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2013-2014年度  第１８号               ２０１４年４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 

★当クラブ家族会員第１号の入会申し込

みがありました。 

 ３月第１例会の際にクラブ内規が承認

された家族会員・賛助会員制度ですが、

早速西山会長の奥様：西山ひとみ様から

家族会員の入会申込書を頂きました。正

会員の会員増強に励むことはもちろん

でございますが、今後は家族会員・賛助

会員含め、多数の方の入会をお待ち申し

ております。 

 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★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。また、当クラ

ブでは久しぶりに受け入れることになったＹＣ

Ｅ生が例会に出席予定です。ぜひ皆様ご出席

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

★４月２３日（水） 於：目黒雅叙園 

第 16回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

1225回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

講師例会 
東京神宮前ＬＣの原田浩太郎Ｌにお越し頂

き、ゲストスピーチを頂く予定です。皆様

ご出席のほどお願い申し上げます。 

会長挨拶   

桜のたよりは北上して関東から東北地方に

移りゆく頃となりました。東京世田谷ライオ

ンズカップ＆少年サッカー教室では、晴天の

下で事故もなく無事に予定通り終了すること

ができました。これもメンバー皆様のご協力

の賜と感謝申し上げる次第です。それ以後少

し春休みでもあったかのように４月第１例会

まで間がありましたので、クラブニュースが

久しぶりのように感じます。さて今回は、ひ

とつお願いがあります。それは、会員増強の

一環として当クラブが昨年１１月より時間を

かけて審議してきました家族会員・賛助会員

の入会についてご協力をいただきたいという

ことです。３月に内規も承認を受けまして家

族会員・賛助会員が増えますように会長とし

ても努力したいと思っているところです。一

人でも多くの正会員の入会がクラブとしての

考えですが、３３０－Ａ地区では、なんとか

家族会員も増やしたいという意向で鈴木ガバ

ナーが先頭に立って会員増強に力を入れて活

動しています。会長という立場で私自身この

話をガバナーから直接聞いていますと、当ク

ラブもなんとか会員増強ができればと思って

います。新年度を迎え新たな気持ちでメンバ

ーの皆様が会員増強(正会員・家族会員・賛助

会員)のために新たなメンバー獲得に動いて

いただければ幸いです。会員増強もアクティ

ビティと思ってお力をいただきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。もうひと

つお知らせしておきます。ＹＣＥ生ホームス

テイアクティビティが４月１日より動いてい

ます。Ｌ田中が中心になって仕事の合間に時

間を割くことが可能なメンバーと共にＹＣＥ

生を観光に案内しています。４月９日の第１

例会にもＹＣＥ生が出席しますのでよろしく

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１２２３回３月第２例会（少年サッカー教室)報告 ３月１６日 於 駒沢陸上競技場 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 桂、L 諸見里、 

L 村井、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、L 小野一郎、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 吉崎、阿部幹事 

来賓：保坂展人世田谷区区長様、堀恵子教育長様、 

330-A 地区鈴木定光ガバナー、10RRC 野々晴久 L、10R2ZZC 重信眞一 L、 

ＦＣ東京及び世田谷少年サッカー連盟の皆様、選手等約 300 名(メンバー２６名) 
  

1. 第１２２３回３月第２例会（第１２回世田谷ライオンズカ

ップ／少年サッカー教室）が３月１６日（日）、９時３０

分より駒沢オリンピック公園陸上競技場にて開催されま

した。雲ひとつない快晴のもと、世田谷区、世田谷区教育

委員会の共催、ＦＣ東京、世田谷少年サッカー連盟、ファ

ミリーマートの協賛にて無事に開催されました。 

2. 世田谷ＬＣメンバーは８時３０分に集合し、ミニゴールの

設営、横断幕や看板・のぼりの設営など準備をし、開会式

に備えました。 

3. ９時３０分、阿部幹事の開会宣言で開会式は始まりました。

グラウンドには世田谷区内の１７クラブ３２チーム約３

００名の選手が集合しました。国旗を掲揚し国歌（君が代）

を斉唱いたしました。 

4. 西山会長、ならびにＦＣ東京取締役山本英人様から開会の

ご挨拶を頂きました。西山会長からは、東日本大震災から

３年、サッカーのできる喜びを感じつつプレーしてほしい

という願いを、山本様からは世田谷区からも多数プロサッ

カー選手が出ているという紹介も含めてご挨拶を頂きま

した。 

5. 前年度優勝チームの「サラマンドラ明正」から西山会長へ

優勝カップの返還を行いました。西山会長からは優勝カッ

プのレプリカが贈呈されました。 

6. 本日はご来賓として、保坂展人世田谷区長様をはじめ、堀

恵子教育長様、そして３３０－Ａ地区鈴木定光ガバナー、

１０ＲＲＣ野々晴久Ｌ、１０Ｒ２ＺＺＣ重信眞一Ｌにお越

し頂きました。ご来賓を代表して３名の方にご挨拶を頂き

ました。まず世田谷区長保坂展人様からご挨拶を頂きまし

た。続きまして世田谷区教育委員会教育長堀恵子様からご

挨拶を頂きました。また、ライオンズクラブ国際協会３３

０－Ａ地区鈴木定光ガバナーよりご挨拶を頂戴しました。 

7. 以上を持って開会式を終了し、ＦＣ東京普及部楠見勉様に

マイクをお渡しし、コーチ陣のご紹介を頂きました。 

8. 午前中はＦＣ東京普及部コーチによるサッカークリニッ

クを行いました。非常に貴重な機会に、選手たちは元気よ
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くコートを走り回り、技術的指導を受けていました。 

9. 昼休みは、役員室にて指名例会を行いました。指名委員長

Ｌ石上より、来期役員の指名が行われました。また、次期

会長予定者Ｌ亀川からご挨拶も頂きました。 

10. 午後は、第１２回世田谷ライオンズクラブカップを開催致

しました。本年も女子チームも２チームエントリーして、

華やかな試合となりました。 

11. ブロック予選を勝ち抜いたのは次の８チームです。 

Ａブロック優勝：桜町スポーツクラブＡ 

Ｂブロック優勝：玉川スポーツクラブＡ 

Ｃブロック優勝：赤堤コミュニティーＳＣ・Ａ 

Ｄブロック優勝：瀬田サッカークラブＡ 

Ｅブロック優勝：桜町スポーツクラブＢ 

Ｆブロック優勝：なかまちフットボールクラブＢ 

Ｇブロック優勝：弦巻サッカークラブＢ 

Ｈブロック優勝：松丘ＦＣサラマンドラ明正Ｂ 

12. 決勝トーナメントの結果は以下のとおりです。 

＜準々決勝＞ 

桜町Ａ    ７－０   玉川Ａ 

赤堤Ａ    ６－０   瀬田Ａ 

なかまちＢ  ３－１   桜町Ｂ 

松丘Ｂ    ４－０   弦巻Ｂ 

＜準決勝＞ 

桜町Ａ    ２－２   赤堤Ａ 

    （ＰＫ１－０） 

松丘Ｂ    １－０   なかまちＢ 

＜３位決定戦＞ 

なかまちＢ  ２－２   赤堤Ａ 

    （ＰＫ１－０） 

＜決勝＞ 

桜町Ａ    ３－０   松丘Ｂ 

13. 以上の結果、 

優 勝 ：桜町スポーツクラブＡ 

準優勝 ：松丘フットボールクラブＢ 

第三位 ：なかまちＦＣ・Ｂ 

第四位 ：赤堤コミュニティＳＣ・Ａ 

となりました。 
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14. また、個人賞としては以下の皆様が受賞されました。 

最優秀選手賞：藤井陽大（ふじいようた：桜町ＳＣ・Ａ） 

優秀選手賞：鎌田航祐（かまたこうすけ：松丘ＦＣ・Ｂ） 

優秀選手賞：下田旺佑（しもだおうすけ：なかまちＦＣ・

Ｂ：正しい字は「日」ヘンのつくりは「玉」） 

優秀選手賞：野久保匠真（のくぼしょうま：赤堤コミュニ

ティＳＣ・Ａ） 

閉会式にて西山会長から賞状をお渡ししました。 

15. 最後に参加した選手全員で記念撮影をして無事終了とな

りました。皆様お疲れ様でした。そして、ご協力いただい

た関係者の皆様、誠に有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

 

☆ ３月２５日 東京スバルＬＣＣＮ１０例会参加報告     （Ｌ進藤） 

 

 さる３月２５日(火)、八芳園にて東京スバルＬＣＣＮ１０が

開催され、当クラブからは西山会長とＬ進藤が参加しました。 

河合元ガバナーが東京スバルＬＣの準会員となられたこと

を３３０－Ａ地区新年賀詞交歓会のご挨拶でお話しされたこ

ともあり、クラブメンバーは１０名程度とのことでしたが、会

場には約１８０名もの参加者が集いました。 

東京スバルＬＣは盲導犬育成募金で有名であり、 私も新宿

駅前の募金に参加したり例会にも訪問したことがありました。

この日も盲導犬協会の方と盲導犬がきていらしたので、実際自

分が日々対応している視力障害の方を念頭に置きながら、具体

的な利用方法について質問させて頂きました。 

アトラクションは、①生物教師からバイオリニストになった

松本克己様のバイオリン演奏、②ＮＰＯ法人国際ミュージック

空手連盟「闘真」の若い団員たちによる迫力ある演舞、③東京

スバルＬＣメンバー雪乃さずきＬ（本職歌手）による歌声披露

と、非常に見ごたえのあるアトラクションが続きました。どう

もありがとうございました。 

 

☆ ３月２６日 東京京橋ＬＣＣＮ例会参加報告        （Ｌ進藤） 

 

 さる３月２６日(水)、コートヤードマリオット銀座東武ホテ

ルにて開催された周年例会「東京京橋ＬＣの結成５０周年の夕

べ」に参加しました。まず、「ローヤル」（のちの「イエローハ

ット」）の創業者、 鍵山秀三郎先生のご講演を拝聴いたしまし

た。 「整理・整頓・清掃・清潔・躾の５Ｓが大切である」 「言

行一致しない人はホンモノではない」など、講演の内容に聴き

入りました。 

東京京橋ＬＣは今でこそ正会員１０名ちょっと、家族会員入

れても１９名という人数のクラブですが、ガバナーも２回輩出

され、銀座の街の清掃を毎月定期的に行っているという由緒あ

るクラブです。なにより、５０年の歴史を経ていまだにチャー

ターメンバー（９８歳）が元気に周年例会にお越しになってい

ただけでなく、記念品を頂いた際に朗々と歌をご披露されたの

には度肝を抜かれました。 

アトラクションでは、獅子舞に続いて、日本で５名しかいな

いという幇間（ほうかん・たいこもち）の方の軽妙なお話をお

聞きしまして大笑いしました。とても良い周年例会だったと思

います。どうもありがとうございました。 



6 

 

 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ ３月３０日 青少年英語スピーチコンテスト参加報告     （Ｌ進藤） 

 

 さる３月３０日、ＡＰ西新宿にて開催された青少年英語

スピーチコンテストを拝聴しました。当クラブからのＹＣ

Ｅ委員会出向委員Ｌ田中も設営その他運営面で活躍して

いました。 

 私も何年かこのコンテストは聞かせていただいている

のですが、優勝者（都知事賞）にＹＣＥ生として海外短期

ホームステイが与えられるようになってから応募者が増

えたとのことで、第１０回となった今回、全国各地から応

募した３７名の中から書類審査にて厳選された１８名の

発表をお聞きしました。今年はとてもハイレベルで、何名

かは海外帰国子女であろうと思われる流暢な発音でした

し、多くの方がスピーチの内容もわかりやすく聞きごたえ

がありました。都知事賞に輝いたのは、柔道着を着たパフ

ォーマンスで「効果！有効！一本！」と場内の度肝を抜い

た神戸の高校生 松田拓哉さんでした。来年もまた楽しみ

にしております。 

 

☆ ４月１日 ３３０－Ｃ与野中央ＬＣ例会参加報告        （Ｌ進藤） 

 

 さる４月１日、与野本町駅からほど近い鈴谷公民館にて

開催された、３３０－Ｃ地区与野中央ＬＣ例会に訪問致し

ました。 

 ２月１５日の大雪の日に開催された３３０－Ｃ地区青

年アカデミーフォーラムの懇親会で石井邦男会長と佐藤

秀治幹事にお会いして例会訪問の話が決まったのですが、

その時同席されていた三郷鳰鳥ＬＣ加藤勝久Ｌも同クラ

ブ斉藤郁代Ｌと高師喜代美Ｌとともに例会訪問の運びと

なりました。世田谷ＬＣと同時期のタイからのＹＣＥ生も

いらっしゃってご挨拶を頂きました。 

鈴谷公民館の小会議室で普段通りの例会を体験してほ

しいということで、例会中は食事もなく（もともとの予定

では「駅弁例会」だったらしいのですがゲストが多かった

ので懇親会を別のお店で行うことになったとのことでし

た）、 理事会審議事項報告、幹事報告などをきっちりとこ

なすほか、家族会員制度導入についてのお話もあり、真面

目さが伝わってくる例会でした。その後の懇親会でも大変

盛り上がりまして、誠に有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆ ４月４日～５日 東日本復興支援イベント参加報告         （Ｌ進藤） 

さる４月４日から５日にかけて、３３０－Ａ地区と３３２－Ｃ地区共催の東日本復興支援イ

ベントで４日の仙台の全国メンバーフォーラムと、５日の名取市文化会館のステージイベントに

参加して参りました。当クラブからは被災地の視察にＬ諸見里、広報委員会出向として取材も兼

ねてＬ桂、全国メンバーフォーラムとステージイベントの運営

のお手伝いにＬ亀川・Ｌ手塚・Ｌ進藤＋ＹＣＥ生アーム君の計

６名が参加しました。 

 ４日の全国メンバーフォーラムには、全国３５準地区のうち

１８準地区から約４００名のメンバーが参加して、被災地の報

告のあとグループディスカッションを行いました。また５日の

ステージイベントでは被災地の仮設住

宅から集まった１０００名以上の観客

の前で、キッズたちのパフォーマンス・

おりも政夫さんの歌声コンサート・千昌

夫さんのチャリティコンサートが行わ

れ、大変感動的でした。 

 また、ＹＣＥ生を連れて、津波被害に

遭った閖上（ゆりあげ）地区を視察に行

きました。３年以上たっているのにいま

だに破壊されたままの住宅があったり、

瓦礫が撤去されたところが広々とした

空き地になったりしていて、復興はまだ

まだ時間がかかると痛感いたしました。 

 

■ 行事予定 

４月 ９日（水）４月第１例会（選挙例会）              於：目黒雅叙園 

４月１１日（金）第１０回障害者施設見学ツアー            於：区内障害者施設 

４月２０日（日）第６０回３３０－Ａ地区年次大会           於：東京プリンスＨ 

４月２３日（水）４月第２例会（講師例会）              於：目黒雅叙園 

５月 ９日（金）第１１回障害者施設見学ツアー            於：区内障害者施設 

５月１１日（日）第６０回３３０複合地区年次大会           於：横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸＨ 

５月１４日（水）５月第１例会                    於：目黒雅叙園 

■ 幹事 阿部より一言  
皆様いつもお世話になっております。早いもので２００９年３月に世田谷ラ

イオンズクラブに入会させて頂いてから、丸５年が経過しました。入会の同

月に息子が生まれましたので、私のライオンズ歴と子供の年齢が同じという

ことになります。その息子もこの４月から幼稚園年長となります。赤ちゃん

から男の子に育ちました。私もライオンズマンとして赤ちゃんから男の子に

成長したかはわかりませんが、息子が成人するまでにはライオンズマンとし

て成人出来るよう精進していく所存でございます。また、３月１６日の当ク

ラブ主催の世田谷ライオンズカップ少年サッカー教室にご尽力頂いた関係者

皆様、ご参加頂いたライオンの方々に感謝申し上げまして幹事一言とさせて

いただきます。                  （阿部鉄平） 


