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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
有難うございます。納涼家族例会では、東京
新都心ＬＣ池田謙司Ｌの所属バンドＴＵＴ－
excaliburs をお招きして開催することができ、
他クラブからも多くのご参加を頂き、誠に有
難うございました。ご家族の皆様にお楽しみ
頂けましたのなら幸いでございます。
今回の納涼家族例会では、会場の選定やそ
の他、途中紆余曲折もありながらメンバーの
多大なご協力を頂きながら開催にこぎつける
ことができ、例会終了後、今までにないほど
の「感謝」の念が湧きあがって参りました。
会長職を拝命してから、先頭に立ってクラブ
を牽引していこうと肩に力が入っていたとこ
ろもありましたが、むしろ「支えられる喜び」
を大いに体験させて頂き、非常なる勉強とな
っております。先日行われた実行委員会でも、
今後のアクティビティや５０周年準備等に対
して、まさに「クラブ一丸」となって目標に
向かって活動していこうという決意が共有さ
れ、感動致しました。
今後も当クラブで活
動できる喜びをかみ
しめながら活動して
いきたいと思ってお
ります。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、「夏のワ
イン」というテーマでご講演を頂く予定
です。会食中ワインを大いに楽しんでい
ただこうという企画でもあります。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。

★９月６日（火）

於：目黒雅叙園

第 1160 回 例 会 １８：００〜２０：３０
１０Ｒ合同ガバナー公式訪問例会
今期の１０Ｒ合同ガバナー公式訪問例会
は、当クラブ通常例会場でもある目黒雅
叙園にて開催されます。３３０－Ａ地区
大石誠ガバナー他キャビネットの多くの
役員がお越しになります。例会前には会
長幹事向けに懇親会もございます。メン
バーの皆様、ご出席し下さいますようお
願い申し上げます。
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第１１６０回例会（納涼家族例会）報告 ８月３日於 ザ･プリンス パークタワー東京
出席者

進藤会長、L 阿部、L 藤原、L 畠山、L 今尾、L 桂、L 小塚、L 宮崎大、L 村井、
L 中村、L 西山、L 越智、L 老田、L 小野一郎、L 鈴木、L 吉崎、幹事亀川、
東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、東京江戸川東 LC 茅島純一 L、
東京フロンティア LC 鹿野祥誠 L、東京新都心 LC 池田謙司 L、
竹本幸夫様・上野信治様・谷戸直久様（TUT-excariburs）、
進藤会長ご家族３名、L 今尾奥様、L 桂御様、L 小塚ご家族３名、
L 村井ご家族３名、L 西山奥様、レイモンド・チャン様、L 越智ご家族２名、
L 吉崎ご家族２名、幹事亀川ご家族４名
（メンバー出席者数１７名・
メークアップ１名・ビジター４名・ご家族ご同伴２４名、計４７名）

1

第１１６０回８月第１例会（納涼家族例会）が、８月３
日（水）１８：３０より、Ｌ畠山のご尽力で芝公園のザ･
プリンス パークタワー東京「メロディーライン」にて
開催されました。会場は東京タワーのすぐそばで、東京
タワーが間近に見える絶好のポイントです。のちほど宿
泊するご家族もいらっしゃいました。

2

亀川幹事の進行にて納涼例会は開会し、続いてお客様の
ご紹介を行いました。本日は東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫
Ｌ、東京江戸川東ＬＣ茅島純一Ｌ、東京フロンティアＬ
Ｃ鹿野祥誠Ｌにお越し頂きました。お忙しいところあり
がとうございました。

3

進藤会長より会長挨拶を頂きました。進藤会長はビジタ
ー・ゲストに対する感謝の念を述べたのち、今年の健康
診断でずいぶん体重が増加したことと、にもかかわらず
さらなる体重増加を希望している新都心ＬＣ池田謙司Ｌ
のバンド『ＴＵＴ－excariburs』をお迎えして納涼例会
を開催できる喜びをお話しになってご挨拶とされました。

4

ウィサーブのご発声はＬ藤原にお願い致しました。Ｌ藤
原はライオンズロアを引き受けたつもりでウィサーブだ
ったかと少々戸惑いながらも高らかにウィサーブのご発
生をいただきました。

5

ここで、同じホテルのレストラン『陽明殿』の本格的中
華料理をいただきながら、本日のメイン、東京新都心Ｌ
Ｃ会長池田謙司Ｌのバンド『ＴＵＴ－excariburs』
（池田
謙司Ｌ、竹本幸夫様、上野信治様、谷戸直久様）にご演
奏を頂戴しました。お揃いの服に美しいアイリッシュジ
ャズコーラスに会場の皆は聞き惚れました。

6

途中、東京新都心ＬＣ会長池田ＬのＭＣにて軽快に進行
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しました。元神戸大学の学生３人でバンドができたこと、
しばらく活動休止ののち１０年前に再結成され、池田Ｌ
も加入したこと、進藤会長が神戸まで来て出演交渉され
たことなどを明かしてくださいました。本日は家族納涼
例会とのことで『あの素晴らしい愛をもう一度』
『大きな
古時計』などお子様にもよく知られている歌を多数ご披
露いただきました。様々な楽器を駆使しての演奏でござ
いましたが、
『酒と泪と男と女』では歌に合わせてお酒好
きの茅島Ｌが「酔いつぶれる男」を席で演じるなど大変
盛り上がりました。
7

とくに８曲目はサプライズとして『となりのトトロ』か
ら『さんぽ』がうたわれました。ここで、Ｌ今尾の奥様、
井上あずみ様がジョイントで歌われ、息の合ったハーモ
ニーをご披露されました。続けての曲はやはり映画『耳
をすませば』でも使われた『カントリーロード』で、こ
ちらも一緒に歌ってくださいました。井上あずみ様の歌
声に、Ｌ越智の３歳になるお嬢様が思わずお席からフロ
アに進み出てステージの目の前でかわいらしく踊りだし
まして、大変微笑ましい光景でございました。

8

１０曲歌ったのちアンコールに応じて曲目を突如『聖者
の行進』に変更してアンコールにお応えいただきました。
素晴らしい歌声をありがとうございました。

9

しばらく歓談ののち、Ｌ阿部、Ｌ村井、Ｌ亀川の進行で、
ビンゴタイムに移りました。Ｌ小塚のご協力を頂いて準
備しました伊勢丹の様々な商品を景品としてビンゴが行
われました。茅島Ｌが「お！」と声を上げては「またリ
ーチだ」との反応に会場は笑い転げました。

10 ご家族ご同伴の方のご紹介かたがた、日ごろお世話にな
っている気持ちを込めて記念品の贈呈を行いました。今
回は精神障害者施設『パイ焼き窯』に当クラブのロゴを
用いてプリントクッキーを作って頂き、それを記念品と
致しました。お子様たちには図書券もお贈りしました。
11 ビジターでお越しの藤村Ｌ、茅島Ｌ、鹿野Ｌ、さらにバ
ンドを代表して池田Ｌにも記念品をお渡しして、それぞ
れからお言葉を頂戴致しました。最後に事務局のお手伝
いを頂いている佐々木まどか様に進藤会長から記念品を
贈呈しました。
12 ライオンズロアをＬ小塚・Ｌ鈴木・Ｌ桂の元会長トリオ
にお願い致しました。Ｌ小塚は会場の笑いを取りながら
ライオンズロアを取り仕切っていただきました。
13 出席率の発表はＬ吉崎にお願いしました。本日の出席率
は在籍４０名、不在会員２名終身会員５名、出席１７名、
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メークアップ１名、ビジター４名、ゲスト２５名、出席
率は５４．５％でした。
14 第二副会長Ｌ西山に閉会のご挨拶をいただいて無事閉会
となりました。そののち、Ｌ今尾のリクエストにより、
進藤会長お嬢様 進藤楓様による田辺聖子ジュニア文学
賞作品集へのサインが行われました。メンバーの皆様、
有難うございました。

ＣＮ５０等実行委員会報告

８月２２日

於 流庵

出席者 進藤会長、L 藤原、L 福島、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 小塚、L 西山、L 白石、
L 鈴木、L 山本、L 吉崎、幹事亀川
（出席者数１３名）
８月２２日（火）三軒茶屋の流庵にてＣＮ５０等実行委員会が開催されました。
まず、今期のアクティビティの実行委員長について、少年サッカー教室はＬ白石、ビオトープ
メンテナンスはＬ吉崎、薬物乱用防止教室はＬ西山と確認を行いました。１０月１６日１３時か
ら日比谷公会堂にて行われるキャビネットによる薬物乱用防止キャンペーンについての告知と
参加者の募集を行い、進藤会長、Ｌ亀川、Ｌ小塚、Ｌ西山、Ｌ白石、Ｌ山本が現時点で参加を表
明いたしました。
障害者支援事業についてはわんぱくクラブ育成会へのバザー協力が１１月２０日、また１月２
８日のチャリティーコンサートへの後援をする方向で検討いたしました。また障害者施設見学ツ
アーについて参加者募集を行い、Ｌ桂・Ｌ西山が参加表明しました。ＰＲ事業については１０月
１５日１６日の未来博参加の確認と募金箱の活用及びインターネットチャリティーオークショ
ンの今期実施について理事会で再確認することといたしました。
震災支援アクティビティについては、５０周年記念事業として５００万円程度現金で有効に利
用していただけるところに会長幹事で持参する案、それとまた別にＬＣＩＦ交付金を活用するア
クティビティも行う案が検討されました。対象地についてはクラブメンバーもしくは家族等で被
災した者がいればその出身地という案、また世田谷区が自治体として職員協力支援している自治
体という案が検討されました。ＬＣＩＦ交付金については申請準備を会長に一任ということにな
りました。
ＣＮ５０記念式典については実行委員長にＬ鈴木、副実行委員長にＬ磯辺とＬ西山が選出され
ました。またＣＮ４５記念式典において実行委員長Ｌ飛田が宣言した当クラブからのガバナーの
輩出についても前向きに検討をいたしました。活発な議論を皆様ありがとうございました。
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第１回障害者施設見学ツアー報告
出席者

８月８日

進藤会長、L 畠山、L 亀川、当事者家族２名

１．８月８日（月）今期第２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。今回は東急田園都市線
用賀駅改札にて集合致しました。今回も当日当事者の方
１名のキャンセルがあり、ライオンズメンバー３名、当
事者１名、関係者１名の計５名で出発しました。
２．最初に若者を中心とする就労移行支援事業所『Ｔ＆Ｅ
企画』に到着。職員の大江さんは若者中心であること、
宛名ラベル貼りの作業中心で結束機なども利用して大
量に作業を行っていること、働きたければ週１日からで
も通所が可能なこと、直接商品となる作業も扱っていて
高度であることなどをご説明してくださいました。
３．進藤会長の運転で桜新町に移動し、サザエさん通りで
リサイクルショップを運営している『アディクションセ
ンター すとぉりぃ』を次に見学しました。生活訓練／
就労継続支援Ｂ型事業所という自立支援法上の施設に
移行を契機に大規模な工事を行っている最中で、利用者
は夏休みでしたが、職員の方から紙漉き作業についてご
説明をいただきました、職員の藤森さんはリカバードと
言い、ご自分も元アルコール依存症で訓練を受けて職員
になられた方で、貴重な体験を話してくださいました。
４．最後に尾山台の喫茶店『パイ焼き茶房』に移動しまし
た。おいしいシュークリームなどいただきながら説明を
受けました。『パイ焼き茶房』には喫茶の部分だけでな
く、喫茶作業を練習するための部屋もあり、見学で回っ
てきた当事者の方はそこが気に入ったようでした。
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。当事者の方は最後に
行けそうなところが見つかってよかったと、そして松沢
病院の職員の方からは見学ツアーの告知をもっとして
ほしい、インターネットをもっと活用すれば利用できる
当事者も増えるのではないかと为張されました。ライオ
ンズメンバーからは、障害者といっても意外に普通に作
業をしていて驚いた、ほかの施設も見てみたいというよ
うな感想が聞かれました。皆様お疲れ様でした。次回は
９月８日（木）の予定です。
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於 区内障害者施設
（計５名）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ ８月４日東京ワンハンドレッドＬＣ納涼例会参加報告
さる８月４日新宿のヒルトンホテルにおいて、東京ワン
ハンドレッドＬＣの納涼例会＆田子の浦部屋「碧山亘右」
関十両昇進化粧廻し贈呈式が開催され、会長進藤が参加し
て参りました。
東京ワンハンドレッドＬＣは全国で１０数クラブしかな
い１００名以上の多数のメンバーがいるというクラブであ
り、クラブ結成時から、古典芸能や歌手などの芸能人やス
ポーツ選手が多く入会しています。
相撲界からも田子の浦親方（元：久島海）がメンバーと
なっていて、先日の東日本大震災の時の募金の時も力士が
大勢駆けつけてくれたというクラブです。
今回はブルガリア出身で田子の浦部屋の『碧山関』が十
両に昇進して部屋で初めての関取になられたということで、
そのお祝いとして化粧回しをお贈りしたのだそうで、７月
場所にそれを中日までつけていたとのことでしたが、あら
ためてご披露式を行うというのが今回の納涼例会の目玉で
した。
まず、お祝いにあたって、能役者 観世流 坂口貴信Ｌ
が祝言小謡 能「高砂」より 人生の門出をお祝いすると
ともに天下泰平を寿ぐ曲目を演じました。
続いて現クラブ会長 土屋貞彦Ｌから碧山関に化粧回し
が贈呈されました。写真にも撮ってまいりましたが、『Ｌ』
のマークが入っている化粧回しなんて他にないのではない
でしょうか？
ブルガリア出身の碧山関は先場所は十両３枚目くらいで
７勝８敗、残念なことに負け越しだったらしいのですが、
来場所は勝ち越します！と強く抱負を述べていらっしゃい
ました。
そののち、鏡開きが化粧まわし贈呈式らしく「どすこい
どすこい」の掛け声で豪快に行われ、元ガバナー中野了Ｌ
の中野式ウィサーブも「どすこい どすこい どすこい」
の掛け声で行われました。その後碧山関と田子の浦親方が
テーブルを回ってご挨拶されたり、子供たちと記念撮影さ
れたりして和やかに会食が行われました。
東京ワンハンドレッドＬＣならではの納涼例会、なかな
か真似ができませんが、居心地良く過ごすことができまし
た。東京ワンハンドレッドＬＣの皆様、お世話になりまし
て誠にありがとうございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ８月９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

３３０－Ａ地区

②

会長会参加報告

さる８月９日、新宿西口のＡＰ西新宿５階会議室
にて３３０－Ａ地区１Ｒ～１４Ｒ第１回会長会に進
藤会長の代わりに出席してまいりましたのでご報告
致します。
まずはガバナー挨拶に始まり、大石誠ガバナーの
薬物乱用防止にかける意気込みが会場にいる皆に伝
えられました。そして第１副地区ガバナー阿久津隆
文Ｌ、第２副地区ガバナー鈴木定光Ｌの順でご挨拶
がありました。
議題のライオンズ奉仕デー、薬物乱用防止大会に
ついて、薬物乱用防止委員長の津村信彦Ｌよりご説
明があり、大会では、約２０００名の参加を予定し
ており、各ゾーンにおいて子供含め５０名の参加を
予定して欲しいとの要望が伝えられました。
次の議題、会員の維持と増強について会員増強委
員長の橋口啓一Ｌよりご説明が有りました。この「会
員増強」に関しては質疑応答の際に、
「会員が減る中
２０代、３０代の若手が魅力を感じるライオンズク
ラブにしなければ」や「会員増強例会を作ってみて
は」などの様々な議論が活発になされ、やはり皆会
員が減りつつある事への危機感をもっている事がひ
しひしと伝わってきました。
その後ＩＴ委員会よりご説明があり、閉会となり
ましたが、大石誠ガバナーの薬物乱用防止にかける
熱意、１０年あまりで会員数が以前の半数の５００
０人を切ろうとしている３３０－Ａ地区の危機感が
大変印象に残った会長会でした。
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（Ｌ亀川）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ ７月２１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

東京四谷ＬＣ・東京隅田川ＬＣ 合同納涼例会参加報告

（Ｌ須藤）

さる７月２１日（木）、東京四谷ＬＣ・東京隅田川ＬＣ 合同納涼例会にＬ須藤が参加させてい
ただきました。当日は心配されていた台風も進路が反れ、隅田川の厩橋のたもとより屋形船にて
総勢２０名ほどで出帆致しました。
地井武男さんなどが所属する芸能プロダクション社長の東京四谷ＬＣの野田会長のご挨拶、隅
田川ＬＣの瀧澤会長のご挨拶に始まり、すいか割りを模した余興でのプレゼント奪取大会など、
終始和やかな会でした。
実は、乗り物酔いがひどい私は『酔い止め薬』をいただいての出帆でしたが、幸い揺れも少な
く、自然風が気持良く、東京湾のステキな景色が堪能できました。
最後は『また会う日まで』のアカペラ合唱により、笑顔のうちに会はお開きとなりました。

◆駒形 つり清さんの屋形船

☆ ８月１６日

◆東京四谷 LC 野田会長

◆東京隅田川 LC 瀧澤会長

東京隅田川ＬＣ 例会訪問

（Ｌ須藤）

８月１６日（火）、浅草ビューホテルで開催された東京隅田川ＬＣ 例会にＬ須藤が参加させて
いただきました。例会会場の２６Ｆ『ひばりの間』はスカイツリーの真ん前のお部屋で、とても
良い景色でした。
隅田川ＬＣは現会員数６名との事ですが、今期は会員増員、２倍－１名＝１１名を目標にされ
ているそうですが、既に入会予定の方３名の方がいらっしゃり、皆様ご出席されていました。そ
して、東京北欧ＬＣの大山会長、嘉藤幹事、東京葛飾ＬＣの小熊会長、荒岡幹事、藤井会計、東
京センチュリーＬＣの平林会長、長井Ｌ、日本赤十字血液センターの山津様とご同席させていた
だきました。
東京隅田川ＬＣの皆様は大変ウィットに富んでおり、会は厳かながらも大変リラックスした雰
囲気で始まりました。瀧澤会長からは、ご挨拶の他に、今回の東日本大震災で遺児・孤児となっ
た子供たちを救いたいとの強いお言葉をいただきました。この案件は大石ガバナーとも積極的に
話し合われているそうで、ＬＣＩＦからの寄付も検討されている旨ご報告されていました。

◆笑顔でご挨拶される
東京隅田川ＬＣ瀧澤会長

◆東京北欧ＬＣ大山会長

◆東京葛飾ＬＣ小熊会長

◆東京センチュリーＬＣ
平林会長

また、ご来賓の東京センチュリーＬＣの平林会長より、多量の写真と共に被災地訪問をされた
時のお話をいただきました。平林会長は、現地のライオンズクラブメンバーの方とボランティア
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活動をされたそうですが、震災直後の被災地では、ライオンズクラブの活動が殆ど無かった事を
少し残念に思われたそうです。そして、石巻の杉山元ガバナーがおっしゃった「物見遊山でいい
から、とにかくここ（被災地）に来てくれ。そして、どんちゃん騒ぎでも良いからお金を落とし
て行ってくれ。」という言葉を話され、現地に行って肌で現状を感じる事が大事である事を伝え
ておられました。

◆ＬＣ旗が掲げられたトラック

◆中村元ガバナー

◆癌を患いながらボランティア活動
される杉山元ガバナー（３３２地区）

そして、吉田幹事より突然乾杯の発声を仰せつかり、僭越ながら『Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ』をさせ
ていただきました。
お食事中には、日本赤十字血液センターの山津様より『血液事業の現状と課題』についてお話
をいただきました。現状、１０代の献血者数は年に４％の割合で減少しており、現状の献血率に
より換算すると、高齢化がピークに達する平成３９年には、約１０９万人分の血液が不足する事
になるそうです。
そのため、日本赤十字では高校生への献血普及に積極的に取り組んでいるそうですが、健康への
影響や採決副作用の発生の懸念から２０年前には全国の６割の高校で献血が実施されていたに
も関わらず、昨今は２割程度の高校でのみ実施されているそうです。隅田川ＬＣは献血にとても
熱心でいらっしゃるので、その後の質疑応答も大変闊達なものでした。
大円卓 1 卓にてのお食事・歓談でしたので、また、瀧澤会長が一番遠くに座られている方にも
気を配られ、お話を投げかけておられていたせいか、会場にいらっしゃる皆様とお話しさせてい
ただく事が出来ました。東京センチュリーＬＣの平林会長は癌についても精通されておられると
の事で、本も出版され、いつでも「スピーチに行くよ。」とおっしゃっておられました。ぜひ伺
いたいです。
最後は、私の大好きな時間『また会う日まで』の円卓を囲んでの合唱にて、会は閉会しました。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

☆ ８月２０日３３３－Ｃ市川ＬＣ納涼例会参加報告
８月２０日、ホテルニューオータニ幕張にて３３３－Ｃ
市川ＬＣの納涼例会が開催され、会長進藤が娘と参加して
まいりました。会場はホテル駐車場隣接のプールサイドの
シェルハウスで、前はプール、隣はチャペル、そして中は
六角形のしゃれた单国風の建物で、入口でそれぞれカラフ
ルなレイを渡されて中に入りました。
市川ＬＣ白土会長のご挨拶に続いて来賓の紹介があり、
親クラブである東京ＬＣの山本現会長・追原前会長・前幹
事加藤Ｌ他数名のほか、３３０－Ａや３３０－Ｃ、さらに
はフィリピンからと地区を超えて多くの来賓がいらっし
ゃっていました。
例会部分は非常に短く終わり、すぐに懇親会に移りまし
た。懇親会では先日の当クラブ７月第１例会にもお越しい
ただいた吉原稔貴Ｌの進行のもと、市川ＬＣ５０周年例会
の時にもお越しの東京九段の『スウィングメイト』で演奏
されている市川克美さん恵美さん親子が２０００曲もあ
るレパートリーからリクエストや客層に応じて 1 時間半に
わたり歌っていくというライブ形式で行われました。演奏
中も、飲食や歓談、さらにはプールサイドに出ることもＯ
Ｋというラフなスタイルのライブでした。
カーペンターズやグループサウンズなど懐かしい曲の
数々に、市川ＬＣ白土会長や小川Ｌをはじめとして曲に合
わせて立って踊る方が出現し、演奏中の市川さん親子が、
「ダンスが入るとこちらも嬉しい」とおっしゃったことも
あり、最初３人だったダンスチームが６人・８人と増え、
気づくと部屋の反対側の着物のご婦人たちも立ち上がり、
最後には座っているほうが目立つほど全員で踊る形とな
っていて、５０周年記念例会の再現のようでした。最後の
『銀座カンカン娘』までちょうど１時間半、楽しいライブ
の時間でした。その後、ラッキーカードの抽選で多数賞品
が次々と配られ、我が家もメロンと巨峰を頂戴しました。
その後遅れて到着した家内と息子とともに２次会にも参
加させていただき、楽しい時を過ごすことができました。
歴史と伝統もありつつ、品がありそして形式にこだわらず
参加者が楽しめる例会づくりに感動いたしました。市川Ｌ
Ｃの皆様、大変お世話になりまして誠にありがとうござい
ました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

☆ シアトル国際大会報告その③【７月８日：代議員投票・閉会式ほか】（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、前々回と前回に続きご報告致します。ついに最
終日となった７月８日は、朝からちょっと忙しい・・なぜ
なら代議員投票を済ませて閉会式に行く必要があるからで
す。代議員投票はクラブを代表して行うわけですからこれ
が一番大切な仕事と言っても過言ではありません。同室の
浜松单ＬＣ辻村Ｌとともに朝早くから投票所となるコンベ
ンションセンターにいきますと、開場前だというのにすで
に長蛇の列。我々も投票用紙の引換券を握りしめて並びま
した。「日本語の方はいちばん奥のブースに行ってくださ
い」言語ごとに投票用紙が違うのです。私たちは日本語の
投票用紙に換券し、国際会長や国際理事選挙、さらには 2
つの議案について投票を行いました。この投票ですが、定
数に対して同数の候補が立候補しているといういわば信任
投票形式で、気合を入れて行ったわけですが、これなら日
本から立候補している２名の国際理事候補の方々も信任さ
れるであろうとこの時点で思いました。
投票終了後は急いでバスに乗り、キーアリーナに移動し
て閉会式です。辻村ＬはＭＤ３３４に、私はＭＤ３３０の
席に別れてそれぞれ式の始まるのを待ちました。今年の基
調講演はライス元国務長官。そして、いよいよ投票結果の
発表です。予想通り、国際会長候補ウィンクン・タムＬを
筆頭に、第一・第二副会長や全ての国際理事候補も信任さ
れ無事に当選となりました。もちろん日本からの秦従道Ｌ
と高田順一Ｌも当選で、ほっと致しました。
新しく国際会長になられたウィンクン・タムＬのスピー
チでは、ライオンズは皆家族であるとの強いお言葉や、今
期は植樹を重視していきたいとの方針も示されました。
「家
族」という言葉がキーワードだからなのか、ウィンクン・
タム新国際会長のご家族が出演されて演奏もなさいました。
そして閉会式の目玉、ガバナー誕生の瞬間です。ガバナ
ーエレクトとして胸につけているリボンを一斉に取る儀式
が執り行われました。３３０－Ａ地区では大石誠ガバナー
エレクトのリボンを負傷で先にご帰国された河合ガバナー
に替って小坂元ガバナーがとるということで、とる瞬間を
撮影しようとしたのですが、何人もの方が交互に立ち現わ
れて記念撮影、どこでリボンがとられたのか実はよくわか
らず、シャッターチャンスを逃してすみません。しかしな
がら感動のうちに閉会式は終了しました。
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これで多くの方がお帰りになられるのですけれど、私は
複数の方から、夕方まで待てば国際会長自らが開くビクト
リーパーティーなるものに出られると伺っておりました。
そこで日中少し市街を散策して、スターバックスなどに入
って大会中の疲れを癒し、夕方に備えました。
ビクトリーパーティーが開かれたのは、本部ホテルウェ
スティンホテルの一室で、入り口で国際会長バッジが配ら
れていました。中に入ると、それこそたくさんの世界中の
ライオンの方々が集結していました。日本からも先ほどエ
レクトからリボンのとれたばかりの３３５－Ａ団英男ガバ
ナー、３３７－Ｄ識名安信ガバナーはじめ、多くの方がい
らっしゃいました。ライオンズ対象のソーシャルネットワ
ーキングサイト『ライオンネット』で知り合った多くのメ
ンバーとお会いすることができ、いろいろ話をすることが
できました。さらに、諸外国の方とお話しできるのもとて
も楽しみなことです。辻村Ｌと私は後藤隆一元国際理事に
複数の元国際会長含め大変多くの方にご紹介いただきまし
て、恐縮するとともに大変感動いたしました。
こうして興奮冷めやらぬまま、翌日にお土産を空港で購
入して帰国するのですが、辻村Ｌはこの後ロサンゼルス経
由でサンフランシスコに向かわれるとのことで帰りは一人
旅のつもりでおりましたところ、空港ではＭＤ３３５の皆
さんとお会いして一緒にチェックインさせて頂き、さらに
はＭＤ３３５の方々をお見送りしたのち、帰りのデルタ航
空ではまたＭＤ３３３、ＭＤ３３０の皆さまと一緒になり、
無事に日本に帰ってくることが出来ました。
パスポートを取りなおすところから始めた国際大会参加
の旅でしたが、振り返ってみますと、インターナショナル
パレード、開会式、二日目総会、閉会式だけでなく、セミ
ナー参加に１０００ドル献金、各種パーティーに参加した
りして、大変盛りだくさんな体験でございました。多くの
方にお世話になって実現した旅でしたが、国内外の多くの
方と交流することができ、大変な喜びでした。また会長を
引き受けた期の初めに国際大会でライオンズのさまざまな
「儀式」を体験できたことで、得るものも大変多く、今後
のライオンズライフに活かすだけでなく、クラブにこの体
験を還元していければと思います。来年６月に釜山で開催
される次回の国際大会にもぜひ参加したく思い、今から楽
しみとなっております。皆様３回にわたって長々と報告を
お読み頂き、有難うございました。
（終わり）
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■ 行事予定
８月２４日（水）18：30～
９月 ６日（火）
９月 ８日（木）13：00～
９月２８日（水）18：30～

■ 幹事

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）
第３回障害者施設見学ツアー
９月第２例会

於：目黒雅变園
於：目黒雅变園
於：区内障害者施設
於：目黒雅变園

亀川より一言

残暑厳しい中でも、ときおり朝夕は秋風が感じられるようになってま
いりました。秋が待ち遠しい反面、夏男の私としましては、淋しい気持
ちになる今日この頃で御座います。
さて、来月９月６日（火）には目黒雅变園にてガバナー公式訪問（例
会振替）がございます、８日には三軒茶屋ＬＣ合同の障害者施設見学ツ
アーもございます、この障害者施設見学ツアーですが、他クラブの方で
も乗る事できますので、少しでも興味のある方は是非のって頂ければと
思います。
幹事Ｌ亀川
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