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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

猛暑による熱中症とともに豪雨による被害
が各地で起こり、埼玉県越谷では竜巻で住宅
が崩壊するという、日本では考えられない自
然災害を毎日のように目にしています。
８月３０日から気象庁の防災気象情報が変
わりました。今まで「注意報」と「警報」の
２つでしたが、警報の一段上として「特別警
報」が加わり稼働されました。
「ただちに命を
守る行動をとって下さい」とＴＶで流れます
が、重大な災害の危険性が高まっている場合
に発令されます。
今まで、気象警報が出たからといって特別
な行動をとる人は少なかったのではないでし
ょうか。しかし、今年の夏の異常な猛暑、ゲ
リラ豪雨、竜巻といった自然の猛威を体験し
た人たちは、危険を察知する能力が高まった
と思います。
「備えよ常に」のボーイスカウト
の精神のように、これからは自然災害から身
を守る備えは必要になってくると思います。
さて、９月４日（水）、南三陸のぞみ福祉作
業に行ってまいりました。そこで畠山所長と
お会いして、今後、我々世田谷ＬＣが支援を
していくとしたらどんなことができるのか話
を聞いてまいりました。その一つに、若者が
南三陸に残るためにはどうしたらいいの
か・・・という話が印象に残りました。未来
への備えについて我々も考えていきたいと思
っているところです。皆様のご協力をどうぞ
よろしくお願い申し上げます。
（Ｌ西山和範）

★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。

★９月２８日（土）

於：目黒雅叙園

第 1211 回 例 会 １８：００〜２０：４０
ＣＮ５０記念例会
登録 17 時～、 式典 18 時～
１９６３．９．２８の認証状伝達式から 50 年が
経過することを記念致しまして、当クラブのＣ
Ｎ５０記念例会を開催致します。現在メンバー
数４５名、平均年齢約５３歳の当クラブらしい
手作り感あふれる式典・祝宴を企画しており
ます。多くの皆様にお越し頂きたく、ご出席の
ほどよろしくお願い申し上げます。
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第４回理事会報告
出席者

８月２１日

於 目黒雅叙園

西山会長、L 藤原、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 中村謙介、L 中村信行、L 老田、L 大竹、L 進藤、L 白石、L 庄司、
L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事
（計２３名）

第４回理事会が、８月２１日（水）１７：３０より目黒雅叙園２Ｆ「華しらべ」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、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■
１．６月度会計報告および最終例会決算報告を前期会計Ｌ
須藤よりご報告頂き、承認されました。
２．前期会計監査の件についてＬ亀川よりご報告頂きまし
た。
３．本年度会計予算の件について今期会計Ｌ大竹よりご報
告頂き、継続審議となりました。
４．山口県・島根県大洪水災害支援の件について西山会長
よりご提案頂き、クラブ内メンバーが送ったタオル本数
をまとめてご報告することとなりました。
５．１０月６日ライオンズデー１０Ｒ合同アクティビィテ
ィーの件について西山会長よりご提案頂き、当クラブも
参加することとなりました。
６．１０Ｒの東日本大震災復興支援金のお願いの件につき
まして、西山会長よりご提案頂き、当クラブからも１万
円支出することとなりました。
７．９月４日南三陸視察の件について西山会長及びＬ山本
からご提案頂き、ＣＮ５０を控え、西山会長とＬ進藤が
行ってくることとなりました。
８．９月３日東京ピースライオンズクラブ認証状伝達式の
件について西山会長よりご提案頂き、西山会長と阿部幹事はクラブ費で、キャビネット役員
は半額負担にて参加することとなりました。
９．９月７日ＣＮ５０植樹の件につきまして、阿部幹事よりご説明頂き、１１時に世田谷公園南
端ミニＳＬ駅集合となりました。費用７２０００円についてご承認いただきました。
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第１２０９回例会・８月第２例会（メンバースピーチ）報告 ８月２１日於 目黒雅叙園
出席者

西山会長、L 藤原、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 桂、L 亀川、L 木下、
L 小塚、L 諸見里、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、L 大竹、L 進藤、L 白石、
L 庄司、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事 （２４名）
東京シティ LC 重信眞一 L、八木橋重人 L
メークアップ：L 田中
（出席者数２４名、メークアップ１名、ビジター２名、計２７名）

1.

第１２０９回８月第２例会（メンバースピーチ）が、８
月２１日（水）１８：３０より、目黒雅叙園２Ｆ「華し
らべ」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、全員で国歌君が代・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、お客様紹介を阿部幹事より行いました。本日の
お客様は、３３０－Ａ地区１０Ｒ２ＺＺＣ 東京シティ
ＬＣ 重信眞一Ｌと、同じく東京シティＬＣから八木橋
重人Ｌの２名です。お忙しい中誠に有難うございました。

3.

西山会長より会長挨拶を頂きました。西山会長はお客様
ご来訪への謝意を表したのち、ＣＮ５０記念アクティビ
ティの植樹に触れ、鈴木ガバナーの理念の中に環境保全
が含まれていたため植樹を行おうと決めたこと、平成４
４年の世田谷区区制１００周年に向けて世田谷区が緑
を３３％に増加させようとしているが、Ｈ２３年現在は
まだ２４．６％であること、池尻稲荷神社でも剪定にお
いても世田谷区の許可と区への報告が必要であること
を話されたうえで、９月７日の植樹への参加を呼びかけ
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、３３０－Ａ地区
１０Ｒ２ＺＺＣ 東京シティＬＣ 重信眞一Ｌは、前期
のゾーン再編で同じゾーンとなり、例会訪問しようと決
めていたこと、活気ある世田谷ＬＣを目指して東京シテ
ィＬＣでも３年間で３０名まで会員増強したこと、ゾー
ン内で人数の少ないクラブもあるので、世田谷ＬＣ・東
京シティＬＣを中心に１０Ｒ２Ｚが一丸となって頑張
っていけるようにしたいと思って出席しているとご挨
拶を頂きました。また、東京シティＬＣ八木橋重人Ｌは
心強い重信ＺＣに助けられ今期もライオンズ活動を継
続しているとお話しされてご挨拶とされました。
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5.

ウィ・サーブのご発声はＬ進藤にお願いしました。Ｌ進
藤は、東京シティＬＣの目覚ましい会員増強について触
れたのち、例会訪問した際に体験した秀逸なテールツイ
スタータイムの経営者クイズをご紹介され、今後のさら
なる交流を誓って、声高らかにウィ・サーブのご発声を
頂きました。

6.

ここで会食に移りました。会食中、阿部幹事より、直前
に開催された第４回理事会の審議事項についてご報告
頂きました。また、理事会中に審議できなかった案件と
して、①９月７日植樹の日の昼食の件、②９月２２日潮
来ＬＣとの合同食育アクティビティの件（告知）、③９
月２４日ＬＣＩＦセミナー出席者の件（西山会長とＬ進
藤）、④９月２１日山梨アカデミーＬＣＣＮ５記念例会
出席者の件（西山会長とＬ進藤）、⑥せたがや未来博出
展の件（告知とご報告）、⑦１１月７日～１０日ＯＳＥ
ＡＬフォーラム参加登録の件を議論したうえで、会場か
ら満場の拍手にて承認されました。皆様、ありがとうご
ざいました。

7.

本日のメンバースピーチはＬ進藤が行いました。Ｌ進藤
は数年前から当クラブで取り入れている、薬物乱用防止
教室の寸劇の経緯について触れ、本日は実践として多く
のメンバーに体験して頂きたいと述べられました。

8.

早速、モデルとして、サラリーマン風バイニン＝Ｌ石
上・先輩風バイニン＝Ｌ吉崎・誘惑される小学生＝Ｌ進
藤・ナレーション＝Ｌ亀川によるモデル寸劇が披露され
ました。誘惑されて薬物を受け取ってしまう例と、さま
ざまな方法で断る例が示されました。

9.

続いて、会場から参加者を募って、寸劇を行いました。
お客様にもお願いして、「バイニン＝Ｌ亀川、小学生＝
ＺＣ重信眞一Ｌ」「バイニン＝八木橋Ｌ、小学生＝Ｌ手
塚」「バイニン＝Ｌ中村信行、小学生＝Ｌ中村謙介」の
組み合わせで行いました。指名されて前に出るとみなさ
ん達者な演技をされ、それぞれの掛け合いに笑いが起き
ました。特に最後の「バイニン＝Ｌ白石、小学生＝Ｌ小
塚」の組み合わせで行ったときには、Ｌ白石のプロ級の
演技、Ｌ小塚の愛らしい小学生姿に会場は爆笑の渦とな
り、魅了されました。

10. テールツイスターの活躍の時間は、 副テールツイスタ
ー L 吉崎にお願いしました。Ｌ吉崎は、まず２ＺＺＣ
重信Ｌからビッグドネーションを頂戴したことをご披
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露したうえで、Ｌ吉崎の中学生時代に見聞した薬物問題
についてご披露頂き、以前に比べ不良が見分けがつかな
くなり難しい時代になったこと、また以前池尻小学校で
薬物乱用防止教室を実施した際、ＰＴＡから「寝た子を
起こさないでくれ」とのご意見もいただいたものの、
「寝
た子はいない、インターネットでクリックすればすぐに
手を入れてしまう。だから何もないうちに教える必要が
あるのだ」とライオンズで学んだ、とお話し頂いたうえ
で、ドネーション金額の発表を頂きました。本日のファ
インは２４００円、ドネーションは４０６００円、合計
４３０００円でした。皆様、ありがとうございました。
11. 出席率の発表を出席委員長 Ｌ手塚が行いました。Ｌ手
塚は８月１０日から１１日にかけて３３５－Ｂ地区の
花火大会に当クラブから７名で参加してきたことに触
れられ、甲子園での高校野球観戦での熱戦もご紹介され
たのち、出席率の発表を頂きました。在籍者数４５名、
不在会員１名、終身会員４名、出席者２４名、メーキャ
ップ１名、ビジター２名で出席率は６２．５％でした。
12. 閉会のゴングを西山会長に鳴らして頂き、全員で輪にな
って「また会う日まで」を斉唱したのち、お客様のお見
送りをして、無事にお開きとなりました。本日も皆様お
疲れ様でした。有難うございました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

８月２２日 東京ウィルＬＣ納涼例会参加報告

（西山会長）

さる２０１３年８月２２日、京王プラザホテルで開催された東京ウィルライオンズクラブ納涼
ゆかた例会の案内をいただきましたので、Ｌ諸見里、Ｌ阿部そしてＬ西山の３名で出席して参り
ました。東京ウィルライオンズクラブメンバーは浴衣でわれわれ来賓を迎えていただきました。
式次第は、第一部式典と第二部祝宴とに分かれていました。定刻に開会のゴングが鳴り響き、会
長繁田恵美子Ｌの挨拶と続きました。来賓挨拶では、鈴木定光ガバナー、元国際理事 山浦晟暉
Ｌ、元地区ガバナー 石井征二Ｌの順で挨拶されました。更には、その後、９名の入会式があり
ました。入会者がキャンドルを持ち入場しますと会場のライトが消され厳かな雰囲気で入会式が
執り行われました。阿部幹事と共に入会式をじっくり拝見して参りました。第２部祝宴では、フ
ラダンスのアトラクション、ウィサーブ、ハワイアンミュージックを聴きながらの会食となりま
した。Ｌ諸見里先導でわれわれ会長幹事は、挨拶とＣＮ５０の告知でテーブルを回って参りまし
た。最後のお楽しみは、ラッキーカードでした。以前、３２型テレビを当てた運をここでも発揮
し、トロピカル賞として袋いっぱいの果物をいただきました。全員で「また会う日まで」を歌い、
繁田会長の閉会の言葉でお開きとなりました。繁田会長、槇幹事、メンバーの皆様（小池百合子
Ｌ・衆議院議員も出席）の温かなおもてなしで楽しい例会訪問ができました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

８月２６日 ３３０－Ａ地区青年アカデミーメンバー交流会参加報告（Ｌ中村謙介）

さる８月２６日、新宿ロイヤルビルで開催された３３０－Ａ
地区青年アカデミーメンバー交流会に参加しました。当クラブ
からは、青年アカデミー委員会委員であるＬ手塚をはじめ、阿
部幹事、Ｌ進藤、Ｌ庄司、そして私Ｌ中村謙介の５名が参加し
ました。
当日は６～８名のグループに分かれグループセッションを
行いましたが、私のグループでは、設立数十年の歴史あるクラ
ブのメンバーの方や、去年設立された若いクラブのメンバーの
方などが参加され、いろいろなクラブの方からお話を伺うこと
ができました。
それぞれのグループにて①クラブの運営に関して、②自クラ
ブのアクティビティを考える、の２つのテーマについてグルー
プセッションを行いましたが、私のグループでも、各クラブが
抱える悩み（会員増強や自クラブ内での交流等）やアクティビ
ティについて、和やかな雰囲気のもと、積極的な意見が交わさ
れ、1 時間の制限時間があっという間に過ぎました。また、そ
の後の懇親会を通じても、当日交流会に参加された方々と、い
ろいろなお話をさせていただくことができ、非常に刺激的、かつ有意義な時間となりました。
今月 7 月に入会したばかりですが、自クラブだけでなく、こうした交流会を通して、他クラブ
の様々な方とお知り合いになることができ、それがさらにライオンズ全体を盛り上げていくこと
につながっていくのかな、という印象を持ちました。
私も他クラブとの交流を通して、自クラブにもフィードバックできるような好循環を今後、築
いていきたいと思います。

☆

８月２９日 ３３０－Ｃ地区川越初雁ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる８月２９日、川越氷川会館にて開催された３３０－Ｃ地
区川越初雁ＬＣの例会に参加しました。これは以前から当クラ
ブに何度も例会訪問して下さっていた八木拓也Ｌが川越初雁
ＬＣ会長に就任されたため、例会訪問すると約束していたのを
実現したものです。実際には川越初雁ＬＣだけでなく、川越初
雁ＬＣ、坂戸ＬＣ、日高武蔵ＬＣ、川越中央ＬＣの４クラブ合
同例会でした。自分は仕事の関係で遅参してしまい、到着が７
時ごろになったのですが、 会場に入ると和気藹々としたカラ
オケ大会のようになっていて、続けて行われたラッキーカード
大会でも大変な盛り上がりをみせていました。４クラブの仲の良さを大変感じる例会でした。ど
うもありがとうございました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ
８月２８日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

３３０－Ｃ地区テールツイスター講習会参加報告

さる８月２８日（水）１５：００からさいたま新都心「ラ
フレ埼玉」にて開催された、３３０―Ｃ地区テールツイス
ター講習会に、３３３－Ｃ地区第２副地区ガバナー吉原稔
貴Ｌと３３０－Ｃ地区川越初雁ＬＣ三枝正彦Ｌとともに講
師として参加致しました。
８月上旬に、坂戸ＬＣ森川明治郎Ｌからご連絡いただき、
この講師の話を頂戴したのですが、私は入会以来積み重な
ってきていて、とくに前期・前々期とそれぞれ５０回を超
えている「例会訪問」での体験の紹介を求められているの
だと思いまして、それなら可能かと講師を引き受けさせて
いただきました。
まず、自分が先陣を切っての講師だったのですが、あら
かじめ、入会以来の例会訪問の記録を振り返り、いくつか
のタイプに自分なりに分類させて頂きました。
「ドネーショ
ン読み上げタイプ」
「薀蓄披露タイプ」
「クイズ形式タイプ」
「アトラクションタイプ」「強制ドネーションタイプ」「得
意技タイプ」と分類してそれぞれ思い当たる例会のテール
ツイスター風景をスライドにて披露しながらご説明を加え
させていただきました。また自分なりに感じた、３３０－
Ａ地区の例会の流れと３３０－Ｃ地区の例会の流れの違い
なども体験に基づいてご報告させて頂きました。
豊富な例会訪問からの実例紹介に続いては、吉原Ｌがテ
ールツイスターやライオンテーマなどの語源や本来の意味
の説明や海外の例会におけるテールツイスターの実例をい
くつか紹介されて、テールツイスターとは例会の流れを妨
げず、メンバーひとりひとりの参加度を増すことにより、
ひいては楽しい例会の実現や退会防止につながるというお
話をされました。
さらに川越初雁ＬＣ三枝Ｌは、川越初雁ＬＣにおける実
際のテールツイスターの例をご紹介いただき、実際のクイ
ズを行ったため、会場そのものがテールツイスタータイム
体験の場となりました。
その後は懇親会会場に移動して、メンバー同士の交流・
懇親を深めましたが、またしても３３０－Ｃ地区の複数の
クラブと例会訪問の約束をさせて頂きました。自分にとっ
ても大変勉強となる講習会でした。大屋保ガバナーをはじ
め、３３０－Ｃ地区の皆様、誠に有難うございました。
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（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ
８月３１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

「世界に発信！大交流会 in 333-C」参加報告

（Ｌ手塚）

さる８月３１日（土）、「世界に発信！ 大交流会 in
333-C」という３３３－Ｃ地区の交流会に参加して参りま
した。３３３－Ｃ地区（千葉県）とは、青年アカデミー委
員会同士の連携もあり、また、当クラブがいつもお世話に
なっている第二副地区ガバナー吉原稔貴Ｌをはじめ、私が
３３０－Ａ地区の青年アカデミー交流会などで前期から
協力を頂いている青年アカデミー委員長 密本高志Ｌなど
などたくさんの仲間がいることもあり、参加させて頂きま
した。
場所は、京葉線千葉みなと駅近辺の「ガンデオホテルズ
千葉」の大きな会場に３００名を超えるライオンズメンバ
ーが集まりました。わが東京（３３０－Ａ）だけでなく、
神奈川・山梨（３３０－Ｂ）、埼玉（３３０－Ｃ）そして
茨城（３３３－Ｅ）と言った関東近郊の多くのメンバーに
加え、岐阜や三重（ＭＤ３３４）、さらに愛媛（ＭＤ３３
６）などの遠方からも、地区を超えて多くのメンバーが集
まりました。我が、東京世田谷ＬＣは、Ｌ畠山・Ｌ進藤・
Ｌ須藤と私Ｌ手塚の計４名でお邪魔しました。
ＭＤ３３３からの国際理事 清水秀徳Ｌや３３３－Ｃ
地区 正木守ガバナーの挨拶ののち、密本委員長の進行の
もとテーブルディスカッションに移りました。
ひとつめのテーマは「今日の交流会に何を期待している
か？何を求めているか？」、ふたつめでは、
「仲間ができる
かな？？」ということで出来る限りたくさんの方と名刺交
換をして下さいということで、自分は、３０人くらいの方しか名刺交換できませんでしたが、多
い人は、６０～７０人と名刺交換できた人がいました。
３つ目のテーマは、「今日、出逢った仲間と交流していくために何をしますか？」について話
し合いました。
交流会に参加して出会いがあってもその後の交流がなければ意味がない、一つ目のテーマで目
的意識を確認して、二つ目の名刺交換で多くの方と出会って、三つ目のテーマでこの出会いをど
のように生かしていくか？話し合うという構成で短時間ではありましたが、多くの方と意味のあ
る交流が出来たと思いました。
その後は懇親会になりましたが、懇親会でも正木ガバナーが先頭に立ってマイクパフォーマン
スしてくださり、正木ガバナーのお人柄と今期 333C 地区の良い雰囲気を感じることが出来まし
た。
正木ガバナーをはじめ 333C 地区のみなさん本当に有難うございました。9/28 CN50 の参加お
待ち申し上げます。
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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
９月
９月

５日（木）18：00～
７日（土）11：00～

９月１０日（火）13：00～
９月１１日（水）17：30～
９月１９日（木）17：00～
９月２２日（日）10：00～
９月２８日（土）18：00～

■ 幹事

９月第 1 例会（ガバナー公式訪問例会）
ＣＮ記念アクティビティ植樹

於：京王プラザホテル
於：世田谷公園

第３回障害者施設見学ツアー
於：区内障害者施設
ＣＮ５０実行委員会
於：目黒雅叙園
ＣＮ５０実行委員会 （リハーサル）
於：目黒雅叙園
潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（稲刈り）於：潮来
９月第２例会（ＣＮ５０記念例会）
於：目黒雅叙園

阿部より一言
皆様、いつもお世話になっております。
いよいよ今週土曜日９月７日にＣＮ５０記念植樹アクティビティを行え
る予定です、関係して頂いたメンバーや段取りにご尽力いただいた区職員
さんに深く感謝申し上げます。あとは天気を祈るだけです。
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