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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。
今期も４か月近くが過ぎ、複数のアクティ
ビティを既に実施しておりますが、活動を重
ねれば重ねるほど、
「本当に必要とされる奉仕
とはなんだろう？」と自問する日々でござい
ます。ここ数か月、宮城県单三陸町に何度か
足を運んでみて震災の爪痕の深さと復興への
長い道のりを感じております。单三陸町志津
川ＬＣに例会訪問しましたところ、全国各地
のライオンズクラブから多数の支援が寄せら
れていて感動致しましたが、例会後に单三陸
町をご案内頂くと「１７０００人だった人口
が住民票の移動だけで２０００人以上減って
いる」と厳しい現実を目の当たりにしました。
仮設店舗で営業している女性の「人が減って
しまって客は来ない。けれども、店を開けて
いないと心がおかしくなってしまうから開店
している」とのお言葉を伺って胸がつぶれそ
うでした。実際に足を運んで現地の声を聴く
ことの大切さを再確
認し、現地で物を買う
ことで被災地の方々
の仕事が成立する、そ
んな支援も大切であ
ると痛感した次第で
す。皆様、今後もご協
力のほど、宜しくお願
い申し上げます。

★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
メンバースピーチ（会員増強例会）
会員増強例会と銘打ち、メンバーのご友人
や知人の方を約１０名お誘い頂いています。
内容はメンバースピーチで、「生きるとは何
か～運命改良を伝授します」をテーマに、
プロ級のダンサーであり第４３回「日展」に
書道入選、ご自身の不動産業でも大成功
されているＬ白石正美の生きざまを赤裸々
にお話し頂きます。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
催致します。ＦＣ東京久保田様もお越しの
予定ですのでメンバーの皆様、多くご出席
くださいますようよろしくお願い致します。

★１１月１３日（日）於：ホテル河鹿荘
第 1166 回 例 会 １８：００〜２０：００
移動例会（会 費 １００００円）
今回の移動例会は箱根のホテル河鹿荘を予
約いたしました。メンバーの皆様じっくりと親睦
を深める良い機会です。また翌１４日にはゴ
ルフ同好会のゴルフコンペも予定されており
のでご出席のほどお願い申し上げます。

＜注目アクティビティ＞
★１１月２０日（日）
わんぱくクラブ育成会バザー
於：三軒茶屋ふれあい広場
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第５回理事会報告
出席者

１０月１２日

於 目黒雅叙園「華しらべ」

進藤会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 小塚、
L 老田、L 小野一郎、L 小野景彦、L 白石、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、
幹事亀川
（計１８名）

１０月１２日（水）１７時３０分より、第５回理事会が目黒雅变園「華しらべ」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６号をもとに行いました。

■

審 議 事 項

■

１．１０月１５・１６日せたがや未来博ＰＲ出展の件につ
いて、進藤会長よりクラブＰＲパネルを１枚１０００円
程度で新しいものにしたいと提案頂き、承認されました。
２. １０月１６日薬物乱用防止大会の件につきまして、亀川
幹事より現在２７名参加予定であること、キャビネット
からゲストにクオカードが配布されることが報告され
ました。
３. １１月２０日わんぱくクラブ育成会協力の件につきま
して、進藤会長より、１０月２１日にバザーの実行委員
会にＬ須藤に出席頂くことが報告されました。
４. 国際本部公式ネクタイの件について亀川幹事よりご案
内がありましたが、Ｌ山本よりクラブ専用のネクタイを
既に作っており在庫もまだ十分に存在しているとのこ
とで今回は作成しないこととなりました。
５. １１月２４日～２７日第５０回ＯＳＥＡＬフォーラム
につきまして、進藤会長より参加することになったと報
告頂きました。
６. １０月２９日 東京原宿ＬＣトレヴァンコンツェルト
の件について亀川幹事より、正副幹事会にて当クラブに
も２枚チケットを頂いたと報告があり、Ｌ山本にご出席
いただくこととなり、２枚ともお渡ししました。
７．１１月３日 東京２１世紀ＬＣチャリティ・ボウリン
グ大会の件について進藤会長より提案があり、進藤会長、
亀川幹事、Ｌ小野一郎、Ｌ須藤にて参加することとなりました。
８．１１月１９日 東京蒼天ＬＣチャリティ・ボウリング大会の件について進藤会長より提案が
あり、亀川幹事中心にメンバーを募ることとなりました。
９．１０月第２例会（会員増強例会）について進藤会長から提案があり、ゲストの参加費につい
てクラブ負担とすることが承認されたほか、内容について協議しました。
１０．クリスマス例会日程の件についてＬ小塚より変更の提案があり、改めて日程調整すること
となりました。
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第１１６４回例会（みつろう君体験例会）報告
出席者

１０月１２日

於 目黒雅叙園

進藤会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、
L 小塚、L 村井、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 、（メークアップ L 石田）（計２２名）
有限会社安久工機 田中隆様、市川 LC 吉原稔貴 L、10R2ZZC 相野谷信之 L、
東京新都心 LC 池田謙司 L （ビジター３名、ゲスト１名）

1

第１１６４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２Ｆ「華し
らべ」にて開催されました。開会のゴングを進藤会長に
鳴らしていただき、国歌君が代・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いたしました。

2

お客様のご紹介を行いました。本日はご講演を頂く講師
でいらっしゃる３３３－Ｃ環境保全委員会副委員長 市
川ＬＣ吉原稔貴Ｌと有限会社安久工機 代表取締役社長
田中隆様に加え、ゲストとして３３０－Ａ地区１０Ｒ２
ＺＺＣ相野谷信之Ｌ、東京新都心ＬＣ会長池田謙司Ｌの
計４名にお越しいただきました。皆様、ご多忙のところ
来場いただき、誠に有難うございました。

3

進藤会長に会長挨拶を頂きました。進藤会長は、世田谷
ライオンズクラブの歌の歌詞を引用し、本日の例会に尊
い友人たちがたくさん出席されることの喜びを述べられ
ました。そして今日のみつろう君体験例会はかねてから
楽しみにしていた例会企画であったと述べてご挨拶とさ
れました。

4

続いてお客様ご挨拶を頂きました。講師のお２人は後ほ
どお話しいただくこととして、３３０－Ａ１０Ｒ２ＺＺ
Ｃ相野谷信之Ｌと東京新都心ＬＣ会長池田謙司Ｌからご
挨拶を頂きました。相野谷Ｌは週末に開催される薬物乱
用防止大会に関連付けて、尐年鑑別所に行かれたお話を
されました。また、池田Ｌは東京新都心ＬＣ例会のお礼
とこの例会の翌日に福島県新地町に支援のため石油スト
ーブを持参予定であるとのお話をされました。

5

いよいよ本日の講演です。まず市川ＬＣ吉原稔貴Ｌが地
区を超えて交流できる喜びを述べ、次にみつろう君との
偶然の出会いについてご紹介されました。２００９年２
月の東京工業新聞の記事により、もともと大学や研修先
でご縁のあった田中隆様の有限会社 安久工機にて視覚
障害者用筆ペンが開発されたことを知り、自クラブ市川

3

ＬＣの５０周年記念アクティビティとすることを思いつ
いたこと、クラブで体験会を開いて意見を集約し、千葉
県唯一の盲学校に第１号機を贈呈したこと、「白い杖運
動」や「盲導犬」
「アイバンク」などの視覚障害者支援が
生活機能の補助を行うのに対し、
『みつろう君』は視覚障
碍者に生きる喜びを与えることができる素晴らしいアク
ティビティであること、今後も全国に広げていきたい事
業であると考えていらっしゃることをお話しされました。
6

続いて、有限会社安久工機 代表取締役社長 田中隆様
からご講演をいただきました。田中様はまず自分の会社
が注文に応じていろいろな物を作るものづくりの便利屋
であるとご紹介されました。人工心臓やイルカロボット、
工事用の折り畳みパタコーンなどを製作したほか、さら
には学生に制作場所まで貸し出したりするとのことです。

7

『みつろう君』は香川県の盲学校の美術教師から視覚障
害者が絵を描けるグッズを作れないかという提案のＦＡ
Ｘを全国あちこちの会社に流したのに唯一応える形で開
発が進んだこと、体にも環境にも優しいみつろう（ハチ
の巣からとれるワックスから作る）を湯煎して溶かして
毛筆につけて描くアイデアから筆ペンの改良を行い、試
作品を製作したことをご紹介されました。万が一食べて
しまっても安全であり、描くのに失敗したときもヘラで
削って集めて再利用できること、描く対象もコピー用
紙・ガラス・樹脂など汎用性があると説明されました。

8

次第にマスコミに取り上げられるようになったこと、全
国各地でワークショップを開催し、場合によっては皇族
のご参加もあったと紹介されました。そして、市川ＬＣ
が寄贈した千葉県立盲学校で製作された作品やテレビ東
京で放送された番組を動画にてご紹介頂きました。

9

質疑応答では、Ｌ吉崎から体験希望が出されたほか、Ｌ
小野一郎からは改良の予定についてご質問頂き、田中様
はワイヤレスの筆ペンや小型の『みつろう君』も製作し
たいと答えられました。相野谷ＺＣからは『みつろう君』
の芯の部分はどこまで細くできるのかとご質問頂き、田
中様は細いとはがれやすくなるとご説明されました。田
中様、貴重なお話を誠に有難うございました。

10

ウィサーブのご発声はＬ村井にお願い致しました。Ｌ村
井は本日の講師及びゲストへの感謝の念を述べ、また市
川ＬＣ吉原Ｌともご同行した单三陸町「福興市」で津波
の現実に直面してきたと話されました。また最近はまっ
ていることとしてフェイスブックを紹介され、
「友達」を

4

増やしたいと希望を述べられて、高らかにウィサーブの
ご発声を頂きました。また、本日はＬ畠山より多数お酒
のドネーションを頂きました。誠に有難うございました。
11 会食中に多くのメンバーが『みつろう君』の体験をいた
しました。相野谷ＺＣも率先して体験されて感想を述べ
られていました。
12 また、桂前会長に国際協会からキー賞が贈られましたの
で、進藤会長より贈呈式を行いました。
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。Ｌ木下は１０月５日に死亡
したとされるアップル社のスティーブ・ジョブス氏を取
り上げ、一度会社を追放されていること、多数の名言を
残したこと、製品の質が高いこと、マーケティングは想
像の範囲を超えないとマーケティングしない方針である
ことなどをご紹介されました。また、iphone やｉPad な
どの商品を例として、既存の技術の組み合わせをユーザ
ー目線で組み替えて新製品を編み出すというジョブス氏
の姿勢を称賛されてテールツイスタータイムとしました。
14 ここで１０Ｒ２ＺＺＣ相野谷信之Ｌが登壇し、
「飛び入り
テールツイスターをします」と宣言され喝采を浴びまし
た。相野谷Ｌは、江戸時代の運気を上昇させるもののご
紹介として、自分の干支の真反対のものが運気が上がる
と述べられました。また、民主主義の一つの欠点として
多数決を挙げ、場合によっては未来を一人の卓越した先
見性のある人間についていくと伸びる場合があるとお話
しされました。
15 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２１００円、ドネーションが４４９００円で、
合計４７０００円でした。皆様有難うございました。
16 出席率の発表をＬ吉崎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
２１名、メークアップ１名、ゲスト・ビジター４名で出
席率は６６．７％でした。
17 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」を斉唱してお客様をお見送りしました。
例会終了後も、しばらく『みつろう君』を体験するメン
バーが何人も残りまして、大変盛況な例会でした。皆様
どうも有り難うございました。
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せたがや未来博ＰＲ出展報告
出席者

１０月１５日・１６日

於 世田谷区役所

１５日：進藤会長、L 今尾、L 石田、L 山本、L 吉崎、幹事亀川（６名）
１６日：進藤会長、L 小野景彦、L 須藤、L 手塚、幹事亀川
（５名）

１．１０月１５日（土）と１６日（日）に世田谷区役所に
てせたがや未来博が開催され、中庭にて当クラブから
はＰＲブースを出すとともに、震災被災地でもある茨
城県潮来のお米・野菜を販売することと致しました。
２．１０月１５日は潮来ＬＣから会長多田満Ｌと前会長白
鳥悦男Ｌがお越しになったほか、潮来市農政課の仲沢
正夫課長以下３名の職員の方も見えられました。設営
に入り、クラブのＰＲタイムも予定されていたのです
が、当日はあいにく朝から台風並みの強風が吹き、会
場のテントが倒れたりして朝９時には屋外企画の中止
が決定、残念ですがすぐに撤収と致しました。
３．翌１６日（日）はきれいに晴れ上がり、潮来市農政課
の仲沢正夫課長と沼田武男係長がお越しになって、潮
来のとれたてコシヒカリ『あやめちゃん』
、トマトやキ
ュウリ・シイタケやサツマイモなどの朝どり野菜、さ
らには道の駅で販売しているどら焼き『虹どら』や『お
米バウム』が販売されました。米については刈り取る
前に放射線量が検出されないことを証明する放射能検
査証が用意されていたほか、この日は米の量り売り、
ピーマンの袋詰め放題などがなされました。
４．当クラブからはクラブのアクティビティを紹介するパ
ネルを刷新し、
『世田谷ＬＣとは』
『尐年サッカー教室』
『ビオトープ』
『薬物乱用防止教室』
『障害者支援事業』
『チャリティー事業』
『潮来ＬＣとの合同食育アクティ
ビティ』『震災被災地支援事業（潮来）』の８枚のパネ
ルを展示いたしました。
５．この日はイベントへのお客の入りもよく、午前中には
トマトが完売したほか、午後は多尐の値引きの結果、
野菜は完売、米も一部を残してほぼ完売となりました。
６．当日は日比谷公会堂で行われた『ダメ。ゼッタイ。薬
物乱用防止大会』と重なり、メンバーがそれぞれ分担
して両方に参加したのですが、クラブＰＲ・震災被災
地支援としての被災地農作物販売ともにうまくいった
と思います。皆様おつかれさまでした。
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ダメ。ゼッタイ。薬物乱用防止大会報告
出席者

１０月１６日

於 日比谷公会堂

進藤会長、L 阿部、L 石田、L 小塚、L 西山、L 白石、L 山本、幹事亀川、
ほか同伴子供１５名、大人４名
（計２７名）

１０月１６日（日）日比谷公会堂にて、３３０‐Ａ地区
アクティビティであります、
『ダメ。ゼッタイ。薬物乱用防
止大会』が開催されました。子供たちにぜひ見てもらいた
いという趣旨もあり、全クラブあげての動員の結果、２０
００名を超える来場者で会場は埋め尽くされ、当クラブか
らも進藤会長以下メンバー８名とほかに子供１５名、大人
４名の計２７名が参加いたしました。
総合司会の東京ワンハンドレッドＬＣ阿部かな子Ｌの進
行により、第１部は始まりました。３３０－Ａ地区大石誠
ガバナーはご挨拶の中で来場された子供たちに対し、
「大切
なことをぜひ覚えて帰っていただきたい」と繰り返しお話
しされていました。
国連麻薬犯罪事務局事務局長特別顧問の藤野彰様による
基調講演は大人向けともいえるかなり専門的な薬物乱用防
止講座で、続いて東京葛飾ＬＣの舘親光Ｌはわかりやすく
７つの方針を挙げられました。
そして今回の目玉の一つである、薬物に誘惑される子供
たちが断れるようになるための寸劇が行われました。東京
江戸川東ＬＣ茅島純一Ｌによる司会・解説により、中学生
か高校生と思しき子供がサラリーマン風のバイニンや先輩
風バイニンに誘惑され、受け取ってしまうところと、逆に
いろいろな技を使って断るところの見本が演じられました。
当クラブが池尻小学校における薬物乱用防止教室で行って
いる寸劇がこの東京江戸川東ＬＣからシナリオを頂いたこ
ともあり、本家本元の演技は迫真に迫るものでした。続い
て江戸川区の中学生が３名壇上に上がり、それぞれバイニ
ンを撃退するロールプレイを行いました。執拗に断って最
後蹴って逃げる生徒、最初から話を聞かずに逃げる生徒、
そしてうまく話をすり替えて帰ってくる生徒と三者三様の
断り方に、会場から拍手が沸き起こりました。
後半の第２部は、ミニコンサート。松原美香 with プリモ
が子供たちにもなじみの深いディズニーなどの音楽を行い、
明治小学校マーチングバンドは「ライオンズクラブの歌」
「ライオンズヒム」
「マルマルモリモリ」などを演奏したほ
か、日本女子サッカーなでしこジャパンの佐々木監督から
のビデオメッセージもあり、大変充実した薬物乱用防止大
会でした。
当クラブにおける薬物乱用防止教室は２０１２年１月池
尻小学校にて開催する予定です。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ １０月１３日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

東京立川ＬＣ講師例会参加報告

１０月１３日（木）、立川クレストホテルで開催され
た１３Ｒ１Ｚ東京立川ＬＣの例会に例会訪問致しまし
た。私が例会訪問を数多く行っているのをご存じの東
京立川ＬＣ所属でキャビネット副幹事でもある松尾昭
俊Ｌにお許しを頂き、訪問してまいりました。東京立
川ＬＣは結成４７周年と歴史も長く、現在の在籍者も
７１名と人数も大変多いクラブです。
まず１２時から１３時まで昼食タイムということで
この日はカレーバイキングを頂きました。通常例会に
訪問しますと各クラブの運営の違いがよく理解できて
面白いのですが、東京立川ＬＣでは例会の最初に会
長・第１第２副会長とゲスト・ビジターは揃って登壇
している形をとるのです。驚きました。開会から会長
挨拶を挟んでビジター挨拶まで壇上におりましたので
いつもと違う角度で写真を撮ることができました。
「例会審議」では司会席が会場後部に設けられ、ひ
とつひとつ審議事項が丁寧に説明されました。幹事報
告と委員会同好会報告に続いて、テールツイスタータ
イムのなかでゲストである大山団地自治会長佐藤良子
様による講演が行われました。
佐藤様は日本で初めての団地の女性自治会長である
こと、自治会費以外に公園管理や外部の駐車場管理な
どのビジネスをやっていて潤沢な自治会運営費を稼い
でいること、葬式などは自治会葬を取り入れて非常に
廉価で行っている（32000 円）こと、高齢化が進んでい
るので各自が両隣を見る形の見守り体制をとっている
ほか、新聞社や電気ガス水道の検針で不審なことがあ
ると２４時間対応の自治会長携帯に電話が入るシステ
ムを導入したため、団地の最大の課題である孤独死が
ゼロになったと話されました。そしてメインスピーチ
である、東日本大震災被災者受け入れの話になりまし
た。団地で１８０名、立川市で３００名の被災者を早
期から受け入れ、市に相談して支援金受け入れ口座を
作ったこと、受け入れた被災者にいち早く現金支給を
行ったこと、被災者の希望を取り入れ、富士山旅行を
観光バス２台仕立てで行い、夜通し被災者とお話しし
たことなどお話し頂き、大変感動してしまいました。
東京立川ＬＣの皆様、お世話になりまして誠に有難う
ございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆ １０月２０日３３２－Ｃ地区

②
单三陸志津川ＬＣ例会参加報告

さる１０月２０日（木）、宮城県单三陸町に行ってまい
りました。７月３１日、９月１３日、９月２５日に続い
て４回目の訪問となります。本日はかねてから希望して
おりました、３３２－Ｃ地区４Ｒ３Ｚ单三陸志津川ＬＣ
（以下、志津川ＬＣ）の例会に訪問致しました。世田谷
区の自治体としての職員派遣が多かったというご縁で次
第に单三陸町への訪問が増え、当クラブとしてもどのよ
うなアクティビティができるか、現地の声を直接お聞き
して検討したいというのが理由です。また、訪問に先立
って志津川ＬＣ幹事佐藤真一郎Ｌが本職の写真家として
製作した单三陸町津波の前後を記録した写真集が送られ
てまいりましたので、この写真集をクラブのために５０
冊購入する目的もございました。
この日はきれいに晴れ上がり、気温も上がってむしろ
暑いくらいでした。宮城県北東部に位置する单三陸町は
人口１７０００人のうち２０００人以上が流出し、津波
の被害は甚大です。しかし、前回訪れた時に比べて（ま
だまだとはいえ）瓦礫もかなり片付いた感がありました。
志津川ＬＣも事務局・例会場が津波の被害を受けました
が、震災まもなく８複合サポートチームの支援でコンテ
ナハウスが新事務局兼例会場として設置されています。
この日は東京ヒルズＬＣから贈呈されたコピー機が事務
室にあったほか、ボランティアに発見され、数日前に届
いたというクラブ旗が例会場の室内に飾られていました。
例会式次第を見ますと、富山・石川・栃木・東京・沖
縄など全国各地から志津川ＬＣへの支援が行われており、
ライオンズの繋がりの強さに改めて感動を覚えました。
まず理事会にて、余目ＬＣ・駒込ＬＣによるさらなる
復興支援のアクティビティや、支援物資を保存していた
倉庫の整理の計画についてご説明があり、滞りなく承認
されました。また津波の影響で遠方に避難した志津川高
校の生徒たちがバス通学するにあたってバス停付近の街
路灯がなく真っ暗になっているとの高校ＰＴＡからの情
報提供について、街路灯ほどは高価でなく設置可能な防
犯灯についての提案などもありましたが、設置後の維持
管理の問題もあり、町と充分に協議していくとの方針と

9

（進藤会長）

なりました。
続いて行われた例会では、理事会審議事項のご承認の
ほかに、津波で流れてしまった５０周年記念例会の開催
が提案され、開催の方向で前向きに検討されることとな
りました。私もご挨拶のお時間を頂戴しましたので例会
訪問の意図をご説明し、些尐ではございますが１０万円
を小坂会長に直接手渡してまいりました。
お昼にお弁当を頂きながら、簡易型太陽光パネル式防
犯灯を見せていただきました。非常に軽量小型でこれな
ら多数設置することも不可能ではないと考えました。
その後、９月１３日にもお世話になりました、おもち
ゃの図書館「いそひよ応援団」の鈴木清美様に单三陸町
をご案内していただきました。前回見学致しました「の
ぞみ福祉作業所」については町役場のそばに転居後の建
物の工事が始まっていること、また「いそひよ応援団」
の建物を建てる候補地も決まったとのことで、ご案内頂
きました。入谷公民館から程ない位置に候補地はありま
した。主たる街道から近く目立つ場所であり、おもちゃ
の図書館のみならず、障害児だけでない多くの人が立ち
寄れるような場所を目指したいと鈴木さんはおっしゃい
ました。そのほか２９日にチャリティーコンサートが開
催される「ひころの里」のふれあい広場や、今後宿泊が
可能となる、以前の小学校の建物を利用して建てられた
宿泊施設「さんさん館」、さらには復興のシンボルである
鉄製タコ型の文鎮「オクトパス君」を製造しているＹＥ
Ｓ工房、さらには入谷中学校校庭を利用した仮設住宅や
「思い出探検隊」が津波にさらわれた写真やアルバムを
転じたとされる入谷中学校をご案内くださいました。
志津川ＬＣの皆様、
「いそひよ応援団」の鈴木様、大変
お世話になりまして誠に有難うございました。今月末に
はまたチャリティーコンサート及び『福興市』に複数の
クラブメンバーとともにお伺いする予定です。今後とも
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

☆ １０月２１日わんぱくクラブ育成会バザー準備ミーティング参加報告

（Ｌ須藤）

来たる１１月２０日(日) 、三軒茶屋ふれあい広場にて、今年もわんぱく育成会による『わん
ぱくまつり』が開催されます。そのため、１０月２１日(金)に開催されました、わんぱく育成会
秋祭りバザー準備ミーティングに当クラブ障害者支援事業委員であるＬ須藤が参加して参りま
したのでご報告します。
今回のミーティングの主な内容は、出店予定の模擬店の詳細内容、販売価格の確認と模擬店、
バザーブースの人員配置の確認でした。出店内容等につきましては、当日お楽しみいただきなが
らご確認いただけるものとして、私がこのミーティングに参加させていただき、感じた事を記述
させていただきます。
おまつりは雨天決行なのですが、ステージで行われる出し物は中止になります。しかしながら、
出演予定だった方への出演料は支払われるそうです。雨となれば当然客足も減尐し売り上げも目
標を達成できないでしょうし、模擬店でも売れ残りなどが発生し仕入れ損も発生すると思われま
す。そうした場合、せっかくのチャリティー企画は一体どうなるのでしょう・・・。そして、こ
うしたミーティングの際、資料が手書きであったり、去年の分析値が感覚によって得られたもの
であったり、とかなり手探りな印象を受けました。今回はブースの人員配置・タイムスケジュー
ルに変更があり、手書きのタイムスケジュール表を書き直すとの事でしたので、パソコンで作成
して差し上げる事にしました。こうした事をお手伝いする事でみなさんが別の作業に取り掛かる
事が出来たなら、と思ったのですが、実際どこまでお手伝いして良いのでしょうか？また、利益
追求に従事する企業人である私たちは、こうしたイベントの運営にももっと携わった方が良いの
でしょうか・・・。みなさまにアドバイスいただきたく思いました。
なお、前日は朝９：３０より、テントの設置等準備があります。ぜひ、お時間お繰り合わせの
上、お集まりいただきますようお願い申し上げます。

■ 行事予定
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

於：区内障害者施設

４日（金）13：00～障害者施設見学ツアー

１１月１３日（日）18：00～１１月第１例会（移動例会）
１１月２０日（日）
わんぱくクラブ育成会バザー
１１月３０日（日）18：30～１１月第２例会（講師例会）
１２月１１日（日）18：30～１２月第１例会（クリスマス家族例会）
１２月２１日（水）18：30～１２月第２例会（講師例会）

■ 幹事

於：箱根 ホテル河鹿荘
於：三軒茶屋
於：目黒雅变園
於：ザ・キャピトル東急
於：目黒雅变園

亀川より一言
世田谷ライオンズクラブの皆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。
先日開催されました薬物乱用防止大会におきましては、皆様のご協力、
本当に有難うございました。我がクラブからもメンバー８名含め２７名
の方に参加して頂きました。.途中参加者数が予定以上になり会場収容者
数を上回ったとのことで参加希望者の方でもご参加頂けなかった方々も
いらっしゃいまして、大変ご迷惑をおかけしました事をお詫び申し上げ
ます。
さて、１１月第１例会（移動例会）は、初めて箱根河鹿荘にて行われ
ます。また、あくる日はゴルフ同好会のコンペも行われます。 出欠の遅
れているメンバーの方、もしくは欠席で出しているが行ける事になった、
などのメンバーの方は、お早めにご連絡を事務局までお知らせくださる
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よう、どうぞよろしくお願い申しあげます。
幹事Ｌ亀川

