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今年度スローガン

極めよう！奉仕の真髄 広げよう L 字の絆！We Serve
トピックス

会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★7 月２７日（水）

於：目黒雅叙園

第 ２ 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
第 1159 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
メンバースピーチ
Ｌ西山に「日本の教育の現在・過去・未
来」というテーマでメンバースピーチを
お願いしています。大変有意義なお話を
頂きますので、メンバーの皆様におかれ
ましては是非ご出席くださいますようお
願いします。

★８月３日（水）
第 1160 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
納涼家族例会
ザ・プリンス パークタワー東京
１Ｆ 『メロディーライン』
港区芝公園４－８－１
０３－５４００－１１１１
メンバー・同伴者とも ６０００円
（小学生以下無料）
今期の納涼家族例会は、東京タワーのす
ぐそばの、ザ・プリンス パークタワー
東京で行います。東京新都心ＬＣ会長
池田謙司Ｌの所属バンドである
TUT-exculiburs に家族みんなで楽しめ
る演奏を頂く予定です。メンバーの皆様、
どうぞご家族・ご友人同伴でお越し下さ
いますようお願い申し上げます。

今期会長を拝命致しましたＬ進藤です。ま
ずは今期若手メンバーに活動の場を与えて頂
いた先輩ライオンに深く感謝申し上げます。
当クラブは今期結成４８周年にあたり、歴
史と伝統を引き継ぎながら、尐年サッカー教
室などの青尐年育成事業、障害者施設見学ツ
アーなどの障害者支援事業を中心として、地
域と密着して社会奉仕を行ってまいりました。
当クラブは平均年齢も５０代前半とライオン
ズの中では若く、今期もアクティビティ中心
で運営したいと考えています。とりわけ、Ｃ
Ｎ５０周年記念式典を２年後に控えておりま
すので、遅滞なく準備を進めて行く一方で、
他クラブとの連携やＬＣＩＦの活用、さらに
は東日本大震災の被災地支援などを積極的に
行っていきたいと考えています。このような
考えのもと、今期は『極めよう！奉仕の真髄、
広げよう Ｌ字の絆！』というスローガンを
掲げさせて頂きました。
また、シアトルで開催された国際大会に初
めて参加し、国内外の多くのライオンズメン
バーと交流させて頂き、大変刺激を受けて帰
ってまいりました。
この経験を生かし、
微力ながら全力でク
ラブを盛り上げて参
る所存でございます
ので一年間お力添え
のほど、よろしくお
願い申し上げます。

準備理事会報告
出席者

６月２日

於 アンシェーヌ藍

進藤会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、
L 小塚、L 宮崎大、L 村井、L 中村、L 西山、L 越智、L 小野一、L 白石、
L 杉村、L 鈴木、L 須藤、L 山本、L 吉崎、幹事亀川（出席者数２３名）

1. ６月２日（水）
、２０１１－２０１２期の運営を円滑に

行うための準備理事会が三軒茶屋の障害者施設・フレン
チレストラン『アンシェーヌ藍』にて開催されました。
2. 亀川幹事の進行のもと開会し、まず進藤会長からご挨拶を
頂きました。進藤会長はライオンズ歴の浅い三役が運営し
ていくため諸先輩方から多くのご指導をあおぎたいとお
願い致しましてご挨拶とされました。
3. ウィサーブのご発声は桂前会長にお願い致しました。桂前
会長は、今後は新体制に対するご協力のお願いをされて、
ウィサーブのご発声を頂きました。
4. 会食中に、進藤会長から、新五役のご紹介がございました。
幹事としてＬ亀川、会計としてＬ阿部、ライオンテーマと
してＬ大竹、テールツイスターとしてＬ木下がご紹介され
ました。
5. 亀川幹事より幹事報告を頂戴しました。
「役員構成案」
「委
員会構成案」「２０１０－２０１１年度収支予算案」につ
いてご報告致しました。続けて、進藤会長からお土産の障
害者施設『パイ焼き窯』で作られた焼き菓子についてご説
明頂くとともに、「ご挨拶」に沿って今期の方針をご説明
させて頂きました。
6. 出席されたメンバーの皆様からお一人ずつ、新体制に向け
てのお一言を頂戴いたしました。「是非頑張ってほしい」
「今期は厳しめにいろいろと助言していきたい」などのお
言葉を頂き、新三役は身の引き締まる思いでございました。
有難うございました。

7. その後は和やかな歓談が行われ、無事準備理事会は終了と
なりました。その後三軒茶屋に移動し、二次会・三次会に
てさらなる懇親を深めることができました。

第１回 理事会報告
出席者

７月１３日

於 目黒雅叙園

進藤会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、
L 小塚、L 中村、L 西山、L 越智、L 老田、L 小野一郎、L 白石、L 須藤、
L 鈴木、L 山本、L 吉崎、幹事亀川
（出席者数２０名）

今期第１回理事会が目黒雅变園３Ｆ「カシオペア」にて開催されました。

■

審議事項

■

１．２０１１年６月収支報告書については、桂前会長より
ご報告頂き、会計監査後再びご報告頂くことになりま
した。
２．Ｌ大島の退会届が６月末付で承認されました。
２．本年度役員及び会計監査委員については、進藤会長よ
りご説明頂き、ご承認いただきました。
３．本年度委員会構成案につきましては、進藤会長よりご
説明頂き、ご承認を頂きました。
４．年間行事予定につきましては、９月６日ガバナー公式
訪問などの日程を確認して承認いただきました。
５．アクティビティにつきまして、進藤会長及び亀川幹事
よりご説明致しました。障害者支援事業につきまして
は、障害者施設見学ツアーを東京三軒茶屋ＬＣとの合
同事業として今期は１２回実施することとその日程に
ついてご承認頂きました。また、１０月１５日１６日
とせたがや未来博への参加と１０月１６日３３０－Ａ
薬物防止キャンペーンと日にちが重なりますが、双方
に人員を振り分けて実施することと致しました。
６．本年度年会費は前期と同額で理事会承認されました。
７．本年度収支予算案につきましては、例会費に大幅な変
更を提示し、次回審議することとなりました。
８．メンバーの奥様へのお誕生日・結婚記念日プレゼント
につきまして、亀川幹事からご説明し、審議の結果、
今期は行わないこととなりました。
10．東京三軒茶屋ＬＣとの合同例会は２月６日火曜日に銀
座アスター三軒茶屋賓館にて開催することを確認致し
ました。
11．納涼家族例会は８月３日にザ・プリンス パークタワ
ーホテル東京にて行うことで決定致しました。
12．移動例会につきましては桜庵に替る箱根の旅館として
河鹿荘を検討致しました。

■

カシオペア

報告事項

■

報告事項は例会中にご報告することといたしました。

第１１５８回例会報告
出席者

７月１３日

於 目黒雅叙園

「カシオペア」

進藤会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、L 小塚、
L 村井、L 中村、L 西山、L 越智、L 老田、L 小野一郎、L 小野景彦、L 白石、
L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事亀川（出席者数２３名）
東京 LC 加藤光晴 L、市川 LC 吉原稔貴 L （ビジター２名）

1

第１１５８回７月第１例会が、７月１３日（水）１８：
３０より、目黒雅变園「カシオペア」の間にて開催され
ました。まず、進藤会長に開会のゴングを鳴らして頂き、
国歌（君が代）斉唱、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致しました。

2

次にお客様のご紹介を行いました。本日は親クラブであ
ります東京ＬＣから加藤光晴Ｌに、また市川ＬＣから３
３３－Ｃ地区福祉環境保全委員会副委員長 吉原稔貴Ｌ
にお越し頂きました。お二人ともお忙しいなか有難うご
ざいました。

3

続いて会長就任式を行いました。まずは桂前会長から進
藤会長に認証状が伝達されました。新旧役員によるバッ
ジの交換に続いて、ライオン旗の前で記念撮影を致しま
した。さらに今期三役より前三役への記念品としてバカ
ラの２０１１年限定ペアグラスが贈られました。前三役
の皆様、お疲れ様でございました。今後とも宜しくご指
導のほどお願い申し上げます。

4

進藤会長より会長挨拶を頂きました。進藤会長はゲスト
の来場への謝辞を述べられたのち、歴史と伝統を守りつ
つアクティビティ中心で運営したいこと、２年後に控え
た５０周年に向けて実行委員会を設置して準備を始めた
いと考えていること、記念事業にはＬＣＩＦ交付金活用
も考えていること、シアトル国際大会に参加して大変刺
激を受けてきたことを話され、今期のスローガン『極め
よう！奉仕の真髄 広げよう Ｌ字の絆！』を発表され
てご挨拶とされました。

5

ここでお客様からご挨拶を頂戴しました。まず、東京Ｌ
Ｃ加藤光晴Ｌは、例会訪問の喜びと毎月送られる例会メ
ールへの賛辞をお話しされました。そして、東京ＬＣが
今期６０周年を迎えられて２０１２年５月に記念式典が
あると告知されてご挨拶とされました。

6

続きまして、３３３－Ｃ地区福祉環境保全委員会副委員
長、市川ＬＣの吉原稔貴Ｌは、前期市川ＬＣが５０周年
の時の幹事だったこと、当クラブのアクティビティにす

でに複数回参加されていて例会訪問によっても世田谷Ｌ
Ｃのメンバーに会いたいと考えていたこと、進藤会長就
任の晴れ姿を目撃したかったこと、東京世田谷ＬＣの歌
を聞きたかったこととお話しになりました。また、他ク
ラブの例会のしきたりを見て勉強になったこと、そして
何よりも３３３複合と３３０複合の壁を越えて例会訪問
することが出来た喜びを強調されてご挨拶とされました。
7

進藤会長から、幹事Ｌ亀川、会計Ｌ阿部、ライオンテー
マーＬ大竹、テールツイスターＬ木下、前会長Ｌ桂と５
役と前会長が紹介されました。今期１年間、大変若い布
陣でございますが、どうぞよろしくお願い致します。

8

亀川幹事から本日理事会審議事項についてご説明を頂戴
し、例会にて皆様のご承認を頂きました。皆様有難うご
ざいました。

9

ウィサーブは桂前会長にお願い致しました。桂前会長は
今期の三役及び新しい事務局窓口担当の佐々木まどか様
にエールを贈りまして、高らかにウィサーブのご発声を
頂きました。

10 会食中に久しぶりの参加となるＬ越智より一言ご挨拶を
頂戴しました。Ｌ越智は昨今の政治情勢についてのコメ
ントされたほか、進藤会長と同様自らも双子であるとお
話しされて「双方とも双子で参加しては？」などと会場
から喝采を浴びていました。
11 ここで、Ｌ老田より同日行われましたゴルフ同好会の結
果発表及び表彰を頂きました。当日は大変暑く、第４回
コンペ（前会長：吉崎杯）の行われた調布の読売クラブ
では熱中症を防ぐための水が３ホールごとに必要だった
そうです。さて、肝心の結果ですが、第７位がＬ吉崎、
第３位がＬ福島、第２位がＬ手塚Ｌ、そして優勝はＬ磯
辺でした。またブービー賞がＬ小野一郎、ニアピン賞が
Ｌ桂・Ｌ鈴木、ドラコン賞がＬ小野景・Ｌ磯辺、そして
Ｌ手塚とＬ鈴木が競馬予想をさらいました。Ｌ老田およ
びＬ吉崎よりそれぞれに賞が手渡されました。
12 テールツイスターの活躍では、今期テールツイスターＬ
木下にご活躍頂きました。Ｌ木下は進藤会長のシアトル
滞在から情報を得てパワーポイントで１０問のクイズを
用意されました。シアトルの国際大会のパレードや開会
式、１０００ドル献金などに関するクイズで会場は盛り
上がりました。また、次回テールツイスタータイムの予
告として１篇の予告動画が紹介されました。今期はクラ
ブメンバーの仕事等に焦点をあて、
『情熱大陸』ばりの紹
介ビデオを作られるとのことです。次回は進藤会長紹介

ビデオということでほんの一部が紹介されたのですが、
さすがプロのカメラマンのＬ木下の素晴らしいお仕事に
会場から感嘆の声が上がりました。
13 再びテールツイスターＬ木下にご登壇頂き、ドネーショ
ンの発表をしていただきました。ファインは２２００円、
ドネーションは７６８００円、計７７０００円でした。
皆様、ご協力有難うございました。
14 本日の出席率をＬ吉崎よりご発表いただきました。当ク
ラブの在籍者数は４０名、不在会員２名、終身会員５名、
本日の出席者２３名、ビジター２名で、出席率は６９．
７％でございました。
15 閉会のゴングを進藤会長が打ち鳴らしたあと、
「また会う
日まで」を皆様で一緒に歌い、お客様をお見送りしたの
ちに、無事に閉会となりました。メンバーの皆様、有難
うございました。

第１回障害者施設見学ツアー報告
出席者

７月１５日

於 区内障害者施設

進藤会長、織田嵩 L（東京三軒茶屋 LC）、当事者家族４名

１．７月１５日（金）今期第１回障害者施設見学ツアーを実施
致しました。今期も東京三軒茶屋ＬＣとの共催事業で毎月
１回、計１２回実施します。今回は小田急線千歳船橋駅改
札にて集合致しました。当日当事者の方１名のキャンセル
があり、今回はライオンズメンバー２名、当事者１名、家
族１名、関係者２名の計６名で出発しました。
２．最初にＩＴ特化型就労移行支援事業所『さら就労塾＠ぽれ
ぽれ』に到着。ここは三障害対忚でパソコン教室を中心に
企業就労のための訓練を行い、年間１０数名の就労者を輩
出しています。この日はワードの語彙の置換を訓練してい
ましたが、
「ただパソコンの技術を教えるのでなく、自分で
対忚を考える力をつける方針でやっています。」との説明に
感動致しました。
３．進藤会長の運転で祖師谷大蔵に移動し、ウルトラマン商店
街で喫茶店を運営している『ざしきわらし』を次に見学し
ました。棚に並んだ大量のウルトラマングッズに参加者は
大いに喜び、グッズを次々購入されました。冷たい飲み物
を頂きながら、喫茶店と休憩スペース、さらには別の作業
スペースの説明を職員の西川様から受けました。今回利用
している当事者の方は喫茶店に興味をもたれたようでした。
４．最後に千歳船橋の庭付き一戸建ての『風の谷プロジェクト』
に移動しました。もともとはゆったりした作業所でしたが、
この４月に障害者自立支援法で定める「就労継続支援Ｂ型
事業所」という法内施設に移行するために突貫工事で一部
屋増やしたそうです。やはり時とともに区内の施設も進化
していきます。もともと自主製品で作っていたキャンドル
が震災で見直され、行政からも多く発注が来ているとのこ
とでした。
５．最後に進藤会長から障害者自立支援法や区内施設の説明を
行い、感想をお聞きしました。この日は、当クラブからの
参加予定メンバーが急遽不参加となったのですが、アパー
ト暮らしをしている当事者の親御さんが他県から出てきて
いて、ライオンズ枠が空いたために乗車することができ、
役所では聞けないような有用な情報を聞くことが出来たと
おっしゃっていたのが印象的でした。次回は８月８日（月）
の予定です。

（計６名）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ＩＴ委員会参加報告

（Ｌ木下）

今期、３３０－Ａ地区ＩＴ委員会委員を務めることになりましたＬ
木下です。
さる７月１２日（火）、キャビネット事務局にて第１回ＩＴ委員会
が開催されましたので参加して参りました。ここでは委員会メンバー
の顔合わせと、大枠の活動内容の指針発表がありました。
今期活動内容は以下の通りです。
◆東日本大震災支援活動の記録と保存をする。
◆地区におけるＩＴ可促進にむけた施策
→報告・連絡系統の電子化をさらに促進できないか
◆キャビネットホームページ活用について（情報利用状況と問題点の検証）
◆ｅＭＭＲサバンナの実効的検証（ｅＭＭＲサバンナ教室の徹底）
◆クラブおよび地区委員会の取材・収拾
◆準地区、複合地区、他地区の情報の共有化の促進
◆ライオン指導者と話し合い、年間の計画を策定・調整する
◆ＰＲ情報委員会と連携をし、情報の収集と広報活動を行う。
◆（仮）ダメ・ゼッタイ薬物乱用防止キャンペーン「２０１１年１０月１６日開催」に協力をす
る。当日の記録をＩＴを用いて社会に発信する
・・というのが今年の活動指針となるようです。自分からもいろいろご提案していきたいと考え
ておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

☆ ７月２１日東京フロンティアＬＣＣＮ３記念例会参加報告
さる７月２１日（木）、小岩ニューオークラホテルにて
東京フロンティアＬＣのＣＮ３記念例会が開催され、会長
進藤が出席して参りました。３周年で記念式典を開催する
のは珍しいですが、現ガバナー・前ガバナー・第一第二副
地区ガバナーはじめ、７０名以上の方が参加されました。
式典の最初にパワーポイントを利用して、準備段階から
クラブの結成に至るまでの流れ、さらに結成から今までの
活動をスライドで示されました。３５歳の若さで会長にな
られた櫻井大介Ｌのご挨拶、大石誠ガバナーや特別支援学
校校長先生などご来賓のご挨拶ののち、東京フロンティア
ＬＣ初代会長森本康二郎Ｌから現会長櫻井大介Ｌへの認証
状の引き継ぎがあり、身の引き締まる思いでした。当クラ
ブにおいても初期の方針などを振り返るよいきっかけとな
りました。
祝宴ではスポンサークラブの江戸川東ＬＣの伝統なのか、
ストレートな「♪金が欲しい～金が欲しい♪」という歌に
のせてのドネーション方式で会場から１３万円以上のドネ
ーションを集まったのに驚愕いたしました。東京フロンテ
ィアＬＣの皆様、楽しいひとときを有難うございました。

（進藤会長）

☆
☆

Ｆｒｏｍ
７月２１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

国際理事委員会参加報告

（Ｌ石田）

１年１０ヶ月というライオン歴が浅く若輩者の私にとり、前期の「会計」
は重責で大役でしたが、今期は国際理事委員会の委員を務めることになり、
さらに重責を痛感しております。さて、７月２２日（金）に第１回国際理
事委員会（委員長：竹内博Ｌ、副委員長：戸田一郎Ｌ、北村昭子Ｌ）があ
りました。委員会の役割は以下の通りです。
■
■
■
■
■
■

山浦国際理事の活動を支援する。
国際役員来日に迎接し３３０複合地区委員会とともに役割を果たす。
ＬＣＩＦ委員会と連携をＬＣＩＦの認知度を高め、ＭＪＦ参加とその活用方法をＰＲする。
大会参加委員会と連携して国際レベルの大会参加の意義と重要性をＰＲする。
薬物乱用防止委員会と連携し、薬物乱用防止活動を世界のライオンズに広める。
キャビネットと連携し、
「東京ライオンズクラブ」６０周年への協力をする。
（２０１２年５
月３１日パレスホテルにて昼例会の予定、ウィンクン・タム国際会長も参加予定）
山浦国際理事のお話の中で深く感動したのが日本の支援活動です。東日本大震災で両親を亡くし
た孤児が３２１名、片親を亡くした孤児が１６００名、合計約２０００名の孤児をライオンズク
ラブで彼らが社会人になるまで支援をしていきたいという思いを強く語られました。皆様方より
ご指導ご鞭撻を賜わりながら国際理事委員として頑張って参りたいと存じます。どうぞ宜しくお
願い致します。

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆ シアトル国際大会報告

③

その①【７月４日～６日：パレード・開会式】
（進藤会長）

７月５日から８日までのシアトル国際大会に参加してま
いりました。それは会長を拝命したことが大きなきっかけ
になっております。とはいっても以前に海外に渡航しまし
たのはすでに１０年以上前のこと、パスポートも完全に切
れておりましたので、パスポートの再申請から行うという
心細さ。さいわい、当クラブに例会訪問に来て下さった浜
松南ＬＣの辻村昌弘Ｌのご厚意で本部ホテルの同部屋に宿
泊させて頂けることになり、さらに航空券の手配までいろ
いろご指導頂きながら、最終的には団体ツアーでなく単独
旅行の形でシアトルに行って参りました。
日本を４日に出て１０日に帰る旅、内容も観光をほとん
どせずにパレード・式典・セミナーなど盛りだくさんでし
たので何回かに分けてご報告致します。
シアトルはアメリカ西海岸の街ですが、年間の９分の１
は曇りや霧雨という天候だそうですが、我々が滞在した１
週間は快晴の日が続き、大変よい気候でした。４日の夕方
に日本を出発し、時差の関係で到着も４日の朝でしたが、
成田からシアトルまで搭乗飛行機でご一緒し大変お世話に
なりました３３３複合の皆様と空港で別れ、やはり単独行
の前期キャビネット幹事近藤正彦Ｌ・副幹事小林正治Ｌと
ともに本部のウェスティンホテルに向かいました。その後
コンベンションセンターで大会登録・代議員登録を済ませ
たのちシアトルの街にご一緒に散策させて頂き、スターバ
ックス１号店や有名な市場を見て回りました。
翌日５日はインターナショナルパレード。日本チームは
青色のおそろいの法被と白シャツ白ズボン白靴と衣装が決
まっています。ただ、日本の隊列で行進するだけでなく、
ウィンクン・タム国際会長予定者の香港・中国の隊列にア
ジア・東南アジアの各国から忚援部隊が合流することにな
り、私も黄色いＴシャツを着て歩くことになりました。私
は他国の華やかな民族衣装など見て「もしやこの着ぐるみ
は保護色的だから許されるかも」と日本から持参した黄色
の着ぐるみを忚援部隊の皆様にお見せして相談した結果、
ピカチュウの着ぐるみを着て歩くことになりました。これ
が大変好評で、横断幕の前を歩く栄誉を与えられただけで
なく、沿道からの掛け声に忚じて多くの方と写真を撮るこ
とになり、現地の新聞にも掲載されました。ゴール地点か
ら急いでスタート地点に戻って今度は日本チームで行進。
今回は東日本大震災における海外からの様々な支援に対し

て感謝の念を表しつつ派手にしすぎないということで８列
の隊列で粛々と行進しました。法被のデザインは好評でユ
ニフォーム部門で優勝したとのことです。
５日の夜は３３０－Ａ地区の河合ガバナーと大石ガバナ
ーエレクトを囲む会に出席。ダークスーツが指定されるフ
ォーマルな席でした。河合ガバナーは不運にも前日左腕を
骨折され、翌日の開会式に出席できずに帰国されるとのこ
とで痛々しいご挨拶でございました。この会では芝ＬＣの
皆様と同席になりました。芝ＬＣの皆様は国際大会の直前
にカリフォルニアで姉妹提携クラブとともにゴルフ等を行
ったそうですが、「ライオンズクラブがステータス的にな
っている日本と異なり、アメリカのクラブの例会は質素で、
早朝７時半からデニーズなどのファミリーレストランで行
うこともある。その代わりアクティビティのときのドネー
ションはみな出費をいとわない」とのお話をうかがって目
からうろこ、ライオンズクラブの真髄はやはりアクティビ
ティにあるものだ、との思いを新たに致しました。
続いて６日は開会式。早朝から会場のキーアリーナに向
かい、偶然にも日本の方たちの座っている席を見つけるこ
とが出来て一緒に座らせて頂きました。大スクリーンに名
前と写真が紹介される形で元国際会長たちの皆様がステー
ジ上に並び、シド・スクラッグス国際会長ご夫妻が登場さ
れました。私が驚きましたのは、開会式のステージのほと
んどを国際会長自らが進行されていたことです。２０１０
－２０１１期のテーマ”Beacon of Hope”とこの１年の業績
を国際会長ご夫妻自ら出演するビデオ形式で紹介されまし
た。緊急災害支援では東日本大震災も紹介され、多くの支
援がなされたことが発表されました。開会式ではモブダン
スも披露され、会場中で踊りを踊りました。
その日は、ＣＥＰセミナー（クラブ向上プロセスセミナ
ー）に参加したかったのですが大変な人気で部屋に入れず、
当クラブ５０周年記念事業にＬＣＩＦ交付金の活用も検討
中ということもあり、もう一つの目標である「ＭＪＦ１０
００ドル献金」を行うことにしました。ＬＣＩＦコンベン
ションセンターのＬＣＩＦブースにて１０００ドル献金を
申し込み、初めての献金と伝えると大変にこやかに忚対し
て下さり、「あとでピン・セレモニーがありますが参加し
ますか？」と尋ねられました。ピン・セレモニーはＬＣＩ
Ｆ大会当日現地で１０００ドル献金した者にだけ与えられ
る権利なのだそうです。３３５－Ｄ三木中央ＬＣの有野勇
Ｌは８年越しで毎月１０００ドル献金されてついに１００
回、１０万ドル献金ということでその偉業に驚きました。
＜次回「その２」に続く＞

☆

今期役員ご紹介

２０１１－２０１２期 役員紹介
会
長 ：Ｌ進藤義夫
第一副会長 ：Ｌ石上真司
幹
事 ：Ｌ亀川賢一
会
計 ：Ｌ阿部鉄平
ﾗ ｲ ｵ ﾝ ﾃ ｰ ﾏ ｰ ：Ｌ大竹良雄
テ ー ル ツ イ ス タ ー ：Ｌ木下知紀
出席委員長 ：Ｌ白石正美
会計監査委員：Ｌ越智隆雄
会員委員長 ：Ｌ白石正美

前 会 長：Ｌ桂 太郎
第二副会長：Ｌ西山和範
副 幹 事：Ｌ畠山勝弥
副 会 計：Ｌ石田 勝
副ﾗ ｲ ｵ ﾝ ﾃ ｰ ﾏ ｰ：Ｌ手塚利行
副テ ー ルツ イス ター：Ｌ今尾公祐
副出席委員長：Ｌ磯辺良男
会計監査委員：Ｌ藤川博康
副会員委員長：Ｌ吉崎英智

第三副会長：Ｌ小野一郎
副 会 計：Ｌ小塚貞裕
副ﾗ ｲ ｵ ﾝ ﾃ ｰ ﾏ ｰ：Ｌ宮崎宏之
副テ ー ルツ イス ター：Ｌ須藤陽子

会員委員：Ｌ山本康弘

また、今期より事務局が、移転しております。
〒158-0098 世田谷区中町２－２１－１２－３１５ 障害者支援情報センター内
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０３－３７０５－９５０３
E-mail:tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp
例会当日の受付には佐々木まどか様にお願い致しましたのでどうぞよろしくお願い致します。

■ 行事予定
７月２７日（水）18：30～
８月 ３日（水）18：30～
８月２４日（水）18：30～
９月 ６日（火）

７月第２例会（メンバースピーチ：Ｌ西山） 於：目黒雅变園
８月第１例会（納涼家族例会）
於：ｻﾞﾌﾟﾘﾝｽ ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京
８月第２例会
於：目黒雅变園
ガバナー公式訪問（例会振替）
於：目黒雅变園

９月２８日（水）18：30～

９月第２例会

■ 幹事

於：目黒雅变園

亀川より一言
皆様、今期幹事を拝命いたしましたＬ亀川です。
先だっては７月第１例会を、私の不慣れさ（活舌悪し）（笑）もあったに
もかかわらず皆様の寛容なお心で、無事に終えることができた事を、皆様
に感謝申し上げます。
さて、今期は例年に増してアクティビティーが増えました。東京三軒
茶屋ＬＣと合同の障害者施設見学ツアーにおきましては、毎月の年１２回
という事で、まだ参加されてない方は、是非、参加して頂いて、貴重な体
験をされてみてはと思います。
それと忘れてはならない被災地支援も念頭におきつつ、また、ＣＮ５
０周年に向けての動きもしていこうかと思っています。
まだまだスタートしたばかりではありますが、今後ともよろしくお願
い申し上げます。
幹事 Ｌ亀川

