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会長挨拶

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

メンバーの皆様方におかれましては、平素
よりクラブ運営へのご理解と協力を賜り誠に
ありがとうございます。
さて、このたびご縁がありまして、宮城県
单三陸町の『福興市』
（あえて幸福の「福」を
使うそうです）に日帰りで参加して参りまし
た。震災から４カ月経過してなお瓦礫の積み
上がる街並みに復興にはまだまだ時間がかか
ると思うとともに、全国から集まった商店街
の仲間に、人の繋がりこそ復興の大きい手立
てとなると思いました。そして、单三陸志津
川ＬＣの前会長工藤昭彦Ｌが、震災後「こん
な大変なときにライオンズ活動はできない」
と言って退会しそうになるメンバーが相次い
だとき、
「震災でみんなが大変なこんなときだ
からこそ、ライオンズ活動をするべきだ」と
説得し、１年間の年会費無料化、国際会費免
除など行いながらリテンションを行ったとい
うエピソードに深く感動致しました。
なぜライオンズ活動を行うのか。この問い
を振り返り自問自
答しつつ、自分にで
きること、当クラブ
で出来ることを考
えて行きたいと思
いますので、今後と
もご協力のほどよ
ろしくお願い申し
上げます。

★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-excaliburs 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。

★８月２４日（水）

於：目黒雅叙園

第 ３ 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
第 1161 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
ワインソムリエ例会
Ｌ杉村のご紹介でシニアソムリエでワイ
ンソムリエ講師 ヴェレゾン代表の三輪
宗博（みわ むねひろ）様に、「（仮）
ワインを知ればワインが好きになる」と
いうテーマでご講演を頂く予定です。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。

1

第２回 理事会報告
出席者

７月２７日

於 目黒雅叙園

進藤会長、L 阿部、L 藤原、L 畠山、L 磯辺、L 桂、L 木下、L 小塚、L 中村、
L 西山、L 大竹、L 白石、L 須藤、L 山本、L 吉崎、幹事亀川
（出席者数１６名）

今期第２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、進藤会長より
未収金の記入の点をご報告頂き、会費未納者について
議論を致しました。
２．本年度会費請求をメールにて行ったことを進藤会長よ
りご説明頂き、郵送の必要性について協議致しました。
３．本年度収支予算案について、運営費から特別会費への
振替案について、進藤会長よりご説明頂き、協議の結
果、会費の総額を変更せずに内訳について一部変更す
る方向で調整することと致しました。
４．２０１１年８月６日「井上あずみ」ファミリーコンサ
ート協力の件につきまして進藤会長よりご説明頂き、
当クラブとして協力すること、区内障害者施設、児童
養護施設等に配布することをご承認いただきました。
５．２０１２年１月１４日「親と子のはじめてのコンサー
ト」後援の件につきまして、ご提案者のＬ老田に替り
亀川幹事よりご説明頂きましたが、詳細なご説明をＬ
老田より頂くということで継続審議と致しました。
６．８月３日（水）納涼例会の件につきまして亀川幹事よ
りご説明頂き、出席者の確認を行いました。またＬ畠
山より宿泊も可能であるとのご説明を頂きました。
７．９月１０日（土）代官山ＬＣ名称変更記念式典の件に
つきまして亀川幹事よりご説明頂き、進藤会長と亀川
幹事が出席することをご承認頂きました。
８．１１月１３（日）・１４（月）移動例会の件につきまし
て亀川幹事より、箱根河鹿荘にての開催を考えている
とご説明頂き、ご承認頂きました。
10．５０周年等実行委員会開催について進藤会長よりご提
案頂き、８月２２日（月）１８：３０より三軒茶屋近
辺にて開催することと致しました。
11．Ｌ磯辺より震災支援アクティビティについてご提案頂
きました。

■

カシオペア

報告事項

■

会長幹事、各キャビネット役員よりそれぞれ活動報告を
頂きました。またクラブニュース１号を回覧致しました。
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第１１５９回例会報告
出席者

７月２７日

於 目黒雅叙園

「カシオペア」

進藤会長、L 阿部、L 藤川、L 藤原、L 畠山、L 石上、L 桂、L 木下、L 小塚、
L 中村、L 西山、L 大竹、L 小野一郎、L 白石、L 須藤、L 山本、L 吉崎、
幹事亀川
（出席者数１８名）

1

第１１５９回７月第１例会が、７月２７日（水）１８：
３０より、前回と同じく目黒雅变園「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、ライオンズヒム、
世田谷ライオンズクラブの歌を斉唱致しました。

2

進藤会長より会長挨拶を頂きました。進藤会長は東京フ
ロンティアＬＣ例会訪問にてクラブ結成以前の入念な準
備状況の報告を聞いて当クラブの創立について思い起こ
したこと、当クラブ４０周年記念誌を読み返し、様々な
活動について思いをはせたこと、クラブの歴史を振り返
ることが若手メンバーにとって勉強になることを述べ、
本日のメンバースピーチではＬ西山から教育についてス
ピーチを頂くことを告知してご挨拶とされました。

3

Ｌ西山から『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頂きました。Ｌ西山はまず、
思春期とは何かという問いを発せられました。思春期は
小学校４年生くらいから始まり、自分の価値観が空白と
なり、親の言葉に反発しながら人間形成をしていくとき
と定義され、思春期の取り扱いの「現在・過去・未来」
について考えることとされました。

4

Ｌ西山は日本の教育の『過去』について、従来は、隣人
が叱って下さったり、ボーイスカウト・子供会・社会科
見学などの多くのイベントなど「社会そのものが教育シ
ステム」であったこと、また、父親・学校教師・警官・
閻魔様など「恐れ多いもの」がいた、と述べられました。

5

しかし『現在』は「社会の教育システム」「恐れ多い者」
の両方が喪失してしまったと指摘されました。父親も教
師も尊敬されず、教師に至ってはただのサービス業にな
りはてているとして、モンスターペアレントの例をいく
つか挙げられました。

6

Ｌ西山は『未来』に向けての提言をされました。
「恐れ多
き者」や「社会教育」の復活は困難で、むしろ学校選び
を家族や夫婦で慎重におこなう必要があると話されまし
た。中学高校においては、黙っていても生徒が集まって
くる「御三家」と呼ばれる学校以外の私立学校では、来
るべき少子化に備えて危機感を持ち、質を上げる努力に
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必死であること、大学も最高峰と呼ばれる東京大学は現
在２８０万人いる受験生が２０４０年から２０５０年に
は８０万人に激減するという将来を見据えて、講義を英
語で行うこと、そして９月入学制度という『世界標準』
に切り替えようとしているとおっしゃいました。日本の
学生だけでは学校運営が困難なので世界から留学生を受
け入れることを目的としているのです。
7

中学高校でも男子・女子とも近年「人間形成」という理
念を前面に打ち出して、生徒の質を高め、進学校にして
いるところがあると例を挙げられました。

8

また、私立大学は、幼稚園から小学校・中学校・高校・
大学と一連の流れを作って学校の理念を幼少期から植え
つけて後継者を育てるために、附属小学校を作るところ
が増えていると指摘されました。

9

Ｌ西山はテレビ業界や自動車業界を例に挙げ、いつまで
も日本ブランドが世界のトップにいるわけではなく、韓
国産で優れた商品が出てきていることも指摘し、将来を
見据えて経営をしていく必要性を強調されました。

10 そして、子供には『ジリツ』を植え付けよとおっしゃい
ました。
『ジリツ』とは「自立」
「自律」両方を指します。
電車の中で走り回る子供を注意するのに、
「ここは公園で
はないから走るのをやめなさい」などときちんと理由を
告げて注意する、この繰り返しが良いとされました。
11 そして最後にＬ西山のお気に入りとしてさだまさしの
『風に立つライオン』をご紹介されました。国際医療ボ
ランティアに青春をささげた青年医師の話から歌が作ら
れたとご紹介され、生き方を学べる歌であり子供たちに
聞かせたいとおっしゃって、スピーチを締めくくられま
した。
12 質疑応答では、Ｌ藤原より「進学校がいいという考えは
いかがなものか」と質問が出て、Ｌ西山より「進学校が
いいというのでなく、学校の理念を吟味するのが重要で
ある」と補足がありました。Ｌ西山、貴重なお話をどう
も有り難うございました。
13 ウィサーブはＬ藤川にお願い致しました。Ｌ藤川はウィ
サーブの「奉仕」という言葉に触れられ、Ｌ藤川所属の
日興コーディアル証券でも復興支援として新人社員が１
週間ずつ３交代で仙台の浜辺で復興支援を行っているこ
と、福島の誉酒造の山田錦を支店で購入し、本日はそれ
をお持ちいただいたことをご紹介されて、高らかにウィ
サーブのご発声を頂きました。Ｌ藤川、貴重なお酒をド
ネーション頂きありがとうございました。
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14 会食中に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。
15 会食中に手帳の写真の撮り直しを希望するためにプロカ
メラマンであるＬ木下による撮影が並行して行われ、希
望者が次々と撮影をお願いしていました。
16 キャビネット役員の委嘱状の贈呈を行いました。エクス
テンション委員会副委員長としてＬ白石、ＩＴ委員会委
員としてＬ木下、ＰＲ情報委員会委員としてＬ桂、法人
化検討委員会委員としてＬ山本、献眼献腎委員会委員と
してＬ阿部にそれぞれ委嘱状が贈呈されました。また、
アイバンクサポーター認定状がＬ吉崎と進藤会長に渡さ
れました。
17 テールツイスターの活躍では、テールツイスターＬ木下
に再びご活躍頂きました。Ｌ木下は前回の予告編ビデオ
を再び上映し、続けて進藤会長についての普段の仕事に
ついて３日間にわたる取材をまとめた動画を上映されま
した。動画は８分間にわたり、進藤会長の仕事をするう
えで「福祉とその他の世界のつなぎ手となること」
「障害
者について一般向けの地道な啓発を大切を考えているこ
と」というコンセプトが十二分に表れた動画に会場は注
視致しました。また、次回テールツイスタータイムにつ
いては亀川幹事篇であると予告されました。
18 ドネーションの発表は副テールツイスターＬ須藤にお願
い致しました。本日のファインは１８００円、ドネーシ
ョンは３１２００円、計３３０００円でした。皆様、ご
協力有難うございました。
19 本日の出席率を出席委員長Ｌ白石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１８名、メークアップ１名で、
出席率は５７．６％でございました。
20 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、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。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ ７月２８日東京蒲田ＬＣ例会「婦人の集い」参加報告
さる７月２８日（木）、蒲田アペアにて東京蒲田ＬＣ例
会『婦人の集い』が開催され、会長進藤が出席して参りま
した。シアトルの国際大会に向かう飛行機の中で、東京蒲
田ＬＣ所属で国際理事委員会委員長の竹内博Ｌとたまたま
隣同士になったのがご縁で、この例会に参加させて頂くこ
とができました。
「ご婦人の集い」ということで蒲田ＬＣメ
ンバーの奥様たちが多数お見えでしたが、なんといっても
スペシャルゲストとしてお越しになったアントニオ古賀様
の歌とギター演奏が素晴らしかったです。
故古賀政男様の一番弟子であるアントニオ古賀様は「元
気ですかぁ！」
「当年とって７０歳です。英語でいえば古希
です」などとジョークで会場を笑いに誘いながら、
「夏の思
い出」
「月の沙漠」といった懐かしい唱歌に加え「悲しい酒」
「酒は涙か溜息か」
「影を慕いて」など故古賀政男氏作曲の
名曲を次々と歌われて感動を呼び起こしていらっしゃいま
した。またラテンの曲からは「ベサメ・ムーチョ」で類ま
れなる息の長さをご披露し、アンコール曲では「クスリ・
ルンバ」とコミックソングまで幅広い歌唱に酔いしれまし
た。また曲の間のトークでは、キューバにピアノを少しず
つ、計１００台寄付を行って勲章を頂いただけでなく、こ
のピアノで音楽を学んだ若者が今回の震災の被災者のため
に日本への恩返しとしてコンサートをして下さるというお
話をしてくださって、大変感動的でした。
本来でしたら知人の方と会う約束で短時間の滞在予定で
いらしたアントニオ古賀様は、お相手の方を会場にお呼び
するという裏ワザで、例会の最後までいてくださることと
なりました。そのため、会の終盤に誕生日の方をお祝いす
るコーナーでアントニオ古賀様が「本職の歌手なので」と
日本版の誕生日ソングを飛び入りで歌ってご祝福して下さ
るという場面に遭遇することが出来ました。お料理もおい
しく頂戴することが出来ただけでなく、会長のご家族製作
の心のこもった記念品を頂くなど、大変印象深い例会でし
た。東京蒲田ＬＣの皆様、楽しいひとときを有難うござい
ました。
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（進藤会長）

☆
☆

Ｆｒｏｍ
７月３１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

宮城県单三陸町福興市参加報告

さる７月３１日、市川ＬＣの吉原稔貴Ｌとともに、宮城県单
三陸町の第４回『福興市』に参加して参りました。单三陸町は
東日本大震災で甚大な被害を受けた地域のひとつで、人口１５
０００人の約１割が犠牲になったという街です。商店街の繋が
りから全国の協力を得て月１回のペースで復興のための市が開
かれ、幸福の福という字を使って『福興市』と称されています。
さて、今回は市川ＬＣ吉原稔貴Ｌの知人でアメリカ在住のジ
ョージ上杉氏が多額の寄付を单三陸志津川ＬＣに寄贈されると
のことで、仲介にあたられた吉原Ｌが諸手続きのため福興市に
合わせて行かれるのに同行させて頂きました。
毎回のように天候不順とのことでしたが、今回は小雨もやみ、
５０以上あるブースは地元の单三陸町の出店や、応援に駆け付
けた北海道や神奈川・福井・山形など各県の出店でごった返し
ていました。会場の駐車場も人があふれていました。取材に訪
れていたライオン誌日本語版事務所鈴木秀晃所長に单三陸志津
川ＬＣのブースにご案内頂き、前期会長の工藤昭彦Ｌから会長
小坂克己Ｌはじめ各メンバーやそのブースをご紹介頂きました。
『福興市』の仕掛け人となった早稲田エコステーション研究
所の藤村望洋氏のお言葉によると、全国規模の商店街のコネク
ションを利用して現在は各地の名産品を单三陸町に送って販売
し、復興がかなった暁には逆に单三陸町の商品を全国各地で販
売できるように考えているとのことで素晴らしいと思いました。
私は工藤Ｌに本業でもある障害者施設のことについてお尋ね
しますと、
「いそひよ応援団」の鈴木清美氏をご紹介頂き、詳細
な話をうかがうことが出来ました。町にあった知的障害者施
設・精神障害者施設は双方とも津波の被害に遭い、現在は山間
の建物をお借りしてほそぼそと運営されているとのこと。なか
なか復興のペースからも遅れているとのことで、ライオンズク
ラブとくに当クラブ等でも何がしかできることはないかと思い
を巡らせました。
その後、单三陸志津川ＬＣのコンテナハウス事務局兼例会場
にご案内頂きました。クラブの事務局兼例会場が津波の被害に
遭ったのち、ＬＣＩＦサポートチームの力でコンテナハウスが
寄贈され、ライオン誌にも記事が掲載されたのは記憶に新しい
ところです。つい先日も愛知県新城ＬＣのボランティアチーム
が雨よけとテラスを作って寄贈したとのことで、全国ライオン
ズの横のつながりを心強く思いました。单三陸志津川ＬＣの皆
様、有難うございました。
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（進藤会長）

☆
☆

Ｆｒｏｍ
８月１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

３３０－Ａ地区１０Ｒガバナー諮問委員会参加報告

８月１日、原宿单国酒家迎賓館にて３３０－Ａ地区１０
Ｒ合同ガバナー諮問委員会が開催されました。１０Ｒ各ク
ラブの会長幹事、１０Ｒ選出のキャビネット役員の皆様が
お集まりの中、１ＺＺＣ松浦辰吉Ｌの司会にてガバナー諮
問委員会が始まりました。モンゴルコーディネーター・名
誉顧問・元地区ガバナー中野了Ｌ、１０ＲＲＣ八木原保Ｌ、
地区ＧＭＴコーディネーター日下勲Ｌのご挨拶ののち、２
ＺＺＣ相野谷信之Ｌからキャビネット会議のご報告を頂
きました。相野谷Ｌは報告に先だって、今期大石誠ガバナ
ーの６つの方針（①地球環境問題と植樹、②東日本大震災
の復興支援、③会員維持と増強、④薬物乱用防止とＹＥを
中心としての青年に対する支援、⑤やりがいのある奉仕、
⑥法人化）をご確認いただいたので、大変わかりやすく聞
くことができました。
各クラブ会長からクラブの報告を頂きましたが、メンバ
ー数の減少により「危険水域」に至っていると感じている
クラブが多くあると感じました。そののち、薬物乱用防止
委員会副委員長 朝夷弘一から１０月１６日の日比谷公
会堂における薬物乱用防止キャンペーンの告知及び動員
のお願いと、会員増強委員会副委員長 沼田卓一Ｌから各
クラブで会員増強計画をたてるようにとのご指示を頂き
ました。
第２部の懇親会では３ＺＺＣ野々晴久Ｌの進行でした
が、乾杯と開演のご挨拶を順序をわざと入れ違えて笑いを
とったりする名司会により会場は爆笑の連続で、大変楽し
く懇親の時間を持つことができました。他クラブの皆様、
この１年間どうぞよろしくお願い致します。
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（Ｌ亀川）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

☆ シアトル国際大会報告その②【７月６～７日：２日目総会とセミナー】
（進藤会長）
７月５日から８日までのシアトル国際大会への参加状況
について、前回に続きご報告致します。７月６日夜はフェ
アモントホテルにおきましてジャパンレセプションが開催
されました。日本全国から多くのガバナーやガバナーエレ
クトが集結し、またシド・スクラッグス国際会長ご夫妻を
はじめ各国からの多くのご来賓からご挨拶を頂戴いたしま
した。ここでは、インターナショナルパレードで日本がユ
ニフォーム賞を獲得したことが報告されました。私はライ
オンネット（ライオンズ専用ソーシャルネットワーキング
サイト）にて知り合った多くのライオンや３３５－Ａ団英
男ガバナーエレクトや３３７－Ｄ識名安信ガバナーエレク
トにお会いすることが出来、嬉しく思いました。
７日は午前中は「２日目総会」。この日のメインは各種
アワード、ＬＣＩＦ報告と国際理事候補者演説でした。Ｌ
ＣＩＦ報告では東日本大震災に対して世界から１７００万
ドルの基金が贈られたことが紹介されていました。また、
国際理事候補者演説では、各国からの国際理事候補者が応
援者とともに演説をします。日本から立候補された３３２
ＭＤの秦従道Ｌと３３４ＭＤの高田順一Ｌの英語によるス
ピーチを拝聴しました。それぞれ応援演説は山浦国際理事
と山田元国際理事でした。高田Ｌは演説時間が押してしま
ってストップをかけられそうになったのですが、そこでさ
らに“Lastly･･･”と東日本大震災被災地支援についてのお
礼を述べ始め、会場はどよめき、大変印象に残る演説でし
た。通常国際大会においてこの「２日目総会」は日本から
の参加者が少ないと聞いておりましたが、他国の候補者の
演説では会場を埋めた該当国の皆さんからの声援も大きく、
日本のメンバーももっと多数参加したらよいのに、と感じ
ました。
続いて、『公認ガイディングライオンになろう』という
セミナーに出席いたしました。クラブをエクステンション
した後２年にわたって新クラブの面倒をみる『公認ガイデ
ィングライオン』という資格取得のためのセミナーでした。
時間になって会場に行くとその前のセミナーがクラブのエ
クステンションについての話で、これも聴けば良かったと
思いました。しかしながら、実際セミナーに参加するにあ
たって翻訳機があるわけでなく、１人丸テーブルに座って
いると右にも左にも外国の方が当然のように座って、英語
で話しかけてきます。「どこから来たのか？」「家族は？」
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「仕事は？」つたない英語でお答えしていると隣のハワイ
から来られた元ガバナーの方が「このセミナーは大変よい
セミナーで、テキストもよくできている」というようなこ
とをおっしゃったのですが、はっと気づくと他の日本人の
方々は遠くのテーブルに固まっていて、話もできない感じ。
心細さを隠せないまま実際に講義が始まると、講師は「眠
くならないようにときどき指すから」とステージからフロ
アに降りてきてテーブルの周りを回るのです。講義も英語、
テキストも英語、パワーポイントももちろん英語。質問の
回答をテキストで探しているとどんどん次に行ってしまう
のでなかなかついていけません。日本語なら話を聞きつつ、
本も読みつつ、話すことも可能なのに、英語においてはメ
モリーは自分には１つのようで、対応できません。英語力
が欲しいと切実に思った瞬間でした。それでも新しいクラ
ブが出来てからクラブ役員に対して行うことを学び、WEB
上でも練習が出来ると知り、巻末のテストにきちんと回答
してガバナーなどしかるべき方のサインを頂いて国際協会
に送れば、公認ガイディングライオンになれると知りまし
た。頭の中がフルスピードで回転しながら、この次のワー
クショップは無理とおもって退去して参りましたが、国際
大会のセミナーで学ぶものは大きいと知りました。
さらに、スペシャルオリンピックス選手の視力測定とい
うプログラムも見ました。スペシャルオリンピックスは知
的障害者のオリンピックですが、知的に障害があるために
通常の方法では視力が測定できない場合があるのだそうで
す。実際にアメリカのチームが部屋に集まり、測定を行っ
ていました。文字や上下左右を表すサインでなくではなく、
簡素な図形を用いた視力検査表をみて、なるほどと納得を
致しました。
十二分に頭を使ったあとで、夕方にはソーシャルネット
ワーキングサイト「ライオンネット」で知り合った日本全
国メンバーの交流会。初めてお目にかかる方も多く、クラ
ブや地区、複合地区の垣根を越えて、親睦を深めることが
出来ました。サーモンがお勧めというお料理は大変おいし
かったのですが、さすがにアメリカ、ビッグサイズで、同
じテーブルで完食出来たのは私一人しかいませんでした。
私がパレードでピカチュウの着ぐるみを着たことは知れ渡
っていて、この日もまた着ることを勧められたのですが、
さすがに店内では憚られ、食べ終わった後にそっと着て店
外に出ようとすると店内の客・店員に大変好評で、ピカチ
ュウの国際的人気を痛感いたしました。（その③に続く）
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■ 行事予定
８月 ３日（水）18：30～
８月 ８日（月）13：00～
８月２２日（月）18：30～
８月２４日（水）18：30～
９月 ６日（火）

８月第１例会（納涼家族例会）
第２回障害者施設見学ツアー
ＣＮ５０周年等実行委員会
８月第２例会（ワインソムリエ例会）
ガバナー公式訪問（例会振替）

於：ｻﾞﾌﾟﾘﾝｽ ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京
於：区内障害者施設
於：流庵
於：目黒雅变園
於：目黒雅变園

９月 ８日（木）13：00～
９月２８日（水）18：30～

第３回障害者施設見学ツアー
９月第２例会

於：区内障害者施設
於：目黒雅变園

■ 幹事

亀川より一言
世田谷ライオンズクラブの皆様、何時もお世話になっております。
いよいよ台風シーズン到来となりましたが、今年の台風は、非常に勢力
が大きく、ゆっくりで、方向が一定してないのが特徴です。今も台風９号
（ムイファー）が单大東島方向より近づいてきております、水害の酷かっ
た新潟、福島県などは特に懸念されるところです。
最近の気候をみましても、寒暖の差が激しく、体調を崩しやすいと思わ
れますので、メンバーの皆様におかれましては、十分にお身体をご自愛さ
れますようお願い申し上げます。
話は変わりますが、先日Ｌ磯辺、Ｌ吉崎所有のヨットに、Ｌ磯辺、Ｌ吉
崎、Ｌ畠山、Ｌ安部、私Ｌ亀川の５人で乗る機会を頂いたのですが、下田
（ヨットハーバー）からの帰り道、伊豆赤沢温泉のちょうど真下に有る漁
港に寄りました。
そこにはなんと、世田谷ライオンズクラブの看板が高々と・・・
Ｌ磯辺いわく、Ｌ羽田のダイビングのお知り合いの方が、特定非営利法
人「バリアフリースポーツネットワーク」にいらっしゃって、障害者や高
齢の方がダイビングに来た時の、バリアフリーのトイレを作ってほしいと
の依頼を受けて、ちょうど４０周年と時期が重なり、ＣＮ４０周年記念事
業「バリアフリーなダイビング施設の整備」という事で、トイレを作って
寄贈したとの事です。同行したメンバーも「まさかこのようなところで世
田谷ライオンズの看板に出会えるとは！」と驚いていました。
ちょっと看板が派手かな（笑）って感じもありましたが、素晴らしい記念
事業をされたんだなぁ・・と実感して帰ってまいりました。
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