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ライオニズムを大切に！仲間とともに We Serve
トピックス

会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

【今年を振り返るその①】
今年は、いろいろな方とご縁をいただきま
した。２月仕事が忙しくしている時に、九州
の知人から「宮﨑の巨人キャンプとソフトバ
ンクキャンプを見学にきませんか」と連絡が
ありました。一度は日程調整がうまくいかず
にお断りをしましたが、
「巨人軍荒井コーチと
食事の約束をしたから是非とも紹介したいの
で宮﨑に来て下さい」の連絡が再び入りまし
た。不思議なことに約束したその日は仕事も
なく、飛行機のチケットもとれ「どうぞいっ
てらっしゃい」と神様の声が聞こえたかのよ
うに宮﨑空港に降り立ったのでした。２月１
２日、その知人の計らいでソフトバンクキャ
ンプを関係者入口より入り見学ができました。
そしてその夜、巨人軍コーチ荒井コーチと亀
井選手をはじめ若手選手と共に食事をするこ
とができました（後からソフトバンク大道コ
ーチも合流）。巨人軍はこの日キャンプ休日で
したので、門限２３時まで外出が許されてい
た日だったのです。まだまだ神社の仕事が忙
しい２月に、このような日ができ、なかなか
お会いすることができないプロ野球選手と共
に食事ができたことに驚きを感じました。ま
たシーズンオフに再会することを約束して充
実した宮﨑の一日が終わりました。良きライ
オンズメンバーとの「縁」も不思議な「縁」
が数多くあります。これからもその縁を大切
にして奉仕活動に臨みたいと思っています。
「ライオニズムを大切に 仲間と共に Ｗｅ
Ｓｅｒｖｅ」で、ご協力をお願いいたします。
（Ｌ西山和範）

★１１月２７日（水）
第８回

於：目黒雅叙園

理 事 会

１７：３０～１８：２０
会 １８：００〜２０：４０

第 1215 回 例
会員増強例会
年に何回か計画する「会員増強例会」。
今回はメンバーのご友人をゲストとして
お呼びした際の会費をクラブ負担としま
すので、多数のゲストをお呼びください
ますようお願い申し上げます。
また、吉田雅美様の入会式を予定して
おります。メンバーの皆様はライオン帽
をご持参ください。

★１２月４日（水）

於：ＵＲＡＫＵ青山

12１６回 例 会 １８：００〜２０：３０
クリスマス家族例会
１２月第１例会は、クリスマス家族例会として、
ＵＲＡＫＵ青山を予定しております。メンバーの
皆様、ご家族ご友人をお誘い合わせの上ご参
加くださいますようお願い申し上げます。
ＵＲＡＫＵ青山
東京都港区北青山２丁目７−１３
TEL.03-5411-0111
東京メトロ銀座線 外苑前駅下車 徒歩 1 分
会費５０００円、同伴 1 万円、中高生５０００円

1

第８回理事会報告
出席者

１１月１７日

於 箱根はつはな

西山会長、L 畠山、L 磯辺、L 石上、L 岩瀬、L 亀川、L 河俣、L 小塚、
L 宮崎大二郎、L 宮崎宏之、L 諸見里、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、
L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 吉崎、
阿部幹事
（計２４名）

第８回理事会が、１１月１７日（日）１８：００より箱根はつはなにて開催されました。

■審議事項■
１. １１月２４日（日）井上あずみさんコンサートにつきま
して、西山会長からご説明頂き、当クラブでチケットを
１５枚購入することとなりました。Ｌ小塚、Ｌ畠山、Ｌ
佐々木がすでに購入希望とのことでした。
２.１１月２２日（金） 青年アカデミー委員会交流会につき
まして西山会長から再びご説明頂き、当クラブからＬ河
俣・Ｌ中村謙介・Ｌ進藤・Ｌ須藤・Ｌ手塚の５名は参加
することと致しました（さらにＬ村井・Ｌ杉内も参加す
ることとなりました）。
３.年内の例会日程につきまして、西山会長よりご説明頂き、
クリスマス家族例会は１２月４日（水）ＵＲＡＫＵ青山
にて、１２月第２例会は１２月２５日（水）銀座アスタ
ーにて開催することとなりました。
４.フィリピンアクティビティについてＬ田中からご提案を
頂きました。フィリピンにおける台風３０号の被害は甚
大で、Ｌ田中のマニラの自宅は無事だったものの、もっ
とも被害が甚大だったタクロバンには奥様のご実家があ
り、いまだに親戚と連絡がつけられずにいること、お墓
は流れてしまっている恐れが強いことなどをご説明頂き
ました。協議の結果、メンバーからのドネーションや街
頭における募金、実際に現地に赴いて現地で必要物資を
購入配布することなどを前向きに、かつ早急に検討して
いくこととなりました。
５.会員増強と家族会員制度の件につきまして、西山会長・
Ｌ進藤・Ｌ諸見里からご説明を頂きました。国際協会で日本のためにパイロットプログラム
が設けられた説明もありましたが、当クラブでは家族会員の枠組みがいまだになく、家族会
員の必要性からあらためて協議しました。
「はたしてクラブはそれで活性化されるのか」とい
う原点にもかえって様々な意見が出ましたが、
「メンバーの家族で家族会員になりたいという
人がいるのであれば、とりあえず枠は作ってもいいのではないか」という意見がでて、
「家族
会員の枠組みを作っていく」ことで大筋承認されました。今後内規を整備し、家族会員の当
ｓ クラブにおける会費等について協議していく予定です。
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第１２１４回・１１月第１例会(移動例会)報告
出席者

１１月１７日

於 箱根はつはな

西山会長、L 畠山、L 磯辺、L 石上、L 岩瀬、L 亀川、L 河俣、L 小塚、
L 宮崎大二郎、L 宮崎宏之、L 諸見里、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、
L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 吉崎、
阿部幹事
（計２４名）

1.

第１２１４回１１月第１例会（移動例会）が、１１月１７
日（日）１８：３０より箱根はつはなにて開催されました。
「小田急ホテルはつはな」は箱根湯本駅からバス１０分、
箱根新道須雲川ＩＣの出口すぐそばにあり、バックの山の
紅葉が大変綺麗でございました。多くのメンバーが早々と
チェックインして、麻雀や温泉など懇親を深めていました。

2.

阿部幹事の司会進行で例会が執り行われました。まず開会
のご挨拶を西山会長にお願いしました。西山会長は東京を
離れて箱根の地で移動例会ができる喜びを述べられて、ご
挨拶とされました。

3.

ウィサーブのご発声はＬ白石にお願い致しました。Ｌ白石
はユーモアあふれるご挨拶で、高らかにウィサーブのご発
声を頂きました。

4.

今回の移動例会も芸者さんたちをお呼びして大変盛り上
がりました。通常例会にはなかなか出席できないメンバー
も移動例会に参加できたりして、懇親を深めることができ
ました。

5. 二次会も同じホテルのカラオケルームにて開催され、多く
のメンバーが参加して楽しみました。その後も部屋に戻っ
て夜遅くまで酒を酌み交わしながら懇親を深めました。皆
様お疲れ様でした。
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第５回障害者施設見学ツアー報告
出席者

１１月１４日

L 進藤、L 中村謙介、当事者１名、関係者２名

さる１１月１４日（木）、東京三軒茶屋ＬＣとの共同事業、
第５回障害者施設見学ツアーを実施しました。この日は当初
は京王線の芦花公園駅にて集合予定でしたが、一つ目の施設
「千草工芸」の転居に伴い、現時点での最寄駅である千歳烏
山駅に集合場所を変更しました。当日キャンセルが１名あり
ましたが、当クラブから２名、当事者の方１名、さらに施設
を探している方の関係者２名の計５名が参加しました。
最初に千歳烏山駅そばで転居した就労移行支援事業『千草
工芸』を見学しました。駅からほど近い、商店街の中にある
非常に立地の良い物件でした。ワンフロアを広く利用した施
設となっており、パソコンを利用したプログラムが就労支援
の一環として組まれていました。施設の説明もパワーポイン
トで行われ、１週間でプレゼンを作って発表するプログラム
など、興味深くお聞きしました。
次にＬ進藤の運転するワゴン車で上北沢駅そばの就労継続
支援Ｂ型事業所『フレンドパーク』に移動しました。こちら
では近隣の業者から主に内職系の軽作業を受注して封入や宛
名貼りなどの作業を行っていました。さらに、当事者の代表
の方が施設の説明をして下さって、施設職員とのかかわりに
大変安心感を持ち、信頼を寄せていることが語り口からも非
常によく伝わってきました。
最後に、下高井戸駅近くの居場所的な就労継続支援Ｂ型事
業所『まごの手便』を見学しました。前の２つの施設とはう
ってかわったゆったりした施設でしたが、大きな印刷機を利
用して、絵はがき製作や印刷製本など、作業が増えてきてい
るのが感じられました。またこの施設の目玉でもある民間温
灸療法「テルミー」がこの日は行われていて、ツアーの利用
者も指導者から直接テルミーのご説明を頂きました。

Ｌ進藤から精神障害者福祉の歴史と現状、世田谷区の現
在のネットワークなどについてご説明して感想を集約し
ました。当事者の方は自分の病態にあった施設が今ひとつ
見つからなかったようでしたが、関係者の方々にとっては、
精神保健福祉行政や実際の施設の在り方が大変学ぶこと
ができたと強く発現され、ツアーをいったん解散して、近
隣駅にお送りしがてら、個別相談のような時間を設けさせ
ていただきました。皆様、お疲れ様でした。
次回の障害者施設見学ツアーは１２月６日（金）の予定
です。
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於 区内障害者施設
（計５名）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

１１月７日～１０日

①

ＯＳＥＡＬフォーラムシンガポール大会報告

１１月７日（木）から１０日（日）まで、シンガポール・
マリーナ・ベイ・サンズホテルにて開催された、第５２回
ＯＳＥＡＬフォーラムシンガポール大会に、Ｌ田中ととも
に参加して参りました。Ｌ田中はマニラＬＣに所属する奥
様である田中・バディリア・ジェニファーＬとさらにその
お姉様の高柳・バディリア・ヴィルマジョインＬとともに
フィリピンからシンガポール入りしました。私は３３４－
Ｃ地区浜松南ＬＣ辻村昌弘Ｌとともに成田からシンガポー
ル入りしました。
ＯＳＥＡＬフォーラムは、プログラムを見ると各種会議
やセミナーがありますが、実は「協議会議長とガバナーの
会議」「国際会長とガバナーの会議」「国際第１副会長と第
１副地区ガバナーの会議」
「国際第２副会長と第２副地区ガ
バナーの会議」などすべての会議が傍聴可能です。私たち
も７日の夜に行われた「コーカスミーティング」に参加し
ました。
「コーカスミーティング」は次にこの第５会則地域
と呼ばれるＯＳＥＡＬ地域からの国際理事候補の候補者演
説がある重要な会議ですが、いつの間にか開始時刻が早め
られていたようで最後の少しだけしか聞くことができませ
んでした。
翌日８日は、開会式のある日なのですが、「国際第２副
会長と第２副地区ガバナーの会議」には日本から選出され
た山田實紘国際第２副会長がお話しされるので、その前の
「国際第１副会長と第１副地区ガバナーの会議」から参加
しました。ジョー・プレストン国際第１副会長はアメリカ
人らしく迫力があり、これから来年のトロントでの国際大
会に至るまでに第１副地区ガバナーがなすべきことをわか
りやすくプレゼンしていました。当地区の塩月藤太郎Ｌも
もちろんご出席されていました。しかしながらいつもの国
際会議と違うのは、同時通訳がなかったことです。翻訳機
もあるわけでなく、英語のプレゼンの後に、中国語・韓国
語・日本語の通訳がそれぞれ話すという・・
（時間が４倍か
かる）方法を取っていました。
続けていよいよ山田實紘国際第２副会長と第２副地区
ガバナーの会議では衝撃を受けました。山田實紘国際第２
副会長が「ＯＳＥＡＬに参加していらっしゃる方の半分以
上は日本人だから日本語でプレゼンします」と、日本語で
発表されたのです（パワーポイントは英語でしたし、中国
語・韓国語への通訳はされていました）。山田国際第２副会
長は第２副地区ガバナーの皆さんに「同じ期に活動するも
のとして頑張ろう」と最初に気合を入れて、第２副地区ガ
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（Ｌ進藤）

バナーの役割についてプレゼンされていました。
午後は開会式。日本の皆さんはステージの正面に近い一
角が割り当てられていて、シンガポールの歴史を紹介する
歌や踊りのあとに、各地区の議長・ガバナーの行進があり、
さらにはシンガポール大統領のスピーチもありました。私
は残念ながら同宿の辻村Ｌのホテルでの部屋のブッキング
上のトラブルがあり、ホテルに戻るため中座せざるを得ま
せんでしたが。そして５時からジャパンナイトが開催され
ＭＤ３３５より選出される西川義規Ｌを応援する歌として
お嬢様である國見かをりＬの琴に合わせて「花は咲く」の
合唱をするというのでリハーサルに参加したところ、３３
０－Ｃ地区の関根雅美Ｌとともに、いきなりソングリーダ
ーに指名されてステージに上がって歌うこととなりました。
日本の各地の皆さんもステージ前で合唱し、大変活気ある
ジャパンナイトでした。その後、３３０－Ａ地区のガバナ
ー晩餐会では、３３０－Ａ地区からの多くの参加者が一堂
に会し、懇親を楽しみました。
翌９日はゴルフに出かける方、近隣に観光に出かける方
も多かったようなのですが、午前中にウィンクン・タム元
国際会長の「ボーダレスなライオンズ」という講演を３３
０－Ｂ地区川手寅平ガバナーとともに聞きました。地域密
着のライオンズでもこのようなフォーラムでグローバルに
付き合うことで国境を超えた協働のアクティビティができ
ること、１００周年を迎えたライオンズが次の１００年に
何をすべきかという宿題の問いが心に残りました。午後は
いくつかセミナーがあったのですが、私はＹＣＥセミナー
に出席しました。日本からシンガポールへのＹＥ生の第１
号である３３４－Ｂ土岐織部ＬＣ加藤万寿夫ＬのＹＥ生と
しての体験に基づく発表が大変わかりやすく感動的でした。
最終日は「協議会議長とガバナーの会議」と「閉会式」
に出席し、フィリピンの台風災害に対してＯＳＥＡＬフォ
ーラムの中で５０万ドルの拠出が決定したこととフィリピ
ンの皆さんが会議中に涙をためながらお礼の言葉を発して
いたのが印象的でした。
シンガポールでは移動にタクシーを使うことが多かっ
たのですが、流しのタクシーは止まってくれず、ホテルや
レストランで呼ばないとまず乗車できなかったことが印象
に残っています。そのほか、８日に有名なマリーナ・ベイ・
サンズの空中楼閣のプールに入れたこと、９日に３３０－
Ｃ地区の八木拓也Ｌの結婚祝いパーティーが現地で開催さ
れ日本の各地から友人たちが祝福のために集まったこと、
また、１０日の閉会式の後に八木夫妻とともにリトルイン
ディアン地区で有名なフィッシュヘッドカレーを食べるこ
とができたことなどが、特に思い出に残りました。
次回のＯＳＥＡＬフォーラムは韓国の仁川で開催され
るそうです。ぜひ多くの皆さんで参加しましょう。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

１１月１８日

②

ゴルフ同好会コンペ参加報告

（Ｌ高橋）

平成２５年１１月１８日、前日の箱根移動例会に引き続き、ゴルフ同好会コンペが開催されま
した。会場は毎年恒例の箱根カントリー倶楽部。
私Ｌ高橋は、ゴルフ同好会コンペには初めての参加。前日の移動例会に参加できなかったＬ今
尾と早朝に世田谷を出発して箱根に向かうことになりました。私事ながら深夜に仕事メールが来
たため、朝５時に職場へ向かい秘書に引き継げるところまで仕事を進めておこうと思いバタバタ
仕事をしていたら、Ｌ今尾との約束の時間に近づく！ヤバイっと思い、バタバタし過ぎて大きな
観葉植物の陶器製の鉢を倒してしまい、秘書には予定していた仕事と、溢れた土と割れた鉢の片
付けという仕事を引き継ぐところまで済ませて、やっと事務所を出ました。
晴天に恵まれ、富士山を眺めながら秋晴れの箱根の山道を進み仙石原を抜けると、箱根カント
リー倶楽部のクラブハウスに到着。クラブハウスから色付き始めた秋の山々を眺めていると、爽
やかなクラブハウスの朝に似合わない異臭が漂ってきました。酒臭を漂わせたライオン達の到着
です。前夜、２次会の後、３次会のラーメン屋にまで行った強者ライオン達もさすがに寝不足気
味に見えましたが、爽やかゴルファーズルックに着替え、しっかりと遅刻する者もなく集合しま
した。
さすがの箱根だけあって、朝は肌寒かったのですが、日も上り始めると午前は素晴らしいゴル
フ日和になってきました。Ｌ高橋はＬ鈴木とＬ吉崎との初めてのラウンド。スタートホールでＬ
鈴木のチップインバーディーを見せつけられ、Ｌ高橋は、午前ラウンドは終了まで良いところ無
し。楽しかったのは、キビキビと動くキャディーさんを眺めることくらいなもので（泣）。
午後からは突風が吹き荒れ、どのメンバーもスコアを崩した様でした。結果は、優勝Ｌ磯辺、
準優勝Ｌ白石となりました。Ｌ磯辺はドラコン賞も獲得し、Ｌ白石に１打差の僅差での勝利にご
満悦の様子でラウンド終了後のパーティーでは、それはもう盛り上がり、パーティールームは爆
笑の渦に。あまりに盛り上がり過ぎて、メンバー一同は来年もこちらのゴルフ場を使えるかどう
か心配になるほどでした。
今回初出場のＬ中村謙介からは Titleist の高級ボールを賞品に提供頂きました。そしてもう
一人の初出場である私Ｌ高橋はというと、成績は最下位、しかも何も提供しておりませんで、こ
んな駄文をドネーションさせていただくことで、どうかご勘弁をお願い申し上げます。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

１１月６日

３３３－Ｃ

③

銚子ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる１１月６日（水）、３３３－Ｃ地区銚子ＬＣの例
会に参加して参りました。先に行われた３３３－Ｃ地
区の大交流会にて金島秀樹幹事・梅津Ｌと意気投合し、
ＯＳＥＡＬフォーラムに成田から出発するので（きっ
と近いと思い）前夜に銚子ＬＣ例会への訪問を約束し
たものです。
銚子ＬＣはまもなく５０周年を迎える歴史あるクラ
ブ。なんといっても驚いたのは、銚子ＬＣが「銚子ラ
イオンズ会館」という自クラブの建物を所有している
ことです。中には地区分割の頃から今までのアワード
の数々や歴代の会長の写真が展示され、この日のため
に用意されたマジックショーがアトラクションとして
用意されていました。さらに私が最近連日カレーを食
べる挑戦をしていることをご存じで、例会食事が急遽
「レバカツカレー」に切り替えられて、温かいレバカ
ツカレーがその場で食べられたのには感激しました。
その後二次会にも連れて行って頂き、木内嘉津央会
長、安藤英夫Ｌ、島田政典Ｌ、篠塚和男Ｌほか皆様に
大変お世話になりました。４月に銚子ＬＣでも５０周
年例会があるとのことで今から楽しみにしております。

☆

１１月１３日

３３３－Ｅ

水戸葵ＬＣ例会参加報告

１１月１３日(水)、ＪＲ水戸駅そばの常陽銀行本店
会議室で開催された、３３３－Ｅ地区水戸葵ＬＣの例
会に訪問して参りました。これは前期のライオン誌の
若手フォーラムで若林純也Ｌと例会訪問の約束をして
いたものが半年以上伸びてこの時期になったものです。
約５０年の歴史あるクラブにふさわしく、委員会ご
とにテーブルが割り振られていて、しっかりした運営
をされている印象でした。当日は「いのちの電話」の
方たちの講演があり、仕事がら興味深く聞くことがで
きたのと、ご挨拶かたがたＯＳＥＡＬフォーラムの報
告をさせて頂きました。各地の例会を見てきた感想も
申しあげたのですが、「ここでは（昼例会のため）『ま
た会う日まで』は時間の関係でいつも割愛だから」と
言われましてこれもまた勉強になりました。水戸葵Ｌ
Ｃの皆様、誠に有難うございました。
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（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

１１月１４日

３３０－Ｃ

④
ところざわＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

１１月１４日（木）、西武線所沢駅前の西武百貨店・
８Ｆバンケットにて開催された、３３０－Ｃところざ
わＬＣ例会に参加して参りました。８月に開催された
３３０－Ｃ地区のテールツイスターセミナーでの私の
発表の後の懇親会で、同クラブの大塚亮Ｌとお伺いす
る約束をしたものです。
セミナーの時と同様に今までに例会訪問した各クラ
ブの例会のテールツイスタータイムを分類した資料を
配布しながら、さまざまな例会におけるテールツイス
タータイムのあれこれについてお話をさせて頂きまし
た。会長の安田栄一Ｌやキャビネット副幹事の勝呂太
郎Ｌ、地区役員の水野慶二Ｌ、会計の藤井栄一Ｌなど
皆様と、地区の壁を越えて交流する良さとクラブの活
性化について活発に議論させて頂いた上、カレーの話
でも盛り上がりました。ところざわＬＣの皆様、誠に
お世話になりまして有難うございました。

☆

１１月１６日

ドレミファコンサート参加報告

（Ｌ亀川）

１１月１６日(土)、セシオン杉並で開催された東京表参道ＬＣ共催の「ドレミファダンスコン
サート」を鑑賞して参りましたのでご報告させていただきます。
内容としては、何校かの大学からダンスチームが出場しただけでなく、男子学生のチアリーデ
ィングや障害を持つ方々のダンスチームが素晴らしいパフォーマンスを発表していました。会場
は障害者中心でしたが、６００名近い座席は全て埋まり、立見が出るほどの大盛況でした。
健常者も障害者も一体となり、本当に素晴らしいコンサートで、感銘を受けました。機会が
あれば是非次回も参加したいと思いました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

１１月１６日東日本大震災被災地視察参加報告

１１月１６日（土）、東日本復興支援委員会主催のＲＣ・ＺＣ向け被災
地視察に担当副幹事として同行いたしました。東日本大震災からは約３
年がたち、次第に世間で話題にされることが少なくなってきたと思われ
がちですが、現地ではまだまだ復興が進んでいないというのが現状です。
その姿を実際に見ることで、今いったい何ができるのか、４月４日５日
に予定されている第６０回記念年次大会の記念事業でもある東日本復興
イベントに多くの方にご参加して頂きたく、まずＲＣ・ＺＣの皆さんに
現地を視察して頂こうということで、１６日は南三陸町と石巻市の仮設
住宅その他、１７日は女川と石巻市の日和山へ行くという視察でした。
３３０－Ａ地区から現地に向かったのは東日本復興支援委員会委員長知
野秀雄Ｌ含め１９名、現地では３３２－Ｃ石巻中央ＬＣ阿部浩Ｌがバス
に乗って解説しながら現地を回って下さいました。
東北新幹線を古川で降り、阿部浩Ｌと落ち合ってバスに乗り込み、南
三陸町に向かいました。いまだに傾いた水門や崩れた堤防、さらに志津
川地区の野原となってしまった地域を通って「さんさん商店街」に到着。
５月にチリから届いたモアイ像の前で記念撮影をして「さんさん商店街」
で昼食をとりました。南三陸志津川ＬＣのメンバーが経営するお店も商
店街に多数ありましたので、いろいろとご案内したり、写真集を購入し
て頂いたりしました。また、
「のぞみ福祉作業所」に電話で連絡を取った
ところ、畠山所長と森さんが商店街まで来てくださって、バスでご挨拶
をしてくださいました。解体が決まっているという防災庁舎はまだ残っ
ていて、残存に向けての再検討の可能性もあると聞きました。
続いて向かったのは石巻市。途中こどもハウスをまず見て、次に大川
小学校。デザインが優れているということで有名だった大川小学校の校
舎の説明や、当日の児童たちの動きなどをうかがい、さらに新しくでき
ていた慰霊碑などに目頭が熱くなるのを抑えられませんでした。その次
に雄勝地区に行きますと、仮設商店街設置２周年記念イベントが開催さ
れていて、お神輿などが出ていました。湾内はいまだに壊れている堤防
があり、すでに取り壊された様々な建物の説明を聞きました。現地でい
ただいた「雄勝湾カレー」はなかなか辛口で美味しかったです。
石巻市では仮設住宅の中の福祉住宅とＬＣＩＦで設置されたコインラ
ンドリーを視察しました。障害・高齢者の今後を考えながらコミュニテ
ィづくりをしているＮＰＯ法人の方のご説明に地域ケアの大切さを垣間
見ることができました。またコインランドリーでは実は２メートルの高
さまで津波が来ていたと知り、こんな市街地でもかと改めて驚きました。
夜は、３３２－Ｃの林昭平ガバナー、石川達雄第２副地区ガバナー、
北川英之キャビネット幹事、石巻中央ＬＣ会長佐々木喜蔵Ｌをお迎えし
ての懇親会。視察に加わった方から一言ずつ感想を頂いたのですが、１
ＲＲＣの芳澤幸男Ｌが「３年たって初めて現地に行ってみたけれども、
やはりテレビで見るのとは違う。こんなに広い地域が何もなくなってい
ることに衝撃を受けた。４月にはぜひ多くの方に被災地に行ってほしい
とみんなに伝えたい」と強調されていたのがとても印象的でした。私は
移動例会が１７日にありましたので、１７日朝に皆さんとお別れしてき
ましたが、１７日の視察もまた大変有意義だったようです。皆様、４月
４日５日はぜひ（旅行例会などを重ねるなどして）ぜひ東北に行きまし
ょう。
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（Ｌ進藤）

☆

クリスマス家族例会

☆第１２１６回
日
時 ：
場

所

：

会

費

：

告知

１２月 第１例会（クリスマス家族例会）
１２月４日（水）１８：３０ ～ ２０：３０（登録１８：００～）
ＵＲＡＫＵ青山
〒107-0061 東京都港区北青山２丁目７−１３
電話：03-5411-0111
（銀座線外苑前駅 2 番出口より徒歩 1 分）
http://www.urakuaoyama.com/about_us/access.html
メンバー５０００円、
同伴者１万円（中高生５０００円、小学生以下無料）

■ 行事予定
１１月２７日（水）18：30～

１１月第２例会（会員増強例会）

於：目黒雅叙園

１２月

４日（水）18：30～

１２月第１例会（クリスマス家族例会）

於：ＵＲＡＫＵ青山

１２月

６日（金）13：00～

障害者施設見学ツアー

於：区内障害者施設

１２月第２例会

於：銀座アスター

１２月２５日（水）18：30～

■ 幹事

阿部より一言
皆様、いつもお世話になっております。さる１１月１７日１８日と当クラブ
恒例の箱根移動例会に行って参りました。今回の宿は「箱根はつはな」紅葉の
ハイシーズンで部屋から綺麗に色づいた木々を見ることができました。例年通
りになりますが、理事会例会が始まる前に多数のメンバーが集まり、理事会さ
ながらの意見交換がされました。通常の理事会よりはフランクな雰囲気な中、
クラブ運営のこと、アクティビィティ－のこと etc メンバー同士の交流ができ
たこと、よかったです！
１１月第２例会では新入会員の入会を予定しております。そして１２月第１
例会はクリスマス家族例会と年内イベント盛り沢山で盛り上がってまいりま
す。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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（阿部鉄平）

