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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
トピックス

平成２６年は甲午年になります。午年は、
馬が颯爽と力強く駆ける勇壮な姿から商売が
繁盛する年と言われています。また、時代が
大きく変動する節目の年とも言われます。今
年はどんな年になるのでしょうか。私自身の
関心事ですが、まず２月にロシアで初めての
冬季大会ソチ五輪が開催されます。フィギュ
アスケートの浅田真央選手・高橋大輔選手、
スキージャンプ女子の高梨沙羅選手がどんな
活躍をするのか楽しみです。４月に消費税が
８％になりますが、生活がどのように変化す
るのでしょうか。そして６月に開催されるサ
ッカー・ワールドカップブラジル大会で、日
本代表がどこまで躍進できるかも楽しみです。
さて、１月のアクティビティに目を向けます
と、２５日午前中にわんぱくクラブ２０歳を
祝う会、午後からチャリティボウリング。２
７日池尻小学校にて薬物乱用防止教室を予定
しています。更には、３月１６日青少年育成
サッカー教室に向けて１月２２日・２月１２
日例会開式前の午後４時３０分から実行委員
会を開催します。前期の反省を踏まえて充実
したサッカー教室並び東京世田谷ライオンズ
カップを企画したいと思いますのでメンバー
皆様のお知恵をいただきたく是非ともご協力
お願いいたします。最後になりましたが、１
月１５日に、
「ＣＮ５０を反省しＣＮ５５に向
けての意見交換をする新年会」を開催しまし
たところ多数の皆様の出席をいただきました
ことに感謝申し上げます。その場でいただき
ました反省点並びにご意見を基にＣＮ５５に
向けて日々活動していきたいと考えておりま
す。また、アクティビティ実施の際の企画内
容につきましては、いろいろとご迷惑やご心
配をおかけすることが多く申し訳ありません。
理事会で丁寧な意見交換ができますように会
長としてリーダーシップを取って参りますの
でよろしくお願いいたします。（Ｌ西山和範）

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★１月２２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 12 回理事会 １７：３０〜１８：２０
12１9 回 例 会 １８：３０〜２１：００
講師例会
子どもが売られない世界を作るため、寄付・
募金・ボランティアの協力により、カンボジア・
インドをメインに活動するＮＧＯ「かものはしプ
ロジェクト」の村田早耶加様にご講話を頂きま
す。ぜひご参加ください。

★１月２５日（土）

チャリティボウリング大会
台風 30 号で甚大な被害を被ったフィリピン被
災地の支援のため、急ではありますがチャリ
ティボウリング大会を開催します。
日時：１月２５日（水） 受付 14 時
ゲーム開始会 15 時、表彰式 17 時～
場所：品川プリンスホテル
会費：１万円（ゲーム代・靴代・パーティ代込）

★２月１２日（水） 於：目黒雅叙園
第 13 回理事会 １７：３０〜１８：２０
1220 回 例 会 １８：３０〜２１：００
落語例会
手帳の予定と異なり、通常通り第 2 水曜日
に目黒雅叙園で行います。三遊亭永楽さま
に落語をしていただく予定です。皆様ご期
待ください。
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第１１回理事会報告
出席者

１月８日

於 目黒雅叙園「孔雀」

西山会長、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 河俣、L 小塚、
L 中村信行、L 老田、L 小野一郎、L 大竹、L 佐々木、L 進藤、L 庄司、L 白石、
L 須藤、L 鈴木、L 高橋、L 田中、L 山本、L 吉崎
（計２２名）

第１１回理事会が１月８日（水）１７：３０より目黒雅叙園４Ｆ「孔雀」にて開催されました。
阿部幹事がご欠席だったため、元幹事Ｌ進藤が司会を執り行いました。

■審議事項■
１.１月１８日（土）川越つばさＬＣ新年例会の件につきま
してＬ進藤よりご報告頂き、Ｌ進藤のほか、Ｌ田中・Ｌ
佐々木・Ｌ宮崎宏之が出席することとなりました。
３.２月１７日（月）東京新都心ＬＣＣＮ２５記念例会の件
につきまして西山会長よりご報告頂き、会長幹事につい
てはクラブ負担、残りはクラブ内規に従って個人判断で
参加することとなりました。
４.２月２１日（金）東京神宮前ＬＣＣＮ１８記念例会の件
につきまして、西山会長よりご報告頂き、会長幹事についてはクラブ負担、残りはクラブ内
規に従って個人判断で参加することとなりました。
５.１月２５日（土）わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」についてＬ進藤よりご報告し、
９時半集合、対象者２名に対しリュックを贈呈することと事前に通常活動に参加することが
承認されました。
６.１月２５日（土）チャリティボウリングの件につきまして、Ｌ岩瀬よりご提案頂きました。
Ｌ岩瀬を実行委員長として、フィリピン被災地支援を目的としてチャリティボウリング大会
を開催することとなり、場所は品川プリンスホテルにて会費１万円にて１４時受付、１５時
ゲーム開始で２ゲーム行い、１７時から表彰となりました。景品についてはＬ小塚に手配を
お願いし、動員目標は１５０－２００名として参加者を募ることとなりました。
７.１月２７日（月）池尻小学校薬物乱用防止教室の件について西山会長よりご報告し、５・６
時限目に講義と寸劇を行う（１時集合、３時１０分まで）ことと下敷きを６０枚購入し、サ
ンプルと横断幕をキャビネットに借りることとなりました。（Ｌ西山）
８. 第２回フィリピン災害支援現地視察の件についてＬ田中よりご提案頂き、１５万円で１軒建
つモデルハウスのご紹介を頂き、ボホール島にモデルハウス約１０戸を建設するため２月７
日から１０日にかけて再び視察を行うことが提案されましたが、資料を整備して次回も検討
するよう、継続審議となりました。
９. 南三陸見学視察ツアーの件につきましてＬ亀川よりご提案頂き、３月８日（土）から９日（日）
にかけて実施し、宿泊組がＬ磯辺・Ｌ吉崎・Ｌ老田・Ｌ白石・Ｌ諸見里・Ｌ福島・Ｌ亀川・
Ｌ西山・Ｌ中村、日帰り組がＬ進藤・Ｌ田中・Ｌ阿部・Ｌ畠山で仙台からバスをチャーター
していくこと、チャーターバスとレンタカーは東日本復興支援予算を活用し、宿泊と新幹線
については個人負担とすることとなりました。
１０.家族会員・賛助会員内規整備の件について西山会長より内規のたたき台をご提案頂き、継
続審議となりました。
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第１２１８回１月第１例会(新年例会)報告
出席者

１月８日

於 目黒雅叙園

西山会長、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 河俣、L 木下、
L 小塚、L 中村信行、L 老田、L 小野一郎、L 大竹、L 佐々木、L 進藤、L 庄司、
L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 高橋、L 田中、L 山本、L 吉崎
メーキャップ： L 阿部、L 藤原、L 桂、L 諸見里、L 中村謙介
（メンバー計２４名、メークアップ５名、計２７名）

1.

第１２１８回１月第１例会（新年例会）が、１月８日（水）
１８：３０より目黒雅叙園４Ｆ「孔雀」にて開催されまし
た。本日は阿部幹事がご欠席のため、元幹事Ｌ進藤が司会
を行いました。開会のゴングを西山会長に鳴らして頂き、
全員で国歌君が代、ライオンズクラブの歌、世田谷ライオ
ンズクラブの歌を斉唱いたしました。

2.

会長挨拶を西山会長に頂きました。西山会長は新年のご挨
拶に続き、今年の年賀状で思うこと、また西山会長が宮司
を務めておられる池尻稲荷神社に何年もお参りに来られ
ている複数の有名人のエピソードをあげられて、神社への
お参りも１年２年では結果が出るわけではなく継続が重
要で、４年５年で効果が出始めて、１０年程度続けるとよ
い結果が出るというお話をされてご挨拶とされました。

3.

幹事報告は阿部幹事の代理司会のＬ進藤が、直前に行われ
た第１１回理事会の審議事項についてご報告し、拍手にて
承認されました。皆様有難うございました。

4.

ウィサーブのご発声はＬ福島にお願いしました。Ｌ福島は
出がけにマンションの１階の電気トラブルで遅参された
こと、トラブル解消にもライオンズの仲間の良さを感じた
ことを話され、クラブメンバーにとって良い一年になるよ
う祈念して高らかにウィサーブのご発声を頂きました。

5.

新年例会ということでゆっくりと会食をお楽しみいただ
きながら、各メンバーから名簿のチェックを頂きました。

6.

テールツイスターの活躍の時間は、テールツイスターＬ高
橋にお願い致しました。Ｌ高橋は、お正月ということもあ
り、本日ご出席の皆様から数名、本年の抱負を頂きました。

7.

まず、Ｌ高橋ご自身は、お兄様の結婚後初めての正月で実
家がてんやわんやして、母親に「面倒くさいからお前は絶
対結婚するな」と言われたというエピソードや、歌手の大
滝栄一の訃報にショックを受けたことを明かされました。

8.

続いて新年らしく素敵なお着物をお召しのＬ須藤は、新年
の抱負として「可愛げのある女性を目指す」とされました。

9.

Ｌ小塚は、年末年始食べ過ぎて３キロ太り、今年はまじめ
にダイエットして、現在の８５キロから８０キロを切るこ
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とを目標にしていると抱負を述べられました。
10. Ｌ河俣は公私ともに頑張りたいと抱負を述べられました。
11. Ｌ佐々木は、喪中ではあったが年明けと同時に池尻稲荷神
社にお参りして御神籤で大吉をひきあてたこと、その御神
籤に「短気をしなければ」とあったので「短期に気を付け
て幸せになりたい」と抱負を述べられました。
12. Ｌ小野一郎は、毎年お参りしている浅草寺の「凶」が多く
て有名な御神籤についてご紹介され、今年は「やりすぎな
ければ大丈夫」とあったことを話され、今年の抱負につい
ては、「秋葉原のＡＫＢ４８劇場に行くことを決意した」
と語られました。
13. Ｌ木下は、昨年本厄で今年は後厄であり、池尻稲荷神社で
お祓いして頂いたものの体調を崩したりしたので、節分の
２月３日以降にまた池尻稲荷神社でお祓いする予定であ
ると話されたのち、今年の抱負は「余計なことはせずにお
となしくする」であると述べられました。
14. Ｌ畠山は、今年の抱負を「いろいろなアクティビティに取
り組んでいきたい」とされました。特に、１月２５日のボ
ウリング大会やその後のフィリピン支援、３月の南三陸視
察などを強調され、ご協力を呼び掛けられました。
15. Ｌ磯辺は、今年６５歳になったこと、若い時は６０歳にな
ったら仕事を辞めようと考えていたもののいつのまにか
超えてしまっていて、今年の正月に、「８０歳までは現役
だと考えることにした」と発表されました。
16. Ｌ山本は、１月２日に盲目のピアニスト、辻井伸行さんの
特別番組を視聴し、何回聞いても涙が出るとされたうえで、
音が聞こえる「音聴」は「恩寵」に通じると話されました。
今年の抱負は「人と会って話すことを重ねる」ことで学び
があると思うと述べられました。
17. 本日のファインは２４００円、ドネーションは４１６００
円、計４４０００円でした。皆様有難うございました。
18. 出席率の発表はＬ吉崎にお願いしました。Ｌ吉崎は、本年
の目標を「かむ回数を少なくする」とされました。本日は
在籍者数４７名、不在会員１名、終身会員４名、出席２４
名、メークアップ５名で出席率は６９．０％でした。
19. Ｌ岩瀬よりチャリティボウリングの告知を頂いたのち、委
嘱状の贈呈を行いました。Ｌ河俣が３３０－Ａ地区第６０
回記念年次大会会場部会部会員として委嘱されました。
20. 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」を歌い、無事に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７回障害者施設見学ツアー報告
出席者

１月９日

於 区内障害者施設

L 進藤、ライオンズ関係者１名

（計２名）

１ １月９日（金）、東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティビ
ティである、第７回障害者施設見学ツアーを実施しまし
た。この日は珍しく前夜までに申し込みがなく、中止と
なる可能性も念頭に入れて待ち合わせ場所の京王線芦
花公園駅改札口に向かいますと、メールニュースで本日
の実施をご存じになった方（Ｆさん）が現地に来られて
いて、ツアーが成立いたしました。この方は元ライオン
ズクラブのあるクラブのメンバーで、すでに退会された
ものの毎月メールニュースが届いていて、見学ツアーの
予定を知り、いつもと違う生活で勉強ができるかもしれ
ない、と考えて参加を決められたとのことでした。
2 最初に芦花公園駅そばの下請け軽作業中心の就労継続
支援Ｂ型事業所「ちぐさ企画」に向かいました。職員が
ノートパソコンを用いて説明をしてくださいました。Ｆ
さんは工賃の相場の低さにまず驚き、資本主義との関連
について質問されたり、利用者の障害や病気についても
関心を持たれたようでした。
3 次にＬ進藤の運転するワゴン車で、八幡山にある都立松
沢病院の構内にある喫茶店型就労継続支援Ｂ型事業所
「喫茶室パイン」に移動しました。ケーキやドリンクを
注文して実際に食べながら、パインの利用者の方の日常
生活の説明もうけました。話題は障害者の婚活にまでお
よび、大変盛り上がりました。
4 最後に、祖師谷にある地域活動支援センター「サポート
センターきぬた」を見学しました。作業はなく、プログ
ラム中心の運営の仕方などを職員からご説明頂きまし
た。
５. この日は突然ツアーが成立しましたので、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
の現状の説明については後程資料をお送りすることに
して口頭で簡単な説明を行いました。Ｆさんは今回のツ
アーで大変関心を持ったらしく、「またぜひ参加してみ
たい」とのご感想を頂きました。次回は２月７日の予定
です。
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ＣＮ５０振り返り新年会報告
出席者

１月１５日

於 渋谷

権八

西山会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 石上、L 岩瀬、L 亀川、L 桂、L 小塚、
L 諸見里、L 中村信行、L 中村謙介、L 老田、L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、
L 白石、L 鈴木、L 田中、L 山本、L 吉崎、阿部幹事（計２２名）

１月１５日、渋谷の｢権八」にて、
「ＣＮ５０を反省し、ＣＮ
５５に向けての意見交換をする新年会」が開催されました。
１．「権八」は夜景の大変素晴らしいビルにあり、ＣＮ５０名
誉実行委員長Ｌ諸見里、ＣＮ５０実行委員長Ｌ山本以下、総
勢２２名が参加致しました。
２．阿部幹事の司会のもと、西山会長から始まって、参加者全
員が一言ずつ、ＣＮ５０を振り返りＣＮ５５に向けての意見
を述べました。多くのメンバーが入会以来のクラブの動きや
自分の活動を振り返り、さまざまな反省もあるものの、山本
実行委員長の企画力のもと、ＣＮ５０により大いなる達成感
を得られたという発言が数多くみられました。
３．また、クラブの雰囲気についても５０年の伝統を持ちなが
ら進化していて、以前は「社長さんたちの懇親会」の側面が
強かったものが、特にこの数年で「ウィサーブ：奉仕」に向
けてシフトし、当クラブの大いなる特徴となって進化してい
るという指摘がございました。
４．ＣＮ５５に向けては、「規模についての方向性を再検討し
て方向性を固めるべきだ」
「５年はあっという間」
「早めにＣ
Ｎ５５の会長を決めて準備していくべきだ」「数年間分の長
期的なクラブ財政についてきちんと考えよう」などの建設的
な意見が多数出ました。
５．Ｌ藤原からは自らの所属される合唱団が３月８日～９日に
宮城県南三陸町に赴いて、南三陸町の小学生が作詞作曲した
歌を合唱するという報告がなされました。これに合わせて、
Ｌ亀川から南三陸視察についての提案がなされ、のぞみ福祉
作業所に連絡を取り、紙漉き製品等をプレゼントにするなど
の提案が拍手で承認されました。
６．Ｌ岩瀬から１月２５日のチャリティボウリング大会につい
て改めて告知と進捗状況報告がなされ、「企画を急ぎすぎた
のではないか」「規模を小さくするべきではないか」など厳
しいご意見も頂きましたが、最終的には日程を変更すること
せずに動員に邁進するということで意見がまとまりました。
７．最初から最後まで厚く意見交流が行われ、大変印象深い新
年会となりました。皆様、お疲れ様でした。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ
１月７日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

東京隅田川ＬＣ新年例会参加報告

（Ｌ須藤）

さる１月７日（火）、向島の千穂(せんすい)で開催された東京隅
田川ＬＣの新年例会にＬ須藤が参加させて頂きました。例年会場
となっていた水の登(みずのと)が昨年惜しまれつつ、１１０年の
歴史に幕を下ろし、今年からこちらが新たな会場となりました。
千穂(せんすい)は、水の登同様、向島の芸者さんがあがる、伝
統的な向島スタイルのお座敷です。平素は、あまり華美過ぎない
例会をされている東京隅田川ＬＣですが、伝統継承の一役も兼ね
て、新年例会はこちらで華やかに開催されました。
お店の女将と間違えてしまうほどお着物姿が素敵な吉田会長の
挨拶に始まり、目で楽しめるお料理と、お正月らしい獅子舞や芸
妓さんの踊りと…日本の良き伝統を堪能出来ました。
東京隅田川ＬＣのメンバーの皆様は、下町情緒をとても大切に
されており、人情深い方々で、お会いした時からずっと可愛がっ
ていただいておりますが、毎年、お正月にはご一緒させていただ
く岡野元ガバナーや、東京四谷ＬＣの岡田会長も、最近では、何だか親戚のような感覚に陥って
しまうほどリラックスして新年を祝う事ができました。
東京隅田川ＬＣの皆さま、ありがとうございました！来年も楽しみにしております♪

☆

１月１０日

東京成城ＬＣ＆東京新世紀ＬＣ新年例会参加報告

（西山会長）

東京成城ＬＣ細川会長よりご案内をいただき、インターコンチネ
ンタル東京ベイホテルで開催されました新年家族例会にＬ西山が
出席してまいりました。
１８：００、東京成城ライオンズクラブ細川和会長の開会のゴン
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。
次の来賓紹介そして、細川会長の挨拶とプログラムを粛々とこなさ
れていました。来賓挨拶では、３３０－Ａ地区１０ＲＲＣ野々晴久
Ｌ、そして３３０－Ａ地区１０Ｒ２ＺＺＣ重信眞一Ｌが登壇されま
した。次に乾杯となり、３３０－Ａ地区１０Ｒ１ＺＺＣ藤村拓也Ｌ
がウィサーブの発声で会食がスタートとなりました。
同席させていただいた東京成城ＬＣの渡瀬Ｌと堀口Ｌより、アク
ティビティ内容やクラブの歴史についての話を聞きながら美味し
い食事を楽しみ充実した交流ができました。お楽しみ歌謡ショー・
ラッキーカード抽選会と例会プログラムが和やかに進み、３３０－
Ａ地区１Ｒ３ＺＺＣ三和田義廣Ｌによるライオンズローア～東京新世紀ＬＣ村島吉豐会長の閉
会のことばで締められ閉会のゴングとなりました。最後は全員で「また会う日まで」を歌いお開
きとなりました。同じ世田谷区また同じゾーンということで先輩ライオンから気さくに声を掛け
られましたことで楽しく過ごすことができました。ありがとうございました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ
１月１２日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

３３３－Ｅ新春メンバー大交流会参加報告

（Ｌ進藤）

１月１２日（日）、土浦の「ホテルマロウド筑波」にて３３３－
Ｅ地区新春メンバー大交流会にＬ進藤が参加しました。３３３－
Ｅ地区での青年アカデミー委員会主催の初めての大交流会という
ことで、フェイスブックでのお誘いを見ての参加でしたが、３３
０－Ａ地区からは青年アカデミー委員会委員長坪谷Ｌと私の２名
での参加、さらに３３０－Ｂ地区から２名、３３３－Ｃ地区から
は６名と、他地区から１０名、３３３－Ｅ地区メンバーが約１６
０名で、総勢約１７０名と多くのメンバーが参加していました。
２時に開会し、５時までグループに分かれて、
「会員増強」と「こ
れからのアクティビティ」と２つのセッションで議論しましたが、
発表の時点で各グループが積極的に発表していたのが印象的でし
た。懇親会では、無形文化財という、動画撮影禁止の神楽という
ことで、獅子舞や紙切り、さらに何百年も続く「芸」を見ること
ができて感激しました。
私はいつものように、しっかり土浦亀城ＬＣと筑波中央ＬＣに例会訪問の約束をさせて頂きま
した。様々な地区でクラブの垣根を超えて交流が広まっていくことを喜ばしく思いました。

☆

１月１８日

東京玉川ＬＣ九品仏バザーおよび例会参加報告

（Ｌ進藤）

１月１８日、例年この時期に開催される、九品仏浄真寺におけ
る新春餅つき大会にて、東京玉川ＬＣが今年も賛同の一番奥のブ
ースでバザーを行っていて、雑貨や衣類、バスタオルなどのほか、
区内障害者施設の焼き菓子を販売するということで、５年連続で
Ｌ進藤がお手伝いに行ってまいりました。
この日は、谷井会長のツテで朝どり野菜も販売（あっという間
に完売でした）したほか、障害者施設自主製品としては「パイ焼
き窯」と「岡本福祉作業ホーム玉堤分場」の焼き菓子も販売しま
したが、パイ焼き窯の１０００円の焼き菓子詰合せを８００円に
割り引いて、玉堤分場の１００円クッキーを２つつけて１０００
円という、お求めやすい袋を作ったところ、販売開始から非常に
好調に売れまして、１時間半で３０箱完売となりました。
そのあと、１月第２例会ということで、九品仏駅そばのそば屋
に移動。肴やそばを頂きながら和やかに懇親を行い、当クラブの
チャリティボウリングへのドネーションなども頂いてしまいました。東京玉川ＬＣの皆様、お世
話になりまして誠にありがとうございました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ
１月１８日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

３３０－Ｃ川越つばさＬＣ新年例会参加報告

（Ｌ田中）

１月１８日（土）、西武新宿線本川越駅そばの「福登美」にて開
催された、友好クラブである３３０－Ｃ川越つばさＬＣ新年例会
に、Ｌ進藤・Ｌ佐々木・Ｌ宮崎宏之と私Ｌ田中の４名で参加させ
て頂きました。この日は大宮グリーンＬＣから関根雅美Ｌ、姚楓
Ｌと、６名ものビジターが来ていました。
いつものように沼田浩正Ｌの軽やかな仕切りで例会はさくっと
進行、すぐに懇親会となりましたが、懇親会では「獅子舞」
「大黒
様」がやってきて、非常に縁起よく感じました。また、テールツ
イスタータイムでは、じゃんけんを活用したさまざまなゲームが
行われ、大変盛り上がりました。最後に色紙に好きな文字を書い
て書道家の関根雅美Ｌに添削して級を付けていただくという時間
もあり、どれもこれもお金をかけずにみんなが非常に楽しめて、
かつクラブにもドネーションがたまるという、大変参考になるテ
ールツイスタータイムでした。
そして、この日入会候補者として参加されていた長谷川大輔さ
んは、その場で入会宣言し、拍手喝采で迎えられていました。川越つばさＬＣの皆様、ありがと
うございました。

■ 行事予定
１月２２日（水）15：00～ 330 複合臨時代議員総会
１月２２日（水）18：30～ １月第２例会（講師例会）
１月２５日（土） 9：30～ わんぱくクラブ育成会２０歳を祝う会
１月２５日（土）15：00～ チャリティボウリング
１月２７日（月）13：00～ 池尻小学校薬物乱用防止教室
２月７日～１０日＜検討中＞ フィリピン台風災害支援
２月１２日（水）18：30～ ２月第１例会（落語例会）
２月２２日（土）
池尻小学校マラソン大会協力
２月２６日（水）18：30～ ２月第２例会（１０Ｒ２Ｚ合同例会）
３月 ８日（土）
南三陸町視察
３月 ９日（日）
新宿中央公園震災被災地支援イベント
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

■ 幹事

於：関内ホール
於：目黒雅叙園
於：わんぱく駒沢
於：品川プリンス
於：池尻小学校
於：フィリピン
於：目黒雅叙園
於：池尻小学校
於：渋谷エクセル東急
於：南三陸町
於：新宿中央公園
於：駒沢陸上競技場

阿部より一言
皆様いつもお世話になっております。クラブメンバーの皆様におかれては、
平素より理事会例会運営にご協力頂き誠に有難うございます。
フィリピン災害支援の為のチャリティ－ボウリングを１月２５日(土)に品川
プリンスホテルにて開催させて頂きます。ご案内が遅くなってしまったのにも
関わらず、多数の皆様にエントリ－して頂いています。この場をお借りしまし
て御礼申し上げます。
さて、毎度のことですが、自分の話をひとつさせて頂きます。実はスポーツ
ジムに入会することにしました。長年の不摂生でお腹周りだけ貫禄がついてし
まいました。今回は筋肉はさておき、お腹周りをすっきりさせます。数か月後
にビフォーアフターを報告できればと考えています。細々と仲間も募集しま
す。宜しくお願い申し上げます。
（阿部鉄平）

9

