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2011-2012年度  第４号                ２０１１年９月発行 

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 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★９月６日（火）  於：目黒雅叙園 

第 1162 回 例 会 １８：００〜２０：００ 

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、ご出席下さいますようお願

い申し上げます。 

★９月２８日（水）  於：目黒雅叙園 

第４回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1163 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

メンバースピーチ 

Ｌ小野一郎にお願いしています。メンバ

ーの皆様どうぞご出席くださいますよう

お願いします。 

＜注目アクティビティ＞ 

★１０月２日（日）  於：潮来 

潮来ＬＣとの合同食育アクティビティ 

今年６月に田植えを行いました潮来の米が

収穫の時期を迎えました。メンバーの皆様、

ご家族ご友人特にお子様ご同伴でぜひご

参加くださいますようお願いいたします。 

 

会長挨拶  
 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。 

中国四国・近畿地方を襲った台風１２号の

大雨による被害は稀にみる大災害となりまし

た。被害に遭われた方に心よりお見舞い申し

上げます。志半ばで突然の自然災害で命を亡

くされた方の無念を思うと言葉もありません。

一方で私はつい先日、自殺企図で救急搬送さ

れた方を引き取りに病院に参りました。障害

者福祉、特に専門が精神障害者ということで

たまにあることなのですが、「世の中がしんど

くなり、相談した大人に逆に叱咤され、楽に

なれるかと思って」と理由を述べていました。

他者からの肯定的評価を「信じられずに」行

動に及んだとのこと。生きたくても生きられ

ない人と、授かった命を捨てようとする人。

こうして思いもかけず「生と死」について深

く考えることとなりました。生きていくため

の安心感、物事を前向きにとらえられる力、

そのようなものが重要と思います。ライオン

ズクラブにもライフ

スキル向上の青少年

育成プログラムがご

ざいますが、その普及

を願うとともに、基本

的安心感を得るため

の本音の付合いが必

要とされていると深

く感じました。 
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 第３回理事会報告        ８月２４日 於 目黒雅叙園 ４Ｆ「清風」 

出席者 進藤会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 石田、L 磯辺、L 木下、L 小塚、 

L 中村、L 西山、L 老田、L 白石、L 鈴木、L 手塚、L 吉崎、幹事亀川、 

                       （出席者数１７名） 
  

第３回理事会が目黒雅叙園４Ｆ「清風」にて開催されました。 

■審議事項■ 

１．２０１１年７月決算報告の件につきまして会計Ｌ阿部よ

りご報告頂き、また、２０１０－２０１１期決算報告の

件につきまして、前年度会計Ｌ石田より最終報告を頂き、

それぞれ承認されました。 

２．今年度３３０－Ａ地区「ＹＥ協賛金」協力依頼の件につ

きまして進藤会長からご報告を頂き、当クラブは１人当

たり１０００円として、不在会員・終身会員を除いて３

３名分協賛することとなりました。 

３．９月２６日ＬＣＩＦセミナー開催の件につきまして、亀

川幹事よりご報告を頂き、Ｌ亀川・Ｌ吉崎・Ｌ畠山の３

名が出席することとなりました。 

４．ＬＣＩＦ２０＄献金協力依頼の件につきまして亀川幹事

よりご報告を頂き、２０ドル×３３名で献金することが

承認されました。 

５.．１０月１６日薬物乱用防止大会「ライオンズ奉仕デー」

参加者募集の件について進藤会長および亀川幹事よりご報告を頂き、各クラブ１０名（子供

含む）の参加者依頼がキャビネット事務局よりきていること、当クラブは特に子供の募集の

面で期待されていることが報告され、特に子供への参加募集をかけることとなりました。 

６．１０月１６日薬物乱用防止大会協賛金拠出依頼の件について亀川幹事よりご報告を頂き、１

人あたり１０００円で３３名分協賛しつつ、その用途についても確認することと致しました。 

７．第５１回ＯＳＥＡＬフォーラム（福岡）協力金依頼の件について、亀川幹事よりご報告を頂

き、１人あたり１３００円として３３名分協賛し、同じく用途を確認することと致しました。 

８．わんぱくクラブ育成会コンサート並びにバザー協力依頼の件につきまして進藤会長よりご説

明を頂き、１１月２０日バザーへの協力、１月２８日コンサートへの後援が承認されました。 

９．２０１２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、Ｌ老田よ

りご説明を頂き、日本作編曲家協会主催のこのコンサートへの後援が承認されました。 

１０．ＣＮ５０周年実行委員長選出の件につきまして、亀川幹事より実行委員会のご報告を頂き、

実行委員長にＬ鈴木晴、副委員長にＬ磯辺、Ｌ西山が再度承認されました。 

１１．Ｌ藤原より、竹久夢二のギャラリー・復興記念館にて震災スケッチ展が開催されチケット

代を義捐金にプラスしたいとのご提案を頂き、各自ドネーションを行いました。 

１２．進藤会長より国際会長方針として「植樹」を期待されているとのご報告を頂き、Ｌ磯辺よ

り震災地の桜並木の復旧などのご意見を頂きました。 

１３．Ｌ諸見里の件について進藤会長よりご報告を頂き、終身会員として手続きを進めることが

承認されました。 
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 第１１６１回例会（ワインソムリエ例会）報告 ８月２４日 於 目黒雅叙園「清風」 

出席者 進藤会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 石田、L 磯辺、L 桂、L 木下、 

L 小塚、L 村井、L 中村、L 西山、L 老田、L 白石、L 鈴木、L 手塚、L 吉崎、 

幹事亀川 （出席者数１９名） 

メークアップ L 須藤・L 山本（２名）        （計２１名） 
  

1 第１１６１回８月第２例会（ワインソムリエ例会）が、

８月２４日（水）１８：３０より、目黒雅叙園「清風」

にて開催されました。進藤会長が開会のゴングを鳴らし

たのち、国歌（君が代）・ライオンズヒム・東京世田谷ラ

イオンズクラブの歌を斉唱いたしました。 

2 お客様のご紹介を行いました。本日は講師として、（社）

日本ソムリエ協会認定シニアソムリエ・ワインアンドカ

ルチャー株式会社講師・ヴェレゾン代表 三輪宗博様に

お越し頂きました。お忙しいところ有難うございました。 

3 進藤会長より会長挨拶を頂きました。進藤会長は先の例

会や実行委員会をもとに会長として「感謝」の気持ちを

大いに味わったこと、人は支え・支えられているとの思

いを新たにしたこと、クラブ運営はメンバー皆で行って

いくものだと痛感したとお話しされました。そしてこの

例会でも講師についてＬ杉村に依頼し、ワインソムリエ

の三輪様をご紹介頂き、素晴らしいスピーチを賜ること

を楽しみにしているとお話してご挨拶とされました。 

4 幹事報告を幹事亀川より行いました。理事会審議事項を

ご報告したのち拍手にて承認されました。皆様ありがと

うございました。 

5 ウィサーブのご発声はＬ杉村にお願い致しました。Ｌ杉

村は、本日の講師の三輪様が自らのワインの資格を取っ

た時の恩師であることをご紹介し、ワインを勉強して以

来旅行でもワイナリーや料理を楽しみにして人生が変わ

ってきていると説明され、高らかにウィサーブのご発声

を頂きました。また、本日はワインをＬ杉村から、そし

てウィサーブに使われたシャンパンを進藤会長からドネ

ーション頂きました。ありがとうございました。 

6 会食しながら、（社）日本ソムリエ協会認定シニアソムリ

エの三輪宗博様から「夏のワイン」というテーマでゲス

トスピーチを頂きました。三輪様は現在５５歳で、もと

もとは調理師であり、厳しい修業を経て武蔵野市にレス

トランを開業後、お客様の質問に答える形でさまざま勉

強され、そののちワインスクールの講師の依頼があった
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と話を切り出されました。そして（社）日本ソムリエ協

会が毎年行う資格認定試験として、ソムリエ・ワインア

ドバイザーなどのほか、一般人の資格があり、これがＬ

杉村の取得したワインエキスパートという資格であり、

合格率は４０％と難関であると紹介されました。 

7 そしてテーマである「夏の飲み物」は泡ものであるとさ

れ、ワインでいうとスパークリングワイン、そしてその

代表格はシャンパン（シャンパーニュ）であると説明さ

れました。シャンパーニュというのはフランスのシャン

パーニュ地方で作られたスパークリングワインとのこと

です。シャンパーニュとは原語で「石灰岩の大地」であ

り、シャンパーニュのシャトーは石灰岩を切り抜いて作

っているそうです。 

8 三輪様はウィサーブに使われた細長い方のグラスはフル

ートグラスといい、見た目で泡が楽しめるうえ、シャン

パンがのどにダイレクトに行くと説明されました。対し

てお椀型のグラスはクープ型といい、浅くて顔をあげず

に乾杯できるため、結婚式の披露宴やお祝いの席で使わ

れるとご説明頂きました。 

9 シャンパングラス１杯の中に泡がなんと１２００万くら

い入っているとのことですが、これは白ワインを瓶に詰

めて、その後砂糖と酵母を入れて地下で１年から１０年、

二次発酵させるのだそうです。そのため炭酸が瓶の中で

充満し、長く置くほど細かい泡になるそうです。有名な

ドンペリは５年くらいカーブに入っているとのこと。こ

のようにシャンパンは、普通のワインの２倍の手間がか

かるため価格も高く味わいも深く、さまざまな映画の小

道具としても利用されているそうです。 

10 続けてワインに合わせる料理についてご説明頂きました。

シャンパーニュはフランスではキャビア・生ガキなど合

うわけですが、繊細なため日本料理にも相性が合うのだ

そうです。ヒラメや真鯛など白身魚のお造りを岩塩で頂

いたり、ハモの梅酢や焼きガキ・蒸しアワビ・キスやタ

ケノコの天ぷらなども合うそうです。 

11 また、他にロゼシャンパンはエビチリ、唐揚の餡かけな

どの中華料理や花見のちらしずしと相性がよいそうです。

ポイントは色味が合うもの。これが相性が良いのだそう

です。学術的にはタイやヒラメの白身魚は海底にいて体

にグリコーゲンがたまるため、白ワインのようなきりっ

としたワインが合い、反対にマグロなど運動する魚は乳

酸がたまるため、乳酸を持った赤ワインが合うとのこと。

素材の中の有機酸とワイン成分がリンクしていると相性
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がいいのだそうです。そのほか、シャンパンボトルが５

～６気圧あることやキャップの開け方や注ぎ方までご披

露くださり、スピーチを締めくくられました。 

12 質疑応答では、Ｌ藤原から確かに寿司屋で白ワインを提

供する店もあるとの指摘と、塩でなく醤油ではだめなの

かと質問が出ましたが、三輪様からは醤油はにおいと味

が濃すぎるとの回答を頂きました。三輪様、ワイン初心

者にもわかりやすく興味深いお話を有難うございました。 

13 会食中に、シアトル国際大会で１０００ドル献金をした

進藤会長にＬＣＩＦ協会からＭＪＦの盾が届きましたの

で贈呈を行いました。また会場内で今期のクラブ手帳を

配布したうえ、竹久夢二記念館の冊子でドネーションを

集めました。 

14 テールツイスタータイムの活躍の時間はテールツイスタ

ーＬ木下にお願いしました。Ｌ木下は先日生まれて初め

て救急車に乗ったこと、二日連続徹夜明けで倒れたため

に救急車で運ばれて医師に説教されたことを告白された

のち、今期のメンバービデオシリーズ第２弾、Ｌ亀川賢

一ご紹介ビデオを映写されました。Ｌ亀川の例会中とは

また一味違う、仕事に立ち向かう真剣な表情に歓声が沸

きました。Ｌ木下、素晴らしい出来栄えのビデオをあり

がとうございました。次回は会計Ｌ阿部の予定です。 

15 続けてドネーションの発表をＬ木下が行いました。ファ

イン１９００円、通常のドネーション４６１００円、震

災支援の目的指定ドネーションが２１０００円、計６９

０００円でした。皆様有難うございました。 

16 ここでＬ鈴木から、インターネットオークションについ

て、期間限定のオークションを再開すること、震災支援

の目的ドネーションとしたい旨発表がありました。 

17 また、Ｌ老田から、ゴルフ同好会が新たな会計年度に入

り、次回に１万円の会費を集めることと年間４回の例会

の計画についてご説明頂いたうえで次回から幹事がＬ今

尾となると発表がありました。 

18 出席率の発表は出席委員長Ｌ白石にお願いしました。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１９名、メークアップ２名、ゲスト１名、出席率は

６３．６％でした。 

19 閉会のゴングを進藤会長に鳴らしていただき、全員で「ま

た会う日まで」を歌ったのちお客様のお見送りをして無

事にお開きとなりました。皆様どうも有り難うございま

した。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ ９月１日 ウィンクン・タム国際会長とクラブ会長懇談会参加報告 （進藤会長） 

 さる９月１日、前日の西日本に続いて東日本の公式訪

問にお越しになったウィンクン・タム国際会長を東京駅

にお出迎えいたしました。シアトル国際大会インターナ

ショナルパレードをご覧になった方々から「ピカチュウ

の着ぐるみ」を持っていくよう要請され、ピカチュウ姿

でお出迎えしたところ国際会長もお喜びくださり、握手

のみならずハグしてくださり、感動致しました。 

急いで憲政記念館に移動し、国際会長とクラブ会長懇

談会に出席致しました。ウィンクン・タム国際会長はご

自身の経験からひもといて、クラブ会長の重要性と会員

維持の必要性を説かれました。質疑応答に移り、私から

「『信じる』という国際会長テーマに至った経緯」につ

いてご質問しましたところ、「ただの『夢』と『信じる

こと』は異なる。『人は飛べる』ということを信じた先

人がいてこそ現在の飛行機がある。ライオンズも奉仕を

行って社会を変えていくことができる。重要なのは信じ

ること」と強いメッセージを頂きました。さらに会場を

うめつくす東日本のクラブ会長たちからは、「この厳し

い時代に会員増強はいかにして行うのか」「震災支援に

ついて」「女性会員の必要性について」「ライオンズ１０

０周年への準備について」「植樹について」など多方面

から次々と質問が飛び、国際会長もそれぞれに丁寧にお

答えになり、熱い議論となりました。 

 続いてホテルニューオータニに移動して、３３０・３

３１・３３２・３３３国際会長公式訪問・歓迎晩餐会に

も参加いたしました。国際会長は「どんなに大きな川・

海も１滴の水から始まるという哲学から国際会長テー

マを『We believe』でなく『I believe』とした」とス

ピーチされました。各ＭＤ議長たちによる植樹宣言が特

に印象的でした。国際会長と記念写真を撮る列に並びま

したところ、元ガバナー石井征二Ｌか

ら「どうしてピカチュウを着ていない

んだ。今着ないでどうする！」と叱咤

されまして、ピカチュウ着ぐるみで記

念撮影をして頂きました。 

 シアトル国際大会に続いて、今後の

ライオンズ人生にも意義深く、かつ強

く心に残る一日となりました。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ ９月２日３３０－Ａ１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告     （Ｌ亀川） 

 さる９月２日（金）に今期第２回目の正副幹事会に、畠山副幹事と共に出席してまいりまし

たのでご報告致します。  

 今回は世田谷ＬＣが当番幹事なので、私Ｌ亀川が進行役を務めました。最初に今回ゲストでお

越し頂いている１０Ｒリジョン・チェアパーソンの八木原保Ｌよりウィ・サーブのご発声と共に、

１０月１６日（日）の薬物乱用防止大会の参加依頼の要請とご説明を頂きました。 

 続きまして、１Ｚ，２Ｚ合同の幹事会は実質今期第１回目ですので、自己紹介というかたちで

出席者の紹介を行ないました。私が副幹事の頃から馴染みのある方々や、また初めての方々、ど

うぞ今期１年間、宜しくお願い致します。 

 続いて当日の議題、「１０月１６日（日）薬物乱用防止大会」「正副幹事会の余剰金の使途」に

移りました。薬物乱用防止大会におきましては、世田谷ＬＣはメンバーも多いのだから、最低３

０名から５０名は参加しで欲しいとのことで、いきなりハードルが上がってしまったのですが、

皆様にご協力をお願い致したいと思います。 

 余剰金に関しましては、前期に各クラブの理事会において、被災地への義援金として使うこと

が承認されていたのですが、正副幹事会名では寄付できないことが分かり、もう一度よく調べた

上で、審議する事に決まりました。最後に閉会の挨拶を、ゲストでお越し頂いた２Ｚ、ゾーン・

チェアパーソン相野谷信之Ｌに頂いて閉会となりました。 

 今回は、八木原リジョン・チェアパーソン、相野谷ゾーン・チェアパーソンがお越し頂いてい

たせいか、何時にない活発な議論がなされ、大変有意義な正副幹事会になった事をご報告して、

正副幹事会報告を終わります。 

■ 行事予定 

９月 ６日（火）18：30～ ガバナー公式訪問（例会振替）       於：目黒雅叙園 

９月 ８日（木）13：00～ 第３回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

９月２８日（水）18：30～ ９月第２例会               於：目黒雅叙園 

１０月２日（日）     潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（稲刈り） 於：潮来 

１０月６日（火）13：00～ 第４回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

１０月１５日（土）１６日（日） せたがや未来博           於：世田谷区役所中庭 

１０月１６日（日）    薬物乱用防止キャンペーン         於：日比谷公会堂 

■ 幹事 亀川より一言  

  

 

 

 

世田谷ライオンズクラブの皆様、いつもお世話になっております。 

今回の台風１２号（タラス）は四国・近畿地方に甚大な被害をもたら

しました。お亡くなりになられた方々にご冥福をお祈り申し上げます。 

今年は東日本大震災もあり、人類へのメッセージととらえるならば、

あまりにも過酷さえ覚えてしまうのですが、私達が今何を学ぶべきかを、

真剣に考える時がきている気がします。 

さて、１０月１６日（日）の薬物乱用防止大会ですが、世田谷からは

最低でも３０名から５０名の参加依頼がきています。ハードルが上がっ

てしまったのですが、できるだけ多くのメンバーの参加をお待ちしてお

ります。皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

        幹事Ｌ亀川 


