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極めよう！奉仕の真髄 広げよう L 字の絆！We Serve
会長挨拶

トピックス

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
★１１月３０日（水） 於：目黒雅叙園
有難うございます。
第 ８ 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
先日は箱根で実施した移動例会に、地元３
第 1167 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
３０－Ｂのライオンズからお客様が多数お越
講師例会（ＯＳＥＡＬ報告例会）
し頂き、誠に有難うございました。普段とは
今回はＬ藤原のご紹介で竹久みなみ様にゲ
違う遠方での宴会、３３０－Ｂ地区第一副地
ストスピーチを頂く予定でしたが、お怪我
区ガバナー佐藤精一郎Ｌの粋な計らいで芸者
のため年明けまで延期とさせていただきま
の方々にもお越しいただき、楽しい移動例会
す。替わりに 24 日から 27 日までＯＳＥＡ
となりました。概ね楽しく過ごせたのですが、
Ｌに行った進藤会長からＯＳＥＡＬの報告
同時に一部羽目を外したメンバーをうまく制
を頂きます。皆様ご理解ご了承のほどよろ
御することができず、お客様に不快な思いを
しくお願いいたします。
させてしまい深く反省しております。
★１２月１１日（日）於：ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙ東急
さて、１１月２４日から２７日までフィリ
第 1168 回 例 会 １５：００〜１８：００
ピンで開催された東アジア東南アジア（ＯＳ
クリスマス家族例会
ＥＡＬ）フォーラムに参加して参りました。
場所：ザ・キャピトル東急ホテル
多くの会議を傍聴し、ライオンズについて学
千代田区永田町２－１０－３
ぶとともに、他国のライオンとも交流を深め
０３－３５０５－０１０９
て得難い体験をしてまいりました。ＯＳＥＡ
Ｌ小塚のご尽力でｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙ東急ﾎﾃﾙにて行
Ｌフォーラム参加の機会を与えてくださった
います。Ｌ杉村率いるバンドの演奏を頂き
クラブメンバーの皆
ます。ご家族・ご友人ご同伴大歓迎ですの
様に深く感謝します
で是非お誘いあわせの上ご参加ください。
とともに、得た体験を
（会 費 メンバー5000 円 同伴 10000 円
きちんと還元したい
中高生 5000 円、小学生以下無料）
と考えております。次
★１２月２１日（水） 於：目黒雅叙園
回ＯＳＥＡＬは福岡
第 ９ 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
開催となりますので
第 1169 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
多くのメンバーで参
講師例会
加できればと思いま
今回は進藤会長のご紹介で中国美術商の左
す。どうぞよろしくお
明貴子様にゲストスピーチを頂く予定です。
願い申し上げます。

◎ 次回 理事会・例会等のご案内
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第７回理事会および第１１６６回例会（移動例会）報告 １１月１３日
出席者

於

河鹿荘

進藤会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 中村、L 老田、
L 小野景彦、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 吉崎、幹事亀川、
３３０複合地区ガバナー協議会前議長 桜井孝一 L、
３３０－Ｂ第一副地区ガバナー 佐藤精一郎 L、
３３０－Ｂ第二副地区ガバナー 川手寅平 L、
山梨アカデミーLC 会長 松本善万 L、
事務局佐々木
（メンバー１７名、ビジター４名、事務局１名 計２２名）

1

第７回理事会および第１１６６回１１月第１例会（移動
例会）が、１１月１３日（日）１７：３０より、箱根河
鹿荘にて開催されました。この日の箱根は紅葉にはまだ
尐し早い感じでしたが、大変良く晴れて気持ちの良い日
でございました。早めに到着したメンバーは温泉に入っ
たり、麻雀にいそしんだりしました。
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さて、本来は理事会を先に行う予定でしたが、諸般の事
情により、例会中に理事会審議事項を検討することと致
しました。亀川幹事の司会のもと、開会の挨拶を進藤会
長が行いました。進藤会長は先般山梨アカデミーＬＣに
例会訪問しようとして３３０－Ｂ地区キャビネット会議
懇親会に参加し、今回移動例会で４名のお客様をお迎え
することになった経緯と他地区のお客様をお迎えできる
喜びを話されてご挨拶とされました。
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続けて進藤会長よりお客様のご紹介を行いました。本日
は移動例会に地元３３０－Ｂ地区より３３０複合地区ガ
バナー協議会前議長桜井孝一Ｌ、３３０－Ｂ第一副地区
ガバナー佐藤精一郎Ｌ、３３０－Ｂ第二副地区ガバナー
川手寅平Ｌ、山梨アカデミーＬＣ会長松本善万Ｌの４名
にお越しいただきました。また佐藤Ｌのご紹介で芸者さ
んも５名ご紹介頂きました。お忙しいところ移動例会に
お越しいただき、誠に誠に有難うございました。

4

お客様からご挨拶を頂戴しました。３３０複合地区ガバ
ナー協議会前議長桜井孝一Ｌはご挨拶の中で３３５地区
で起きた不祥事について触れられ、８複合サポートチー
ムによる震災支援のスキームを資料を基にご説明頂きな
がら、不祥事がサポートチームのスキームによらずに個
人が直接やり取りしたなかで起きてきたこと、ライオン
ズクラブとして今後も震災支援等真摯な活動を継続して
いくことで信頼を回復する必要があることなどを述べら
れ、ご挨拶とされました。
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5

３３０－Ｂ第一副地区ガバナー佐藤精一郎Ｌは、箱根で
行われる当クラブの移動例会にお越しになった経緯をご
紹介され、ご挨拶とされました。また、３３０－Ｂ第二
副地区ガバナー川手寅平Ｌはご趣味の俳句から、正岡子
規の俳句やご自分作の俳句をご披露されました。山梨ア
カデミーＬＣの松本善万会長は移動例会に参加できる期
待感を述べられご挨拶とされました。
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ウィサーブのご発声はＬ福島にお願い致しました。Ｌ福
島は４名のお客様に謝意を表し、高らかにウィサーブの
ご発声を頂きました。
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会食中に第７回理事会審議事項を検討しました。気仙沼
ＬＣにホットカーペットを贈る件につきましては進藤会
長よりご説明頂き、２０枚相当分の１３６０００円を送
金することが承認されました。
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また、１２月１日の東京シティＬＣチャリティゴルフに
つきましては進藤会長および亀川幹事よりご説明頂き、
クラブより１組出すことで、亀川幹事を中心にメンバー
を募ることとなりました。
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１１月１７日尐年サッカー教室実行委員会の開催につい
てご承認いただき、また１１月１９日・２０日のわんぱ
くクラブ育成会バザーへの出席者確認を行い、本日の審
議事項が拍手によって承認されました。皆様ありがとう
ございました。

10 豪華な料理を頂きながら和やかに懇談が行われました。
途中それぞれが席を移動し、懇親を深めました。その中
で芸者さんの遊びが紹介され、メンバーだけでなく、佐
藤Ｌ、川手Ｌも参加して大いに盛り上がりました。
11 中締めをＬ磯辺にお願いいたしました。当クラブ始まっ
て以来初めて、他地区のお客様をお迎えしての移動例会
を実施できたことに対する喜びと感謝を述べて中締めと
されました。
12 ２次会は同ホテル『バーディークラブ』にお客様を含む
全員で場所を移して行われました。カラオケを中心にほ
ぼ全員が歌を歌いました。歌によっては総立ちで踊るな
ど、大いに盛り上がりました。ただ、途中一部メンバー
が羽目を外し、お客様に不快な思いをさせましたこと、
深くお詫び申し上げます。
13 その後もホテル内のラーメン屋で締めのラーメンを食べ
るもの、再び麻雀を行うもの、幹事部屋に併設されたカ
ラオケルームでまた歌を歌うものなど、それぞれが夜遅
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くまで盛り上がりました。
14 多数のお客様のおかげで大変にぎやかで活気のある移動
例会でございました。おもてなしで至らぬ点も多々あっ
たかと存じますが、クラブ内でもクラブの在り方等につ
いてきちんと話し合い、今後に生かしていければと考え
ております。参加して頂いた皆様、どうも有り難うござ
いました。
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第２回少年サッカー教室実行委員会報告
出席者

１１月１７日

於 三軒茶屋プリズム

進藤会長、L 畠山、L 磯辺、L 小野一郎、L 吉崎、幹事亀川（メンバー６名）、
世田谷尐年サッカー連盟 渡辺征様 古川進一様
（ゲスト２名、計８名）

１． １１月１７日（木）１８：３０より障害者支援情報
センター三軒茶屋プリズムにて、今期第２尐年サッ
カー教室実行委員会が開催されました。世田谷尐年
サッカー連盟から渡辺征様と古川進一様にもお越し
頂きました。渡辺様から古川様をご紹介頂き、今期
は両者で担当し、来期からは古川様が中心となって
担当されるという予定とのことです。
２． 東京世田谷ライオンズクラブカップ／尐年サッカー
教室も今期第１０回を迎え、３月１０日（土）駒沢
オリンピック競技場の陸上競技場にて開催されます。
渡辺様から尐年サッカー教室の成り立ちや経緯につ
いて、単なる試合だけではなく青尐年育成事業とし
て尐年サッカー教室が同日実施される意義や、東京
世田谷ライオンズクラブカップが公式戦としての意
味合いを持っていることをご説明頂きました。
３． 本日時点の実施要綱をもとに協議を行いました。開
会式では参加する子供たちに集中して聴いていただ
けるよう、開会挨拶や来賓ご挨拶をできるだけ短め
にするようお願いすることと致しました。また、昨
年はゴール不足で苦労したので、今期は早めに陸上
競技場に手配をお願いすること、ボランティア的意
味合いになるかもしれないが今期も写真撮影及び販
売を行うことが承認されました。
４． 協賛企業の確認を行い、またおにぎりについては昨
年は１０００個としたところ若干不足気味だったの
で、今年は１２００個準備することと致しました。
５． 最後に渡辺様より、世田谷区の教育方針で区内小学
校が来年度より土曜日に一部授業が行われるように
なるとのご説明を頂きました。多くの小学校では第
２土曜日が、残りの小学校も第３土曜日などに授業
が行われるとのことで、来年度の開催日は日曜日が
望ましいとのことです。これを受けて、すでに世田
谷区に提出した競技場の手配依頼も「日曜日希望」
と書類を差し替える必要があるとわかりました。有
意義なご協議を有難うございました。
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わんぱくクラブ育成会バザー報告
出席者

１１月２０日

於 三軒茶屋ふれあい広場

１９日：進藤会長、L 須藤、L 手塚、L 吉崎、幹事亀川（５名）
２０日：進藤会長、L 西山、L 老田、L 須藤、幹事亀川（５名）

１．１１月１９日（土）１２：３０より三軒茶屋ふれあい
広場にて、知的障害者の居場所を作っているわんぱく
クラブ育成会バザー『わんぱくまつり』のためのテン
ト設営を行いました。当クラブからは実行委員長のＬ
須藤以下５名が参集し、設営を手伝いましたが、この
日はあいにくのどしゃ降りで、屋根のある通路に広げ
られるだけテントの骨組みを組み立てるだけの設営と
なりました。
２．しかし翌２０日（日）８：００には前日の荒天が信じ
られないほどきれいに晴れ上がり、残りのテント設営、
物資の運搬などの準備を無事スムーズに行うことがで
きました。
３．１０：３０から予定通り『わんぱくまつり』が開催さ
れました。最初にご挨拶の時間を頂き、ライオンズク
ラブや当クラブの活動についてご紹介致しました。本
年もミニコンサートやわんぱくクラブ育成会メンバー
によるパフォーマンスなどのほか、お好み焼き・焼き
そばなどの屋台が店をだし、大変賑わいました。
４．当クラブの当日の担当はＰＲということでございまし
て、進藤会長とＬ須藤がそれぞれピカチュウとウサギ
の着ぐるみを着て三軒茶屋の町に出て、ＰＲチラシを
配布いたしました。
５．１５：００に『わんぱくまつり』は終了し、撤収に入
りました。大勢でテントやテーブル・イスなどの片づ
けを行い、１６：００には船橋公文書庫にむけて物品
を積んだトラックが出ました。皆様、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
６．今後は１月２８日土曜日にわんぱくクラブ育成会チャ
リティーコンサートがあります。今年の出演者はサン
プラザ中野くん。さんです。昨年までは『２０歳を祝
う会』がありましたが、今年は２０歳を迎えたメンバ
ーがいないそうで、代わりに音楽に関連したイベント
を２月２５日土曜日に行うとのことです。またご協力
のほどよろしくお願い申し上げます。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆ １１月１４日

①

ゴルフ同好会第２回コンペ報告

１１月１４日（月）、箱根カントリー倶楽部にて毎年恒
例のゴルフ同好会コンペが開催されました。秋晴れの空
の下、前日の移動例会疲れにも負けず（笑）、１５名の方
にご参加頂きました。
箱根は関東屈指の名門コース。距離はたっぷり、適度
なアップダウン、グリーンは高速と、実力を要求される
本格的な丘陵コースです。その会場で大会を制したのは
Ｌ小野景彦。４０・４２のグロ８２、ハンディキャップ
９とトップハンディを背負っての見事なベスグロ優勝、
まさに完全勝利でした。準優勝は会場のご手配にもご尽
力頂きましたＬ西岡文博。さすが地主様です。３位はＬ
白石正美。書道でもご活躍ですが、筆をクラブに持ち替
えてもこの成績とはまさに文武両道、お見それいたしま
した！上位３名はグロス（ハンディキャップ抜き）の成
績でもトップ３、難コースになると、フロックは無いと
いうことですね。そして次回注目株は、４位のＬ畠山勝
弥。ハンディ３６ですが、過去平均スコアを１０打以上
縮める大健闘でした。
成績はともあれ、抜けるような秋晴れの温かな日に、
ケガもなく、気の置けない仲間と楽しい１日が過ごせた
ことが何よりでした。ご参加頂きましたみなさま、あり
がとうございました。
さて、次回は１２月１４日（水）東急ファイブハンド
レッドクラブにて開催されます。こちら私は初めてのコ
ースですが、メンバーシップの超名門コースと伺ってお
ります。楽しみですね～。日々精進を重ねて臨みたいと
思います。スポット参加も大歓迎です。多数のご参加、
お待ちしております！
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（Ｌ今尾）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １１月９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京晴海ＬＣ例会訪問参加報告

１１月９日(水)、ホテルマリナーズコート東京にて
開催された東京晴海ライオンズクラブの通常例会に訪
問致しました。８月に参加しました東京ワンハンドレ
ッドＬＣ納涼例会で東京晴海ＬＣ幹事の石丸忠男Ｌと
席が隣同士となり、例会訪問の約束を取り付けたので
した。
東京晴海ＬＣの例会は第１例会は第２例会に比べ軽
いお食事とのことでしたが、しっかりとしたお料理が
でました。しかし当クラブと異なり、第１例会ですが
「ライオンズクラブの歌」ではなくて「ライオンズヒ
ム」を歌ったほか、「ライオンズの誓い」の朗読の時間
があるなど、やはり各クラブの例会のしきたりの違い
を体感できました。
東京晴海ＬＣはテールツイスタータイムが充実して
おりまして、①世間は電力不足ということであるが本
当か、②君が代の２番の歌詞と作者について、③琉球
における君が代の歌詞について、④真珠湾攻撃の時の
リアルな情報、⑤さまざまな血液型と骨髄バンクの適
合性について、⑥人間の血液の流れる量と心臓の大切
さ、など豊富な知識がテールツイスターの知野秀雄Ｌ
からご紹介されました。
一番驚いたのは「また会う日まで」のときで、起立
はするものの、全員で手をつないで大きな輪を作るこ
となく普通に歌い始めたと思っていたのですが・・・・
♪かたき握手のうち・・・・
の歌詞のところから、「ここから握手をして回るので
す」と西崎修治会長に言われて仰天、「次々と相手を換
えて１対１で握手をして回る」という流儀なのだそう
で、しかも「できるだけ多くの人と握手をして回って
ください」ということでした。こんなパターンもある
のか！と誠に驚きましたが、これはこれで大変素敵な
「またあう日まで」のやり方で、いつかどこかで取り
入れてみたいと思うようなものでした。
例会訪問は本当に勉強になるなあと感じた夜でした。
その後、知野秀雄Ｌに２次会に連れて行っていただき、
ライオンズクラブについて熱い思いをうかがい、いろ
いろと触発されるものがありました。東京晴海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

☆ １１月１０日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

東京新橋ＬＣ例会訪問報告

１１月１０日（木）、帝国ホテルにて開催されました、
東京新橋ＬＣの例会に訪問致しました。現在の五十嵐会長
がリーダーシップ研修で一緒だったこともあって、以前よ
り例会訪問を希望していて、国際理事委員会の浅井副委員
長からもお誘いを頂戴しまして、念願の例会訪問にこぎつ
けました。この日は、同じゾーンの東京芝ＬＣ会長須藤修
Ｌと東京浜松町ＬＣ会長新井進Ｌ及び幹事三宅泰雄Ｌが
表敬訪問していらっしゃいました。三宅ＬはＹＥ委員会の
セミナーでよくお見かけするのでほっと致しました。
さて、東京新橋ＬＣは歌の伴奏が生オルガン演奏、さら
に「ライオンズクラブの歌」の歌詞カードが大変大きい布
でした（写真にてご確認ください）。そして、会長挨拶・
来賓挨拶のあとに、ウィサーブの掛け声ないまま会食が始
まりましてお弁当を頂くという流れ。クラブによって例会
の進行って本当に違いますね。
そしてしばらくして、ゲストによる講演を頂きました。
来日２４年という左明貴子氏は流暢な日本語を操り、パワ
ーポイントや配布資料、さらにはカタログ等を持参して
「中国美術品市場」についてわかりやすく説明してくださ
いました。名刺交換の際に伺ったところでは、講師の左明
貴子氏は世田谷区用賀在住とのこと、自分の住所ともとて
も近く、思わず盛り上がって、「いつか世田谷ＬＣでもゲ
ストスピーチしてください」とお願い致しました。
さて、毎月２回以上の例会訪問を(勝手に)自分に課して
おり、これで今期１３クラブ目の例会訪問という話をご挨
拶でしたところ、「１４クラブ目になってもいいよ」と東
京浜松町ＬＣ幹事の三宅Ｌがおっしゃって、１２月に訪問
の約束があっという間に成立いたしました。
２次会にも連れて行って頂いたのですが、そこで東京新
橋ＬＣの驚くべきクリスマス例会について教えて頂きま
した。帝国ホテルの料理以外にたくさんの屋台が出るほか、
ラッキーカードの賞品総額も半端ではなく、概算でも当ク
ラブの１０倍ほどの予算でしたので思わず目が点になっ
てしまいました。当クラブではビンゴが多いのですがラッ
キーカードもいいかもしれませんね。
とにかく大変楽しい時間を過ごすことができました。
東京新橋ＬＣの皆さま、誠に有難うございました！
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １１月１１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告

２０１１年１１月１１日（金）南国酒家迎賓館にて第４回３
３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会が開催され、亀川幹事
と副幹事Ｌ畠山が参加いたしました。
まず、急逝されました恵比寿ＬＣの故 宮野和夫Ｌに黙祷を
捧げ、新幹事の奥野辰夫Ｌよりご挨拶を頂きました。続いて、
「３３０Ａ－１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会」の名称で、東日本大
震災復興義捐金（４４０，２７８円）をＬＣＩＦに振込する事
で決定しました。福島・宮城・岩手に配賦されるとのことです。
また、１１月１２日の海の森プロジェクトへの参加について、
２０１２年２月８日ＡＰ西新宿で開催予定のアイバンク協会
認定サポーター養成講座及び推進セミナーについてのご案内、
気仙沼ＬＣよりホットカーペット（２畳用）２００枚について
支援の要請を各クラブで検討することがそれぞれ協議されま
した。また、ＹＥ委員会より募集パンフレットの紹介と参加要
請がなされました。
その後、各クラブからのアクティビティ等の報告がありまし
た。まず１Ｚからは、渋谷ＬＣは福島いわきＬＣへガイガーカ
ウンターを２５台（ロシア産￥２８，２００－）を持参するこ
とが紹介されました。原宿ＬＣからは、トレヴァンコンチェル
トへの参加への御礼がありました。恵比寿ＬＣは物故者及び退
会者があり厳しい活動ですが、恵比寿駅前の恵比寿像前募金で
集まった約９万円を青尐年育成の費用に使い、「５０周年まで
頑張る」とのこと。代々木ＬＣは平均年齢が７２才なのでメン
バー増強に力を入れており、渋谷中央ＬＣは「ダメ ぜった
い！」薬物乱用防止を区立原宿中学校にて開催したとの報告。
続いて２Ｚでは、セントラルＬＣが東北、岩手県に対して義
捐金を送る予定にしている。三軒茶屋ＬＣは気仙沼ＬＣよりホ
ットカーペットの要請があったが新品ではなく中古品でも良
いからと集めているとのこと、神宮前ＬＣは盲導犬募金を開催
したことと会員増強に力を入れていること、代官山ＬＣは「め
んそーれ例会」開催したこと、会員増強に力を入れていること
が紹介されました。
わが世田谷ＬＣは先日の「会員増強例会」をご紹介し、他ク
ラブでも取り入れてみてはどうかと提案したほか、南三陸町の
障害者施設への支援活動などについてご紹介いたしました。
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（Ｌ畠山）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １１月１８日

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

南三陸町障害者施設訪問報告

１１月１８日（木）、また新幹線とレンタカーを乗り
継ぎ、南三陸町に向かいました。今期６回目の訪問に
なります。前回の訪問時にベイアリーナのそばに移転
してきた知的障害者施設『のぞみ福祉作業所』を訪問
するのが主たる目的でした。
いつものようにくりこま高原駅に午前中に着いたの
ですが、毎回お世話になる『いそひよ応援団（おもち
ゃの図書館）』の鈴木清美氏と訪問は午後 1 時にと約束
しまして、時間が尐しありましたので石巻まで足を延
ばしてみました。石巻港周辺は建っている家もあるの
ですが、よくみると１階部分は浸水したり半壊状態だ
ったりで、建物が残っている分ヘドロの掻き出しが大
変だったのだとあとで鈴木さんに教わりました。
南三陸町に戻ってきてベイアリーナに着くと見知っ
た方が歩いていました。「小坂さーん！」そう、南三陸
志津川ＬＣの小坂会長だったのです。小坂Ｌは鈴木さ
んの同級生。偶然に驚きながら、再会を喜びました。
移転した『のぞみ福祉作業所』では育成会（知的障
害者の親の会）から受注したという紙漉きはがきの作
成とステンシルＴシャツづくりを行っていました。残
りのメンバーは以前見学させていただいた畑で農作業
をしているとのことでした。畠山光浩所長に今後の予
定等を伺うと、もう１棟別団体の助成により建物を建
てる予定ですが、とにかく作業がほしいとのこと。と
りいそぎ、はがき作成や封入作業の発注なども考えら
れますが、後々のために、販売先も含めて新しい自主
製品を製造するような作業ラインを考えてそのための
資材や機械を提供することもアイデアとして浮かびま
した。農作業組が戻るころ作業所を辞去しました。
その後、鈴木さんのご厚意で南三陸町の水産施設や
町中に新しくできてきた海苔販売店や床屋などのお店
をご案内頂きました。瓦礫はかなり片付いてきたとは
いえ、お客様の確保が大変と考えられましたので、海
苔店でお土産を買い、先日のソフトクリーム屋にも寄
って注文し、また床屋で髪を切って帰りました。
今回の視察では当クラブの大きな震災被災地支援ア
クティビティにつながるようなヒントを得たように思
います。鈴木さん、小坂会長、のぞみ福祉作業所の皆
さん、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

⑥

☆ １１月１９日東京蒼天ＬＣチャリティボウリング大会参加報告
１１月１９日（土）１７：３０～東京蒼天ＬＣＣＮ１周
年記念「東日本大震災被害者支援」チャリティ ボウリン
グ大会に亀川幹事が蒼空ＬＣ三根敬夫会長とご懇意にさ
れているとのご縁で、世田谷ＬＣからは進藤会長、亀川幹
事、Ｌ吉崎そしてＬ畠山で参加してまいりました。他には
１６クラブ３４名、そして東京蒼天ＬＣメンバー１２名さ
らにゲスト３１名の総勢８１名にてチャリティ ボウリン
グ大会が始まりました（中には見学の方もいらっしゃいま
したが）。スタート時、世田谷ＬＣメンバーの気合いが入
りすぎて（？）…機械が壊れてしまい、レーンを交替して
のスタートと成りました。今回のルールでは、第一ゲーム
の１フレーム目はいつも投球する逆の手で投球いうルー
ルにもかかわらず進藤会長はストライクと素晴らしいス
タートでした（裏話はありますが）。合計２ゲームにてチ
ーム戦、個人戦にての大会でした。
大会が終わると新宿ミラノボウル４階にて懇親会及び
成績発表が行われました。まずは、蒼天ＬＣ三根敬夫会長
からのご挨拶があり、伊達めぐみＬの司会にて来賓紹介、
前エクステンション委員長（ワンハンドレッドＬＣ 長井
隆充Ｌ）１Ｒ３Ｚゾーンチェアパーソン（ワンハンドレッ
トＬＣ小池一道Ｌ）よりご挨拶があり、大会の主旨でもあ
る「「東日本大震災で親を亡くした子供達へ育英資金」
（あ
しなが育英会へ）三根会長より目録贈呈などが行われまし
た。蒼天ＬＣの渡邊Ｌによる「We Serve」ご発声にて楽
しい宴がスタートしました。
結成１年とは思えないほど東京蒼天ＬＣメンバーはみ
んな仲が良くとても結団力があるクラブと感じました。成
績発表では私たち世田谷チームは気合いで戦ったのです
が…残念ながら賞には絡まず残念な結果と成ってしまい
ました。次回はもう尐し練習して参加しようと、世田谷メ
ンバーで夜の歌舞伎町にて団結力のある反省会をしてき
ました。（笑）
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（Ｌ畠山）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

☆ ＯＳＥＡＬ参加報告

⑦

その１

（進藤会長）

１１月２４日から１１月２７日までフィリピンのマニラ・パサイ市にて開催されました、第
５０回ＯＳＥＡＬフォーラムに参加して参りました。詳細は次号から何回かに分けてご報告する
予定ですが、取り急ぎＬ進藤の参加したプログラムについてご報告しておきます。
★１１月２４日（木） 大会登録（ＳＭＸコンベンションセンター）。３３０－Ａウェルカムデ
ィナー（マニラ北京ガーデン）、コーカスミーティング（ソフィテルホテル）参加。
★１１月２５日（金） 第１回協議会議長とガバナーの会議傍聴、国際会長とガバナーの会議傍
聴、開会式（ＳＭＸ）、３３０－Ａガバナー主催晩餐会（ペニンシュラホテル）参加。
★１１月２６日（土） 第２回協議会議長とガバナーの会議傍聴、第１国際副会長と第１副地区
ガバナーの会議傍聴、第２国際副会長と第２副地区ガバナーの会議傍聴、国際会長とクラブ会長
の会議参加、ジャパンセミナー参加、ＯＳＥＡＬ福岡大会レセプション参加（ＳＭＸ）、国際会
長晩餐会（マニラホテル）参加。
★１１月２７日（日） 第３回協議会議長とガバナーの会議傍聴、閉会式参加（ＳＭＸ）。帰国。
大変勉強になる有意義なフォーラムでした。東アジア東南アジアにおける国際理事候補の紹介や
第２国際副会長候補の紹介があったほか、ジャパンセミナーでは今後の日本ライオンズクラブの
将来について貴重なご発言を拝聴いたしました。次回からの詳細なご報告をご期待ください。

■ 行事予定
１１月３０日（日）18：30～１１月第２例会（ＯＳＥＡＬ報告例会）
１２月 ５日（月）13：00～第６回障害者施設見学ツアー
１２月１１日（日）15：00～１２月第１例会（クリスマス家族例会）

於：目黒雅变園
於：区内障害者施設
於：ザ・キャピトル東急

１２月２１日（水）18：30～１２月第２例会（講師例会）

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、いつもお世話になっております。
最近、一年ぶりに会った現場監督と打ち合わせをしているうちに、
「賢さん、どうしちゃったの？」（よく賢さんと呼ばれています）（笑）
「えっ！なにが？」
・・と私が返すと「いやいや！」
・・などと言う会話が
暫らく続いたのですが、結局その時は「賢さん！どうしちゃったの？」の
意味は聞き出せなかったのですが、後で聞いた話では、容姿は変わらない
けれど、まるで別人と話しをしているみたいだ！と思ったらしいのです。
それを聞いた私が一番驚いたのですが、おそらく、ライオンズクラブに
入会させて頂いてから、何かが自分の中で変わってきているのだろうと私
は思いました。皆さん、このような経験は無いでしょうか？自分では気が
付かなくとも、きっと回りの方は、その変化に気が付いていると思います。
取り止めのない話になりましたが、最近私が不思議に思った話でした。
さて、１２月のクリスマス家族例会が近づいて参りました。進藤会長と
共に皆様が楽しんで頂けるようなアトラクションも思案中でございます。
是非共、ご家族または御友人をお誘いのうえ、ご参加下さい。
幹事 Ｌ亀川
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