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2011-2012年度  第１０号                ２０１１年１１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 

★１２月１１日（日）於：ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙ東急 

第 1168回 例 会 １５：００〜１８：００ 

クリスマス家族例会 
 場所：ザ・キャピトルホテル東急 

    千代田区永田町２－１０－３ 

    ０３－３５０５－０１０９ 

Ｌ小塚のご尽力でｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急にて行

います。日曜日ということもあり、時間が

15 時から 18 時となっておりますのでご注

意ください。Ｌ杉村率いるバンド「サチ＆

エツコ クインテット」の演奏を頂きます。

ご家族・ご友人ご同伴大歓迎ですので是非

お誘いあわせの上ご参加ください。 

（会 費 メンバー5000 円 同伴 10000 円 

中高生 5000円、小学生以下無料） 

★１２月２１日（水） 於：目黒雅叙園 

第９回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1169 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

講師例会（例会） 

今回は進藤会長のご紹介で中国美術商の左

明貴子様にゲストスピーチを頂きます。メ

ンバーの皆様、是非ご出席くださいますよ

うお願い申し上げます。 

★１月のアクティビティ 

・１月１０日（火）障害者施設見学ツアー 

・１月２８日（土） 

わんぱくクラブ育成会ﾁｬﾘﾃｨｰコンサート 

・１月３１日（火）薬物乱用防止教室  

    

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。早いもので１２月となり

各クラブでクリスマス例会が開催される時期

となりました。当クラブもＬ小塚のご尽力に

より初めてザ・キャピトルホテル東急でクリ

スマス例会を開催致します。当クラブメンバ

ーであり長く音楽活動をされているＬ杉村の

バンド演奏をお楽しみ頂きたいと思います。 

さて、クラブ結成４８年目ということもあ

り、今期重視していることがございます。例

年行う各種アクティビティの継承、来るべき

５０周年に向けての準備、さらに震災支援ア

クティビティの構築などです。生活の中でも

かなりのエネルギーを割いており、自らの仕

事とのバランスも難しさを感じる日々です。

クラブ運営でもなかなか行き届いた配慮がで

きず、自らの力不足を痛感しておりますが、

しかしながら逆にその都度にクラブメンバー

の皆様に強く支えて頂いて、様々な壁を一つ

一つ乗り越えてきているということを実感し

ております。クラブとして協力し合う、ここ

にライオンズクラブの

醍醐味があると思うよ

うになりました。一年の

苦労ののちに得られる

喜びと成長を信じてさ

らに邁進したいと思い

ますので今後ともよろ

しくお願い申し上げま

す。 
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第８回理事会報告          １１月３０日  於 目黒雅叙園「清風」 

出席者 進藤会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 桂、 

L 小塚、L 中村、L 西山、L 小野一郎、L 大竹、L 白石、L 須藤、L 鈴木、 

L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事亀川（２１名） 
  

１１月３０日（水）１７時３０分より、第８回理事会が目黒雅变園「清風」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９号をもとに行いました。 

■ 審 議 事 項 ■ 

１． ２０１１年１０月の収支報告をＬ阿部より頂き、順

調に推移しているとのご説明をいただきました。 

２． ２０１２年４月２１日（土）第５８回年次大会 運

営部会 部会員 推薦の件について、進藤会長から 1

名ご推薦頂き、のちほど報告頂くこととなりました

（Ｌ手塚にお願い致しました）。 

３． 三宿中学校ビオトープについて水位が下がってい

るとＬ石上よりご説明頂き、１２月２日にＬ磯辺、

Ｌ石上、Ｌ亀川で視察し対処することとなりました。 

４． ２０１２年２月２５日（土）池尻小学校マラソン大

会協賛の件についてＬ石上よりご説明頂き、当クラ

ブアクティビティとできるか協議し、今年は参加賞

のオリジナルストラップを１００～１５０個（卖価

５００円程度）協賛し、当日も労力アクティビティ

として行う方向で検討することになりました。 

５． 薬物乱用防止教室の件につきまして、今期は池尻小

学校で１月３１日（火）１・２時限（対象６年生）に予定されていることをＬ石上より

ご報告頂き、進藤会長から予行練習として薬物乱用防止練習例会の提案を頂きました。 

６． クリスマス例会の件について亀川幹事より同伴者含め、最終確認を行いました。 

７． わんぱくクラブ育成会への支援について進藤会長より１月２８日コンサート、２月２５

日「２０歳を祝う会」に代わる音楽イベントについての協力をご提案頂きました。 

８． １月１３日東京成城ＬＣ新年会の件について亀川幹事よりご説明頂き、進藤会長・Ｌ白

石・亀川幹事が出席することとなりました。 

９． 尐年サッカー教室の件について進藤会長よりご報告を頂き、世田谷区の小学校土曜日授

業開始に伴い、次年度は日曜日開催を世田谷区に希望することとなりました。 

１０． 東日本大震災被災地支援の件について進藤会長よりご提案頂きました。津波で被害を

受けた障害者施設に対して「紙漉き」「焼き菓子」などの新たな作業ラインを構築するた

めの機械を寄贈するという案です。ＬＣＩＦ交付金を利用したいこと、单三陸志津川Ｌ

Ｃのご協力が必要であることなどご説明頂き、ある程度進藤会長に一任しながら前向き

に検討していくこととなりました。 

１１． 移動例会の二次会に於いてお客様への好ましくない態度が見られた件について、クラ

ブとして深く反省し、今後の再発防止並びに謝罪対応を協議致しました。 
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 第１１６７回例会（ＯＳＥＡＬ報告例会）報告  １１月３０日 於 目黒雅叙園 

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

L 小塚、L 中村、L 西山、L 小野一郎、L 大竹、L 白石、L 須藤、L 鈴木、 

L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事亀川 （出席２１名、メークアップ１名（L 石上））            
  

1 第１１６７回１１月第２例会（ＯＳＥＡＬ報告例会）が、

１１月３０日（水）１８：３０より、目黒雅变園４Ｆ「清

風」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 亀川幹事よりお客様のご紹介を行いました。本日は東京

日本橋ＬＣ屋代誠一Ｌと国本女子中学高等学校教諭大久

保篤男様の２名にお越しいただきました。お忙しいなか

誠に有難うございました。 

3 進藤会長から会長挨拶を頂きました。進藤会長は２名の

お客様に対する謝意を述べたのち、今期お客様をお迎え

する例会が多くなってきて有難く感じていること、移動

例会でもお客様をお迎えできた喜びを話されました。そ

のうえで、移動例会の二次会に於いてお客様への好まし

くない態度が見られた件について、クラブとして深く反

省し今後の再発防止並びに謝罪対応を協議し諸先輩から

素晴らしいご意見を頂戴したこと、今後もクラブ運営に

さまざまな壁があってもクラブメンバー全体で乗り越え

ていきたいと希望を述べられて挨拶とされました。 

4 お客様からご挨拶を頂きました。まず、東京日本橋ライ

オンズクラブ屋代誠一Ｌは、ご自身が元は砧ＬＣ（現さ

ぎそうＬＣ）のチャーターメンバーであり世田谷に縁が

深いと話されたのち、クラブが若者と経験のある大先輩

と両方いてこそ成り立つと強調されました。また、ご自

身が転籍された東京日本橋ＬＣは最盛期の１３６名から

一時期１４名まで減尐しクラブ閉鎖まで考えるに至った

が、５０周年にメンバー在籍数５０名を目指して転籍し

たこと、正会員だけでなく準会員等も重要であること、

リーダーシップセミナーで当クラブのメンバーと知り合

い、本日訪れたことを話され、ご挨拶とされました。 

5 続いて、国本女子中高校学校教諭 大久保篤夫様からご

挨拶を頂くに当たり、まずＬ西山より大久保様をご紹介

頂きました。Ｌ西山によると、音楽教諭の大久保様は元

国語教諭であったＬ西山と２０年間一緒に教鞭をとられ

ていたこと、音楽の芸術性に優れ、Ｌ西山の池尻稲荷神
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社のオリジナル曲を複数作曲頂いてコンサートも開催さ

れたこと、クリスマス例会などにお呼びして、会食中の

ＢＧＭとしてオリジナル曲が流れることを想像して「ワ

インの香り」という音楽を作曲して頂き、ＣＤでお持ち

頂いたことをお話し頂きました。大久保様からは、Ｌ西

山が教諭時代、大久保様のピアノをよく聴いていたこと、

今回はフルートで作曲を行ったことをお話ししてご挨拶

とされました。 

6 幹事報告を亀川幹事より頂きました。本日の第８回理事

会審議事項についてご報告頂き、拍手にて承認いただき

ました。どうもありがとうございました。 

7 ウィ･サーブのご発声はＬ西山にお願いしました。Ｌ西山

は、以前当クラブ例会でフルート演奏を頂いた野平かな

子様に大久保様の曲の演奏を依頼されていることをご紹

介頂きまして高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

8 会食中、進藤会長のパソコンを用いて、大久保様作曲に

よる「ワインの香り」をＢＧＭとして流させていただき

ました。 

9 会食中に進藤会長よりＯＳＥＡＬフォーラム参加報告を

頂きました。報告はスライドショー形式で、毎日撮影し

た写真から旅程に沿って、「大会登録」「３３０－Ａウェ

ルカムディナー」「コーカス・ミーティング」「（毎日の）

協議会議長とガバナーの会議」「国際会長とガバナーの会

議」「開会式」「３３０Ａガバナー晩餐会」「第一国際副会

長と第一副地区ガバナーの会議」「第二国際副会長と第二

副地区ガバナーの会議」「国際会長とクラブ会長の会議」

「ジャパンセミナー」「福岡ＯＳＥＡＬレセプション」「国

際会長晩餐会」「閉会式」が報告されました。報告の中で、

登録から驚かされたフィリピンの流儀、時々会長がピカ

チュウの着ぐるみに扮装したこと、国際会長とクラブ会

長の会議において英語で質問したこと、ジャパンセミナ

ーで山田實紘国際理事アポインティーが「日本ライオン

ズの将来」というテーマでＭＤ３３５前議長不祥事事件

に触れられて個人の問題だけでなくシステム上にも課題

があると話されたことなどを中心にご報告されました

（詳細につきましては７－８ページをご覧ください）。 

10 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、先日開催されたＬ

白石の日展入選のお祝いの会の写真をもとにご報告をさ

れました。書道を始めて３年で日展に入選されるという

Ｌ白石の稀有なご才能、お師匠様からもリズム感あふれ
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ると評される書の根本にあると思われるダンスとの関係、

当日Ｌ白石のお嬢様と素晴らしい司会をされたＬ山本の

活躍ぶり、マジックショーで飛び入り参加されたＬ須藤

のことなどをわかりやすくご紹介頂きました。（詳細につ

きましては９ページのＬ山本のご報告をご覧ください） 

11 ドネーションの発表もＬ木下が行いました。本日はファ

イン２３００円、ドネーション４８７００円で、計５１

０００でした。どうもみなさん有難うございました。 

12 出席率の発表をＬ吉崎からいただきました。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、ビジター１名、ゲスト１名、出席率６６．７％

でした。 

13 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。

本日は急きょ予定を変更してのＯＳＥＡＬ報告例会でし

たが、大変活気のある例会でございました。皆様どうも

有り難うございました。 
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第６回障害者施設見学ツアー報告   １２月５日     於 区内障害者施設 

出席者 進藤会長、L 桂、L 西山、三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、 

当事者１名、区内関係者１名、区外関係者２名      （計８名） 
  

１． １２月５日（月）、今期第６回となる障害者施設見学

ツアーが東京三軒茶屋ＬＣとの共催で実施されまし

た。１３時に東急田園都市線用賀駅改札に進藤会長

以下当クラブから３名、東京三軒茶屋ＬＣから藤村

貞夫Ｌ、さらに当事者１名、区内関係者１名、区外

関係者２名（江戸川区区議・家族会代表者）が集合

しました。 

２． まず、用賀の若者中心の就労移行支援事業所『Ｔ＆

Ｅ企画』を見学しました。大量の作業にまず驚くと

ともに、「７０００円もあればディズニーランドで楽

しむことができる。就労移行支援事業は利用者１名

に対してそれ以上の報酬（約８０００円）を施設は

１日で得ることができるのだから利用者に対してそ

れ以上のサービスを行う必要がある」との山崎所長

のお言葉に参加者一同感動致しました。 

３． 続いて若林にある就労継続支援Ｂ型事業所『藍工房』

に移動しました。『藍工房』は藍染・組みひも・刺し

子・機織りなどの日本の伝統工芸を自主製品製作を

中心としていて、それぞれの製作スペースで説明を

頂戴しました。作品のすばらしい出来栄えに参加者

はさっそくいくつか商品をご購入頂きました。 

４． 最後に下高井戸駅そば（赤堤）にある『地域生活支

援センターＭＯＴＡ』に移動しました。駅北側の沖

縄グッズショップと单側のオープンスペース・相談

場所がありますが、この日は前日イベントの代休で

利用者さんたちがお休みで、オープンスペースでＭ

ＯＴＡの代表の宮本さんからお話を伺いました。当

事者の力を最大限に引き出し、ピア電話相談（当事

者自身がほかの当事者の相談を受ける）やニュース

レター作成などのご紹介を頂きました。 

５． 最後に進藤会長から、今までの精神障害者保健福祉

の法律の流れや世田谷区内の施設の特徴やネットワ

ークについて説明いたしました。参加者から頂いた

ご感想では、行政で継続できなくなったツアーを民

力で継続したライオンズが素晴らしいとお褒めの言

葉を頂き、「江戸川区でもできないだろうか」と可能

性を探るとのことでした。システムが広がっていく

のは嬉しいことです。次回は１月１０日の予定です。 
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☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ １１月２４日～２７日 ＯＳＥＡＬフォーラム参加報告   （進藤会長） 

 １１月２４日(木)から２７日(日)にかけて、フィリピン

のメトロマニラの中のパサイ市で開催されたＯＳＥＡＬ

（東アジア東单アジア）フォーラムに参加して参りました。 

 今回も旅行会社は使わず、個人で飛行機を予約、今回も

同室を快く許してくださった３３４－Ｃの辻村昌弘Ｌと隣

席でマニラに向かいます。治安が悪く夜の外出は避けるよ

うにと注意され気を引き締めました。本部のソフィテルホ

テルにチェックイン後、主たる会場となるＳＭＸコンベン

ションセンターに登録に参りますと、日本登録受付にライ

オンネットで知り合った佐藤知穂Ｌがいらして、安心する

と同時に登録料の札束をホチキスで止めるのに驚きました。 

 この日は３３０－Ａウェルカムディナーということで、

タクシーで会場まで行きましたが大変な渋滞でした。会場

のマニラ北京ガーデンでは当日行われたゴルフコンペの成

績発表が行われ、私はピカチュウの着ぐるみでドネーショ

ン箱をもってまわるという役を仰せつかりました。 

 しかしこれで終わりでなく、ホテルに戻って夜９時半か

ら「コーカス・ミーティング」に参加。国際理事候補者な

どが所信表明する大変重要な会議です。ＯＳＥＡＬ地域か

らの３名の国際理事候補が紹介され、日本からも武久一郎

Ｌが立候補表明していらっしゃいました。また、第２国際

副会長候補であるアメリカのジョセフ・ジョー・プレスト

ンもご挨拶を行っていました。 

 翌日は早朝から会議。「協議会議長とガバナーの会議」で

す。最初は名前の点呼のような形で、多くの方から挨拶が

行われていました。今回のＯＳＥＡＬフォーラムが５０回

目の記念大会であるということに触れる方が多かったです。

また日本からは不老元国際理事から次回のＯＳＥＡＬ福岡

大会の告知がなされました。続けて「国際会長とガバナー

の会議」。ＯＳＥＡＬ地域から集まったガバナーとの質疑応

答で、地域内の不祥事や対立などについても報告や意見が

出ていてやや驚きました。 

 そのあとは開会式です。最初目立つ服装でご案内するの

がよかろうとピカチュウの着ぐるみでＭＤ３３０席への誘

導をしました。日本は全体の３分の１くらいを占めていま

したが、開会式の途中でどんどん人が去っていくものです

から、これは国際会長にも失礼と考え、いったん脱いでい

た着ぐるみを再び着て、渋谷ＬＣの高橋千善Ｌとともにス

テージのそばに行き、閉会と同時にステージに上がって、

山浦国際理事、高田・秦両国際理事ご夫妻、シド・スクラ
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ッグズご夫妻、マデン第１国際副会長、ウィン・クン・タ

ム国際会長等と写真を撮らせて頂くことができました。 

 この日は開会式に続いてジャパンレセプションがあった

のですが、マニラクラブを招いての３３０－Ａガバナー晩

餐会がありましたのでそちらに行きました。ところが主賓

のマニラホストクラブの皆さんが２時間遅れて到着。現地

に詳しい方にお尋ねしますとフィリピンでは遅刻も普通の

ことなのだそうです。フィリピンタイムに驚かされました。 

 翌日は観光もゴルフも全くせず、会議に連続して参加し

ました。朝の「協議会議長とガバナーの会議」に続いて「第

１国際副会長と第１副地区ガバナーの会議」「第２国際副会

長と第２副地区ガバナーの会議」「国際会長とクラブ会長の

会議」「ジャパンセミナー」などです。会議を通じてガバナ

ーになるためにはキャビネット役員の選出について熟考す

べきであること、特にゾーンチェアパーソンはガバナーと

クラブをつなぐ重要な役目であると強調されていました。 

また、シアトルではできなかった、英語による質問を「国

際会長とクラブ会長の会議」で初めて挑戦してみました。

「クラブメンバーを維持するのにクラブ独自の良いアクテ

ィビティを持つことは重要だと思う」と話し始めました。

途中からしどろもどろになり、タム国際会長にあとを引き

取ってまとめていただきましたが、また次回チャレンジし

てみたいと思いました。 

そして驚いたのはジャパンセミナーでした。国際理事候

補の武久一郎Ｌの盲導犬育成の実績発表に続いて、山田實

紘国際理事アポインティーが「日本ライオンズの将来」と

いうテーマでＭＤ３３５前議長不祥事事件に触れられまし

た。「誰かがこの問題について正式に発言しないとうやむや

なままスキャンダルになってしまうのであえて発言する」

と話し始められ、「国際協会は被害者なしと認定したかもし

れないが、貴重な義援金は１円たりともおろそかにしては

ならない」と続けられ、「これは一部の個人の問題だけでな

くシステム上にも課題があると思う。議長連絡会がいつの

間にか議長連絡会議と名称が変わって決議機関のようにな

ってしまったが、本来はガバナーが中心で議長はアドバイ

ザーであるべき」と熱く話され、目の覚める思いでした。 

この夜は、ＯＳＥＡＬ福岡大会レセプションののちに国

際会長の晩餐会に出席し、国内外の多くの方と交流を深め

ました。最終日は「協議会議長とガバナーの会議」で議事

録の度重なる訂正があり、このあたりもフィリピンらしさ

かと実感しました。 

全体を通じて出られる限りの会議に参加したＯＳＥＡＬ

フォーラムでしたが、大変得るものが多いフォーラムでし

た。快く送り出してくださったクラブの皆様に心から感謝

いたします。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ １１月２７日 Ｌ白石 第４３回日展入選祝賀会参加報告     （Ｌ山本） 

明治３３年に海外の芸術文化に触れた当時のオース

トリア公使 牧野伸顕が日本の美術の水準をもっと高

めたいという夢を抱き、明治３９年文部大臣就任時に

念願の公設展開催を決め、明治４０年に第１回文部省

美術展覧会（文展）を開催しました。 この文展を礎と

し、以来１００年の長きに渡り常に日本の美術界をリ

ードし続けてきたわが国最大の総合美術展が日展（日

本美術展覧会の略称）です。 

その歴史と伝統ある日展に「書」部門でＬ白石（白

石墨濤）が入選され、書道のお仲間で入選された中村

大濤様と共に目黒雅变園で祝賀会を催されました。 

約１２０名が招待された祝賀会は、著名な先生方に

よる琴と尺八の演奏に始まり、Ｌ白石の師である海野

濤山先生（日展会員、日展審査員を歴任、読売書法会･

謙慎書道会･千葉県美術会常任理事、了徳寺大学客員教

授、寿山会会長）の祝辞では、書道講師でさえも入選

に尐なくとも１０年以上要すると言われる日展に、３

度目の挑戦で入選を果たしたＬ白石の偉業を賞賛され

ると共に、今後さらなる研鑽への激励を贈られました。

尚、右表の通り日展応募総数の７５％近くを占める

「書」部門は圧倒的に競争率が高い上、１万点を越え

る応募点数のうち新入選者はわずか１７８名という数

字がＬ白石の功績を雄弁に物語っています。 

祝賀会ではＬ白石の快挙を祝福するため当クラブメ

ンバー１８名が参加した中、書道に留まらず仕事、奉

仕活動に於いても社会に貢献するＬ白石の横顔をＬ磯

辺がスピーチで披露致しました。また、会食中には琴と尺八の演奏、Ｌ白石のダンス発表会の映

像や有名マジシャンのマジックショーと盛り沢山のアトラクションが用意され、海野濤山先生へ

の花束贈呈に続いて感謝のメッセージで締め括られ、細部までおもてなしの心が行き届いた心地

よい祝賀会でした。尚、祝賀会の写真・ビデオ撮影はＬ木下の会社が担当されました。 

さて、私は司会の大役を仰せつかり、Ｌ白石の祝賀会への取り組みを準備段階から間近に見る

機会を得たのですが、「今回の栄誉は日頃お世話になっている皆様のお蔭なのだから主役は自分

ではない。だから来場の皆様には心から感謝を伝えたい」という信念のもと、会場設営、お食事、

アトラクション、お土産等全てに細心の配慮を欠かさないＬ白石の姿勢に感銘を受けました。 

また祝賀会は全員を無料招待とし、ご祝儀を堅く辞退された上、当クラブメンバー有志からの

お祝いも全額をアクティビティに有効活用して欲しいとＬ白石は提案されています。 

「全ての生命は他の犠牲によって生かされている。従って感謝と共に見返りを求めない行動こ

そが大切である」と語るＬ白石は、正にその言葉を実践された結果、卓越した成果を収めること

ができたのだと思います。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ １１月２２日 シド・スクラッグスＬＣＩＦセミナー報告    （進藤会長） 

 １１月２２日（火）、ホテルニューオータニにてシド・

Ｌ・スクラッグズＬＣＩＦ理事長をお招きして、３３０

－３３７ＬＣＩＦセミナーが開催されました。 

 スクラッグズ理事長は、ＭＤ３３５前議長の不祥事に

触れ、「インドの絨毯は非常に素晴らしいが最初からどこ

か欠点があるように作られている。１００%完璧なものな

どないという戒めからだ。しかし人間は素晴らしいほう

を見て評価する。またバラの花は棘があるが見るものは

花の美しさを評価する。日本のライオンズがこれまでに

してきた実績を誇り、今後もぜひライオンズ活動に精進

してほしい」というような意味のご発言をされました。 

 ちなみに、１１月２３日（水）、成田からＯＳＥＡＬに

旅立たれるスクラッグズ理事長ご夫妻をお見送りに行き

ました。何人かの方からのご要請により、（例によって）

ピカチュウの着ぐるみをもって成田国際空港に行き、車

寄せのところで着替えてお待ちし、チェックインの後ま

で随行させていただきました。スクラッグズ夫妻だけで

なく高田順一国際理事ご夫妻、秦従道国際理事ご夫妻に

も喜んでいただけたようですが、東京駅の時より広くて

若干恥ずかしかったです（笑）。 

☆ １１月２８日 ３３０－Ａ地区１０Ｒ合同諮問委員会報告     （Ｌ亀川） 

 １１月２８日（月）单国酒家迎賓館にて３３０－Ａ地

区１０Ｒ合同諮問委員会が開催され、進藤会長と私Ｌ亀

川が参加して参りましたのでご報告します。 

 １ＺのＺＣである松浦辰吉Ｌの司会のもと会が始まり、

１０ＲＲＣ八木原保Ｌのご挨拶に続き、２ＺＺＣの相野

谷信之Ｌから簡潔に第２回キャビネット会議のご報告を

頂きました。各クラブ会長からクラブ報告も簡潔に行っ

て、諮問委員会は予定より早く終了いたしました。 

さっそく隣室に移りまして懇親会。３ＺＺＣ野々晴久

Ｌの司会のもと、１０ＲＲＣ八木原保Ｌの乾杯、そして

自由発言タイムとなりまして、当クラブからは私Ｌ亀川

が「会員増強例会」についてご報告したのち、進藤会長

がＯＳＥＡＬフォーラムについてピカチュウとして扮装

した部分と真面目に会議に出席した部分をそれぞれご報

告されました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④

☆ １２月１日 東京シティＬＣチャリティーゴルフ参加報告     （Ｌ亀川） 

さる１２月１日（木）に、東京シティライオンズクラ

ブ、ＣＮ４０周年記念チャリティーゴルフ大会に、私Ｌ

亀川、Ｌ吉崎、Ｌ村井、Ｌ今尾の４名１組で参加して参

りましたので御報告申し上げます。 

会場となったのは、ＧＭＧ八王子ゴルフ場で、なんと

参加者数２００名ちかくの大コンペでした。当日は朝か

らあいにくの雤で、まったく誰が雤男なんだろう？（実

は私）と思いつつ車を走らせました。ゴルフ場に着くと

私以外の３名のメンバーは先に到着していて、皆口をそ

ろえて「寒いねぇ～」と白い息を吐きながらスタート時

刻となりました。 

途中プロゴルファーも何ホールか同伴プレーして頂け

るという事で私も意気込みは凄かったのですが、結局の

ところプロのドライバーの飛距離にメンバー皆愕然とし、

レベル？いやいや次元の違いを思い知らされました。肝

心のスコアですが、山あり谷あり（スコア笑）で前半を

終え、昼食後もやはり山あり谷ありで後半を終えました。

私亀川、Ｌ吉崎、Ｌ村井、３人のスコアはあえて公表し

ませんが残るは我らが期待のエースＬ今尾・・は後ほど。 

プレー終了後、仕事の都合上Ｌ吉崎、Ｌ村井はすぐに

お帰りになられたのですが、私とＬ今尾はパーティーに

参加するため２時間ほど雑談をして開始時刻を待ちまし

た。なぜ２時間と申しますと、なんせ２００人のコンペ

なので、最終組が終わるまでそのくらい時間が掛かるん

ですね～（汗） 

４時を回ったころで、ようやくパーティーが始まりま

した。まずは実行委員長重信眞一Ｌの挨拶で始まり、シ

ティＬＣ会長田中世根夫Ｌ、特別顧問森川幸美Ｌと続き、

１１名の参加プロの紹介後、成績発表となりました。優

勝賞品、４０インチ液晶テレビ、２位３２インチ液晶テ

レビ、３位２０インチ液晶テレビとそれぞれ豪華な賞品

が揃えられ、いよいよ順位の発表です。下からの発表だ

ったのですが、私Ｌ亀川とＬ吉崎、Ｌ村井の３人は想像

はしていましたが一切賞には絡めず、我らがエースＬ今

尾の名前が１００位、５０位を越えてもまだ出てきませ

ん。ますます期待が高まります、結果は見事１５位入賞、

１５位と言いましても２００人中１５位ですからお見事

です。賞品は焼酎（写真をパチリ）本人いわく、「あずみが喜ぶわ～」と申しておりました。 

雤の降る中、大変だったとは思いますが、皆様本当にお疲れ様でした、今後とも懲りずにお付

き合いのほど宜しくお願い申し上げます。  
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤

☆ １２月１日 東京ワンハンドレッドＬＣクリスマス例会参加報告 （進藤会長） 

 １２月１日（木）、ヒルトン東京ホテルにて開催され

た、東京ワンハンドレッドＬＣのクリスマス例会に参

加して参りました。 

 結成３年目のクラブではありますが、幅広く活動を

行い、多くの来賓の方がお越しになっていました。 

来賓のご挨拶に続いて、 パントマイム、ギター演奏、

ダンスなど、ふんだんにアトラクションがございまし

た。 途中サンタに扮したメンバーが登場して子供たち

にプレゼントを配り、ケーキも切り分けておりました。 

 ラッキーカードではいつも外れることが多いのです

が、今回に限り、ＣＤのほか、ワンピース腕時計がホ

ワイトとブラックとペアで当たりまして、子供への良

いお土産になりました。 

☆ １２月２日 ３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告 （Ｌ阿部） 

１２月２日(金)、１８時より原宿单国酒家にて第５回１

０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会が行われました。私Ｌ阿部は畠山

副幹事の代打として参加して参りました。東京セントラル

ＬＣの勝Ｌの司会進行の下、WE SERVE から始まり、各クラ

ブの近況報告がありました。渋谷ＬＣは磐城ＬＣに放射線

測定器をドネーションされたり、渋谷中央ＬＣと合同で薬

物乱用防止教室を渋谷区立松濤中学３学年２４８名に対

し実践されたそうです。三軒茶屋ＬＣは１２月８日に太子

堂中学にて薬物乱用防止教室を開催されるそうです。こち

らには当クラブ進藤会長も参加予定です。代官山ＬＣは被

災地の仮設住宅用に使い捨て玄関マットをドネーション

されたそうです。 

各クラブ例会にも趣向を凝らされていて、代々木ＬＣは

１月に明治神宮にて「お祓い例会」を行うそうです。セン

トラルＬＣでは「カラオケ例会」を行っているそうです。

代官山ＬＣでは「クリスマス交流例会」と銘打って、地元

の方々へ参加をオファーされているそうです。やはり各ク

ラブともクラブ運営・会員純増への関心は高く、様々な意

見交換が行われました。中でも事務局費については熱い情

報交換意見交換が行われました。 

初めての参加でしたが、有意義で楽しい時間を過ごせま

した。ありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥

☆ １２月３日 東京三軒茶屋ＬＣ 「震災を語る会」参加報告   （Ｌ須藤） 

 １２月３日(土)、東京三軒茶屋ＬＣが協力したアクティビ

ティ「震災を語る会」へ進藤会長と参加させていただきまし

たので、ご報告させていただきます。 

当日は福島で被災された川崎葉子さん(福島にて総合カル

チャーセンタースクール経営)が、当日の様子から現況を語っ

てくださいました。また、パネラーとして、わたしの母校、

浦和第一女子高校の大先輩でもある吉永みちこさんがいらし

てました。 

川崎さんは明るいお人柄なので、重たい雰囲気にならないように震災当日と、その後福井

に避難されるまでをお話しくださいましたが、メディアからはキャッチ出来ないリアルな情

報もあり、やはり、現状を見る事、被災された方のお話を聞く事は大事だな、と思いました。 

川崎さんが語られた事の中で、印象的だったのは、「東北の方たちは『被災者』だけど、我々

は『(原発の)被害者』です。」というお言葉です。被災者の方たちは、住み慣れた場所に復興

を目指す事が出来るけれど、福島の方たちは故郷に帰れない。「『故郷』とは、生まれ育った

『場所』というだけではなく、『家族や友人のいるところ』。」「誰

も知った人のいなくなった場所は故郷 ではない。」とおっしゃ

っておられました。未来に希望を持てないという事は本当に悲

しい事です。実際、牛乳を出荷できなくなった酪農 農家の方

が「震災さえなかったら。」と書き残して自殺されたそうです。

何とも虚しい限りです。吉永さんも、政府の対応の遅さに強い

語気で非難されていました。 

また、川崎さんは『日本一短い手紙』の出版にも携われており、その中のひとつをご紹介

くださいました。 

『留守番電話にメッセージが残っていた…。「泣かないで」ではなくて、「一人で泣かないで」。』 

私も自分の被災当時の事を思い出し、涙が出てきてしまいました。川崎さんも警鐘をならし

ておられましたが、一番辛いのは『孤独』であるという事です。特にご家族を亡くされた方、

仕事上の難題を独りで抱えている方、何か悩みを独りで抱えている方…。物資の支援だけで

なく、こうした 方々をキャッチして絆を作っていく事、つまりは、リアルに懐に飛び込んで

行く事が大事であると痛感しました。 

 そうした方々のために、吉永みち子さんも積極的に被災地の支援活動をされていて、 その

一つ、被災地の商品販売『ざくろ坂プロジェクト』を推進されています。これは、気持ちは

ありながらもなかなか現地を訪れる事の出来ない方でも、リアルに被災地の方々と交流を持

て、リアルに支援できるプロジェク

トです。 

次回開催は 12/10(土)～11(日)です。 

http://zakurozaka.jp/event.php 

私もぜひ伺ってみようと思います。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑦

☆ １２月６日東京数寄屋橋ＬＣＣＮ４５例会参加報告     （進藤会長） 

 １２月６日（火）、３３０－Ａ地区大石誠ガバナーの所属

クラブである東京数寄屋橋ＬＣのＣＮ４５記念例会が東京會

舘にて開催され、Ｌ進藤が参加して参りました。会場はキャ

ビネット役員をはじめ、多数の来賓に満ち溢れておりました。 

式典ではまず、４５年の歩みがスライドとナレーションに

て紹介されました。１９６６年の結成時に数寄屋橋公園に建

てられた「若い時計台」は 岡本太郎氏によるもので、その後

の大阪万博の太陽の塔の原型とも言えるとのことです。その

ほかにも献血車他多数の車の贈呈や、中国への植樹、 震災被

災地支援、クラブエクステンションなど 活発で多岐にわたる

活動をされていて感銘を受けました。２名の新入会員の入会

式もございました。また、４０年以上活動されている３名の

方に国際会長からの感謝状が贈呈されたのですが、車椅子の

メンバーが他メンバーに抱きかかえられつつ感謝状を受け取

っていて感動的でした。 

この３名は祝宴でも４０年以上１００％例会出席されてい

るなどの理由で クラブからもクラブ表彰されていました。ア

トラクションは赤い鳥・ハイファイセットの山口潤子さんで、

透き通る声で観客を魅了し、アンコールでは観客ともに「翼

をください」を熱唱されました。お料理もさすがに東京會館

だけあってとてもおいしく、楽しいひと時を過ごすことがで

きました。東京数寄屋橋ＬＣの皆様、有難うございました。 

☆ １２月７日東京浜松町ＬＣ例会参加報告     （進藤会長） 

１２月７日（水）、東京プリンスホテルにて開催された東京

浜松町ＬＣの例会に参加して参りました。 

東京浜松町ＬＣの例会では歌の前奏がなくいきなり歌い始

め、またあう日までも輪にならずその場で歌います。この日

は、ゲストの文化放送の大木正和様のご講演を頂き、高校生

によるエコ問題に関する発表会を行うとの企画がご紹介され

ました。 

東京浜松町ＬＣはメンバー数こそ尐ないですが、新井進会

長と三宅泰雄幹事から「人数が多すぎてやりたいのになかな

か会長ができないという若手に期間限定で出向してもらって

会長をやってもらうことで教育もできる」と斬新なアイデア

をご披露いただきました。とてもアットホームで居心地のよ

い例会でした。東京浜松町ＬＣの皆様、有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑧

☆ １２月８日東京三軒茶屋ＬＣ 薬物乱用防止教室参加報告    （進藤会長） 

 １２月８日（木）、太子堂小学校で行われた東京三軒茶

屋ＬＣの薬物乱用防止教室に、寸劇要員として参加して参

りました。今回は６年生３クラス８５名に対して２時限使

って講義と寸劇という形式で、「ダメ！ゼッタイ！」ＤＶ

Ｄ放映の後、講師は藤村貞夫Ｌ、私は２時限目に行う寸劇

でバイニン役の五月女仁Ｌの相手役として誘惑される小

学生役を行いました。いつものように（？）半ズボンにラ

ンドセル、帽子といういでたちで、サラリーマン風バイニ

ンや先輩風バイニンから薬物を受け取ってしまう場合と

誘いを断る場合を演じ分けました。その後、生徒の皆さん

にもロールプレイに加わっていだたいたところ、多くの生

徒さんがステージに上がり、それぞれ個性ある断り方を披

露して大変好評でした。やはり寸劇はかなり生徒の心をつ

かむことができると感じた２時間でした。 

 

■ 行事予定 

１２月１１日（日）15：00～１２月第１例会（クリスマス家族例会）    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 

 １月１０日（月）13：00～第７回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

 １月１１日（水）18：30～１月第１例会（メンバースピーチ）   於：目黒雅变園 

 １月２５日（水）18：30～１月第２例会（薬物乱用防止練習例会）  於：目黒雅变園 

 １月３１日（火） 8：30～薬物乱用防止教室    於：池尻小学校 

 ２月 ６日（火）18：30～２月第１例会（三軒茶屋ＬＣ合同例会）    於：銀座ｱｽﾀｰ三軒茶屋賓館 

 ２月 ９日（木）13：00～第８回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

 

■ 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。 

今年も早いもので、残すところあと一月を切りました。 

 

ところで皆さん、来年の干支はご存知でしょうか？ 

そうです、辰年です。辰に関しては架空の生き物ですし、 

いろいろな解釈がありますが、 

私は辰（竜）竜巻のように天にも昇ると考えます。 

 

来年の日本経済も、被災地の復興につきましても、 

来年こそ天にも昇る勢いで 

復活、復興を遂げてもらいたいと切に思います。 

 

因みに私も辰年です。（汗） 

以上幹事の一言でした。 

  幹事 Ｌ亀川 


