
1 

 

 
 

2013-2014年度  第１１号               ２０１３年１２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 

★１２月２５日（水）  於：目黒雅叙園 

少年サッカー教室実行委員会 １６：３０〜１７：２０ 
第 10回理事会 １７：３０〜１８：２０ 
12１7回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

 メンバースピーチ 

１２月第２例会は、今期入会のＬ庄司里香か

らメンバースピーチを頂く予定です。皆様ご期

待ください。 

★１月８日（水） 於：目黒雅叙園 
第 11回理事会 １７：３０〜１８：２０ 
12１8回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

★フィリピン台風災害支援募金 
 ご協力有難うございました。 
１２月７日・８日に三軒茶屋にて街頭募金され

て頂きましたが、１２１３６６円が集まり、他に

ご寄付頂いた７万円、メンバーからのドネーシ

ョン２６０００円を合わせて、１２月１３日から４

日間、緊急アラート委員会とともに、Ｌ田中・Ｌ

亀川・Ｌ畠山・Ｌ岩瀬がフィリピンのボホール島

にて子供たちにクリスマスプレゼントを配布し

て参りました。 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶   

今年を振り返るその③ 

今年は、周年記念行事が多くある年でした。

２０年毎の伊勢神宮式年遷宮、出雲大社では、

６０年に一度の平成の大遷宮がありました。

また東京ディズニーランドが３０周年と、ま

さに平成２５年は区切りの年でした。我が東

京世田谷ライオンズクラブもＣＮ５０周年式

典が９月２８日にありました。１年前から実

行委員会を発足して諸見里名誉実行委員長・

山本実行委員長の２名のリーダーシップの下、

メンバー全員で準備してきました。今期７月

より会長に就任し、当日は光栄にも、ご来賓

と共に全国からライオンズメンバーをお迎え

することになりました。会長挨拶では、３分

という時間内で自己紹介・出席のお礼・クラ

ブの略歴・先輩方が積み上げてきたアクティ

ビティ紹介・若手メンバーの活躍などの内容

を折り込まなければならず、１ヵ月かけて挨

拶原稿を作成しました。その中で個性ある内

容にするために、手話での自己紹介と被災地

東北からのライオンズメンバー出席の感謝の

気持ちは、楽天優勝のパフォーマンスを入れ

ることを間際になって決めました。しかし出

席していただいた全てのお客様に感謝の気持

ちを伝えることができなかったことが心残り

でした。思い返すと９月は、毎日のように諸

見里名誉実行委員長・山本実行委員長との電

話での打ち合わせが続き、本当に自分が会長

としてお客様をお迎えすることができるのか

と自問自答しながら準備を進めてきたことを

思い出します。良きメンバーと共にＣＮ５０

周年式典をやりとげたことを忘れることはな

いと思っています。メンバーの皆様には感謝

申し上げ、今年最後の会長挨拶とさせていた

だきます。        （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１２１６回１２月第１例会(クリスマス例会)報告 １２月４日 於 ＵＲＡＫＵ青山 

出席者 西山会長、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 磯辺、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 小野一郎、L 老田、L 大竹、 

L 佐々木、L 進藤、L 庄司、L 白石、L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、 

阿部幹事 

西山会長ご同伴３名、L 畠山ご同伴１名、L 今尾ご家族２名、L 磯辺令夫人、 

L 亀川ご令嬢、L 小塚ご令嬢、L 中村ご家族２名、L 老田ご同伴１名、 

L 佐々木ご家族２名、L 庄司ご同伴１名、L 白石令夫人、L 吉崎令夫人、 

事務局水戸由美子様 

メーキャップ：L 藤原、L 岩瀬、L 河俣、L 諸見里、L 鈴木、L 田中、L 吉田 

（メンバー計２４名、ゲスト１８名、メークアップ７名、計４９名） 
  

1. 第１２１６回１２月第１例会（クリスマス家族例会）が、

１２月４日（水）１８：３０よりＵＲＡＫＵ青山にて開催

されました。ＵＲＡＫＵ青山は東京メトロ銀座線「外苑前」

駅から徒歩１分の、セミナーや会合等さまざまに利用され

るおしゃれな建物です。今回のクリスマス例会は、阿部幹

事の司会で進行し、まず、西山会長に開会のご挨拶を頂き

ました。西山会長は今期、５０周年式典のあった半年を終

えたことで、諸見里名誉実行委員長、山本実行委員長への

感謝、そして本例会で景品をご用意頂いたＬ小塚はじめメ

ンバー全員へのクラブ運営へのご協力に対する感謝と労

いの言葉を述べられてご挨拶とされました。 

2. 続けてウィサーブのご発声はＣＮ５０実行委員長Ｌ山本

にお願いしました。Ｌ山本はＣＮ５０において多くの皆様

にご協力いただいた御礼を述べられて、また今後の５年後

１０年後への期待を述べられて、高らかにウィサーブのご

発声を頂きました。 

3. ＵＲＡＫＵ青山のおしゃれで豪華なお料理を堪能しなが

ら、各メンバーがご同伴されたお客様のご紹介を行いまし

た。本日はクリスマス家族例会ということで、１２名のメ

ンバーが総勢１７名のご家族・ご友人をご同伴された他、

事務局水戸由美子様もゲストとしてお越しになられまし

た。皆様、お忙しい中、誠に有難うございました。 

4. 会食中、ＣＮ５０記念式典の映像をプロジェクターを使っ

て流しました。当日受付のメンバーは式典中は受付にいて

会場内を見ることが難しかったため、初めて映像をご覧に

なった方も多くいらっしゃいました。 

5. ビンゴ委員会（Ｌ亀川・Ｌ手塚・Ｌ村井・Ｌ須藤）による

ビンゴ大会を行いました。メンバーの手元には多数のビン
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ゴカードが配布（販売）され、デジタルビンゴマシンによ

り次々と番号が指定されました。あっという間にリーチに

なったのになかなかビンゴにならないメンバーや、一人で

多くの景品をゲットするメンバーなど、その度に大きな歓

声が上がって盛り上がりました。 

6. 記念品の贈呈を行いました。今年は、記念品はワインをご

同伴の方々にさし上げました。また、チャリティコンサー

トなどでご協力いただいている井上あずみ様には花束を、

ＣＮ５０を牽引したＬ山本にも文具が贈られました。 

7. ライオンズローアをＬ福島・Ｌ磯辺・Ｌ中村信行にお願い

しました。センターポジションのＬ福島がご同伴の皆様に

対してライオンズ・ローアについてご説明をしたのち、

雄々しくライオンズ・ローアの掛け声をかけられました。 

8. 出席率の発表は、出席委員長のＬ手塚にお願い致しました。

本日の在籍者数４７名、不在会員１名、終身会員４名、出

席者２４名、メークアップ７名、ゲスト１８名で出席率は

７３．８％でした。 

9. 閉会のご挨拶を第２副会長Ｌ畠山に頂きました。Ｌ畠山の

クラブやアクティビティに対する真摯な思いが詰まった

ご挨拶に皆が感動しつつ、本日も無事お開きとなりました。

皆様どうもお疲れ様でした。 
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第６回障害者施設見学ツアー報告  １２月６日     於 区内障害者施設 

出席者 L 進藤、当事者３名、関係者２名           （計６名） 
  

１ １２月６日（金）、東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティ

ビティである、第６回障害者施設見学ツアーを実施しま

した。この日乗車予定だったクラブメンバーが急きょキ

ャンセルしたため、当クラブからはメンバー１名、その

他当事者３名と関係者２名の計６名が東急田園都市線

用賀駅改札に集合しました。 

２.Ｌ進藤の運転するワゴン車で、まず、就労移行支援事業

所「Ｔ＆Ｅ企画」を見学しました。宛名シール貼りや封

入などの作業をてきぱきとこなす姿と、部材や包材をき

れいに整頓し管理している様子に、就職のための訓練が

しっかりなされていると感じました。就職するだけでな

く、就労後の支援やＯＢ同士の相互支援についても説明

を受け、精神障害者分野の障害者雇用も進んできている

ことを実感いたしました。また区外の方の利用も可能と

のことでした。 

３.次に、若林にある就労継続支援Ｂ型事業所「藍工房」に

向かいました。建物のレイアウトが変わっておりまして、

１階が藍染の部屋に、２階が機織りと組紐の部屋になっ

ていました。作品を見せて頂きながら、藍染めの甕の管

理のためにエアコンで温度管理をするようになったこ

となどのご説明を頂いたほか、昨今国連本部に招待され

て藍染の説明を竹ノ内代表以下数十名が行ったことな

どの説明を受けました。 

４. 最後に、下高井戸にある地域活動支援センター「地域生

活支援センターＭＯＴＡ」の沖縄グッズショップ「てぃ

んからゆがふぅ」を見学しました。この日はオープンス

ペースがお休みでしたが、メンバーやスタッフの皆さん

と意見交換し、メンバーの居場所として、メンバーの力

をよく引き出していることがよく読み取れました。 

５. Ｌ進藤より、精神障害者保健福祉の歴史や世田谷区のネ

ットワークの現状の説明を行い、各自感想を言い合いま

した。今回は区外の方の当事者も多く、世田谷区以外で

利用できる施設もありましたが、やはりご自身の住んで

いる地域のそばでも施設探しをしてみたいとの感想を

頂きました。また、ある当事者の方からは「自分と似た

病気の方が通所している施設を探したい」との感想も頂

きました。皆様お疲れ様でした。次回は 1 月 9 日の予定

です。 
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フィリピン台風災害支援募金報告  １２月７日・８日     於 三軒茶屋 

出席者 ＜７日＞L 福島、L 畠山、L 今尾、L 亀川、L 河俣、L 小塚、L 諸見里、 

L 中村謙介、L 進藤、L 白石、L 庄司、L 鈴木、L 高橋、L 田中、L 山本、 

L 吉崎、阿部幹事、東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、YES レオクラブ大野美咲 L 

＜８日＞西山会長、L 藤原、L 畠山、L 石上、L 亀川、L 中村信行、L 老田、 

L 小野一郎、L 進藤、L 須藤、L 田中、L 手塚、L 吉田 

YES レオクラブ松本華奈 L   （メンバー２６名、ビジター３名、計２９名） 
  

１ １２月７日（土）と８日（日）、三軒茶屋駅前にてフィリピン台風災害義捐募金を実施しまし

た。三軒茶屋交番の前と東急世田谷線駅前の２ヶ所で街頭募金を行いました。 

２.クラブメンバー２６名に加え、東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌ、ＹＥＳレオクラブ松本華奈Ｌ、

大野美咲Ｌと３名のビジターの方々にもお手伝いいただき、募金しました。 

３.両日合せて１２１，３６６円が集まりました。 

４.これに口座にご寄付頂いた７万円とメンバーからの例会中のドネーション２６０００円を合

わせて、計２１７，３６６円をフィリピンの台風災害で被災した子供たちへのクリスマスプ

レゼントを購入するための資金と致しました。皆様、ご協力ありがとうございました。 
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フィリピンアクティビティ・現地配布報告 １２月１３～１６日  

於 フィリピン セブ島・ボホール島 

出席者 L 岩瀬、L 畠山、L 田中、（Ｌ亀川）、 

緊急アラート委員会委員長久保田明Ｌ、副委員長宮本慶文Ｌ、Ｌ亀川 

（メンバー３名、委員会３名、計６名） 
  

【Ｌ亀川】さる１２月１３日、緊急アラート委員会と世

田谷ＬＣ合同で、フィリピン台風被害状況を視察に行って

参りましたのでご報告致します。 

今回視察に行きましたのは、緊急アラート委員会から久

保田委員長、宮本副委員長、委員の私Ｌ亀川。世田谷ＬＣ

からはＬ田中文太郎、Ｌ畠山、Ｌ岩瀬の計６名で行って参

りました。 

宮本緊急アラート副委員長の所属する東京荒川西ＬＣが

町屋駅前で行った募金と、世田谷ＬＣが三軒茶屋周辺で行

ったフィリピン台風災害募金で集まったお金を元に、被災

した子どもたちに渡すクリスマスプレゼントを約５００個

購入し、皆で手分けして持っていきました。 

今回、全ての視察はフィリピン人であり、Ｌ田中文太郎

の奥様であり、マニラホストＬＣ所属であるバディリア・

ジェニファーＬにエスコートして頂きました。 

初日は北部での被害が多かったフィリピンセブ島に入り、

翌日の活動のミーティングを行いました。 

２日目、セブ島より被害の多かった隣のボホール島に約

２時間かけて船で移動しました。ボホール島に着くとフィ

リピンボホールＬＣのメンバー達が出迎えてくれました。

早速彼等の車にクリスマスプレゼントを積み込み、被災地

の避難所へと向かいました。このボホール島は、フィリピ

ン台風の一週間前、マグニチュード８の地震でかなりのダ

メージを受けており、途中倒壊した家屋や、崖崩れによっ

て寸断された道路などがかなり目立ちました。 

避難所に着くと、早速子供達が集まり、私達は手分けし

てクリスマスプレゼントを子供達に配り始めたのですが、

その子供達の表情に驚きました。きっと辛いのに、悲しい

のに、苦しいのに、そんな表情は一切見せずに満面の笑み

で私たちを迎えてくれました。感動の一言です。その後数

箇所の避難所を回り、全てのクリスマスプレゼントを渡し

終えセブ島へと戻りました。 

セブ島では、セブのガバナー含め、数人のセブＬＣメン

バー達に夕食をお誘い頂き、懇親を深める事が出来ました。 

翌日３日目は緊急アラート久保田委員長、宮本副委員長は

帰路に着き、私達はマニラに移動しました。 
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マニラではマニラの現状を視察し、今後のフィリピンに対

してのアクティビティ、または支援方法を話し合いました。 

今回、先ずは現地に行って現状を見て来よう、そして被災

地の子供達にクリスマスプレゼント渡したい、というのが

目的でした。 

一回の視察では支援方法などなかなか良い答えは出ませ

んが、来年２月〜３月にかけて２回目の視察に行く予定で

す。一人でも多くのメンバーにご参加頂き、支援方法など

話し合えればと思います。 

そして最後に、今回募金含めご協力頂いた皆様、本当に

ありがとうございました。また全ての視察に同行し、ご尽

力頂いたバディリア・ジェニファーＬ（Ｌ田中夫人）には

本当に感謝しています。彼女のエスコートなくして今回の

アクティビティの成功はなかったと思います。感謝の一言

です。【Ｌ亀川】 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

 

☆ １２月７日 ３３３－Ｃ船橋アートマンＬＣ例会参加報告     （Ｌ進藤） 

 

１２月７日（土）、フローラ西船橋にて開催された３３３

－Ｃ船橋アートマンＬＣの昼例会に参加致しました。８月

に開催された３３３－Ｃ地区の青年アカデミー大交流会に

て幹事の福原Ｌと例会訪問のお約束をしたものです。鈴木

会長以下、金基英Ｌほか多くの方に歓待して頂きました。 

「アートマンＬＣ」というだけあって、「蝋燭能」とか「凧

揚げアクティビティ」とか「蛍プロジェクト」などの特徴

的なアクティビティが多くあるのですが、「どこまでが個人

の活動で、どこからクラブのアクティビティとするのか」

というテーマでの議論が大変盛り上がりました。 

その他、自分の入会から今までの様子、例会訪問とその

効能などをお話ししました。記念撮影ののちに、「楽しいラ

イオンズに再び気づくことができた」というご感想などを

頂けまして、ずいぶんと刺激になったらしいと感じました。

船橋アートマンＬＣの皆様、誠に有難うございました。 

 

 

☆１２月７日３３０－Ｂリーダーシップ研修会マスターズセミナー参加報告（Ｌ進藤） 

 

１２月７日（土）、上記の船橋アートマンＬＣ例会に続き、

横浜情報文化センターで開催された、３３０－Ｂ地区「地

域リーダーシップ研修 マスターズコースセミナー」に夕

方から参加致しました。１２月１日のライオン誌若手フォ

ーラムにおいて、３３０－Ｂ地区ガバナー川手寅平Ｌに「歴

史あるクラブの活性化」というテーマで話すよう言われま

したのが直接のきっかけです。 

参加資格が「５５歳以上でクラブ幹事経験者」という条

件が当初あったそうで、ベテランの方が多数いらっしゃっ

たようです。団英男Ｌ・後藤隆一Ｌが講師講演のほか、「ダ

イバーシティ（多様性）」を理解するための「ペンギン村」

の寸劇など盛り沢山の内容でした。私は世田谷ＬＣで入会

してから８つの新規アクティビティが成立したこと、現地

を見て実際に話を聞くことから真に相手に喜ばれるアクテ

ィビティができること、また若いメンバーにより新しいア

クティビティが行われつつあることなどをお話ししました。 

懇親会では、「この話が聞けてよかった」というだけでな

く「１月のゾーン新年会で同じ話をしてほしい」ととんと

ん拍子に話が進み、１月１５日に平塚のゾーンの新年賀詞

の会合でまたスピーチさせて頂くことが決まりました。３

３０－Ｂ地区の皆様、いつもありがとうございます。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ １２月１４日 東京数寄屋橋ＬＣクリスマス例会参加報告      （Ｌ河俣） 

 

さる１２月１４日（土）、ホテルグランドアーク半蔵門に

て開催された東京数寄屋橋ＬＣクリスマス例会に、西山会

長、Ｌ諸見里、Ｌ手塚、Ｌ進藤と私Ｌ河俣の５名で参加し

て参りました。私は入会して間もないのに、Ｌ諸見里のご

縁で、早くも他クラブのクリスマス例会に参加させて頂く

ことになり、感謝しております。 

前回、世田谷ＬＣの５０周年のチャーターナイトに参加

させて頂いた時もそうでしたが、あらためて日本には本当

に沢山の会員がいて、それぞれのクラブが自他共に盛り上

げているのだと気づきました。今回、東京数寄屋橋ＬＣに

参加させて頂いて、他クラブの参加人数の多さと交流の深

さに凄さを感じました。そして、東京数寄屋橋ＬＣ自体の

会員の数も多く、皆さんが一致団結し、まとまりがあると

いう印象を受けました。いろいろな方と触れ合う事で、自

分自身勉強になり、本当にいい経験をさせて頂いたと感謝

しています。 

今回、家族会員の増強が力強く報告されていましたが、

自分自身は、ライオンズクラブの本来の目的は社会への奉

仕活動であり、そしてその魅力は、知性と信念を兼ね備え、

見返りを求めず奉仕することである、と感じて入会させて

頂いております。世田谷ＬＣが今後も、他クラブに勝らず

劣らず気高いクラブであってほしいと正直に思い、今後も

世田谷ＬＣが多くの奉仕活動が出来るよう、若さを武器と

して尽力していきたい、と強く考えさせられた例会でもあ

りました。 

 

☆ １２月１６日 東京尾張町ＬＣクリスマス例会参加報告      （Ｌ進藤） 

 

さる１２月１６日（月）、第一ホテルにて開催された東京

尾張町ＬＣクリスマス例会に参加して参りました。 

アトラクションとしての歌があり、ラッキーカードがあ

って、そのあと「オークションタイム」になりました。私

は初めてでしたが、尾張町ＬＣのオークションは有名らし

く、テンポよく賞品がせり落とされていきます。しかも、

人によっては値段がはねあがったり、突然指名されてその

時身に着けていた時計がいきなりオークションにかけられ

たりして、なかなかスリリングなオークションでした。 

総額で２０万円以上も集まりました。このオークション

の印象が非常に強く残るクリスマス例会でした。 

～
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆ １２月１７日 東京渋谷ＬＣクリスマス家族例会参加報告      （Ｌ阿部） 

 

さる１２月１７日（火）に帝国ホテルにて開催された東京渋

谷ＬＣクリスマス家族例会に、西山会長・Ｌ進藤と私Ｌ阿部の

３名で参加させて頂きました。とにかくアットホームなプログ

ラムで楽しませていただきました。来賓挨拶なしで乾杯までが

非常に早く、こういうプログラムもありだなと感じた次第です。

アトラクションは、メンバーの女装によるハワイアンダンスか

ら始まり、「金色夜叉」の寸劇、「男はつらいよ」の寅さん風(笑)

寸劇、そしてメンバーの皆様が手作りのセーラー服とおさげの

カツラを着用しての「少女合唱団」での合唱と・・・言葉が適

切かわかりませんが、「おもてなし」感がビンビンと伝わって

きました。東京渋谷ＬＣ皆様の粋な演出に感謝申し上げて報告

に代えさせて頂きます。 

 

☆ １２月１８日 ３３０－Ｃ大宮北ＬＣクリスマス例会参加報告   （Ｌ須藤） 

さる１２月１８日（水）、Ｌ進藤と地区を越え、３３０－Ｃ

地区大宮北ＬＣのクリスマス例会に参加させていただきまし

た。会場は埼玉県の大宮西口『スクエア』。埼玉出身の私には、

大宮はとても馴染みの深い街でしたので、初めての地区越え例

会訪問でしたが、懐かしい思いがあり、すぐに溶け込んでしま

いました。しかも、メンバーの皆様が全員で『お・も・て・な・

し』してくださる、とても楽しい会でした♪ 

会の中で、フランス国立サーカス大学を卒業された『ケイス

ケ』さんによるパフォーマンスには、かぶりつき席で、Ｌ進藤

とはしゃいでしまいました。(Ｌ進藤と私は、同じ波長で子供

と同じように楽しむところがあります(笑))。また、メンバーに

女性がいらっしゃらないので、ガールスカウトの女の子達と募

金活動などをされているという事で、クリスマス例会の出し物

の最後は、ガールスカウトの皆さんによる歌とダンスでしたが、

最後の歌は、手話付きの『It’s a small world』。Ｌ進藤とし

っかり覚えてきました！プレゼントもたくさんいただき、大満

足のクリスマス例会でした♪ 

そもそも、なぜ、地区を越えて例会訪問をさせていただく事

になったかと申しますと、そのひと月ほど前に、３３０－Ａ地

区の『青年アカデミー委員会主催・交流会』の懇親会にて、３

３０－Ｃ 中村前ガバナーとご同席させていただき、私が埼玉

出身という事をお話していたからです。ライオンズクラブは、

一度お会いすると、気さくにお声がけいただけるので、本当に

ありがたいです。２次会にも参加させていただき、大宮北ＬＣ

のメンバーの皆様と、とても仲良しになれました。これからも

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆ １２月１８日１９日 ＹＣＥ委員会参加報告          （Ｌ田中） 

 

フィリピンでのアクティビティから帰国してすぐの１２

月１８日から１９日にかけて、３３０－Ａ地区ＹＣＥ委員

会委員として、ＹＣＥ・冬期来日生をお迎えしました。 

まず、１８日は、「あしなが育英会レインボーハウス」に

て、ＹＣＥの３３０複合地区冬期来日生ウェルカムパーテ

ィに出席致しました。 

冬期キャンプは初めての開催で、３３０複合ＹＣＥ委員

会委員長河合悦子Ｌ、３３０複合ＹＣＥ委員会副委員長三

宅泰雄Ｌ、３３０－Ａ地区第２副地区ガバナー近藤正彦Ｌ、

３３０－Ｂ地区ガバナー川手寅平Ｌ、３３０－Ｃ地区キャ

ビネット幹事山田稔Ｌ、３３０－Ａ地区ＹＣＥ委員会委員

長茅島純一Ｌほか、ＹＣＥ委員とホストファミリーが参加

されました。 

それから東京高輪ＬＣ＆東京浜松町ＬＣの合同クリスマ

ス家族例会にＹＣＥメンバーと出席しました。ライオンズ

メンバーによるバンド、合唱、ダンスと、プロによるマジ

ックの披露、どれもとても楽しく、暖かい一時を過ごせま

した。私、ラッキーカードでＩＨクッキングヒーターが当

たりました！ 

そしてあしなが育英会レインボーハウスにまた戻り、委

員長の茅島ＬとＹＥＳレオクラブ松本会長、大野Ｌと宿泊

当番をしました。宿泊施設は旅館並で、お風呂は広く、新

しい施設でとても快適です。部屋では、年代の違うそれぞ

れのライオンズライフを熱く語りました。 

 

１２月１９日は、まず、あしなが生たちの朝礼にＹＣＥ

来日生と引率メンバーで参加しました。久しぶりに寮生活

を思い出しました。朝食を食べたのちは、電車で新宿へ。

ドンキホーテ・カラオケ・ビックロ（ビックカメラ＆ユニ

クロ）に同行しました。 

この日はさらに緊急アラート委員会忘年会にも参加して、

先日視察を行ったフィリピンについて今後何が出来るのか、

熱くディスカッションしました。 

フィリピンアクティビティに続き、グローバルなライオ

ンズを実感した２日間でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆ １２月１９日 東京ＬＣクリスマス例会参加報告       （西山会長） 

 

１２月１９日（木）東京ＬＣ山本会長よりご案内をいただ

き、帝国ホテルで開催されましたクリスマス家族例会にＬ進

藤と私Ｌ西山で出席してまいりました。第１部例会では、開

会のゴング～「君が代」「ライオンズヒム」斉唱とプログラム

が続きました。次の来賓紹介では、自分も来賓として紹介を

受けました。来賓挨拶として、ＧＭＴ第５会則地域副リーダ

ー元国際理事の山浦晟暉元ガバナーと鈴木定光ガバナーが登

壇されました。続いて３０年在籍会員賞・１０年在籍会員賞・

５年在籍会員賞の表彰～１２月誕生日祝と例会プログラムを

粛々とこなし閉会のゴングとなりました。さすがに東京ＬＣ

としての品位のある例会であると感じました。 

第２部家族会になるとがらりと雰囲気が変わり和やかにな

りました。サンタクロースが子供たちにプレゼントを配り、

アトラクションのアコーステックギター演奏とマジックショ

ーで賑やかに会食が進み、お楽しみラッキーカード抽選会で

家族の皆さんは大いに盛り上がりました。閉会の辞は、クリ

スマス委員長 森田康雄Ｌ。中締めとして歌舞伎役者 坂東三五郎こと守田寿Ｌが、締めの挨拶そ

して一丁締めでお開きとなり、「また会う日まで」を歌いクリスマス家族例会が閉幕しました。

同じテーブルの３３３－Ｅ地区日立ＬＣのメンバーとも楽しく会食しながら交流ができたこと

も含め、大変有意義な時間を過ごすことができ、感激して帰路につきました。 

 

☆ １２月１９日 東京原宿ＬＣクリスマス例会参加報告       （Ｌ佐々木） 

さる１２月１９日、原宿の南国酒家にて、東京原宿ＬＣク

リスマス家族例会へお邪魔いたしました。パーティでは、ロ

カビリー歌手の故 山下敬二郎さんの奥様で、カントリーウェ

スタン歌手の山下直子さんが素敵な歌声を聴かせてください

ました。そこへ伊丹幸雄さんが加わり、とても豪華なステー

ジとなりました。 

お楽しみ抽選会では、南国酒家のオーナーで原宿ＬＣのメ

ンバーでもある宮田Ｌの素晴らしい男気で、急きょ南国酒家

のお食事券が追加されるなど、大変な盛会でございました。 

先日、３０代前半という、若いメンバーも入会なさった東

京原宿ＬＣ。若い力も加わり、益々アクティブなクラブにな

られることでしょう。この度は楽しい時間を頂戴し、誠にあ

りがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤ 

 

☆ １２月１９日 東京吉祥寺ＬＣクリスマス例会参加報告      （Ｌ進藤） 

 

１２月１９日（木）、吉祥寺の第一ホテルにて開催された

東京吉祥寺ＬＣクリスマス例会に参加しました。１２Ｒの

リジョン担当副幹事ということもあり、東京ＬＣクリスマ

ス例会でサンタクロースが登場し、アトラクションで歌に

なったところで そっと抜けて吉祥寺の第一ホテルに向か

ったのでした。 

吉祥寺に着いたときは８時２０分と例会も後半のラッキ

ーカードタイムになっていましたが、来賓の土屋代議士も

同じころに到着されて、ほぼ同時に部屋に入りました。一

息ついて周りを見渡してみると、高価な豪華賞品が多数並

べられ、メンバーやご家族がそれこそたくさんのラッキー

カードを購入して、次々と豪華賞品を当てていました。ご

家族によっては両手いっぱいに賞品を持って帰るという

方々もいらっしゃいました。 

最後は歴代会長によるライオンズローアでお開きとなり、

その後、二次会も盛大に行われました。東京吉祥寺ＬＣの

皆様、ありがとうございました。 

 

☆ １２月２０日 東京田園調布ＬＣクリスマス例会参加報告      （Ｌ進藤） 

 

さる１２月２０日（金）、目黒雅叙園にて開催された東京

田園調布ＬＣのクリスマス例会にＬ山本と私Ｌ進藤が参加

致しました。 

東京田園調布ＬＣは長年にわたり、児童養護施設「聖フ

ランシスコ子供寮」に対してアクティビティを継続してい

らして、この日も「聖フランシスコ子供寮」の皆様をお呼

びしていました。今年は「子供寮」からの感謝状が贈られ

ました。続けて、サンタに扮したメンバーが子供たちにプ

レゼントを配り、また東京自由が丘ＬＣの河津延樹Ｌがリ

ードしてステージでクリスマスソングをともに歌ったりも

しました。 

お楽しみはラッキーカード。まずは子供専用のラッキー

カードがあり、おもに子供寮の方たちを中心に賞品が当た

っていました。続いて大人用のラッキーカードが実施され、

私も珍しくラッキーカードで当たりとして、賞品を頂きま

した。オムロンの体重体組成計を（笑）。やはりあまり太っ

てはいけないという教えなのだろうと実感いたしました。 

 



14 

 

 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥ 

 

☆ １２月２１日 ３３０－Ｃ川越つばさＬＣクリスマス例会参加報告  （Ｌ田中） 

 

さる１２月２１日、川越市のラ・ポア・ラクテにて開催

された、当クラブの友好クラブである、３３０－Ｃ地区川

越つばさＬＣのクリスマス例会にＬ進藤と私Ｌ田中、当社

従業員の玉井の３名で出席しました。 

実行委員長石川一明Ｌのサンタクロースと、テールツイ

スター五十嵐冬樹Ｌのトナカイに、お出迎えをして頂きま

した。たくさんのお子さん、お孫さんたちがいらっしゃっ

ていました。 

幹事沼田浩正Ｌの司会でクリスマス例会が始まり、「例会

は早く終わらせてクリスマス会に移りましょう」と宣言さ

れましたが、なんと「１７分」という超スピードで終了。 

続いて、Ｌ進藤が来賓挨拶、私Ｌ田中が乾杯でクリスマ

ス会が始まりました。 

まず、新入会員池田貴寛Ｌの入会式として、金子敏恵会

長からバナーとバッジの授与を行いました。アトラクショ

ンでは子供たちが前に集められ、「黒ひげ危機一髪ゲーム」

開催。黒ひげを飛ばした人がプレゼントをもらえるはずだ

ったのに、最初の一週目は何と誰の剣も黒ひげを飛ばせず、

２周目へ。今度は大丈夫、故障ではなく、早々に飛びまし

た。 

その後は大人たちを相手にしたじゃんけんゲームやラッ

キーカードで楽しみました。じゃんけんゲームで私Ｌ田中

は優勝しましたが、賞金２５００円はすべてドネーション

させていただきました。Ｌ進藤もクリスマスプレゼントを

ドネーションしていました。ラッキーカードではお菓子や

シャンパン、石鹸や高級フルーツ、花束やホテルディナー

券などのプレゼントを頂きました。 

続いて、入籍したばかりの中山順啓Ｌを祝うためにサプ

ライズケーキが用意され、新婦ならぬサンタ・

トナカイとの共同作業で、ケーキ入刀の儀式が

盛大な拍手のもと執り行われました。 

当社従業員の玉井も、ライオンズ初めての参

加で少し緊張していましたが、とても楽しかっ

たと申しておりました。最後に全員で記念撮影

をして、ほっこりとしたとても良いクリスマス

例会でした。 
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■ 行事予定 

 １月 ８日（水）18：30～ １月第１例会               於：目黒雅叙園 

 １月 ９日（木）13：00～ 障害者施設見学ツアー           於：区内障害者施設 

 １月２０日（月）15：00～ 臨時キャビネット会議・新年賀詞交歓会   於：東京プリンス 

 １月２２日（水）15：00～ 330 複合臨時代議員総会          於：関内ホール 

 １月２２日（水）18：30～ １月第２例会               於：目黒雅叙園 

 １月２５日（土）10：00～ わんぱくクラブ育成会２０歳を祝う会    於：わんぱく駒沢 

 １月２７日（月）     池尻小学校薬物乱用防止教室        於：池尻小学校 

 ２月２２日（土）     池尻小学校マラソン大会協力        於：池尻小学校 

 ３月１６日（日）     少年サッカー教室・世田谷ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ  於：駒沢陸上競技場 

■ 幹事 阿部より一言  

  

 

 

 

皆様いつもお世話になっております。来年３月１６日(日)に当クラブのメイ

ンアクティビィティの１つである青少年育成を趣旨とした「少年サッカー教

室」を駒沢オリンピック公園陸上競技場にて開催します。これから本格的に準

備に入って参ります。メンバー皆様・関係者皆様、どうぞ宜しくお願い申し上

げます。実行委員会に先立ち、世田谷区サッカー連盟の古川様と当クラブ少年

サッカー教室実行委員長Ｌ老田と西山会長とで打ち合わせをしてまいりまし

た。昨年度開催での問題点・改善点を共有し今年度に役立てると意識も共有で

きました。また第１回実行委員会には古川様にも同席していただきます。宜し

くお願い申し上げます。師走も半ば過ぎ私の肝臓は半泣き状態ですが、皆様ど

うぞご自愛下さいませ。 

      （阿部鉄平） 

 


