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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

３月になると、長年教員として学校に勤めて
いたこともあり、卒業式のことを必ず思い出し
ます。女子高校でしたので、巣立たせる思いは
親のような気持ちでした。高校１年生から３年
間持ち上がりの担任ともなると３年間の学校生
活が走馬灯のように駆け巡ります。特に専任退
職を決めていた最終年度は３年担任でしたので、
忘れることのできない卒業式でした。２年生３
年生とクラス替えのないクラスでしたので生徒
の成長を強く実感した２年間でした。１年生２
年生ではまだ幼い面が目立つ女子生徒たちも、
３年生の４月には最上級生としての自覚と大人
の女性のしぐさが目につくようになります。家
族と共に過ごす時とは違う姿なのだろうと思う
こともありました。２年間同じ生徒を指導して
いたので、各生徒の生活習慣までも頭の中に入
ってしまいます。生徒の好みの食べ物から趣味、
友人関係まで知ることができ、父親のような思
いで見ることがありました。生徒指導は、毎日
が本気で気を緩めることができません。クラス
運営、進路指導、生活指導、教科指導、そして
クラブ活動も中長期的に計画を立て、生徒たち
の個性を尊重しながらの日々の指導ですから手
を抜くことができません。更に毎日生徒たちが
何かしらの事件を起こすので、その対応で一日
が終わることもありました。そして学校行事は
教員と生徒の気持ちが一緒になれる時でした。
共に泣き笑い、気持ちをぶつけ合う人間として
の戦いの時でもありました。その戦った最後の
学年担任、退職と共に巣立っていく生徒たちの
卒業式ですから、開式から涙が溢れ止まらなか
ったことを覚えています。それぞれどんな人生
を歩んでいくのだろうと思いながら最後の名前
を呼ぶ時は生徒の成長を喜ぶ時でもあり、教員
としての資質を高めてもらえたことの感謝の気
持ちが湧いてくる時でもありました。ライオン
ズクラブ会長として卒業までまだ先ですが、こ
こまでの道のりを支えていただいたメンバーの
皆様には、本当に感謝しています。会長＝担任
ではありませんが、本気で取り組んだ分熱い思
いが湧き上がってきます。これからも熱い思い
で会長職を全うしたいと思いますので、よろし
くお願いします。
（Ｌ西山和範）

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★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。「指名例会」として来期役員案の発表
もあります。みなさまぜひお越しくださいませ。

★４月９日（水）

於：目黒雅叙園

第 15 回理事会 １７：３０〜１８：２０
1224 回 例 会 １８：３０〜２１：００
選挙例会
来期役員を決定する例会です。ぜひ皆様ご出
席のほどよろしくお願い申し上げます。
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第１２２１回２月第２例会(１０Ｒ２Ｚ合同例会)報告 ２月２６日
出席者

於 エクセル東急

西山会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 桂、
L 小塚、L 諸見里、L 中村謙介、L 中村信行、L 小野一郎、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（２４名）

1.

第１２２１回２月第２例会（１０Ｒ２Ｚ合同例会）が、２
月２６日（水）１８：３０より渋谷エクセルホテル東急「プ
ラネッツルーム」にて開催されました。１０Ｒ２Ｚに所属
する８クラブの合同例会ということで各クラブの会長・幹
事がそれぞれ何らかの役割を持って会の進行に当たりま
した。

2.

第１部では東京シティＬＣ幹事 宮本浩生Ｌが司会を行い
ました。まず、開会のゴングを当クラブ会長Ｌ西山和範が
鳴らしたのち、全員で国歌君が代、ライオンズヒムを斉唱
し、物故ライオンに黙祷を捧げました。

3.

司会の宮本Ｌよりゲストのご紹介を致しました。本日は講
演講師として、原子力規制庁長官・元警視総監の池田克彦
様と１０Ｒ１ＺよりＺＣ藤村拓也Ｌにお越し頂きました。
お忙しい中誠に有難うございました。

4.

ゾーンチェアパーソン挨拶として１０Ｒ２ＺＺＣ東京シ
ティＬＣ重信眞一Ｌに、リジョンチェアパーソンとして１
０ＲＲＣ野々晴久Ｌにそれぞれご挨拶を頂きました。

5.

講師講演として、原子力規制庁長官・元警視総監の池田克
彦さまから「警視庁１４０年史に見る世相」というテーマ
でご講演を頂きました。池田様は、「警視庁１４０年アン
ケート」の結果をもとに、様々な事件についてお話し頂き
ました。ベスト３は「オウム真理教事件」「東日本大震災
発生」「連合赤軍あさま山荘事件」でしたが、特にベスト
１０のなかに「西南の役」が入っていることは注目に値す
るとされました。「西南の役」が警視庁が発足してすぐの
事件だったこと、警視庁が東京都の警察というだけでなく
全国各地に派遣される組織であるということを強調され
ました。

6.

そして各時代の大きな事件を挙げながら、軍部の台頭から
戦争に至る歴史や、戦後の共産党系の過激派の分類やテロ
について、さらには暴力団などについて幅広くお話し頂き
ました。平和な日常生活を送るだけではうかがい知れない
様々な社会的様相についてお話し頂き、非常に学ぶもの多
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く、有意義な時間となりました。池田様、誠に有難うござ
いました。
7.

第二部は当クラブ幹事Ｌ阿部が司会進行を行いました。ま
ず１０Ｒ１ＺＺＣ東京原宿ＬＣ藤村拓也Ｌからご挨拶と
ウィサーブのご発声を頂き、歓談となりました。

8.

会食中に各クラブ会長から新入会員のご紹介がありまし
た。当クラブからも西山会長が新入会員５名（Ｌ中村謙
介・Ｌ庄司・Ｌ河俣・Ｌ吉田・Ｌ柿崎）の名前を紹介する
とともに、本日出席のＬ中村謙介が登壇してご挨拶致しま
した。

9.

そののち各クラブの幹事報告がありました。当クラブから
は司会から早変わりしてＬ阿部が３月１６日の少年サッ
カー教室のご案内を行いました。

10. また、各クラブや地区委員会からの告知の時間を取りまし
た。当クラブからはＬ諸見里が第６０回年次大会と同日増
上寺安国殿における被災地産物の販売について、Ｌ進藤が
４月４日５日の年次大会記念イベントとしての被災地視
察や仙台メンバーフォーラムについて告知を行いました。
11. 各クラブから出席率の発表を行いました。当クラブからは
出席委員長のＬ手塚が出席率発表を行いました。在籍者数
４８名、不在会員１名、終身会員５名、出席者数２４名で、
出席率は５５．８％でした。
12. ここでライオンズローアを行いました。東京田園調布ＬＣ
会長 戸根崇Ｌ、東京玉川ＬＣ会長 谷井和男Ｌ、東京シテ
ィＬＣ会長 柏崎文昭Ｌ、東京さぎそうＬＣ会長 丸洋栄Ｌ、
東京自由が丘ＬＣ会長 小林宗正Ｌが登壇し、雄々しくラ
イオンズローアを行いました。
13. 閉会の挨拶を東京成城ＬＣ会長 細川和Ｌに頂き、さらに
閉会のゴングを東京三軒茶屋ＬＣ 水谷力Ｌに頂いて、最
後に全員で輪になって「また会う日まで」を歌い、無事に
１０Ｒ２Ｚ合同例会は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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南三陸町復興支援ツアー報告
出席者

３月８日－９日

於 宮城県南三陸町

西山会長、L 藤原、L 福島、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 村井、L 中村信行、
L 老田、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事
事務局 水戸
（メンバー１７名、事務局１名、計１８名）

１．さる３月８日（土）世田谷ＬＣ宮城県南三陸町復
興支援ツアーに、西山会長以下１８名で行って参り
ましたので、幹事となりました私Ｌ亀川がご報告致
します。
２．今回のこのツアーは、当メンバーのＬ藤原が所属
する合唱団「メンネルコールけやき」が、３月８日
に南三陸町のホテル観洋で、更に翌９日にはさんさ
ん商店街でスプリングコンサートを開催すること
を知り、以前よりクラブで支援を行っている南三陸
町ですから、応援に行こうということで早速ツアー
を組むことになったわけです。
３．今回は、前日３月７日から仙台に乗り込んだグル
ープ、８日のみの日帰りのグループ、８日から９日
にかけて一泊する宿泊グループなど、総勢１７名
（＋合唱団として訪れたＬ藤原で１８名）が参加致
しました。
４．私Ｌ亀川はこの南三陸復興支援ツアー幹事の大役
を預かり、８日から乗り込みました。８日朝７時前
に東京駅でメンバー９名と合流し、仙台には９時ご
ろに到着しました。すると前乗りグループは既に駅
前で待っており、事務局をお手伝い頂いてる水戸様
も合流しました。
５．日帰りグループはレンタカー、前乗りグループお
よび一泊グループは貸切バスに乗り込み、最初の目
的地、南三陸町さんさん商店街を訪れて昼食としま
した。商店街で出店している南三陸志津川ＬＣメン
バーのお店を訪れて再会を喜びました。
６．その後、私達世田谷ＬＣがかねてより支援を行っ
ている「のぞみ福祉作業所」を訪れ、地元の南三陸
志津川ＬＣとわれわれ世田谷ＬＣ合同で贈呈した
紙漉き機を見学し、作業所所長である畠山氏の話を
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うかがいました。紙漉きはがきを作る際、牛乳パッ
クや酒パックの表面を剥がして溶かして製作する
のですが、素材の関係で酒パックの方が良い製品が
できる、牛乳パックの方がビニールコーティングを
剥がしづらい、などの苦労話をお聞きしました。
７．そして、今日の宿泊先でもあり、スプリングコン
サートの会場となるホテル観洋に向かいました。コ
ンサートを行うのはＬ藤原が所属する「メンネルコ
ールけやき」とその姉妹合唱団「ハート＆ヴォイセ
ス」でした。皆で奏でる歌声が場内に響き渡り、南
三陸志津川小学校４年生の皆さんが作詞したとい
う「あしたを生きること、幸せ」という感動的な歌
も聞き、さらにはフロアとコラボでみんなして歌う
という企画も終えて、コンサートは盛会に終わりま
した。
８．夕食は地元南三陸志津川ＬＣメンバーでもある佐
藤仁町長含め、７名のメンバーとの会食となりまし
た。会食中は、南三陸町の現状や今後の見通しなど
について意見交換し、親睦も深めることができまし
た。その後は世田谷メンバーで更に親睦を深めたの
は言うまでもありません（笑）。南三陸志津川ライ
オンズクラブの皆様、お忙しい中お越しいただきま
して本当にありがとうございました。
９．残りの後半は、次回のニュースに回します。乞う
ご期待！【Ｌ亀川】
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新宿中央公園防災バザー報告
出席者

３月９日

於 新宿中央公園

L 畠山､L 諸見里､L 中村謙介､L 佐々木､L 進藤､L 須藤､L 田中､L 阿部幹事
東京シティ LC 八木橋重仁 L、東京荒川西 LC 高橋秀人 L、
YES レオクラブ松本華奈 L、大野美咲 L、他４名
（メンバー８名、ビジター４名、他４名、計１６名）

１．３月９日、新宿中央公園にて東京新都心ＬＣと町
会共催の防災バザーに、当クラブからも出店して
南三陸町の特産品の販売を行いました。当クラブ
のメインチームは同日に東北被災地の視察を行っ
ておりましたが、Ｌ畠山を中心としてクラブメン
バー８名に加え、東京シティＬＣから八木橋重仁
Ｌと奥様、東京荒川西ＬＣから高橋秀人Ｌ、ＹＥ
Ｓレオクラブから会長 松本華奈Ｌと大野美咲Ｌ、
さらにＬ手塚のご友人３名にお手伝いいただきま
した。誠に有難うございました。
２．今年で参加も３回目となり、例年のように南三陸
志津川ＬＣ及川善祐Ｌにお取りまとめ頂きました、
笹かまぼこやわかめ・のり、イクラやイカの塩辛、
さらには名産品の文鎮「オクトパス君」などの南
三陸町特産品に加え、８日にのぞみ福祉作業所に
て購入してＬ進藤が当日持ち帰ってきた絵ハガキ
セットやモアイタオルなどの自主製品の販売を行
いました。
３．これもまたＬ畠山の尽力で、南三陸町出身のシン
ガー、ミキベイビーをもご紹介しまして、ステー
ジイベントで歌声をご披露頂くとともに、ミキベ
イビーのＣＤ販売も当クラブテントで行いました。
４．１０時３０分から１４時４６分の震災が発生した
時刻までの販売で、特に食べ物を中心に販売して
（食べ物は）完売となり、１６万円以上の売り上
げがありました。ありがとうございました。
５．４月２０日の３３０－Ａ地区年次大会の際にも隣
接する増上寺安国殿前にて当クラブが南三陸町特
産品を販売する予定です。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ
３月５日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

３３３－Ｃ地区千葉花見川ＬＣ例会参加報告

（Ｌ進藤）

さる３月５日、３３３－Ｃ千葉花見川ＬＣに例会訪問しま
した。当クラブＣＮ５０例会にもお越し頂いた、安見一美Ｌ
の所属クラブです。京成八千代台駅から安見Ｌの運転する車
で例会場の「 華屋与兵衛 八千代台店」に向かいました。
地域の高齢者向けのアクティビティを主体にできたクラ
ブということで、
「花見川ライオンズ寄席の実施」
「お味噌作
り」
「子供フェスティバルへの出展」などの協議審議のほか、
会食中に、お年寄りに喜ばれている「マジック」のご披露が
あり、楽しく過ごさせて頂きました。
千葉花見川ＬＣのみなさま、お世話になりまして、誠に有
難うございました。

■ 行事予定
３月１２日（水）３月第１例会（南三陸報告例会）
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（指名例会）
４月 ９日（水）４月第１例会（選挙例会）
４月１１日（金）第１０回障害者施設見学ツアー
４月２０日（日）第６０回３３０－Ａ地区年次大会
４月２３日（水）４月第２例会（講師例会）

■ 幹事

於：目黒雅叙園
於：駒沢陸上競技場
於：目黒雅叙園
於：区内障害者施設
於：東京プリンス
於：目黒雅叙園

阿部より一言
皆様いつもお世話になっております。この文章を書いているのが３月１１日、
東日本大震災から３年が過ぎました。なりよりまず、大震災で被災された方々
に心よりお見舞い申し上げます。ビートたけしさんが震災直後に語った「悲
しみの本質と被害の重み」を紹介させて頂きます。
（以下抜粋）
『この震災を２万人が死んだ１つの事件と考えると、被害者のことを全く

理解できないんだよ。じゃあ、８万人以上が死んだ中国の四川大地震と比べ
たらマシだったのか、そんな風に数字でしか考えられなくなっちまう。それ
は死者への冒涜だよ。』
『人の命は、２万分の１でも、８万分の１でもない。そうじゃなくて、そこ
には「１人が死んだ事件が２万件あった」ってことなんだよ。』
『本来「悲しみ」っていうのはすごく個人的ものだからね。被災地のインタビューを見たって、みん
な最初に口をついて出てくるのは「妻が」「子供が」だろ。』
『一個人とっては、他人が何万人も死ぬことよりも、自分の子供や身内が一人死ぬことのほうがずっ
と辛いし、深い傷になる。残酷な言い方をすれば、自分の大事な人が生きていれば、１０万人死んで
も１００万人死んでもいいと思ってしまうのが人間なんだよ。』
『そう考えれば、震災被害の本当の「重み」がわかると思う。２万通りの死に、それぞれ身を引き裂
かれる思いを感じている人たちがいて、その悲しみに今も耐えてるんだから。』
（阿部鉄平）
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