが、細く長く「息の長い」活動をし
ていきたいとご挨拶されました。

6.

西山会長より会長挨拶を頂きました。西山会長は、まず
Ｌ中村とＬ庄司の入会を祝いました。続けて、ここ数日
連続して起きている青少年関連の事件、すなわち広島の
殺人事件、また、青森山田高校の野球部員が体当たりで
女性を助けた事件、そして福島県立郡山北工業高校コン
ピューター部の生徒が第４回国際ナノマイクロアプリ
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ケーションコンテストで監査ロボット製作が評価され
て世界第２位となったことに触れられ、青少年育成にお
いては、目的意識を持たないといい人生を歩むことがで
きないと強調されました。そのうえで、５０周年期の会
長としても目的を掲げて、リーダーシップを持ちたいと
述べられてご挨拶とされました。
7.

ここで、５０周年記念式典の名誉実行委員長Ｌ諸見里と
実行委員長Ｌ山本からメンバースピーチを頂きました。
まず、名誉実行委員長Ｌ諸見里から、メンバー全員が心
を一つにして手作りのチャーターナイトを作り上げ、参
加者に来てよかったと思っていただけるような式典に
したいと述べられました。

8.

続いて、実行委員長Ｌ山本より、現在までの実行委員会
の進捗状況と当日の流れや役割分担の確認を共有する
ために、実務的かつ具体的にお話を頂きました。当日の
集合や出席見込、式典の流れや祝宴でのアトラクション、
記念誌の作成などについて一つ一つ丁寧にご説明頂き、
情報を共有いたしました。また、本日の例会の食事が当
日の祝宴の食事の下見を兼ねていることを告げられ、忌
憚のないご意見を募集されました。また、８月７日は納
涼例会ではありますが、同日も時間を取って次回の実行
委員会を行うこととなりました。

9.

ウィ･サーブのご発声を Ｌ磯辺にお願い致しました。Ｌ
磯辺はライオンズの歴史を紐解き、メルビンジョーンズ
が異業種交流会に「人の役に立つ」という理念を絡めて
ライオンズクラブが成立したことを伝え、アクティビテ
ィを通して人と触れ合い、心を磨けること、そしてそれ
がまたビジネスにも生きると話されて、声高らかにウィ
サーブのご発声を頂きました。

10. 会食中に西山会長から今期キャビネット役員に選出さ
れたＬ進藤・Ｌ山本・Ｌ諸見里・Ｌ桂・Ｌ田中・Ｌ亀川・
Ｌ手塚にそれぞれ委嘱状が贈呈されました。
11. 阿部幹事より幹事報告を頂きました。例会直前に行われ
た第２回理事会審議事項が発表され、満場の拍手を持っ
て承認を頂きました。ありがとうございました。
12. テールツイスターの活躍の時間は、テールツイスターＬ
高橋にお願いしました。Ｌ高橋は所属される東京弁護士
会の合宿で各部対抗の出し物として行われた美輪明宏
の「ヨイトマケの歌」をご披露されました。
13. ドネーションの発表もＬ高橋にお願い致しました。本日
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のファインは２４００円、ドネーション３１６００円、
計３４０００でした。皆様、ありがとうございました。
14. ここで、本日の料理についてのご意見をメンバーから多
数頂戴致しました。多数頂戴したご意見をまとめ、会場
とまた調整することとなりました。
15. 出席率の発表を出席委員長 Ｌ手塚より頂きました。Ｌ
手塚はフェイスブックでＬ福島からコメントを頂いた
喜びと、８月２６日の青年アカデミー委員会交流会の告
知をされてから出席率を発表されました。在籍者数は２
名増えて４５名、不在会員１名、終身会員４名、出席２
４名、メークアップ１名で出席率は６２．５％でした。
16. 閉会のゴングを西山会長が打ち鳴らしたあと、「また会
う日まで」を皆様で一緒に歌い、無事に閉会となりまし
た。メンバーの皆様、有難うございました。
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第１回障害者施設見学ツアー報告
出席者

７月１６日

西山会長、L 進藤、関係者３名

於 区内障害者施設
（計５名）

１．７月１６日（火）
、第１回障害者施設見学ツアーを実施
しました。例年行われている東京三軒茶屋ＬＣとの合同
事業です。今回は当クラブから西山会長以下２名、関係
者３名の参加でした。
２．小田急線千歳船橋駅に集合し、Ｌ進藤の運転で千歳船
橋駅そばのＩＴ特化型就労移行支援事業所『さら就労塾
＠ぽれぽれ』を見学しました。一般就労に向けての訓練
として、ワード・エクセル・パワーポイントだけでなく、
企業向けに講習プログラムを作成するなどという非常
に質の高いパソコン教室をご紹介頂き、この日もまた大
変驚きました。
３．次に祖師ヶ谷大蔵駅そばに移動し、就労継続支援Ｂ型
事業所『ざしきわらし』を見学しました。ウルトラマン
商店街の中でウルトラマングッズも販売する喫茶店系
の施設で、西山会長は販売されているウルトラマングッ
ズに感動し、ご自身の池尻稲荷神社のイベントに活用し
たいとその場で施設の職員に申し出られました。また、
喫茶店の斜め向かいの２階建ての軽作業用の部屋も見
学させて頂き、軽作業の量がかなり増加したことを実感
いたしました。
４．続いてまた千歳船橋駅近辺に戻って、居場所型の就労
継続支援Ｂ型事業所『風の谷プロジェクト』を見学しま
した。本来「工賃を高める」という就労継続支援事業所
ではありますが、もともとの特徴である「居場所」の雰
囲気を残すためのご苦労をうかがい、また、自主製品の
石鹸の多数の工程に渡る作成方法などについてもご説
明頂きました。
５．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説明を行いました。区内関係
者の皆さんからは「精神障害者の施設は実際にいくつか
見て、雰囲気の明るさを知った」「歴史を説明してもら
って大変勉強になった」などのご感想を頂きました。次
回は８月９日（金）の予定です。

6

☆
☆

Ｆｒｏｍ
７月２９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

３３０－Ａキャビネット会議報告

（Ｌ進藤）

さる７月２９日、東京プリンスホテルで第１回キャビネ
ット会議が開催されました。今期はキャビネット副幹事と
して資料の封入や会場設営から手伝わせて頂きました。
今期キャビネット役員のご紹介に続いて、鈴木定光ガバ
ナーよりガバナーの６つの基本方針として、東日本大震災
支援／会員増強／青少年育成／環境保全／ライオンズデー
の実施／名簿の編纂が示されました。ガバナー提出案件・
ＹＣＥ委員会・ＬＣＩＦ委員会からの提出案件については
それぞれ審議ののち承認されました。また、ライオンズの
現勢についての報告があり、３３０－Ａ地区のメンバー数
が現在４８００名強と減少しており、会員増強の必要性を
強く感じたほか、各委員会からそれぞれ告知やご報告も頂
きました。
キャビネット会議に続いては、各委員会が３０分開催さ
れたのち、盛大に懇親会が行われました。皆様お疲れ様で
した。

■ 行事予定
８月 ７日（水）18：30～
８月 ９日（金）13：00～
８月２１日（水）18：30～

８月第１例会（納涼家族例会）
第２回障害者施設見学ツアー
８月第２例会

於：ルアール東郷
於：区内障害者施設
於：目黒雅叙園

９月 ５日（木）18：00～
９月１０日（火）13：00～
９月１１日（水）
９月２８日（土）18：00～

９月第 1 例会（ガバナー公式訪問例会）
第３回障害者施設見学ツアー
ＣＮ５０実行委員会
９月第２例会（ＣＮ５０記念例会）

於：京王プラザホテル
於：区内障害者施設
於：目黒雅叙園
於：目黒雅叙園

■ 幹事

阿部より一言
メンバーの皆様、いつも大変お世話になっております。伝統ある世田谷 LC
の幹事を拝命致しまして早１ヶ月。会長就任式、そして７月第２例会では２名
の新入ライオンを迎えることができ（入会式の司会進行は台本を作ったのに係
らず、グダグダしてしまいました。失礼しました）あっという間の１ヶ月を経
験させて頂きました。
ＣＮ５０記念アクティビティの１つである世田谷公園への植樹、ベンチ寄贈
は皆様のご協力を賜り、９月７日(土)１１時より行うことが決定しております。
沢山のメンバーの参加をお待ちしております。
また、本日の納涼例会の準備に関し、石上前会長、畠山前幹事にアドバイス
を頂き、そして実務まで手伝っていただきました。ありがとうございます。
これから植樹、ガバナー公式訪問、ＣＮ５０とイベント盛り沢山です。暑い
夏を一際熱くライオンズ活動をして参ります。皆様どうぞ宜しくお願い申し上
げます。
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