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ゾーン再編後初めての１０Ｒ２Ｚ合同例会です。

原子力規制庁長官・元警視総監 池田克彦さ

まの講演を企画しております。ぜひ皆様ご出

席のほどよろしくお願い申し上げます。 

★３月１２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 14回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

1222回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

南三陸町報告例会 
３月８日９日の南三陸町視察について、参

加者よりご報告申し上げます。皆様ご期待

ください。また、理事会前に第４回少年サ

ッカー教室実行委員会が開催されますので

ご出席のほどお願い申し上げます。 

★３月１６日（日） 於：駒沢陸上競技場 

1223回例会（少年サッカー教室：振替例会） 

世田谷ＬＣカップ＆少年サッカー教室 

  世田谷少年サッカー連盟・当クラブのメインア

クティビティ「世田谷ライオンズクラブカップ＆

少年サッカー教室」を３月第２例会として開催

します。午前中は東京ＦＣ普及部コーチによる

少年サッカー教室、午後は世田谷少年サッカ

ー連盟の「世田谷ライオンズクラブカップ」とな

ります。みなさまぜひお越しくださいませ。 

 

会長挨拶   
例年になく寒い日が続いています。インフル

エンザやノロウイルスが蔓延しているようです
がお元気でしょうか。さて、当クラブメインア
クティビティであります３月１６日(日)青少年
育成サッカー教室＆東京世田谷ライオンズカッ
プまで、いよいよ１ヵ月を切りました。実行委
員会での意見交換で提案されましたことをいく
つか整理してみますと、まず雨天時の対応につ
いてどうするか→会長幹事が朝６時に会場に出
向きまして関係各位と相談の上メンバーに連絡
します。配布するおにぎりや飲料水の件→参加
登録人数を確認し配布します。会場での打ち合
わせを綿密にする→会長幹事共に２月２５日に
打ち合わせして参りました。まだ準備段階です
が、当日の動きが見えて参りました。次に、３
月８日～９日南三陸町訪問アクティビティです
が、８日(土)に新幹線で仙台に到着し、貸し切り
バスにて南三陸町へ向かいます。のぞみ作業所
を訪問し宿泊場所になっております南三陸ホテ
ル観洋に１５時頃到着します。このホテル観洋
で開催されますＬ藤原が所属しています男声合
唱団メンネルコールけやきと混声合唱団ハーツ
＆ヴォイセルのスプリングコンサートを観客と
して応援します。また９日(日)には南三陸さんさ
ん商店街で同様にスプリングコンサートが開催
されますので応援します。日帰り組と宿泊組と
で１５名ほどの出席がありますが、東北震災支
援の一環でもありますのでご協力をお願いしま
す。次に、次期三役承認に向けて動きが加速し
ておりますことをご報告しておきます。次は、
新アクティビティについてですが、ＹＣＥ委員
から今年当クラブでの留学生のホームステイの
お願いがきております。３月１２日(水)理事会に
て審議となりますが、可能であれば、この春休
みに動きを体験するのも一つの方法かとも思い
ます。いずれにしましても慎重に審議する必要
があると思います。これからもクラブ運営がス
ムーズにいきますようにメンバー皆様のお力を
いただきながら会長としてリーダーシップをと
り満足いく活動ができるように努めて参ります
のでよろしくお願いいたします。（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１３回理事会報告     ２月１２日 於 目黒雅叙園「サロンドソレイユⅠ」 

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 亀川、L 桂、 

L 小塚、L 諸見里、L 中村信行、L 老田、L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 庄司、 

L 白石、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉田、阿部幹事  （計２４名） 
  

第１３回理事会が２月１２日（水）１７：３０より目黒雅叙園８Ｆ「サロンドソレイユⅠ」にて

開催されました。 

■審議事項■ 

１．会計報告を会計Ｌ大竹から頂きました。通常会計の収

支報告は１２月まで作成し、貸借対照表と収支報告書が

提示されました。ＣＮ５０例会決算では出席人数に修正

があり、メンバー３９名、参加者からの振込は２７７名

と修正されました。事業費からの持ち出しは２６６６２

円となりました。 

２．チャリティボウリング大会についてＬ岩瀬より収支報

告を頂き、承認されました。 

３．第９７回トロント国際大会普通申し込みのご案内をし

ましたが、前回同様当クラブからは西山会長・Ｌ進藤・

Ｌ田中の３名のみが参加予定です（早期登録済み）。 

４．第９７回トロント国際大会代議員につきましては、西

山会長とＬ進藤が代議員、Ｌ田中は補欠代議員というこ

とで承認されました。 

５．４月４日～５日の第６０回記念年次大会イベント「被

災地視察」につきましては、現地イベントの手伝いを行う予定のＬ亀川とＬ進藤が別に参加

することとなりました。 

６．４月２０日第６０回記念年次大会イベント「増上寺安国殿前被災地物産展」につきましては、

当クラブから南三陸町グッズ販売で申し込みすることとなりました。 

７．４月２０日の３３０－Ａ地区第６０回記念年次大会の当クラブからの代議員は、西山会長・

阿部幹事・大竹会計・Ｌ村井の４名となりました。 

８．５月１１日の３３０複合地区年次大会部会員としてＬ田中が承認されました。 

９．第３回・第４回青年アカデミー交流会について、当クラブからＬ吉田・Ｌ手塚が参加し、阿

部幹事が参加を検討することとなりました。 

１０．２月１５日３３０－Ｃ地区青年アカデミーメンバーフォーラムについて、当クラブからＬ

進藤・Ｌ田中・Ｌ須藤が参加することとなりました。 

１１．家族会員内規について西山会長からたたき台をご提案頂きました。Ｌ進藤から「家族会員

は例会・アクティビティに参加を推奨」の文言を入れる提案を頂きました。仮承認の上、３
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月第１例会にて最終承認絵を得ることとなりました。 

１２．フィリピン現地視察の件については西山会長からご提

案頂きました。急ぎすぎないように注意し、ＬＣＩＦ交

付金の活用が難しそうなことをふまえ、今後はＬ畠山を

実行委員長として実行委員会を立ち上げ、慎重に協議し

ていくこととなりました。 

１３．南三陸町ツアーについてＬ亀川からご説明頂き、「日

帰り組」はＬ進藤・Ｌ諸見里・Ｌ田中・Ｌ阿部の４名、

宿泊組は西山会長・Ｌ福島・Ｌ磯辺・Ｌ白石・Ｌ鈴木・

Ｌ中村信行・Ｌ老田・Ｌ吉崎・Ｌ亀川・Ｌ杉村・Ｌ石上・

Ｌ佐々木・事務局水戸さん（仙台合流）１３名となりま

した。前のり組との合流は３月８日９時仙台ということ

となりました。 

１４．３月１５日東京ヒルズＬＣボウリング大会はＬ阿部・

Ｌ手塚が参加することとなりました。 

１５．３月１５日東京田園調布ＬＣボウリング大会は西山会

長とＬ進藤が参加することとなりました。 

１６．各種周年例会について審議し、２月２４日東京センチ

ュリーＬＣＣＮ３０例会はＬ進藤１名が、３月２５日東

京スバルＬＣＣＮ１０例会は西山会長・Ｌ進藤の２名が、

４月１３日銚子ＬＣＣＮ５０例会は西山会長・Ｌ進藤の

２名（と東京三軒茶屋ＬＣ藤村Ｌ）が、４月１８日東京

江戸川ＬＣＣＮ５０例会は西山会長とＬ進藤が参加する

こととなりました。 

１７．正副幹事会の件につきまして阿部幹事からご提案頂きました。現在１０Ｒ２Ｚは奇数月に

正副幹事会を開催し、阿部幹事と副幹事Ｌ村田で出席しているものの、Ｌ村田が来期幹事は

難しいとのことで、第一副会長Ｌ亀川からのご推薦もあり、来期幹事候補者としてＬ須藤が

正副幹事会に参加することが提案され、承認されました。 

１８．１０Ｒ２Ｚ合同アクティビティの件について西山会長よりご説明とご提案を頂きました。

例年行われている１０Ｒ２Ｚ合同アクティビティとして「特殊学級中学校卒業記念品贈呈」

と「中体連野球支援」があり、当クラブとしては「中体連野球支援」については何年もかけ

て辞退に至ったという経緯もあり、「特殊学級中学校卒業記念品（４２名分）」についてのみ

参加し、「中体連野球支援」については検討の結果、丁重にお断りすることとなりました。 

１９．２月２６日１０Ｒ２Ｚ合同例会について事務局Ｌ進藤より告知と最終参加者確認を行いま

した。 

２０．池尻こどもマラソン大会についてＬ石上よりご説明頂き、参加者の確認をしました。西山

会長・Ｌ石上・Ｌ畠山・Ｌ亀川・Ｌ中村謙介・Ｌ進藤・Ｌ須藤・Ｌ吉崎が参加することとな

りました。 
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第１２２０回２月第１例会(講師例会)報告   ２月１２日 於 サロンドソレイユⅢ 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 今尾・L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、 

L 桂、L 小塚、L 村井・L 諸見里、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 田中、L 手塚、L 山本、 

L 吉田、L 吉崎、阿部幹事 

新入会員 L 柿崎裕治 

ゲスト（講師） 三遊亭栄楽師匠 メンバー計３０名、ゲスト１名、計３１名） 
  

1. 第１２２０回２月第１例会（講師例会）が、２月１２日（水）

１８：３０より目黒雅叙園８Ｆ「サロンドソレイユⅢ」に

て開催されました。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. 阿部幹事よりお客様のご紹介を致しました。本日はお客様

として三遊亭栄楽師匠をお招きし、のちほど講師としてご

講演を頂きます。お忙しい中誠に有難うございました。 

3. 入会式を行いました。クラブメンバーはライオン帽を着用

し、会員委員長Ｌ山本・西山会長に続き、柿崎裕治様が入

場されました。スポンサーである西山会長より柿崎様のプ

ロフィール紹介を頂きました。柿崎様は１９６８年１１月

生まれの４５歳、目黒区東山在住で、池尻にある株式会社

カートプロモーションの代表取締役社長でいらっしゃい

ます。柿崎様の会社には伊藤つかさ様をはじめ多数の俳優

が所属しているとのことです。趣味は映画・キャンプ・自

動車と幅広く、西山会長の出身校・世田谷学園高等学校の

後輩にあたり、空手４段でインターハイ出場経験もおあり

とのことでした。柿崎様は西山会長が宮司を務める池尻稲

荷神社に毎日のように参拝され、正月には社員の方たちも

新年祈祷を行っているというご縁でライオンズクラブに

勧誘されたとのことでした。 

4. 会員委員長Ｌ山本より午後５時より行われた入会審査の

結果として、ライオンズクラブ国際協会にふさわしく、略

歴・人物・資格とも立派なライオンと認められるとご報告

頂きました。続いて西山会長に倣って柿崎様に「ライオン

ズの誓い」をご唱和頂き、ライオン帽とクラブバッジの授

与を経て、晴れて新入会員Ｌ柿崎裕治の誕生となりました。 

5. 新入会員Ｌ柿崎よりご挨拶を頂きました。Ｌ柿崎はライオ

ンズの誓いを述べて身が引き締まる思いであること、大学
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時代から理想と信念は変わらずにいること、今後はクラブ

の事業に邁進したいと話されてご挨拶とされました。 

6. 会場から万雷の拍手ののち、クラブ旗の前で記念撮影をし

て入会式を終えました。 

7. 西山会長から会長挨拶を頂きました。西山会長は、三遊亭

栄楽師匠にお越し頂き、伊勢参りの話をしていただくとご

紹介頂きました。次に、日本人の無宗教問題に触れられ、

外国人は日本の文化に興味があり、日本人は日本の文化で

ある日本の神話を知るべきで、海外にホームステイする生

徒にはまず神話を教えていること、その意味では最近毎晩

見ているソチ五輪でメダリストとなった平野さん１５歳

や平岡さん１８歳が大変受け答えが立派であり、きちんと

教育を受けて出場している、と思ったと述べられました。

続いて会長として様々な事業の遂行にあたって先輩ライ

オンからの叱咤激励を有難く思い、クラブの発展につなが

ると思うとお話しされてご挨拶とされました。 

8. 講師講演として、三遊亭栄楽師匠より講話を頂きました。

まず西山会長から三遊亭栄楽師匠のプロフィールをご紹

介頂きました。栄楽師匠は皇學館大學出身で神職をお持ち

であり、５代目の三遊亭圓楽師匠に弟子入りされています。

そして、伊勢参りに歩いて行って、泊まるところどころで

高座を開いては歩いていらっしゃるとの紹介に、会場から

感嘆の言葉があふれました。 

9. 三遊亭栄楽師匠からの講話が始まりました。栄楽師匠はま

ず小噺を５つされました。 

10. 「あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいまし

た。おじいさんは山へ柴刈りに、おばあさんは川で洗濯を

していると川の上の方から大きなおイモがドンブラコ、お

ばあさんがうちへ持って帰ってふかして食べるとおなか

が張って大きいやつを一発。おじいさん、山で柴を刈らず

に、臭かった」 

11. 「鶴の恩返し。隣のおじいさんが見ていて、自分も助けて

あげようと罠につかまった鳥を逃がしてあげたが恩返し

に来ない。空をくるくる回る鳥に『なぜ恩返しに来ない？』

と尋ねると『俺はサギだ』」 

12. 「相撲の横綱の話。横綱は酒を飲みすぎると顔が赤くなっ

たり青くなったり。そこで横綱『私はハクホウです』。ま

た横綱の家が埃でいっぱい。どういう気持ち？『私はハク

ホウです』」 
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13. 「もの忘れ激しい患者さん。病院で、『自分はすぐに忘れ

てしまうんだ』と訴えた。医師が聞いた、『それはいつご

ろからですか？』。患者は答えた。『何がですか？』」 

14. 「ある家庭で赤ん坊が生まれた。しかし３歳になったが言

葉をしゃべろうとしない。家族で車座になって子供を見て

いると、この子が『じーじ、じーじ』とおじいさんを指差

した。すると次の日おじいさんがぽっくり亡くなった。次

におばあさんを指差し、『ばーば、ばばばばばばば！』。も

しかして、と思っていると次の日におばあさんがぽっくり

亡くなった。すると次は『かかかかかかか！』と奥さんを

見ている。翌日奥さんがぽっくり。もしかして、と思って

いると次に『とととととと！』。オレのこと見てるよ！と

思っていたら、次の日隣のお父さんが亡くなった」 

15. 栄楽師匠は、これらの小噺の最初の３つが「地口落ち」と

言って「同音異義語」の同じ言葉の響きで笑いを取るもの

であること、笑いの７～８割は同音異義語でできているこ

とをご説明頂きました。謎かけもここに通じるそうです。 

16. 「ではこの落語の根源はどこにあるのか」と栄楽師匠は問

いを投げかけ、「神様のお供えや縁起物というところに根

源はたどり着くと思う」と話されました。 

17. たとえば店を開店するときに狸の縁起物を贈るのは「他を

抜くから」、カエルの置物は「無事帰る」から縁起がいい

のだそうです。究極はおせち料理で、「タイはめでたい」「コ

ブは喜ぶ」など言葉の響きを大事にしていて、笑いとユー

モアの塊であるとのことです。このような縁起の良いもの

を小さい頃からおじいさん・おばあさんから教わることで、

言霊として残り、人生で壁にぶち当たったときに乗り越え

られるような先祖の祈りとして伝わっているのだと話さ

れました。このような日本の食文化は素晴らしいもので、

我々の先祖はこんなに繊細で前向きであることを２０２

０年東京五輪でも伝えるべきであるとも話されました。 

18. もうひとつ、日本人が八百万の神を大切にし、すべてのも

のに感謝すること、そのためにお茶やお花は「道」として

「茶道」「華道」となったのは国民性の現われであること、

また仏様の教えとして「色即是空空即是色」ともいうよう

にモノはいつか無くなり、人間の身体も必ず死ぬようにで

きているけれども、「空即是色」として、ない世界からも

この世に生まれてくるということで輪廻転生の教えが生

きているのだということも話されました。 

19. さらに、日本人の伝統として「神様・仏様は必ずお前を見
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ている」という教えがあり、東大寺建立の際も「仏に仕え

て幸せになるから」と多くの人が参加したように、「神様・

仏様につかえている」というのが日本人の背骨・根幹であ

ると説かれました。 

20. 現代は自分勝手なことをして「法律に触れなければ何をや

ってもいい」という時代になってしまったけれども、神

様・仏様を大事にして実直に生きてきたのが日本人であり、

他人を思いやるハートを甦らせたいと思っていると話さ

れて、講話を締め括られました。大変気迫のこもったご講

話で皆聞き入りました。誠に有難うございました。 

21. ウィサーブのご発声は、Ｌ須藤・Ｌ佐々木・Ｌ庄司・Ｌ吉

田の４名から頂きました。まず、代表してＬ須藤より、４

名が「世田谷ＬＣレディース」としてバレンタインデーの

ドネーションのシャンパンを各テーブルにご用意させて

頂いたとお話を頂きました。栄楽師匠のお話のとおり日本

には素晴らしい文化があり、「ヤマトナデシコ魂」を引き

継いでいこうと思っていると話されました。引き続きＬ

佐々木からは本日のワインがスプマンテというイタリア

のキューピッドコレクションの可愛いボトルであると紹

介があり、Ｌ庄司・Ｌ吉田からも一言ずつご挨拶を頂いて、

４人そろって高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

22. 会食・歓談ののち、テールツイスタータイムはＬ岩瀬にお

願い致しました。Ｌ岩瀬は自身がキリスト教徒（プロテス

タント）であること、日本人なら知っているはずのいろい

ろなことをほとんど学ばずに育って苦労していること、今

からでも勉強したいと思っていると話されたのち、近々フ

ィリピンの女性（カトリック）と結婚すると発表されまし

た。またＬ柿崎よりビッグドネーションを頂いたことをご

紹介されてドネーションの発表に移りました。本日のファ

インは２９００円、ドネーション５８１００円で、合計は

６１０００円でした。皆様ありがとうございました。 

23. 出席率の発表は出席委員長のＬ手塚が行いました。新入会

員が１名増えて在籍者数４８名、不在会員１名、終身会員

５名、出席者数３０名、ゲスト１名で、出席率は６７．４％

でした。 

24. 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３回少年サッカー教室実行委員会報告   ２月１２日 於 目黒雅叙園 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 岩瀬、L 亀川、L 桂、L 老田、L 大竹、L 進藤、 

L 白石、L 田中、L 山本、阿部幹事              

FC 東京 久保田淳様     （メンバー１３名、ゲスト１名、計１４名） 
  

第３回少年サッカー教室が目黒雅叙園８Ｆ「サロンドソレイユⅠ」にて開催されました。 

 

１．少年サッカー教室は今期は３月１６日（日）駒沢

オリンピック公園陸上競技場にて実施致します。

まず、雨天の場合の対応について協議しました。

サッカーは雨天でもプレーすることやおにぎりや

ジュースを手配することも考慮し、できるだけ開

催する方向でいるものの、雪になった場合は中止

とし、雨天で微妙な場合は当日６時か６時半に現

地にて判断を下し、連絡を回すこととなりました。 

２．雨天でも少雨決行とし、大雨の場合は午後の試合

（ライオンズクラブカップ）を優先して考え、着

替えを持ってきてもらい、スタンドで子供たちが

雨がかからない場所で８～１０くらいのグループ

に分かれてＦＣ東京普及部コーチの皆様にお話を

頂く方向で検討することとなりました。 

３．いずれにしても子供たちを集めて当日の動きにつ

いての打ち合わせの時間を取り、それからスタン

ドに移動することとなりました。 

４．その後、収支予算の検討や、目黒雅叙園において

ある備品在庫の確認について検討しました。例年

通りポットはＬ吉崎・Ｌ亀川・Ｌ畠山にお願いす

ることとしました。 

５．駐車場チケットについて、事前に陸上競技場から

頂いて配布する必要があり、配布先の検討と陸上

競技場との打ち合わせが必要となりました。 

６．世田谷少年サッカー連盟の募集要項について協議

致しました。選手と選手の保護者におにぎりをお

出しすること」「今年は写真販売はしないこと」「ゴ

ミは持ち帰ること」を追加することとなりました。 

７．その他、ゴール移動・設営など時間をはっきりさ

せることとなりました。次回の実行委員会は２月

１２日１６時３０分より開催します。 
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池尻こどもマラソン大会協力        ２月２２日 於 池尻小学校 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 亀川、L 中村、L 進藤、L 吉崎（計７名） 
  

 ２月２２日、「第３回池尻こどもマラソン」が池尻小学校を

基点として開催されました。東京世田谷ＬＣからは西山会長以

下７名がマラソンルートの警備ボランティアとして参加致し

ました。以下は初参加のＬ中村謙介の報告です。 

１．池尻小学校のこどもマラソンの警備ボランティアに参加い

たしました。実は最近私も、仕事が終わった後、減量のため

に家の近所を走っており、最近の小学生のマラソンがどんな

ものか知るべく、非常に楽しみにしておりました。 

２．当日は晴天の中、集合場所の校庭では、すでにＬ石上が焼

きそばの準備に取り掛かっており、ソースのいい匂いが校庭

に立ち込めています。朝ご飯を抜いてきた私にとっては、

我々の分もあるのかどうかが気になるところでしたが、さっ

そく外に出て警備の準備に取り掛かりました。 

３．マラソン大会は小学校の外周を走るということで（低学年

は１周、高学年は２周）、外周の道路にコーンとバーを並べ

るのをＰＴＡの方々に交じって手伝いました。 

４．実際に外に出て応援をしていると、冬の寒風が身に染みま

したが、そんな中、子供達の大半は半袖半ズボンで走ってい

ます！改めて子供達の強さを感じました。 

５．マラソン中の子供たちの表情はまさに真剣そのものであり、

自然とこちらからも応援に力が入りました。また、地元の

方々も一緒になって応援する姿が見られるなど、心温まる大

会でした。 

６．大会の最後には、閉会式と表彰式があり、西山会長が参加

した生徒の皆さんに「よく頑張った」とご挨拶をされ、マラ

ソン大会の記念品としてバンダナを生徒全員にプレゼント

いたしました。このバンダナは赤色のしっかりとした生地で、

池尻小学校と東京世田谷ＬＣの連名になっている優れもの

です。また、Ｌ吉崎もＰＴＡ関係者として表彰式に出席され

ていました。 

７．閉会式後は我々もＬ石上お手製の焼きそば（通称「しんち

ゃん焼きそば」）を頂きました。これがまた非常においしか

ったです。 

８．翌日の日曜日が東京マラソンだったからか、応援中はご近

所の方に「東京マラソンですか」と聞かれる場面もありまし

たが（笑）、冬の寒さの中、非常に心暖まるイベントとなり

ました。  
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

 

☆ ２月１５日 チーム河合チャリティボウリング大会参加報告 （Ｌ亀川） 

 

 さる２月１５日（土）、笹塚ボウルにおきまして、チームＫＡＷＡＩの主催する東日本大震災

復興チャリティボウリング大会に、西山会長、阿部幹事、Ｌ諸見里、私Ｌ亀川の４名で参加して

参りましたのでご報告致します。 

私は会場に早めに着いたため、アルコールを少々どころか、大量に摂取してしまい、ゲーム本

番は千鳥足状態！（笑） 皆様大変申し訳ありませんでした。m(_ _)m ですがチーム力で勝る

世田谷ＬＣ、ただでは帰りません。なんとチーム賞では３位に入りました。断トツで優勝したの

は東京数寄屋橋ＬＣの村木秀之Ｌでした。 

 いまだ進まぬ被災地の復興。３月８日～９日と、世田谷ＬＣとしましても宮城県南三陸町に被

災地視察に行って参ります。私達はなにをするべきかをもう一度見直して、今後の活動に役立て

たいと思います。 

 

☆ ２月１５日 ３３０－Ｃ地区青年アカデミーフォーラム参加報告  （Ｌ進藤） 

 

２月１５日（土）、さいたま新都心のラフレ埼玉にて開催

された３３０－Ｃ地区青年アカデミーフォーラムに参加し

て参りました。１月第２例会で前地区ガバナー中村泰久Ｌ

に例会訪問を頂き、その際に告知を頂いたもので、当クラ

ブからは私を含めて３名が参加することになっていたので

すが、２月１４日から１５日にかけて東日本は記録的な大

雪。１５日朝には雨になっていましたが、車の上には大量

に雪がかぶっていたり、東北本線（宇都宮線）も高崎線も

運休していたりして、他の２名は会場に来ることが不可能

でしたので、私１名のみの参加となりました。 

正直、私自身「 今日は３３０－Ｃの青年アカデミーフォ

ーラム中止かも？」と思ったり、家内にも「帰ってこれな

くなるのでは？」と心配されたりしていたのですが、午前

中にフェイスブックを見ていましたところ、３３３－Ｃ地

区から安見一美Ｌや夏海勝Ｌが車にて埼玉に向かっている

という投稿を拝見し、これは行かなければと思いまして、

なんとか動いている田園都市線・山手線・京浜東北線を乗

り継いで、さいたま新都心駅に無事到着することができま

した。残念ながらそこから会場に向かう道で雪解けの水たまりを通らざるを得ず、靴の中はびし

ょ濡れになってしまいましたが・・・・（泣）。 

現地では安見Ｌ、夏海Ｌ、大崎隆一Ｌに加え、３３０複合地区ガバナー協議会議長の佐藤精一

郎Ｌがなんと前夜からお泊りということで、既に会場にいらっしゃっていました。実際に始まっ

てみると、大宮以北の方はまず会場に到達できませんので出席者は予定の半分くらいということ

でしたが、それでも３３０－Ａ地区・３３０－Ｂ地区・３３３－Ｃ地区など他地区も加えて６０

名くらいが集まって、「楽しいライオンズライフを送るためには」とのテーマで話し合いました。 

自分にとってはライオンズライフは楽しいものですので、普段行っていることを私はお話しし

ましたが、他のメンバーの方からのご発言で「駅弁例会」などなかなか印象的なワードもありま

してやはり勉強になりました。 

続いて開催された懇親会では、いつものように例会訪問のお約束をしまして、今期中に与野中

央ＬＣと三郷鳰鳥ＬＣに例会訪問のお約束をさせて頂きました。どうも有り難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ ２月１６日３３３－Ｃ地区公認ガイディングライオンセミナー参加報告（Ｌ進藤） 

 

２月１６日（日）、千葉県経営者会館にて開催された３３３

－Ｃ地区公認ガイディングライオンセミナーに参加して参り

ました。公認ガイディングライオンは国際協会公認のガイデ

ィングライオンで、私はシアトルやハンブルグの国際大会で

（英語版の）このセミナーに出て非常に関心を持っておりま

したので、鈴木ガバナーに許可を頂いてキャビネット幹事戸

部研一Ｌとともにセミナーを受講させて頂きました。 

今回は国際協会ホームページから４２ページもの資料をダ

ウンロードして印刷・予習して臨んだわけですが、講師の３

３３－Ｃ地区第２副地区ガバナー吉原稔貴Ｌのオリジナル資

料に基づいて、日本人にもわかりやすい形で噛み砕いてご説

明を頂きました。 

ガイディングライオンは本来エクステンションされた新ク

ラブを正しい方向に導くため、地区ガバナーによって２名が

任命されて２年間「指導」するものですが、これからは「公

認ガイディングライオン」であることが望ましいのです。公

認ガイディングライオンは、新クラブのメンバーにライオン

ズのことを教えつつも、新クラブメンバーが自らその地域に

必要な奉仕を考え決めていくのを引き出す重要な役目があり

ます。そして、新クラブの三役の相談相手であり、対話によ

り成長を促してくれる「メンター」を指名して、ガバナーチ

ームやＺＣ、さらにはスポンサークラブの三役で構成される

「メンターチーム」を組織したり、新クラブメンバーに対す

る研修会を開催する必要があるなど、公認ガイディングライ

オンの責務について学びました。さらに！ 公認ガイディン

グライオンは、新クラブの指導だけでなく、既存のクラブの

再建についても任務を担うことができるということが新しい

重要なポイントとなっています。 

日本で１２０名あまりいる公認ガイディングライオンのう

ち１１０名程度が３３３－Ｃ地区所属ということで、この地

区では正木守ガバナーのもと、ガバナー直轄の「公認ガイデ

ィングライオンチーム」が発足して、地区内のクラブのヒア

リング等を始めているとお聞きし、画期的だと思いました。 

講義中のテストを受けて、戸部研一Ｌとともに３３０－Ａ

地区では初めての公認ガイディングライオンの資格を得たわ

けですが、３３０－Ａ地区でもどのように広めていくかが重

要です。なにせ、もうまもなくＺＣを拝命するメンバーは公

認ガイディングライオンセミナーを受講する必要性がでてく

るからです。そこで、同じ吉原講師により１週間後に開催さ

れる３３３－Ｅ地区公認ガイディングライオンセミナーにも

何名かの候補者とともに再び受講してくる予定となりました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆ ２月１７日 東京新都心ＬＣＣＮ２５例会参加報告    （Ｌ亀川） 

 

さる２月１７日（月）ヒルトンホテル東京において開催され

た東京新都心ＬＣＣＮ２５記念式典に、西山会長、阿部幹事、

Ｌ諸見里、Ｌ進藤、Ｌ手塚、Ｌ田中、私Ｌ亀川の７名で出席し

て参りましたのでご報告致します。 

当日は３７０名という多くの御来賓、他地区含めライオンズ

メンバーで賑わっていました。まずは東京新都心ＬＣ会長、晝

間Ｌの開会のゴングで始まりました。鈴木ガバナーのご挨拶等、

式典は約１時間で終わりました。 

第２部の祝宴が始まりました。祝宴ではラッキーカード含め、

東京新都心ＬＣメンバー全員が被災地支援の名曲「花は咲く」

を合唱するなど、素晴らしいアトラクションで盛り上がりまし

た。 

途中アクティビティ紹介にもありましたが、東京新都心ＬＣ

は、数々の素晴らしいアクティビティを行なっており、特に震

災以後、新宿中央公園において東日本大震災復興チャリティバ

ザーを毎年行なっております。今年は世田谷ＬＣとしてもブー

スをお借りして 、南三陸町の物産を販売する予定です。 

そして祝宴は終盤に差し掛かり、ライオンズローア、また会

う日までを全員で歌い、最後に第１副会長山口Ｌのご挨拶で閉

会となりました。皆様お疲れ様でした。 

 

☆ ２月２１日 東京神宮前ＬＣＣＮ１８例会参加報告      （Ｌ阿部） 

 

先日、２月２１日にルアール東郷にて東京神宮前ＬＣのＣＮ

１８記念例会が開会されました。我々世田谷ＬＣからは西山

会長、キャビネット副幹事Ｌ進藤、そして私Ｌ阿部で参加さ

せて頂きました。ご存知の方も多いかと思いますが、このル

アール東郷は立地がわかりにくく、私は３回目の訪問にもか

かわらず、案の定外周を一周してしまいました（涙）。ご来場

のライオンの中には２周回ってやっと辿りついた方もいらっ

しゃったそうです。さて、記念例会は厳粛な中にもアットホ

ームな雰囲気で運営されていらっしゃってすごく居心地が良か

ったです。中でも第二部のアトラクションとしてピアノの生演奏があ

りました。これが盛り上がりまして、アンコールタイムにはピアノ演

奏の方が歌を歌うことになり、突然指名されたＬ進藤とデュエットし

ていました（笑）。Ｌ進藤、お疲れ様でした。結びになりますが、東京

神宮前ＬＣの皆様のおもてなしに感謝を申し上げます。あと、お隣の

席だった原田浩太郎Ｌ、ありがとうございました。お陰様で楽しい時

間を過ごすことができました。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆ ２月２０日 南三陸町のぞみ福祉作業所訪問報告      （西山会長） 

 

２月２０日木曜日に、Ｌ老田・Ｌ進藤と共に南三陸町の

ぞみ作業所に行って参りました。私自身以前より「これか

らの東北震災支援はどんなことができるのか？」と思って

いたときに、のぞみ福祉作業所の畠山所長が「若者がここ

に戻ってくるための就労支援がしたい。」と希望を述べてい

たことが忘れられずに今日まで至っていました。このこと

を何気なくＬ老田に相談すると大変興味深く話を聞いてく

れました。一度詳しく畠山所長の思いを聞いてみたくなり、

のぞみ福祉作業所訪問のタイミングを考えていました。そ

の訪問のタイミングをＬ進藤にも相談し、早速畠山所長に

連絡を取ってみたところ、「２月２０日に丁度南三陸町の就

労支援について意見交換をするので来ませんか。」となりま

した。そこでＬ老田・Ｌ進藤と共に３人で参上するに至っ

たわけです。その場には、畠山所長、宮城大学の鈴木清美

先生、ＮＰＯ法人ピースウィンズ・ジャパンから角免昌俊

氏、西城幸江氏の４人が待っていました。ＮＰＯ法人の提

案は、南三陸町入川地区に集会場を設営し、その中にカフ

ェスペースを作り、運営を地元の若者に任せたいというこ

とでした。更に南三陸町とチリは友好関係があり、モアイ

像が送られています。その友好関係から「そこでチリ料理

を提供できないか。」「チリワインの販売はどうか。」「南三

陸町でぶどうを栽培してワイン造りはどうか。」等々南三陸

町の特徴を活かした産業で若者に戻ってきて欲しいという

思いの意見が出てきました。一過性ではなく中長期的な就

労支援を考えていかないとこの地に誰も戻ることはないだ

ろうと感じました。まだまだ夢のような提案ですが、何も

しないでいるよりもできることから動いていかなければな

らないという思いにかられました。この集会場ですが、早

ければ今年の６月には完成の見通しだそうです。当クラブ

として就労支援の手伝いが可能なのか、その他に何ができ

るのか知恵を絞っていかなければなりません。帰りの道す

がらＬ老田が自身の人生失敗談を述べながら就労支援の難

しさを語っていました。一長一短にできるものではありま

せんが、南三陸町では復興に向けて民間レベルで動き始め

ていることは事実です。ソチオリンピックで盛り上がった

日本でしたが、まだまだ震災復興のめどが立たない東北の

ことを忘れてはならないと感じながら帰宅した次第です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤ 

 

☆ ２月２３日 東京マラソン応援参加報告          （Ｌ進藤） 

 

２月２３日（日）に開催された東京マラソンですが、

３３０－Ａ地区からも多数のランナーが走るというこ

とで、増上寺前の応援ポイントに西山会長、Ｌ亀川と

私Ｌ進藤が駆けつけました。 

９時ごろには既に他団体が増上寺前の沿道を埋めて

おりましたが、少しずつ場所を分けて頂き、鈴木ガバ

ナーはじめ多数の応援団でランナーの通過を待ちまし

た。最初に車椅子ランナーが疾走し、続いて外国人を

中心とした先頭集団が９時３５分ごろ通過したのち、

一般のランナーがさまざまな格好で走っていきました。 

ライオンズのランナーは青いＬマークつきのＴシャ

ツで走っているということでしたが、チキンラーメン

の着ぐるみのランナーや富士山やら「ふなっしー」な

どの被り物を装着したランナー、さらにはマリオなど

のコスプレランナーや幟旗を持ったまま走るランナー

などが多数走っていて目立っていました。 

３３０－Ａ地区からは５３名のエントリーのうち、

実際に走った５２名は全員完走したということです。

みなさま大変お疲れ様でした。 

 

☆ ２月２３日３３３－Ｅ地区公認ガイディングライオンセミナー参加報告（Ｌ進藤） 

 

２月２３日（日）、先ほどもご報告した通り、茨城県

猿島郡境町にある結婚式場「グリーンパレス飛鳥」に

て開催された、３３３－Ｅ地区公認ガイディングライ

オンセミナーに参加して参りました。３３０－Ａ地区

からは、エクステンション委員長 高橋芳久Ｌ、同副委

員長 鹿野祥誠Ｌ、緊急アラート委員長 久保田明雄Ｌ

と私Ｌ進藤の４名にて受講して参りました。 

この地でも公認ガイディングライオンセミナーは初

めてとのこと、昨年の３３３－Ｃ地区での公認ガイデ

ィングライオンセミナーへの参加がＥ地区からもあっ

たということで実現されたそうです。 

私を除く東京組３名はグループ発表者として指名さ

れ発表していました。講習の後、テストを受けてさら

に３３０－Ａ地区公認ガイディングライオンの有資格

者がこれで５名となりました。今後３３０－Ａ地区で

もこのセミナーの開催が望まれるところです。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥ 

 

☆ ２月２４日東京センチュリーＬＣＣＮ３０記念例会参加報告    （Ｌ進藤） 

 

さる２月２４日、ホテルニューオータニにて開催された東京セ

ンチュリーＬＣＣＮ３０例会に参加して参りました。 

長野譲会長のご挨拶や「国際会則さえ守れば後は自由に活動す

るのが当クラブの特徴」という実行委員長 湯佐俊和Ｌのお言葉

通り、国歌君が代斉唱はあったものの、ライオンズ関係の歌はな

く斬新な進行となっていました。 

第二部の祝宴のアトラクションでは庄野真代さんが「飛んでイ

スタンブール」「モンテカルロで乾杯」「マスカレード」などの往

年のヒット曲を歌ってくださったほか、最近のオリジナルの歌や

若いバンドのオリジナル曲、昔のザ・ピーナッツの歌やアンコー

ルに堪えてイルカの「なごり雪」など歌ってくださり、このミニ

コンサートを聴けたことで大満足の周年記念例会でした。どうも

ありがとうございました。 

 

■ 行事予定 

 ２月２６日（水）18：30～ ２月第２例会（１０Ｒ２Ｚ合同例会）    於：渋谷エクセル東急 

 ３月 ８日（土）～９日（日）南三陸町視察              於：南三陸町 

 ３月 ９日（日）     新宿中央公園震災被災地支援イベント    於：新宿中央公園 

 ３月１１日（火）第９回障害者施設見学ツアー             於：区内障害者施設 

 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  

  皆様いつも大変お世話になっております。 

今回の一言は先日２月１３日～１４日と宮崎に行って参りましたのでその

お話にお付き合い下さい。西山会長のご好意によりジャイアンツの宮崎キャ

ンプに行く？とお声掛け頂いたので、ふたつ返事で行きますと即答しました。

前の幹事一言でもお話させて頂きました通り、私は大のＧ党でして今回は関

係者で行けるとのお話でしたので、行く前からかなり楽しみにしていました。

１３日朝早めの飛行機で西山会長、令夫人、我らがＧの会会長Ｌ手塚と私Ｌ

阿部の４人で羽田を発ち宮崎空港に着くとあいにくの大雨。着いてすぐに巨

人のキャンプ地まで移動、案の定、雨のため球場での練習はやっていません。

ところがこれがラッキーでした。選手達は室内練習場での練習になっていま

した。結果、カメラマンが入れるところまで行けましたので、相当近くで見学できました。距離はホ

ームベースまで５～１０ｍといった所です。着いた時に投げていたのが内海投手、バッターも高橋由

伸選手、長野選手、坂本選手、阿部慎之助選手、などなどジャイアンツの主力選手をほぼ見ることが

できました。そして、バックネット裏を見ると松井秀喜氏がいて、その脇にはミスター長嶋さんもい

るではありませんか！ジャイアンツファンなら鼻血ものの興奮です。その後、これもまたご好意でソ

フトバンクのキャンプにも行ってまいりました。あいにく１軍の選手は少数でしたが、こちらではブ

ルペンにまで入らせて頂いて見学できました。プロのピッチャーが投げる球を真近でみるとこれがエ

ラい迫力で、これで２軍？というのが、正直な感想でした。そして夕食はソフトバンク関係者の方と

我々でお酒を交わしながらとらせて頂きました。本当に楽しくて来年も機会があれば、是非行きたい

と思います。西山会長、奥様、Ｌ手塚ありがとうございました。（阿部鉄平） 


