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2013-2014年度  第３号                ２０１３年８月発行 

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 

 

トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 
 

★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。 

★９月５日（木）  於：京王プラザ 

12１０回 例 会 １８：００〜２０：３０ 

 １０Ｒ合同ガバナー公式訪問例会 

９月第１例会は１０R 合同のガバナー公式訪

問例会となります。 

メンバーの皆様におかれましてはぜひご参加

くださいますようお願い申し上げます。 

登録受付 １７：００～ 

合同例会 １８：００～２０：３０ 

場  所 ： 京王プラザホテル  

「南館５F エミネンスホール」 

    東京都新宿区西新宿２－２－１  

 ０３−３３４４－０１１１ 

＊会長・幹事は事前懇談会が１５：３０～１７：

３０本館 42階「冨士の間」にて開催されます。 

会長挨拶   

残暑お見舞い申し上げます。 

去る８月７日の納涼家族例会におきまして
は、暑い中多くのメンバー並びにご家族の皆
様にご出席いただき、楽しい一時を過ごすこ
とができました。皆様のご協力に感謝申し上
げます。 

さて、猛暑日が続き体力的にも精神的にも
バテ気味ではありますが、いよいよ１ヵ月後
の９月２８日ＣＮ５０周年が迫ってきました。
諸見里名誉実行委員長そして山本実行委員長
のリーダーシップのもと着々と準備が進めら
れています。案内状の出席返信が、少しばか
り反応が鈍くやきもきするところがあります
が、先輩メンバーから若手メンバーの今まで
の他クラブとの交流による親交の深さで予定
出席数に至ると信じております。また、記念
誌やプログラムの編集・アクティビティの映
像編集・式典後の第２部祝宴でのアトラクシ
ョンの準備も急ピッチで進んでいます。更に
は、記念アクティビティの世田谷公園での植
樹が９月７日に予定されていますが、現在、
植樹の段取りからプレートのデザインに至る
まで綿密に打ち合わせをして最終段階に入っ
ています。このように、それぞれの部門で活
動しているメンバーが自身の仕事との両立で
忙しく走り回っている姿を想像しますと頭が
下がる思いです。残り１ヵ月で全ての作業の
最終チェックとなりますが、ここが当クラブ
のチームワークの見せ所だと思います。どう
ぞメンバー皆様には、残暑厳しい中、最終コ
ーナーを無事に走り抜けゴールをめざしてほ
しいと思っています。そして、9 月２８日Ｃ
Ｎ５０周年には、世田谷ライオンズクラブら
しい温かい式典と祝宴ができますことを願っ
ています。「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） 

東京世田谷ライオンズクラブニュース 
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 第３回理事会報告       ８月７日     於 ルアール東郷 

出席者 西山会長、L 藤原、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 亀川、L 小塚、L 諸見里、 

L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、 

L 山本、阿部幹事                     （計１９名） 
  

第３回理事会が、８月７日（水）１７：５０よりルアール東郷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藤原・Ｌ石上・Ｌ桂・Ｌ亀川・

Ｌ小塚・Ｌ諸見里・Ｌ小野一郎・Ｌ大竹・Ｌ進藤・Ｌ白石・Ｌ杉村・Ｌ須藤・Ｌ鈴木・Ｌ手塚・

Ｌ山本・阿部幹事の１７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。 

■審議事項■ 

１．８月２２日（木）東京ウィルＬＣ納涼例会の件につ

きまして阿部幹事よりご説明頂き、西山会長、阿部幹

事、Ｌ諸見里の３名が出席することとなりました。 

２．ＹＣＥ委員会ユニフォーム白ブレザー作成の件につ

きまして阿部幹事よりご提案頂き、クラブ負担とすべ

きかどうかという議論の結果、半額負担とすることと

致しました。 

３．ＣＮ５０記念植樹 プレート作成の件につきまして、

阿部幹事よりデザインのご説明を頂きましたが、先に

開催された実行委員会にてＬ山本より提示されたデ

ザインを一部修正して活用することとなりました。 

４．８月２６日（月）第１回青年アカデミー メンバー

交流会」の件につきまして、青年アカデミー委員会委

員Ｌ手塚よりご説明頂き、阿部幹事・Ｌ諸見里・Ｌ進

藤・Ｌ田中の４名が参加することとなりました。 

５．８月３１日(土)「世界に発信！会員大交流会ｉｎ３３

３－Ｃ地区」の件につきまして、Ｌ手塚よりご説明頂

き、Ｌ畠山・Ｌ進藤・Ｌ須藤の３名が参加することと

なりました。 

６．９月７日ＹＥ帰国生報告会につきましては、当クラブＣＮ５０アクティビティ植樹と日程が

重なっていることから残念ながらご辞退させていただくことと致しました。 

７．薬物乱用防止教育認定講師 エキスパート６回講座につきましてはＬ進藤および西山会長よ

りご説明頂き、西山会長が参加することと致しました。 
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第１２０８回例会・８月第１例会（納涼家族例会）報告 ８月７日 於 ルアール東郷 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 亀川、L 小塚、 

L 宮崎大二郎、L 村井、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、L 小野一郎、L大竹、 

L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 高橋、L 手塚、L 山本、L 吉崎、 

阿部幹事 

西山会長ご家族ご同伴４名、L 磯辺令夫人、L 小塚ご家族３名、 

L 吉崎ご家族２名  

メークアップ：L 諸見里・L 田中   

（出席者数２６名、メークアップ２名、ゲスト１０名、計３８名） 
  

1. 第１２０８回８月第１例会（納涼家族例会）が、８月７

日（水）１８：３０より、ルアール東郷にて開催されま

した。ルアール東郷は原宿･東郷神社の裏手にあり、結

婚式にも利用される、東郷神社の直系のバンケットです。 

2. まず、西山会長より会長挨拶を頂きました。西山会長は、

東京神宮前ＬＣなどが周年例会の会場として利用され

ていて、会場の雰囲気も料理も素晴らしいことからルア

ール東郷を会場に選んだと理由を述べられて、ご家族含

め皆様に楽しんでいただきたいと話されてご挨拶とさ

れました。 

3. ウィサーブのご発声を L 小塚に頂きました。L 小塚に

はいつも家族例会の時の豪華な景品をご用意頂いてお

ります。どうもありがとうございます。 

4. ここで、本日のメインアトラクション、マジックショー

に移りました。華々しく扉から登場したのは、クロース

アップマジックやトークマジックなどあらゆるマジッ

クに精通してマスターマジシャンと呼ばれる、上口龍生

（かみぐちりゅうせい）様でした。会場のメンバーを誘

って参加形式のマジックを披露して下さいましたが、ま

さに近くで見ていても鮮やかさに感嘆するばかり。さら

には、ステージ上で巧みなトーク、また一部ネタをお教

えくださるなど、会場は素晴らしいマジックのひととき

に酔いしれました。 

5. 続いて L 村井を進行役として、ラッキーカードタイム

となりました。豪華な景品が多数用意され、賞品が当た

るたびに会場から歓声が沸きました。特にＬ高橋は何枚

ものカードが当選となり、何度も注目を浴びただけでな

く、最後には１等賞をも手に致しました。しかしながら、

「これは今宵お集まりの女性の方たちに」と譲る姿に拍
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手喝采となりました。 

6. 日頃の感謝の気持ちを込めて、メンバーの奥様に記念品

として花を贈呈いたしました。 

7. ライオンズローアはＬ福島とＬ藤原に加え、今期入会し

た２９歳の若手、Ｌ高橋を入れて３名で行いました。Ｌ

福島の指導のもとローアを行ったのですが、ベテランの

リードによると若者のＬ高橋の初々しい緊張感から素

晴らしいライオンズローアとなりました。 

8. 出席率の発表は出席委員長Ｌ手塚にお願いしました。在

籍者数４５名、不在会員１名、終身会員４名、出席２６

名、ゲスト１０名、メークアップ２名で出席率は７３．

７％でした。 

9. 閉会のご挨拶を第１副会長Ｌ亀川に頂き、ウィットに富

んだご挨拶とともに無事に閉会となりました。皆様、有

難うございました。 
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第２回障害者施設見学ツアー報告       ８月９日   於 区内障害者施設 

出席者 L 大竹、L 進藤                    （計２名） 
  

１．８月９日（火）、第２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。今回はご利用されるはずの当事者の方が急遽当

日キャンセルとなり、当クラブからＬ大竹とＬ進藤が参

加しました。 

２．東急田園都市線用賀駅に集合し、東名用賀入り口そば

の、若者中心の就労移行支援事業所「Ｔ＆Ｅ企画」に向

かいました。平均年齢は２０代半ばと大変若いメンバー

たちが封入・宛名シール貼り作業をかなりのスピードで

行っていました。就労移行支援事業所ということで一般

就労を目指す訓練をしているのですが、就労後の定着に

特に主眼を置いているとのことでした。また、用具の整

理整頓に気を配るその姿に、企業としても学ぶところが

大変多くあると感じました。 

３．次に桜新町駅のサザエさん通りにある、（おもにアルコ

ール）依存症の方のための就労継続支援Ｂ型／自立訓練

事業所『すとぉりぃ』を見学しました。以前当クラブと

一緒に南三陸町にアクティビティに訪れたことをきっ

かけにこの夏にも南三陸町で宿泊訓練をされるとのこ

と、リサイクルショップの店内には南三陸町の「のぞみ

福祉作業所」の紙漉きはがきも紹介されていました。「す

とぉりぃ」の自主製品は紙漉きと石鹸ですが、Ｌ大竹は

早速オリーブ石鹸と排油石鹸「すご腕くん」を購入して

いました。 

４．続いて東急大井町線尾山台駅の駅前商店街にある、喫

茶店型就労継続支援Ｂ型事業所「パイ焼き茶房」を見学

しました。メニューを工夫して「レモンカレー」などの

食事や「黒豆ジュース」などのオリジナルメニューが好

評だとのこと、また「分室」を設け、喫茶店に来るまで

の様々な練習や作業をしてもらっっているところ、大変

人気が高くなっているとのことでした。 

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。次回は９

月１０日（火）の予定です。 



6 

 

 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

 

☆ ８月６日 東京大森ＬＣ例会参加報告             （Ｌ田中） 

 

さる８月６日、アートホテルズ大森で開催された東京大森ＬＣの昼例会に、Ｌ進藤と私Ｌ田

中が参加させていただきました。東京大森ＬＣは前期末に、マニラ・サンパロックＬＣを通じて

ランドセルをフィリピンに贈るというアクティビティを実施しておりまして、この日はマニラ・

サンパロックＬＣから佐藤正夫Ｌはじめ５名の方が、さらにマニラＬＣから今回のアクティビテ

ィで仲介の労を取られたビクターのり子Ｌが来訪され、このアクティビティのお礼とご報告に来

られ、写真を用いて詳細なご報告を頂きました。また、佐藤Ｌがかつて日本で所属していた３３

３－Ｅ江戸崎ＬＣからも１名が参加されていました。東京大森ＬＣでは渕Ｌが中心となって、フ

ィリピンへのアクティビティを継続して行うという強い意思が示されました。わが東京世田谷Ｌ

Ｃが行ったフィリピンへの歯磨き衛生指導アクティビティをもご紹介して、フィリピンを対象に

アクティビティをするクラブ同士、今後も交流していけることを期待しています。東京大森ＬＣ

の皆様、どうも有り難うございました。 

☆ ８月６日 東京表参道ＬＣ例会参加報告             （Ｌ進藤） 

 

さる８月６日、原宿のＳｈｉｎ Ｃａｆｅにて開催された、

東京表参道ＬＣの例会に当クラブＣＮ５０告知も兼ねて参

加しました。東京表参道ＬＣは新しいクラブで、ガイディン

グライオンである東京キングＬＣの本田慎一郎Ｌも参加さ

れていました。例会の参加費が３００円と耳を疑うような安

さで、例会中はコーヒーとケーキのみ。メンバーも若い人た

ちが多く、積極的にダンス関連のアクティビティを行ってい

ることが良くわかりました。東京表参道ＬＣの皆様、ありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ ８月９日 大阪すみのえＬＣ・コスモスＬＣ合同例会参加報告    （Ｌ畠山） 

 

さる８月９日（金）１８：００から大阪コスモスＬＣ 第

３４６回・大阪すみのえＬＣ 第１０３０回２クラブ合同納

涼例会へＬ田中文太郎と私Ｌ畠山で参加してまいりました。 

場所は「ニューミュンヘン南大使館」難波花月の跡地のビ

アホールでから揚げ美味しいと有名なお店でおこなわれま

した。参加されたお客様も３３５－Ｂ地区 第一副地区ガ

バナー、４Ｒ・ＲＣ ２Ｚ・ＺＣ職務訪問、地区役員・委

員表敬訪問など約５０名のライオンが参加しての例会とな

りました。 

関西ならではのボケとツッコミ・ギャグありでのとても

愉快な挨拶やお話で（ウィサーブ前なのに…（笑））とても

楽しい時間を過ごすことができました。 

例会中に「３３５複合地区カルチャーカード」が配られ説

明がありました。（カルチャーカードとは３３５地区メンバ

ー全員に配られ、例会訪問へ行ったらクラブ幹事からカー

ドにサインをして貰い、年間実績が多いメンバーには表彰

状がいただけるそうです。 

ちなみに前年度は私をはじめ東京世田谷ＬＣと交流が深

い、大阪すみのえＬＣ 早瀬 徹Ｌが表彰されました。これ

また３３０地区には無い例で、とても良く感じました。 

テールツイスタータイムではテールツイスター役と参加者

全員がジャンケンをして勝ち残ったライオンが商品を貰う

など、これまた分かりやすく楽しいひとときでした。ちな

みに最後２個、景品があまったので…私と、Ｌ田中へのお

土産と言う事で無条件で頂きました。 

ライオンズローアが「ウォー」が一回だったのにも驚き

ました。 

関西エリアでの例会訪問は初めてでしたがとても勉強に

なり、良い思い出ができました。 

ありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ ８月１０日 大阪ＦＢ交流会・花火大会鑑賞会参加報告    （Ｌ石上） 

 

去る８月１０日（土）大阪の梅田スカイビルにて行われ

ましたＬＣ３３５－Ｂ地区のＦＢ（フェイスブック）交流

会（淀川の花火大会観賞会）に当クラブからＬ手塚・Ｌ畠

山・Ｌ亀川・Ｌ阿部・Ｌ須藤・Ｌ田中と私を含めて総勢７

名で出席させていただきました。 

当日の会場はビルの２２階の角部屋で、室内の大きなガ

ラス面からは花火打上会場である淀川を一望できるという、

この上ないシチュエーションで開催され、当初の約２時間

は会食しながら各メンバーのマイクパフォーマンス等によ

り大いに盛り上がり、メインの時間帯には素晴らしい花火

大会を観賞する事が出来ました。 

当日は東京でも大阪でも猛暑の日だった事もあり、蒸し

暑い河川敷で見上げる花火よりも、涼し～い室内で観賞で

きた有難さに加え、打上場所が一望できる事とビルの２２

階という高さがちょうど良く、花火が打ち上がったところ

から光の玉を眼で追いかけ、目の前の高さで爆発する様な

光景を長時間にわたり観賞させていただきました。 

元々がフェイスブックによる交流がきっかけとはいえ、

この様な宴席にお招き下さった大阪すみのえＬＣのＬ早瀬

をはじめ、ＦＢ交流会メンバーの皆様に改めまして感謝を

申し上げます。その後の二次会～四次会も本当に楽し

く・・・また是非とも遊びに行きたいと思えた楽しい大阪

でございました。 
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 ☆ 記念植樹ご案内 

 

50周年記念アクティビティとして世田谷公園に 

おいて植樹及びベンチの寄贈を行います。 

  日 時 ： ９月７日（土）１１：００～                                                

場 所 ： 世田谷公園南側  

集 合 ：ミニＳＬせたがや公園駅入口付近 

 

＊ CN５０記念事業になります。 

  撮影も予定されております。 

数多くのメンバーのご参加お待ちして 

おります。                 

＊ 当日はライオンズベストをご着用ください。 

 

 

■ 行事予定 

８月２１日（水）18：30～ ８月第２例会              於：目黒雅叙園 

９月 ５日（木）18：00～ ９月第 1例会（ガバナー公式訪問例会）  於：京王プラザホテル 

９月 ７日（土）11：00～ ＣＮ記念アクティビティ植樹       於：世田谷公園 

９月１０日（火）13：00～ 第３回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

９月１１日（水）17：30～ ＣＮ５０実行委員会           於：目黒雅叙園 

９月１９日（木）17：00～ ＣＮ５０実行委員会 （リハーサル）   於：目黒雅叙園 

９月２８日（土）18：00～ ９月第２例会（ＣＮ５０記念例会）    於：目黒雅叙園 

 

■ 幹事 阿部より一言  

  

 

 

 

皆様、いつもお世話になっております。 

さて、去る８月１０日、１１日に大阪に当クラブより数名で行ってまいりま
した。１０日は淀川の花火大会を特別室(？)で観ました。３３５－Ｂ大阪すみ
のえライオンズクラブの早瀬Ｌを始め、大阪のライオンズクラブメンバーと交
流が図れたことで本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。この場をお
借りして御礼申し上げます。 

翌日１１日には折角大阪まで来たのだからとＬ手塚と共に甲子園まで足を
延ばし、高校野球を甲子園で観てまいりました（始めてです）。内野は満席で
入場できず、外野で観戦しました。非常に暑く我慢大会感(笑)はありましたが、
これも高校野球ファンの私にはたまらない経験でした。 

９月は植樹、ガバナー公式訪問、潮来稲刈り、そしてＣＮ５０とイベント盛
り沢山です。皆様、盛り上がって参りましょう！宜しくお願い申し上げます。 

 

 


