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ライオニズムを大切に！仲間とともに We Serve
会長挨拶
『うちの家はみんなが悪い(ある作文から)』
きょう私が学校から帰ると、お母さんが「お
兄ちゃんの机を拭いていて金魚鉢を落として
割ってしまった。もっと気をつければよかっ
たのに、お母さんが悪かった」と言いました。
するとお兄ちゃんは「僕が端っこに置いてお
いたから、僕が悪かった」って、言いました。
でも私は思い出しました。きのうお兄ちゃん
が端っこに置いたとき私は「危ないな」って
思ったのにそれを言わなかったから、私が悪
かったと言いました。夜、帰ってきてそれを
聴いたお父さんは「いや、お父さんが金魚鉢
を買うとき、丸い方でなく四角い方にすれば
よかったなあ。お父さんが悪かった」と言い
ました。そしてみんなが笑いました。
うちはいつもこうなんです。うちの家はい
つもみんなが悪いのです。
（地球村出版 「あ
りがとう」高木善之 著より）
9 月２８日ＣＮ５０周年が目前に迫ってい
ます。実行委員長を筆頭に準備に携わってい
る各担当者は、仕事との両立は大変なことと
思います。当日の式典や祝宴が万事計画通り
にいくようにと、またご来賓の皆様に対して
失礼のないようにと細心の注意をはらいなが
ら進めている実行委員のメンバーには、ただ
ただご苦労様という言葉しか声を掛けること
しかできません。ここに記した作文のように
お互い謙虚な気持で準備を進めたいと願って
います。メンバー全員でＣＮ５０の当日のこ
とを考えながら準備しているわけですから忘
れモノがあってもミスをしても、失敗を責め
ることなくメンバー全員が一つになり、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
ムを大切に 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

★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
メンバー集合 13 時、撮影 16 時 50 分
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。
メンバーの皆様におかれましては、紺ブレザ
ー・白ワイシャツ・グレーズボンに黒の靴・クラ
ブネクタイにエンブレム、さらにライオン帽と先
日製作したクラブベストをお忘れなきようにお
願い申し上げます。

★１０月９日（水）
第５回

理 事 会

於：銀座アスター
１７：３０～１８：２０

12１2 回 例 会 １８：００〜２０：３０
ＣＮ５０振り返り例会
１０月第１例会はＣＮ５０の振り返りを行います。
会場が銀座アスター三軒茶屋賓館となってお
りますのでお間違えなきようにお願い申し上
げます。
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第１２１０回・９月第１例会(１０Ｒガバナー公式訪問)報告 ９月５日於 京王プラザ
出席者

西山会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 桂、L 亀川、
L 小塚、L 宮崎大二郎、L 諸見里、L 村井、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、
L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、
阿部幹事
メークアップ：L 木下、L 小野一郎、L 大竹、L 庄司、L 高橋
（出席者数２６名、メークアップ５名、計３１名）

1.

第１２１０回９月第１例会（１０Ｒ合同ガバナー公式訪
問例会：例会振替）が、９月５日（木）、３３０－Ａ地
区鈴木定光ガバナーをお招きして、京王プラザホテルに
て開催されました。

2.

ガバナー公式訪問に先立つこと、１５：３０から１７：
３０まで、本館４２Ｆ「冨士の間」にて会長幹事との事
前懇談会が行われ、当クラブからも西山会長・阿部幹事
が参加し、鈴木定光ガバナー・キャビネット幹事戸部研
一Ｌほか１０Ｒ各クラブ会長幹事と意見交換を行いま
した。

3.

１８：００から会場を南館５Ｆ「エミネンスホール」に
移して、１０Ｒ合同ガバナー公式訪問例会が開催されま
した。１０Ｒは例年、各クラブ会長がそれぞれ何らかの
役割を持って会を進行いたします。第１部の公式訪問合
同例会では、東京原宿ＬＣ会長 岩崎欽二Ｌが司会を行
いました。

4.

まず、東京渋谷ＬＣ会長 佐々木巖Ｌが開会の辞のご挨
拶をし、続けて東京恵比寿ＬＣ会長 奥野辰夫Ｌが開会
のゴングを鳴らしました。続けて、全員で国歌君が代と
ライオンズヒムを斉唱し、東京代々木ＬＣ会長 吉田剛
Ｌのナレーションのもと、物故ライオンに対して黙祷を
行いました。

5.

続いて、ガバナー並びにキャビネット役員の紹介を、当
クラブ会長 Ｌ西山和範より行いました。西山会長は、
鈴木定光ガバナー・キャビネット幹事 戸部研一Ｌ・３
３０複合地区緊急アラート委員会委員長・３３０－Ａ地
区元地区ガバナー・名誉顧問 中野了Ｌをご紹介したの
ち、以下はプログラムにての紹介に替えられました。

6.

１０ＲＲＣ 野々晴久Ｌから１ＺＺＣ藤村拓也Ｌ、２Ｚ
ＺＣ重信眞一Ｌのご紹介ののちに、３３０－Ａ地区鈴木
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定光ガバナーのご紹介を頂きました。野々Ｌはプログラ
ムのご紹介文を全文読み上げてご紹介とされました。
7.

ここで鈴木定光ガバナーよりご挨拶を頂きました。鈴木
ガバナーは１０Ｒに招かれた喜びを述べられたのち、８
月２３日に名古屋で開催された日本ライオンズのアイ
デンティティを考える会のご報告と特に山田實紘国際
第２副会長の方針で全国的に会員増強、特に家族会員増
強に努める必要があると強調されたのち、東日本大震災
被災地支援として２０１４年４月に東北にて各委員会
の協力のもとシンポジウムを開催することと同年４月
２０日の第６０回年次大会にて増上寺で震災支援の販
売会を行うことをお話しされてご挨拶とされました。

8.

ここで、ガバナーから各クラブへガバナーピンとバナー
が贈られました。１Ｚを代表して東京神宮前ＬＣ会長遠
山浩光Ｌ、２Ｚを代表して東京田園調布ＬＣ会長 戸根
崇Ｌがガバナーピンとバナーを頂戴しました。

9.

続けて、今度は各クラブからガバナーへ各クラブのバナ
ーとクラブピンバッジが贈られました。１Ｚを代表して
東京表参道ＬＣ会長 松浦辰吉Ｌ、２Ｚを代表して東京
玉川ＬＣ会長 谷井和男Ｌがガバナーにクラブのバナー
とクラブピンバッジをお贈りしました。

10. ここで、前期のガバナー公式訪問以来１年間の１０Ｒに
おける新入会員２３名のうち、当クラブのＬ中村謙介を
含む、本日出席している６名が登壇し、ガバナーから記
念品ということでガバナーピンを頂戴し、それぞれ襟に
つけて頂きました。
11. １０ＲＲＣ野々晴久Ｌから、ガバナーへ東日本大震災支
援ということで各クラブから集めた寄付金の目録を贈
呈いたしました。
12. １０分ほど早い進行のまま、第１部の閉会のゴングを東
京セントラルＬＣ会長 勝泰之Ｌが鳴らして第１部の公
式訪問合同例会は終了しました。
13. １０分間の休憩ののち、第２部の懇親会を、東京シティ
ＬＣ会長 柏崎文昭Ｌの司会進行で執り行いました。
14. まず、３３０－Ａ地区ＧＭＴコーディネーター日下勲Ｌ
が第２部懇親会の開会の辞を述べられたのち、元地区ガ
バナー・名誉顧問 中野了Ｌによる「中野式ウィ・サー
ブ」にて乾杯を致しました。
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15. しばらく歓談の時間となり、京王プラザの食事を堪能致
しました。また、鈴木ガバナーは各テーブルを回られて
記念写真をそれぞれ撮影されました（ＷＥＢ上にアップ
してあります）。
16. テール・ツイスタータイムは、東京代官山ＬＣ会長 相
野谷信之Ｌと東京さぎそうＬＣ会長 丸洋栄Ｌ が担当
いたしました。まず、相野谷Ｌは、就寝中に大震災が起
きた時に何をすべきか、という話題を取り上げ、フロア
から「布団にくるまる」という声もあったものの、「一
番重要なのは靴を履くこと、そしてできれば車の中など
に一足、靴を入れておくとよい」という知恵をご披露さ
れました。丸Ｌは、この合同例会に４つの委員会から発
表される発表者をご紹介されました。
17. まず最初に、社会福祉障がい者委員会から東京表参道Ｌ
Ｃ会長松浦辰吉Ｌが９月２５日の保護司セミナーのご
案内と１０月の全国障害者スポーツ大会の告知をされ
ました。２番目に会員増強委員会から東京さぎそうＬＣ
島田光子Ｌが会員増強・家族会員増強のお願いと「会員
増強の夕べ」と称するクルージングについてご紹介され
ました。そのほか、献血骨髄移植委員会から１０月２５
日のセミナーの告知、さらに献眼献腎臓器移植委員会か
ら１０月２７日の子供集会宣言について告知をいただ
きました。丸洋栄Ｌがテールツイスタータイム終了を宣
言され、テールツイスタータイムを終わりました。皆様
お疲れ様でした。
18. ここで、各クラブから出席率の発表がありました。当ク
ラブからも出席委員長 Ｌ手塚が登壇して出席率を発表
しました。当クラブは、在籍者数４５名、不在会員１名、
終身会員４名、出席者２６名、メーキャップ５名で出席
率は７７．５％でした。
19. ライオンズローアを行いました。１０Ｒ１ＺＺＣ藤村拓
也Ｌ、１０Ｒ２ＺＺＣ重信眞一Ｌ、東京山手ＬＣ会長 團
村守男Ｌ、東京渋谷中央ＬＣ会長 大野武Ｌ、東京成城
ＬＣ会長 細川和Ｌ、東京三軒茶屋ＬＣ会長 水谷力Ｌの
６名が登壇し、１０Ｒ１ＺＺＣ藤村拓也Ｌの掛け声のも
とライオンズローアを行いました。
20. 全員で輪になって「また会う日まで」を斉唱したのち、
閉会のゴングを東京自由が丘ＬＣ会長 小林宗正Ｌに鳴
らして頂き、鈴木ガバナーのお見送りをして、無事にお
開きとなりました。皆様お疲れ様でした。有難うござい
ました。
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ＣＮ５０記念植樹＆ベンチ寄贈報告
出席者

９月７日

於 世田谷公園

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 木下、
L 小塚、L 諸見里、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 庄司、L 須藤、L 鈴木、L 高橋、L 田中、L 手塚、L 山本、
L 吉崎、阿部幹事
（計２７名）

１．９月７日（土）、世田谷公園にて、ＣＮ５０記念アクテ
ィビティである、植樹と公園ベンチの寄贈を行いました。
２．天候が心配されましたが、強力な「晴れ男」「晴れ女」
がメンバーとして在籍しているためか、無事晴天となり、
１１時に世田谷公園南端の小公園に集合致しました。Ｌ
田中がこの日のために手配してくれた、揃いのクラブベ
ストを着用して、３本の「ハナミズキの木」の植樹を行
いました。植樹にあたって、西山会長から、ご協力いた
だいた世田谷公園関係者の皆様と、この日まで準備や手
配の労を取った阿部幹事、木に飾るプレートの手配をし
たＬ畠山、クラブベストの手配をしたＬ田中への感謝の
言葉が述べられました。
３．メンバーに軍手が配布され、いよいよ植樹セレモニー
となりました。池尻小学校の子供達も約１０名集まって
一緒に土をかけました。３本とも土をかけ終わった後で、
植樹した木の前で全員で記念撮影を行いました。
４．続いて、公園中央の噴水のある池に移動しました。池
の周りに３台のベンチを寄贈したためです。寄贈したベ
ンチはすでに並べて設置され、寄贈者である当クラブの
名前の入った記銘板が設置されていました。
５．３台のベンチのうち中央のベンチを囲んで、全員で記
念撮影を行って、本日のアクティビティはお開きとなり
ました。皆様お疲れ様でした。
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第３回障害者施設見学ツアー報告
出席者

９月１０日

L 進藤、当事者１名、ライオンズ関係者１名

１．９月１０日（火）
、第３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Ｌ進藤のほか、西山会長
の池尻稲荷神社の関係者１名、当事者１名の計３名が参
加しました。
２．東急大井町線等々力駅改札に集合し、環八通りそばの、
就労移行／就労継続支援事業所「社会就労センターパイ
焼き窯」に向かいました。
「パイ焼き窯」は焼き菓子班・
調理班・清掃班と３つの作業種目で就労のための訓練を
行うのですが、昨今は別途部屋を借りて軽作業を行う部
門もあること、また就労移行支援の定員を減らし、就労
継続支援の定員を増やすという改革が行われるとのこ
とでした。
３．次に東急目黒線奥沢駅のそばにある、地域活動支援セ
ンター「りばてぃ」を見学しました。「銀のさら」のお
箸セットの封入などの作業を行っていました。「りばて
ぃ」は障害者自立支援法施行以来、区内ではいち早く地
域活動支援センターに移行したのですが、このたび時流
もあって１０月から就労継続支援Ｂ型事業所にさらに
移行するとのことです。といってもすでに工賃金額の要
件は満たしているので、あとは部屋の広さなどの要件を
満たすため工夫されているのがよくわかりました。
４．続いて東急田園都市線三軒茶屋駅そばにある、フレン
チレストランの形式をとっている就労継続支援Ｂ型事
業所「アンシェーヌ藍」を見学しました。ここのところ
売り上げが良くなっていることや通所希望者が多いこ
となどの説明もありましたが、なんといっても驚いたの
は、「アンシェーヌ藍」で安部首相のお母様の誕生会が
開催されたことです。店内に掲示されていた写真を見て
驚愕いたしました！
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。次回は、
１０月８日（火）の予定（すでに予約状況は満員ですが）
です。
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於 区内障害者施設
（計３名）

潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（稲刈り体験）報告

９月２２日

於 潮来

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 亀川、L 中村謙介、L 進藤、L 手塚、阿部幹事、
西山会長ご同伴８世帯１６名、L 石上ご同伴３世帯６名、L 中村ご家族３名、
L 手塚ご同伴３世帯６名、
東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L 以下３世帯７名、
（計２５世帯４６名）
１．９月２２日（日）潮来ＬＣとの合同食育アクティビテ
ィ（稲刈り）が潮来にて行われました。５シーズン目
を迎える今年は、天候もよく、９時３０分にＪＲ潮来
駅前ロータリーに集合したのは当クラブからはメンバ
ー８名、東京三軒茶屋ＬＣから藤村貞夫Ｌ含め世田谷
から車１０台２５世帯４６名の大所帯。例年同様、池
尻稲荷神社バケツ稲作グループ、池尻小学校グループ、
田植えの時も参加したインドネシア人研修生グループ
のほか、今年は L 中村謙介がご家族で参加したうえ、
池尻稲荷神社からは、例年同様、バケツで稲を育てて
いるグループ７名が参加しました。子供たちも多く参
加しました。このアクティビティは東京の子供たちに
も潮来のおいしいお米作りに協力してもらい、お米の
尊さを学んでもらうという目的ですので、次第に参加
者も増え、目的に合致したアクティビティになってき
ていると言えそうです。
３．一同は潮来駅前にお迎えに来てくださった潮来ＬＣの
皆様のご案内で、かすみの郷公園そばの田んぼに向か
いました。潮来市大規模稲作研究会主催ということで、
田んぼには研究会の皆様、３３３－Ｅ潮来ＬＣの皆様、
潮来市の小学校の生徒、東京庚申塚商栄会の皆様ふく
め２５０名程度の人員が集まっていました。２年前の
倍近い人数です。さらに茨城県のゆるキャラ「あやめ」
が初登場し、大勢の目を引いていました。松田千春潮
来市長が急遽来られなくなり、小林貴成副市長が「世
田谷ＬＣ５０周年おめでとうございます」と松田市長
のメッセージをご代読頂き、メンバー一同感激です。
４．稲刈りの技術指導を受け、子供たちから優先的に田ん
ぼに入って稲刈りを始めました。
「インドネシア研修生
チーム」の皆さんはチームワークよく、刈り取る人、
写真撮る人など役割分担して稲刈りをしていました。
「池尻稲荷神社バケツ稲作チーム」
「池獅子小学校チー
ム」も次々と田んぼに入ります。子供たちは楽しそう
に夢中で稲刈りを行っていました。鎌を持って稲を刈
り、藁で縛って稲木に干します。これを千葉県地方で
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は「おだがけ」というそうですが、稲刈りだけでなく
稲わらを綯う技術も最初にご教授いただいて、何人か
が挑戦していました。
４．記念写真を撮った後で、今度は『水郷県民の森』に移
ってイモ掘りを行いました。サツマイモ畑では太った
サツマイモが次々と掘り出され、子供たちも大いに楽
しんでいました。
５．そして広場にて交流会が開催されました。西山会長、
東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌもそれぞれご挨拶を致し
ました。例年通り「あやめちゃん」で作ったおにぎり
と唐揚、さらにお替り自由の豚汁が用意され、満腹に
なるまで堪能致しました。また、潮来ＬＣの皆様から
お米とお味噌など多くのお土産を頂いて大満足の稲刈
り芋ほり交流会でした。潮来ＬＣと潮来市の皆様、誠
に有難うございました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

９月４日 ゴルフ同好会報告

（Ｌ今尾）

９月４日（水）裾野カンツリー倶楽部にて、今期第 1 回目
の同好会コンペが開催されました。
台風の影響で朝から雨模様でしたが、プレー中はほとんど
降られることもなく時々小雨がぱらつく程度で、この時期に
してはむしろ快適な一日となりました。今期から名誉同好会
長Ｌ福島に替わって同好会会長を襲名されたＬ磯辺良男は
「常日頃の心がけと行いの良くない諸君が呼んだ雨雲だと思
うんだけど、善良な僕が押し戻しているんだよ～。」とおっし
ゃっていましたので、近々Ｌ磯辺の日常が善良かどうかをリ
サーチしてみたいと思っています（笑）
裾野カンツリー倶楽部は、適度なアップダウン、高速グリ
ーン（昨日は通常より速くなかったですが）、バンカーや池な
どハザードもふんだんにレイアウトしてあり、１８ホール飽
きさせない中上級者向けのコース。１打のミスショットが簡
単にダブルボギー、トリプルボギーになってしまうタフなコ
ースなので、長いクラブでトライしたい気持ちをぐっと抑え
込み、スコアメイクに励んだ結果、優勝することができまし
た。同好会でも３回目、個人的にも年に＋１～２回は足を運
ぶコースですが、８０台で上がったのは初めてだと思います。
メンバーにも恵まれ、天候にも恵まれ、ケガや事故もなく、
楽しい一日がすごせたことに感謝しております。ご参加頂い
た皆様、ありがとうございました。
只今ゴルフ同好会では新規メンバーを募集中です。次回コ
ンペは移動例会の翌日、１１月１８日（月）箱根カントリー
倶楽部にて開催致します。
この機会に是非、同好会へのご参加をお待ち申し上げてお
ります！
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☆
☆

Ｆｒｏｍ
９月２１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

３３０－Ｂ地区山梨アカデミーＬＣＣＮ５例会参加報告

さる９月２１日、甲府の古名屋ホテルにて開催された、
３３０－Ｂ地区山梨アカデミーＬＣのＣＮ５記念例会に西
山会長と私Ｌ進藤で参加致しました。山梨アカデミーＬＣ
は前期の７月に当クラブと友好クラブを締結した、今期の
３３０－Ｂ地区 川手寅平ガバナーを輩出しているクラブ
です。
４時開会ということで余裕を見て１時には世田谷を出発
したのですが、思いもよらない事故渋滞で、非常に時間が
かかり、到着したのは開会直後のライオンズヒム斉唱の真
っ最中でした。
式典では、来賓の挨拶、記念アクティビティの紹介など
が行われ、記念アクティビティはＬＣＩＦ交付金を利用し
ての南アルプス市への巡回パトロール車の寄贈（南アルプ
スＬＣとの合同事業）のほか、公益財団法人山梨県アイバ
ンク・公益財団法人山梨県臓器移植推進財団・公益財団法
人アイメイト協会に金一封が贈られました。
第二部では「献血について」というテーマで講演が行わ
れ、献血の利用先が事故よりも圧倒的に手術やがん治療に
利用されていることや細かな献血後の処理の工程や検査の
内容などのお話のあと、子供を小児がんで亡くした母親が
綴った献血ルームの落書き帳への記述及び献血の大切さを
訴えたブログ、さらにそれを元にテレビ新広島が作成した
テレビ番組「アンパンマンのエキス」が上映されました。
第三部の祝宴では、南アルプス市出身の３人組のグルー
プ Parfait（パルフェ）の歌と演奏を随時はさみながら、歓
談の途中で同じく友好クラブを締結している川越つばさＬ
Ｃの皆さんと川手寅平ガバナー、３３０－Ｃ地区前地区ガ
バナー中村泰久Ｌとともに記念撮影をさせて頂きました。
こののち、多くの参加者が２次会にも参加し、夜更けま
で楽しく呑み、語らい、歌いました。山梨アカデミーＬＣ
の皆様、誠に有難うございました。
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（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ
９月２４日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

３３０－Ｃ地区上尾ＬＣ例会参加報告

さる９月２４日、埼玉県上尾市の東部バンケットホ
ールにて開催された３３０－Ｃ地区の上尾ＬＣの例会
に例会訪問しました。８月２８日に３３０－Ｃ地区の
テールツイスタータイムセミナーに講師として呼ばれ
たときに、上尾ＬＣの加藤久策Ｌから例会訪問のお誘
いを頂き、その後井上会長や田沼幹事と連絡を取り合
いまして訪問に至ったものです。
例会訪問させて頂いて、上尾ＬＣが大変しっかりし
た運営をされていることが一目でわかりました。まず
驚いたのは、テーブルに委員会席の札が立っていたこ
とです。常設委員会が６つ、そのほかの委員会もある
らしく、委員会ごとにテーブルに座り、 役員（会長、
幹事、会計、前会長、ＴＴ、副会長、副幹事、副会計、
副ＴＴ）は前のテーブルに座ることになっています。
メンバー数は７０名で３３０－Ｃ地区で最大のクラブ
とのことでした。
また、配布された例会資料も大変しっかりしていて、
直近のアクティビティの写真や、例会の式次第、ビジ
ターのプロフィール紹介、に加え、詳細な幹事報告。
それぞれの委員会が毎月しっかり会合を開いていて例
会やアクティビティ等を入れると月に１５～２０日は
活動しているとのことです（しかも三役はすべて出席
とのことでした（驚））。
私は「せっかく遠方より訪問したのだから」と卓話
を依頼されておりましたので、世田谷ＬＣのここ５年
くらいの新規アクティビティとその構築方法、とくに
「現地を見て相手のニーズを聞いて次のアクティビテ
ィを作る」、「そのためにも新規アクティビティ実行委
員会など設置して自由な話し合いをする」というスピ
ーチをさせて頂きました。
ちょうど次回の例会が「アクティビティについて考
える」という例会予定とのことでタイムリーだったら
しく、喜んでいただけたようでほっとしました。
その後、二次会で井上会長・田沼幹事・祝原会計の
三役とライオンズクラブについて熱く語り合い、非常
に深く学ばせて頂きました。上尾ＬＣの皆様、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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（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ
９月２４日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

ＬＣＩＦセミナー参加報告

（Ｌ進藤）

さる９月２４日（火）、ＡＰ西新宿で開催されたＬＣ
ＩＦセミナーに西山会長と私Ｌ進藤で参加して参りま
した。自分はＬＣＩＦセミナーに参加するのは４年連
続くらいなのですが、ＬＣＩＦ資金開発担当課長の田
辺憲雄様の「献金と交付金」のセミナーでは、やはり
年ごとに新しい情報があり、若干内容が変わってきて
いて勉強になりました。東京ウィルＬＣの小川晶子Ｌ
のラオスへの支援で井戸・トイレなどを設置する体験
談では、現地の協力クラブとなるラオス唯一のクラブ
を探すところから苦労された話や、思いもよらない障
害（円とドルの換算レートの乱高下とか、女性クラブ
の特質なのか直前になって様々な家の用事が入って現
地に行けなくなるメンバーが多数いたとか）の話をさ
れていて、大変勉強になりました。

☆

９月２５日

保護司についての概要説明会参加報告

９月２５日には、スクワール麹町で開催された、保
護司についての概要説明会に参加しました。会場には
２００名弱のライオンズメンバーが集結して大変盛況
でした。
保護司については以前お誘いを受けたことがありま
したが、その時は対象者と自宅で面接するのは思春期
の娘や息子を抱える身としては難しいと考えお断りし
た経緯があるのですが、今回、法務省東京保護観察所
長の大矢裕様のご講演を拝聴し、最近は外で面接する
のも可能だとわかったほか、刑務所や少年院を出た方
が地域で再犯せずに暮らせるために、住むところと働
き口と相談相手について相談にのるという保護司の仕
事が、退院した精神障害者が地域で再発せずに安定し
て暮らすために行う支援と大変似ていると感じました。
また、保護司の働き方を紹介するＤＶＤを拝見したほ
か、江戸川東ＬＣの内海憲市Ｌの保護司としての体験
談がわかりやすく、非常に勉強になりました。
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（Ｌ進藤）

☆

東京世田谷ライオンズクラブＣＮ５０記念式典・祝賀会ご案内

１９６３年に東京ＬＣをスポンサークラブとして結成された
当クラブは 9 月 28 日にチャーターナイト 50 周年を迎えるにあ
たって記念式典・祝賀会を開催します。多くの皆様にお越し頂
きたくお待ち申しております。
日 時 ： ９月２８日（土）
式典１８：００～ （受付１７：００～）
祝宴終了は２０時４０分ごろの予定です。
場 所 ： 目黒雅叙園２階「舞扇」
目黒区下目黒１－８－１
０３－３４９１－４１１１
会 費 ：１２０００円

■ 行事予定
９月２８日（土）18：00～
１０月 ６日（日）10：00～

９月第２例会（ＣＮ５０記念例会）
於：目黒雅叙園
１０Ｒ合同ライオンズデー（盲導犬募金）於：渋谷

１０月 ８日（火）13：00～
１０月 ９日（水）18：30～
１０月１９日・２０日
１０月２３日（水）18：30～
１０月２７日（日）

第３回障害者施設見学ツアー
１０月第１例会
せたがや未来博
１０月第１例会
わんぱくクラブ育成会秋まつりバザー

■ 幹事

於：区内障害者施設
於：目黒雅叙園
於：世田谷区役所
於：目黒雅叙園
於：三軒茶屋

阿部より一言
皆様、いつも大変お世話になっております。またクラブメンバーの皆様にお
かれては、クラブ運営にご協力頂きありがとうございます。
さて、９月はライオンズイベントが盛沢山です。３日の東京ピースＬＣのチ
ャーターナイトに始まり、５日は１０Ｒ合同ガバナー公式訪問、６日は１０Ｒ
２Ｚ正副幹事会、７日は世田谷公園にて当クラブＣＮ５０記念植樹、２２日の
潮来ＬＣさんと合同食育アクティビィティ－（稲刈り）などなど・・・いつも
よりもメンバー皆様と交流する機会が多く楽しく過ごさせて頂きました。中で
も深く携わらせて頂いた当クラブＣＮ５０記念植樹は私にとって印象が強い
活動になりました。西山会長との現地視察に始まり、世田谷公園の担当者との
打ち合わせ(高木所長ありがとうございました)、植樹する木と業者の選定、そ
してベンチ寄贈について、世田谷区職員の桑原様（お世話になりました)との
デザインも含めた打ち合わせ、植樹プレートを用立てて頂いたＬ畠山。沢山の
方にお世話になりました。そして植樹当日はたくさんのメンバーにご参加いた
だき本当にありがとうございました。世田谷公園に行く折には噴水周りにある
ベンチ(３基)と公園南端にあるハナミズキの成長をご覧頂きたいと思います。
いよいよ２８日(土)はＣＮ５０です。４００名を超える大きな式典になりま
す。皆様どうぞ宜しくお願い申し上げます。
（阿部鉄平）
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