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2011-2012年度  第６号                ２０１１年１０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 

★１０月１２日（水）於：目黒雅叙園 

第５回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1164 回 例 会 １８：００〜２０：００ 

講師例会（みつろう君体験例会） 
市川ＬＣ吉原稔貴Ｌと（有）安久工機 代表

取締役社長 田中隆様にお越しいただき、

視覚障害者の筆記用具「触図筆ペン」（み

つろう君）につきましてご紹介頂けることと

なりました。開発者自らお話しいただける大

変貴重な機会です。皆様どうぞご出席のほ

どお願いお申し上げます。 

酒類のドネーションもぜひお願い致します。 

★１０月２６日（水） 於：目黒雅叙園 

少年サッカー教室実行委員会 １６：３０～ 

第６回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1165 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

会員増強例会 

会員増強例会としますので、メンバーの皆

様、ぜひ友人知人新入会員候補の方をお

誘い頂いてご出席くださいますようお願いし

ます。また、理事会前に今期第 1 回少年サ

ッカー教室実行委員会を開催しますのでよ

ろしくお願いします。 

＜注目アクティビティ＞ 

★１０月１５日（土）１６日（日） 

せたがや未来博  於：世田谷区役所 

★１０月１６日（日） 

  薬物乱用防止大会 於：日比谷公会堂 

    

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。 

１０月はライオンズ奉仕月間であり、当ク

ラブも多数のアクティビティがございます。

１０月２日には潮来ＬＣとの合同食育アクテ

ィビティが実施され、世田谷からも２２世帯

３２名が参加して参りました。メンバー以外

の若者や子供の参加も多く、東京の子供たち

にもお米作りの大切さを学んでもらうという

当初のアクティビティの目的が年を追うごと

に実現されてきたのを感じました。今月１５

日１６日には世田谷区役所中庭にて『せたが

や未来博』が開催され、当クラブからＰＲブ

ースを出展するとともに、潮来ＬＣや潮来市

役所のご協力を頂いて潮来のお米（コシヒカ

リ『あやめちゃん』）や朝どり野菜を販売する

予定です。放射能の検査も刈り取り前に実施

されていて、安全なコメ野菜を市場にお届け

しているのでご安心くださいと松田千春潮来

市長もおっしゃっています。１０月１６日に

は３３０－Ａ地区ア

クティビティ薬物乱

用防止大会も日比谷

公会堂であり、当クラ

ブは両方にメンバー

を振り分けて参加す

る予定です。皆様、ご

協力のほど、よろしく

お願い申し上げます。 
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 第４回理事会報告  ９月２８日          於 目黒雅叙園「オリオン」 

出席者 進藤会長、L 阿部、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 小塚、L 中村、L 小野一郎、 

L 白石、L 鈴木、L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事亀川 （計１５名） 
  

９月２８日（水）１７時３０分より、第４回理事会が目黒雅变園「オリオン」にて開催され

ました。報告事項につきましてはクラブニュースをもとに行いました。 

■ 審 議 事 項 ■ 

１．２０１１年８月収支報告の件についてＬ阿部よりご報

告を頂き、概ねご承認いただきました。東日本大震災通

帳の利子の費目等について協議しました。 

２．１０月２日（日）潮来ＬＣ合同食育アクティビィティ

（稲刈り）、１０月１５（土）・１６日（日）アクティビ

ティー世田谷未来博ＰＲ出展および１０月１６日（日）

薬物乱用防止大会の件についての件について参加者数

の確認をしました。 

３．東日本被災地支援・クッキー製作ご案内の件につきま

して、亀川幹事よりご報告いただき、１２月１９日汐留

会場にＬ小野一郎、Ｌ須藤が申し込むこととしました。 

４．１０月２８日（金）自由が丘ＬＣＣＮ１０例会の件に

つきまして進藤会長と亀川幹事が出席することが承認

されました。 

５．１１月７日（月）骨髄移植推進セミナーの件につきま

して、進藤会長と亀川幹事が出席することとなりました。 

６．１１月２４日（木）～２７日（日）第５０回ＯＳＥＡ

Ｌフォーラム「ガバナー主催、晩餐会」・「東日本チャリ

ティーゴルフ大会」・「ウェルカムパーティー」の件につ

きまして検討し、理事会としても進藤会長について出席

の方向で推奨し、前向きに検討することになりました。 

７．１０月２６日（水）１０月第２例会について、進藤会

長より、会員増強例会と銘打ってご友人や入会候補の方

を多数呼ぶ例会としたいと提案があり、承認されました。 

８．１１月１３日－１４日の移動例会の件につきまして、

箱根のホテル河鹿荘で行うこと、予約確定のため内金を

支払うことが承認されました。 

９．震災支援アクティビティについて南三陸町報告をもと

に協議を行い、１０月２０日の南三陸町志津川ＬＣ例会

に出席し、具体的な希望を伺いながら永く名前が残る形

のアクティビティを検討することとなりました。 

１０．１２月７日クリスマス例会につきましてＬ小塚より

会場としてザ・キャピトル東急ホテルを検討していると

ご報告を頂きました。
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 第１１６３回例会（メンバースピーチ）報告    ９月２８日 於 目黒雅叙園 

出席者 進藤会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 木下、L 小塚、L 中村、 

L 村井、L 小野一郎、L 白石、L 鈴木、L 須藤、L 手塚、L 山本、L 吉崎、 

幹事亀川   （出席者数１８名、忌引き１名（L 桂）、計１９名） 
  

1 第１１６３回９月第２例会（メンバースピーチ）が、９

月２８日（水）１８：３０より、目黒雅变園３Ｆ「オリ

オン」にて開催されました。開会のゴングを進藤会長に

行っていただき、国歌君が代・ライオンズヒム・世田谷

ライオンズクラブの歌を斉唱いたしました。 

2 進藤会長に会長挨拶を頂きました。進藤会長は、宮城県

南三陸町の福興市にＬ亀川・Ｌ村井とともに参加してき

たこと、志津川から歌津、さらに太平洋岸を北上し、実

際見てきてともに参加した二人が大いに感じるものがあ

ったことから、被災地の現地を見ることにまず意味があ

り、ぜひ多くのメンバーにも見て実際に感じてもらい、

震災支援アクティビティを考えていきたいと述べてご挨

拶とされました。 

3 メンバースピーチの前に亀川幹事より幹事報告を行いま

した。１７時３０分より行われた第４回理事会の内容が

報告され、拍手をもって承認されました。皆様有難うご

ざいました。 

4 Ｌ小野一郎よりメンバースピーチを頂きました。Ｌ小野

は最初に現在手掛けているＬ白石の会社が入るマンショ

ンや東京三軒茶屋ＬＣの落合Ｌのマンションを写真で展

示しましたがメインの話には関係ないとおっしゃって、

まず笑いをとりました。 

5 Ｌ小野は、７年間ライオンズで活動し、「ライオンズの例

会活動には秘密があると気付いた」とスピーチを始めら

れました。「メンバーがうまく社会発展するシステム」と

「メンバー同士が仲良くなるようなシステム」が盛り込

まれているのだそうです。 

6 Ｌ小野は、このライオンズの例会に出席できるのはある

種の成功者であると主張されました。健康であり、経済

的にも社会的にも成功していないと例会に出席できない、

もちろん１００％ではなく何らかの問題はあるにしても

と述べたうえで、神道の「この世は反射である」という

考えに触れられました。 
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7 神社の中心・伊勢神宮には、天照大神の命を受けて地上

に降り立った瓊瓊杵尊（ニニギノミコト）が授かった三

種の神器：【八咫鏡（やたのかがみ）・ 八尺瓊勾玉（やさ

かにのまがたま）・ 天叢雲剣（あめのむらくものつるぎ：

草薙の剣ともいう）】のうち、鏡が安置されているとのこ

とです。自分が拝むと鏡の向こうも拝んで見える、ここ

にこそ深い意味があるとのことです。仏教用語の「善行

善果」「悪行悪果」にも通じ、良いことをすればよいこと

が返ってくる、そして「身口意（しん・くう・い）」を紹

介して、同じ行動でも考えが違うとずいぶん結果が変わ

る、と話されました。そこで、ライオンズで我々が奉仕

を行うのは自分にも戻ってくると解釈し、ドネーション

も大いに行いましょうと主張されました。 

8 さらに良いことを行うと社会発展するということを、中

国の明の時代の袁了凡（えんりょうぼん）が息子のため

に書き残した「陰隲録（いんしつろく）」という書物から

雲谷禅師とのやりとりを引用して話されました。官吏に

なろうと勉強をしていた袁了凡が若い時出会った老易者

に占ってもらうと、占いの通りの結果が続いて運命論者

になってしまったわけですが、その袁了凡が今度は雲谷

禅師に「運命は変えられる」と説諭され、善行を積むこ

とでさらに良い結果を得ることができたとの話でした。

Ｌ小野はこの時の「積善」のポイント表をいくつかご紹

介いただき、「人を死から救う」「婦女の貞節を守らせる」

などと「善」をご紹介下さいました。 

9 また、新たに、六波羅蜜の紹介をされました。六波羅蜜

とは大乗仏教で菩薩に至るための最高の修業で、「布施」

「持戒」「忍辱(にんにく)」「精進」「禅定(ぜんじょう)」「智

慧」を指します。この中で特に「布施」の考えは「困っ

ている人がいたら、すっと手を差し出しなさい」との教

えで、これがウィサーブの方針であると説かれました。

したがって、長くライオンズ活動している人は高い徳が

積めるようになっているとのことです。 

10 もうひとつ重要なこととして、「ライオンズで縁が深ま

る」ことを説明されました。「袖すりあうも他生（多生）

の縁」のことわざを引き合いに、毎回一緒に食事をする

のは前世や来世で会っているかもしれないという大変な

ご縁であり、まさに「おなじ釜の飯を食う」ことで無意

識に縁が深まるのだそうです。さらに『またあう日まで』

では手をつないで歌うわけですが、手は身体の位置から

見てうハートに直結している部分であり、手を握りあう

ことは実はハートをつなぐ意味があるのだそうです。 
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11 Ｌ小野は、このように成功者と縁が深まって自分も成功

していく＝メンバーが社会発展していくシステムができ

ていて、それでライオンズクラブは発展するのだとスピ

ーチを締めくくられました。Ｌ小野、貴重なお話を有難

うございました。 

12 ウィサーブのご発声はＬ中村にお願い致しました。Ｌ中

村はＬ小野らしさがよく出ているメンバースピーチだっ

たと褒め称えたのち、健康の大切さを述べ、ご自分は歩

くことを意識して行っていること、それぞれが早く起き

る、早く寝るなど自分のサイクルを守って生活すれば健

康を保持できると思うとおっしゃって、高らかにウィサ

ーブのご発声を頂きました。 

13 テールツイスターの活躍の時間は、テールツイスターＬ

木下にお願いいたしました。本日はＬ木下によって製作

された会計Ｌ阿部の紹介ビデオを鑑賞いたしました。ま

ずＬ阿部の幼尐期、女の子と見間違うような美しい顔立

ちとかわいい服装をしていてどよめきが湧きました。続

いて前職はカリスマ美容師でしたが、体力的に厳しいこ

ともあり、「お金が好きだから」金融関連への転職を考え、

現職の外資系生命保険に入社、新人時代はがむしゃらに

働き、美容師時代の人脈も利用して多数ご契約いただい

たとのこと。ついに今月は営業トップの可能性があるま

でになったそうです。「嘘をつかない」「できない約束は

しない」をモットーとして頑張っているというビデオに

会場から感嘆の声が上がりました。 

14 ドネーションの発表をＬ木下から行いました。本日のフ

ァインは１９００円、ドネーションが３１６００円で、

合計３３５００円でした。皆様有難うございました。 

15 出席率の発表を出席委員長Ｌ白石にお願いいたしました。

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（うち忌引き１名）、出席率は５７．６％

でした。 

16 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」を斉唱して無事お開きとなりました。皆

様どうも有り難うございました。 

左
が
Ｌ
阿
部
の
幼
少
期
で
す 
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 潮来ＬＣ合同食育アクティビティ報告  １０月２日      於 潮来 

出席者 進藤会長、L 畠山、L 石上、L 吉崎、幹事亀川、藤村貞夫 L（東京三軒茶屋 LC）、 

進藤会長ご同伴１名、L 吉崎ご家族２名ご同伴４名、L 石上ご同伴６名、 

藤村 L ご家族ご同伴４名、和田庸聖様はじめ池尻稲荷神社グループ７名、 

佐々木まどか様及びご家族１名 （計２２世帯３２名うちお子様１２名） 
  

１．１０月２日（日）潮来ＬＣとの合同食育アクティビテ

ィ（稲刈り）が潮来にて行われました。３シーズン目

を迎える今年は３月の東日本大震災による液状化被害

もあり、開催が危ぶまれておりましたが、６月に田植

えを行った稲が実りの秋を迎え、無事に稲刈りを実施

することができました。 

２．集合場所に向かう前に液状化被害のあった日の出地区

を視察しました。６月の田植えの時期とほぼ変わらず、

甚大な被害があからさまに残っておりました。 

３．９時３０分にＪＲ潮来駅前ロータリーに集合したのは

当クラブからはメンバー５名、東京三軒茶屋ＬＣから

藤村貞夫Ｌ含め世田谷から車６台２２世帯３２名の大

所帯。池尻小学校グループを中心にお子様も１２名参

加です。また、池尻稲荷神社からはＬ西山関連で禰宜

の和田庸聖はじめ、バケツで稲を育てているグループ

７名が参加しました。そもそもこのアクティビティは

東京の子供たちにも潮来のおいしいお米作りに協力し

てもらい、お米の尊さを学んでもらうという目的です

ので、次第に参加者も増え、目的に合致したアクティ

ビティになってきていると言えそうです。 

３．一同は潮来駅前にお迎えに来てくださった潮来ＬＣ多

田会長と関根Ｌのご案内で、６月５日に田植えを行っ

たかすみの郷公園そばの田んぼに向かいました。潮来

市大規模稲作研究会主催ということで、田んぼには研

究会の皆様、３３３－Ｅ潮来ＬＣの皆様、潮来市の津

知小学校の生徒１９名や東京庚申塚商栄会の皆様ふく

め１３０名程度の人員が集まっていました。松田千春

潮来市長は「この交流会のために、この田んぼだけ稲

刈りを遅らせてお待ちしていました。今年は放射能が

心配なので刈り取る前に放射能測定をして安全なもの

を出荷しています。今日稲刈りした稲はこれから乾燥

させますので、あとの交流会で食べるお米は安全と分

かっているおいしいお米です」とご挨拶頂きました。 
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４．稲刈りの技術指導を受け、子供たちから優先的に田ん

ぼに入って稲刈りを始めました。「池尻稲荷バケツ稲作

チーム」の皆さんは気合の入った出で立ちで田んぼに

入ります。子供たちは楽しそうに夢中で稲刈りを行っ

ていました。鎌を持って稲を刈り、藁で縛って稲木に

干します。これを千葉県地方では「おだがけ」という

そうです。稲刈りだけでなく稲わらを綯う技術もお教

えいただいて、何人かが挑戦していました。 

４．記念写真を撮った後で、今度は『水郷県民の森』に移

ってイモ掘りを行いました。サツマイモ畑にはすでに

掘りやすいように枝葉が刈り取られたイモが多数あり、

大ぶりのサツマイモが次々と掘り出されました。 

５．そして広場にて交流会が開催されました。今年は一人

ひとり炊き立てのコシヒカリ「あやめちゃん」で作っ

たおにぎりと唐揚の弁当が用意されているだけでなく、

お替り自由の豚汁、さらに自分でも握れるおにぎり、

焼きイモなどが用意されていました。津知小学校の生

徒の皆様には世田谷区内の下馬福祉工房で作られた手

作りクッキーを差し上げました。大変おいしいおにぎ

りと豚汁、何杯もお替りをする参加者もいて楽しく懇

親を深めるだけでなく、会員増強例会にもお誘いして

みました。また、潮来ＬＣの皆様からお米とお味噌の

お土産を頂いて大満足の稲刈り芋ほり交流会でした。

潮来ＬＣと潮来市の皆様、誠に有難うございました。 
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 第４回障害者施設見学ツアー報告  １０月６日      於 区内障害者施設 

出席者 進藤会長、L 須藤、当事者３名、家族１名、関係者１名 （計７名） 
  

１．１０月６日（木）今期第４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。今回は小田急線梅ヶ

丘駅改札にて集合致しました。今回は当クラブから進藤

会長とＬ須藤、当事者３名、家族１名、関係者１名の計

７名で出発しました。 

２．最初に歯科医師会館の地下で生活介護／就労継続支援

Ｂ型事業を行っている『ウッドペッカーの森』に到着。

まず、ツアー参加者も所内で行っていた「ネジ等部品封

入」の作業を体験させていただきました。工賃単価は参

加者の予想より安く、１円弱ということに驚きました。

区内唯一の区立施設ということで、ケアの必要な高次脳

機能障害や重複障害の方の受け入れも行っているとの

ことでした。 

３．進藤会長の運転で千歳船橋に移動し、就労継続支援Ｂ

型事業所『にゃんこの館』を次に見学しました。何色も

ある風船を各色２つずつ揃えて封入するという作業を

行っているところ、企業から借りた機械で「カシメ」を

行っているところを見学いたしました。メンバーの自主

性を大切にするということで施設利用者によるミーテ

ィングで、所内の様々なことがメンバーミーティングに

よって決定されるとのことでした。 

４．最後に上町の就労継続Ｂ型事業所『ハーモニー』に移

動しました。新澤所長からはリサイクルコーナーや毎日

の昼食提供などの説明のほか、幻聴妄想カルタや幻聴妄

想Ｔシャツ、二子玉川ライズ障害者イベントでのリズム

アンサンブルについてご説明頂きました。幻聴妄想カル

タは１１月に医学書院から市販され、付属品のＣＤ・Ｄ

ＶＤには『まんが日本昔話』等で有名な市原悦子さんに

よるナレーションが入るとのことでした。 

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。「就労系でなくゆっ

たりした施設をみることができた」「同じ施設の枞組で

も様々な施設があるとわかった」「待機者がたくさんい

る施設に驚いた」などの感想を頂きました。皆様お疲れ

様でした。次回は１１月４日（金）の予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ １０月５日 東京新都心ＬＣ講師例会参加報告         （進藤会長） 

 １０月５日（水）、ホテルヒルトン東京にて東京新都

心ＬＣの講師例会が開催され、亀川幹事とともに参加

してまいりました。 

 池田会長のご紹介による本日講師・明治天皇の玄孫

でもある竹田恒泰先生のお話は大変分かりやすいもの

でした。テーマは『誰も語らなかった環境学』でした

が、ワインを例にとって閉鎖系では資源が枯渇するか

ごみの捨て場が枯渇してしまうため生物の破たんが約

束されているということを平易に説き起こし、現在人

類が行っている「リサイクル」は問題の先延ばしにし

かなっていないこと、何億年にもわたって蓄積されて

きた化石燃料を一気に使うことが問題であることを述

べられました。また、地球全体では生産者である植物

と消費者である動物、分解者である微生物の三者間で

の炭素循環、また分解されてできる水が水蒸気になり

雲になって落ちてくるという水の循環があること、エ

ネルギーについては太陽から来たエネルギーが最終的

には等量雲から赤外線となって宇宙に照射され、物質

的には閉鎖系であるが熱的には開放系であるという話

をされました。また、江戸時代のパリやロンドンと江

戸を比較し、日本人がいかに自然をうまく利用して循

環型社会を作っていたかを説明されました。 

 別室で行われた例会では、入会候補者３名に加え、

遠く３０１Ｄ－１ （フィリピン）Tarlac Host ＬＣ

から佐藤知穂Ｌ、つがるＬＣから小山内金弥Ｌ、３３

３－Ｃ（千葉）からは高橋昌男Ｌ、吉原稔貴Ｌ、高木

次雄Ｌ、３３０－Ｃ（埼玉）から川越初雁ＬＣ八木Ｌ、

さらに３３０－Ａ前ガバナー河合悦子Ｌをはじめ茅島

純一Ｌ・鹿野祥誠Ｌ・竹川司Ｌなど１５名もの来賓が

いらして、それぞれ一言ずつご挨拶を頂きました。 

 講師の竹田恒泰様は多くの著書を販売され、依頼に

応じてはサインをする形でサービス精神にあふれ、バ

イキング形式の例会は大変活気にあふれ、にぎやかで

楽しいものでした。東京新都心ＬＣの皆様、誠に有難

うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ １０月７日３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告  （Ｌ畠山） 

 さる１０月７日（金）、原宿南国酒家迎賓館にて開催さ

れました３３０－Ａ１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会に副幹事

Ｌ畠山と幹事Ｌ亀川で参加してまいりました。 

 最初の議題は、前期までの正副幹事会会費の残金の処

分についてでしたが、東京原宿ＬＣ三井譲治Ｌからキャ

ビネット事務局へ問合せして頂いた結果、１０Ｒ１Ｚ／

２Ｚ合同での送金が可能とのことでした。ただし代表ク

ラブでのみ送金できるとのことで、クラブ名を「１０Ｒ 

１Ｚ／２Ｚ正副幹事会」と新規登録し、東日本大震災に

用途指定してＬＣＩＦに４４０,２７８円を送金するこ

ととなりました。 

 次に、１０月２２日（土）の盲導犬育成協力募金につ

いて東京神宮前ＬＣ幹事吉田賀一Ｌより、合同アクティ

ビティの参加者が尐ないので是非とも多くの方にお手伝

い頂きたいとの依頼がありました。募金は１２時３０分

から１６時３０分まで、続いて例会及び打ち上げを１７

時３０分から南国酒家にて行うとのことです（会費４０

００円）。 

 続いて、正副幹事会の会費徴収につきまして、各クラ

ブとも正副で出席した方が良いのではという案がでまし

て、幹事分７２，０００円、副幹事分６０，０００円と

しての振込を行うこととなりました。 

 各クラブからの情報交換に移り、１０月１６日の薬物

乱用防止大会の参加状況についての報告がありました。

薬物乱用防止大会については、ゲストやお子様分につい

てはキャビネットよりクオ５００円分の配布があるとのこと、クラブとしてもプレゼントを考え

ているところもあり、当クラブでも何か考えてもいいかもしれないと思いました。 

 また東京原宿ＬＣ三井譲治Ｌからトレヴァンコンチェルトについて招待チケットを１クラブ

につき２枚ずつ頂きました。１０月２９日１４時からＣＣレモンホール（旧渋谷公会堂）にて開

催されるそうです。 

 その他、東京代官山ＬＣから先日の改称記念例会への参加御礼や、ＹＥ委員でもある東京原宿

ＬＣ三井譲治ＬからＹＥについてのご協力願い、正副幹事会への出席のあり方などのほか、被災

地義援金についての話題もでて、和やかに意見交換を行いました。 

 次回の正副幹事会は１１月１１日へと日程変更し、当番クラブは東京山手ＬＣ、ウィサーブは

三井譲治Ｌとなっております。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ ９月２６日ＬＣＩＦセミナー参加報告             （Ｌ亀川） 

 ９月２６日（月）明治記念館にて３３０－Ａ地区ＬＣＩＦセミナーが開催され、当クラブか

らは進藤会長、Ｌ畠山、Ｌ石田、Ｌ吉崎、そして幹事Ｌ亀川の５名で参加してまいりました。 

 参加者数は約１３０人で、ＬＣＩＦに対する皆さんの関心の高さが感じられました。 

 まずはＬＣＩＦ委員会副委員長山崎規正Ｌ（東京小平ＬＣ）の進行のもとに始まりました。３

３０－Ａ地区大石誠ガバナー、国際理事山浦晟暉Ｌ、ＬＣＩＦコーディネーター石井征二Ｌから

ご挨拶を頂き、本題の『ＬＣＩＦの献金と交付金について』は、ＬＣＩＦ開発課長の田辺憲雄Ｌ

よりご説明頂きました。 

 その後、事例発表、ディスカッションへと移ったのですが、各クラブとも、東日本大震災の事

もあり、この交付金につきましては、非常に関心が高い事が伺えました。そして、この交付金を

申請、利用しているクラブは、必ずと言っていいほど、１０００ドル献金などの形で献金を行っ

ているとのことです。私たちも、交付金を使わせて頂くなら、献金の事も含め、真剣に考えてい

かなくてはならないと思いました。 

 私も一回のセミナーでは理解しきれないところも多かったのですが、ＬＣＩＦを理解するうえ

で、大変貴重なセミナーになったと思います。以上でセミナー参加報告を終わります。 

☆ １０月１１日『ダメ。ゼッタイ。薬物乱用防止大会』運営全体会議報告（Ｌ石田） 

 １０月１６日（日）は、「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止大会ライオンズ奉仕デーです。 

１０月１１日、ＡＰ西新宿にて『ダメ。ゼッタイ。薬物乱用防止大会』運営全体会議が開催され

ました。現時点で２，６３５名が出席されると言うことです。しかし、このままでは、６００名

の子どもたちの席が足りない状態となりますので現在調整中です。当日はバス２６台が一斉に到

着しますし、子ども１，５８６名を含む２，０００名強の人たちに対応するのはライオンズ始ま

って以来初めてということで、大掛かりな準備をします。安全に入場、退場させるのが一番の仕

事です。病気や怪我あるいは火事や地震まで考慮してチームを組んでいます。 
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■ 行事予定 

１０月１２日（水）18：30～１０月第１例会（みつろう君体験例会）    於：目黒雅变園 

１０月１５日（土） 8：00～せたがや未来博１日目（設営あり）     於：世田谷区役所中庭 

１０月１６日（日） 9：00～せたがや未来博２日目（片づけあり）    於：世田谷区役所中庭 

１０月１６日（日）13：00～薬物乱用防止キャンペーン         於：日比谷公会堂 

１０月２６日（水）18：30～１０月第２例会（会員増強例会）   於：目黒雅变園 

１１月 ４日（金）13：00～障害者施設見学ツアー           於：区内障害者施設 

１１月１３日（日）18：00～１１月第１例会（移動例会）    於：箱根 ホテル河鹿荘 

１１月２０日（日）    わんぱくクラブ育成会バザー        於：三軒茶屋 

■ 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。 

 

私が幹事を拝命致しまして、早３ヶ月が経ちました。この３ヶ月の間

だけでも、大変貴重な経験をさせて頂いております。まだまだ先は長い

ですけども、今後ともご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。 

さて今週末は、せたがや未来博、薬物乱用防止大会とアクティビティ

が目白押しで、さらに重なっております、お忙しいところ大変恐縮では

ありますが、皆様のご協力をお願い申し上げます。 

        幹事Ｌ亀川 


