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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

新年あけましておめでとうございます。

◎ 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。
昨年は東日本大震災と福島第一原発事故の
激震に揺れ、今年も震災からの復興にはまだ
まだ長くかかる見通しではありますが、地道
に一歩ずつ進んでいきたいと考えております。
さて、まだライオンズ歴の浅いうちから例
会訪問を多数行ってきた自分ではありますが、
この年末年始は多くのクラブの例会に訪問さ
せて頂き、様々な方との交流を深めることが
できました。奉仕から経営に至るまで様々な
話をさせて頂いたなかで、自分の今までの人
生では考えたこともないような貴重なご意見
に触れることもあって、クラブの壁、地区の
壁を越えて交流する素晴らしさを実感するこ
とができました。ライオンズクラブの原点は
社会奉仕を軸とした異業種交流会、多くの方
とこの喜びを分かち合えればと思います。
今期は６月まで残り半年ですが、３月１０
日に駒沢オリンピック競技場で開催される当
クラブメインアクテ
ィビティ「尐年サッカ
ー教室」をはじめとし
てまだまだ多くのア
クティビティがござ
います。今後ともよろ
しくご協力のほどお
願い申し上げます。

★１月１１日（水） 於：目黒雅叙園
第 1 0 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
第 1170 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
メンバースピーチ
Ｌ山本康弘から「ライオンズとビジネスの
幸福な関係」というテーマでメンバースピ
ーチを頂きます。新年最初の例会です。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２５日（水） 於：目黒雅叙園
第 1 1 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
第 1171 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
薬物乱用防止練習例会
１月３１日の池尻小学校における薬物乱用
防止教室に向けて、練習を兼ねた例会を行
いたいと思います。

★２月７日（火）於：銀座アスター三軒茶屋賓館
第 12 回 理事会 １７：３０〜１８：３０
第 1162 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
東京三軒茶屋ＬＣ合同例会
当クラブの子クラブであります東京三軒茶
屋ＬＣとの合同例会です。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。
★２月第２例会は日程が２月２９日（水）に
変更となりました。ご注意ください。
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第９回理事会報告
出席者

１２月２１日

於 目黒雅叙園「ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ｿﾚｲﾕⅠ」

進藤会長、L 阿部、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 木下、L 西山、L 白石、L 手塚、
L 山本、L 吉崎、幹事亀川（１２名）

１２月２１日（水）１７時３０分より、第９回理事
会が目黒雅变園８Ｆ「サロン・ド・ソレイユⅠ」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１１号をもとに行いました。

■

審 議 事 項

■

１． ２０１１年１１月の収支報告および移動例会決
算報告をＬ阿部より頂きました。移動例会決算に
ついて修正ののち次回再び審議することとなり
ました。
２． 南三陸町震災被災地支援アクティビティの件に
ついて進藤会長よりご報告頂きました。
１２月１３日に「のぞみ福祉作業所」に「紙漉き」
もしくは「焼き菓子」機械セットの寄贈について
検討して頂くよう提案してきたこと、南三陸志津
川ＬＣ小坂会長にも同様にご説明し、１月１２日
に南三陸志津川ＬＣ理事会例会に訪問して話を
詰めてくるとのご説明でした。詳細は１月に実行
委員会を開催して協議する方向となりました。
３． ２０１２年１月２３日開催の３３０－Ａ地区「賀詞交歓会」について亀川幹事よりご説
明を頂き、進藤会長、亀川幹事、Ｌ山本が出席することとなりました。
４． ２０１２年６月２２日から開催される第９５回釜山国際大会早期大会登録の件について
亀川幹事よりご説明を頂き、進藤会長は早期登録を行い、亀川幹事が参加を検討するこ
ととなりました。
５． ２０１２年２月１３日に開催される「会員増強ワークショップセミナー」および２０１
２年２月２４日に開催される「会員維持セミナー」について亀川幹事よりご説明を頂き、
進藤会長、亀川幹事が出席することとなりました。
６． ２０１２年２月２４日に開催される東京神宮前ＬＣＣＮ１６記念例会について亀川幹事
よりご説明を頂き、進藤会長、亀川幹事が自主的に参加することとなりました。
７． ２０１２年１月１４日「親と子のはじめてのコンサート」の後援につきまして、２０枚
３万円分のチケット配布先につきまして協議を行い、まずＬ畠山から幼稚園関係に、さ
らに余裕があれば進藤会長から障害者施設関係に配布することと致しました。
８． ２月第２例会日程変更の件について進藤会長よりご報告を頂き、２月２２日ではなく２
月２９日とすることと致しました。
９． その他、１月２１日東京都主催薬物専門講師研修について進藤会長よりご説明頂き、Ｌ
西山に出席をご検討いただくことになりました。また、２月８日アイバンク協会認定サ
ポーター養成講座についてＬ阿部よりご説明頂き、Ｌ阿部・Ｌ山本が出席することと致
しました。
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第１１６９回例会（講師例会）報告

１２月２１日

出席者

於

目黒雅叙園

進藤会長、L 阿部、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 桂、L 木下、L 小塚、L 西山、
L 老田、L 白石、L 山本、L 吉崎、幹事亀川、
メークアップ L 石田、L 須藤、L 手塚（出席１４名、メークアップ３名、計１７名）

1

第１１６９回１２月第２例会（講師例会）が１２月２１
日（水）１８：３０より、目黒雅变園８Ｆ「サロン・ド・
ソレイユⅢ」にて開催されました。通常使用している部
屋が予約できなかったため８階の部屋を使用することに
なったわけですが、理事会・例会別々の部屋とはいえ、
雰囲気がとても素晴らしく、今後利用できるかどうかに
ついても検討することになりそうです。

2

まず、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。

3

亀川幹事よりお客様のご紹介を行いました。本日は株式
会社全日本オークション 代表取締役 左明貴子様にお
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。

4

進藤会長から会長挨拶を頂きました。進藤会長は半期を
経過してメンバーの皆様から運営に多大な協力を頂いた
ことを深く感謝申し上げたうえで、本日の講師、左明貴
子様が東京新橋ＬＣに例会訪問した際に講師として講演
されていたこと、世田谷区在住ということで当クラブで
もゲストスピーチを依頼申し上げたとご紹介されて挨拶
とされました。

5

ゲストスピーチを、株式会社全日本オークション 代表取
締役 左明貴子様から頂きました。左明貴子様は中国山
西省に生まれ、北京で育ち、来日２２年と自己紹介され
ました。１６年前銀座で中国向けに中国政府の関係省庁
の許認可申請を行う会社、トゥーワンエンタープライズ
を作られ、民間企業の専用機が中国に飛ぶときの許認可、
や中国で医療機器を販売する際の許可、中国のＶＩＰと
面会したいときのマスコミ取材の許可や日中文化交流の
イベントも企画して行っていらっしゃるそうで、１９９
２年に姫神と山口太鼓のコンサートを企画するなど、多
数イベントを手掛けていらっしゃるそうです。また、２
００８年の日中韓の子供の架け橋コンサートの中国の代
表として活躍されたり、
「杭州―幸せを見つけた日」とい
う杭州に関する本も出版されていらっしゃいます。
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6

そして、幼尐のころから芸術分野とご縁があり、中国国
内で権威がある有名な鑑定士の先生と知己であることも
あり、ここ１０年の中国の美術品市場の拡大に合わせて
価値がある中国の海外に流出した美術品の海外流出回収
プロジェクトをなさっているとのことです。２００９年
以来、中国美術品に関心を持つコレクターが非常に増え、
現在では数億・数十億の落札があるとのこと。中国美術
品は中国書画を中心として陶器、工芸品など様々であり、
斉白石・呉 昌碩・王鐸などの作品はオークションでも非
常に好まれているとのことです。

7

左明貴子様はさらに、中国が文化大革命の時に失ってし
まった古来の美術品が多数日本で保存されていることに
感銘され、日本で保存されている中国美術品で中国に輸
出してもよいものがあればその橋渡しをしたいと決意し、
日中経済文化交流の延長として今年の６月に全日本オー
クションという会社を作られたとのことです。この仕事
は一生のライフワークとお考えとのことで、特に来年は
日本と中国国交正常４０周年記念の年。第２回「日中国
交正常化記念中国美術ふるさと品オークション」を開催
予定とのことで、ご協力を呼びかけられてスピーチを締
めくくられました。

8

質疑忚答では、進藤会長より自分たちのような若い世代
でも美術品を所持しているものかとの質問があり、これ
に対して左明貴子様から１９７０年代や１９８０年代に
中国に行った時のお土産などが高値になっているとの回
答があり会場がどよめきました。デジカメで撮影してメ
ールでお送りすれば簡易的にご鑑定頂けるそうです。

9

また左明貴子様から「日本の急須も人気」
「日本でのオー
クションも行う」とのご発言を聞いて、Ｌ今尾より日本
の現代アートも対象かと質問があり、将来的には実施し
たいとの回答がありました。またＬ白石からは書道の師
匠様が王鐸の作品をたくさんお持ちであるとのことでし
た。左明貴子様、貴重なお話を有難うございました。

10 幹事報告を亀川幹事より頂きました。本日の第９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。
11 ウィ･サーブのご発声はＬ今尾にお願いしました。Ｌ今尾
は本日講師の左明貴子様への謝意を述べ、岐阜在住のご
祖父様宅にて中国美術品を探してみたいと話されました。
また、ゴルフ同好会幹事として、３月中旬ごろに再度コ
ンペを開催したいと話されて、震災被災地の復興・参加
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者の健勝と発展を祈念して高らかにウィサーブのご発声
を頂きました。
12 会食にあたり、本日ご欠席（東京隅田川ＬＣ例会にメー
クアップ）のＬ須藤から紹興酒のドネーションを頂いた
ことがご紹介されました。会食中も各メンバーから美術
品についてのさまざまな質問が飛んだりして和やかな談
笑が行われました。
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
木下が編集中のメンバー紹介動画から予告編を２本、Ｌ
手塚とＬ畠山の分を放映されました。ユーモラスな予告
編に会場は大爆笑となりました。早く本編を拝見できる
日が楽しみです。
14 また、進藤会長より年次大会アワード部会副部会長の委
嘱状がＬ山本に贈られました。
15 ドネーションの発表もＬ木下にお願いしました。本日は
ファイン１７００円、ドネーション２７３００円で、計
２９０００円でした。皆様有難うございました。
16 出席率の発表は出席委員長のＬ白石から行いました。在
籍４０名、不在会員２名、終身会員５名、出席１４名、
メークアップ３名、ゲスト１名で出席率は５１．５％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。
これで２０１１年の活動は終了し、次回は新年を迎える
こととなります。皆様どうも有り難うございました。
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第７回障害者施設見学ツアー報告
出席者

１月１０日

進藤会長、L 亀川、当事者２名

於 区内障害者施設
（計４名）

１． １月１０日（火）、今期第７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時に京王線千歳烏山駅新宿寄り改札に進藤
会長以下当クラブから２名、当事者２名の計４名が
集合しました。
２． まず、千歳烏山にある就労継続支援Ｂ型事業所『ち
ぐさ企画』を見学しました。子供用おもちゃとして
のキャンディボール封入や機械部品の組み立てなど
の下請け作業を中心に作業していましたが、職員の
尾関様のお話では『ちぐさ企画』は４月には芦花公
園にある同じ法人内の『千草工芸』の場所へ移転が
決まっており、より多くのメンバーを対象に就労継
続支援Ｂ型事業所として運営していくとのことでし
た。
（逆に『千草工芸』は『ちぐさ企画』の場所で一
般企業への就労支援を目的とした就労移行支援事業
所として運営していくとのことでした。）
３． 続いて八幡山の松沢病院の中にある就労継続支援Ｂ
型事業所『喫茶室パイン』に移動しました。
『喫茶室
パイン』は松沢病院の中にあり、患者さんやお見舞
客相手に軽食や喫茶を提供していますが、新メニュ
ーを取り入れてみたり、工賃維持のために下請け作
業・自主製品製作の部屋を借りてみたり、ヤマト宅
配便の作業を取り入れたりと工夫しています。松沢
病院の改装にともない、さらに部屋を借りて新しい
事業を行うという案も浮上しているとのことでした。
４． 最後に祖師ヶ谷大蔵にある地域活動支援センター
『サポートセンターきぬた』に移動しました。もと
もと地域生活支援センターという枠組みでしたので
作業はなく、相談や資料閲覧、パソコン教室や健美
操という体を動かすプログラムなど様々なプログラ
ムを用意しています。会員となると会報誌が送られ
てきますが、非会員でも利用できるプログラムが多
数用意されていました。
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。参加者からは「今ま
でどんな場所かわからなかったけれどためになっ
た」
「予想していたより明るい場所だった」とのご感
想を頂きました。次回は２月２日（木）の予定です。

6

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

☆ １２月２０日東京隅田川ＬＣクリスマス参加報告
さる１２月２０日(火)、浅草ビューホテルで開催された
東京隅田川ＬＣクリスマス例会に進藤会長、Ｌ須藤、私Ｌ
亀川の３人で参加してまいりましたのでご報告致します。
東京隅田川ＬＣの瀧澤会長、吉田幹事は皆様もご存知のと
おり我がクラブのクリスマス例会にもご参加下さいました。
また前期の年次大会の登録部会でも大変お世話になったご
縁もありまして、今回のクリスマス例会の参加となりまし
た。当日は同じ浅草ビューホテルにて、複数のクラブがク
リスマス例会を開催していたようです。
第１部の例会は吉田幹事の司会のもと、瀧澤会長より開
会のご挨拶がありました。瀧澤会長は縁が取り持つ人間関
係の素晴らしさについて述べられていて、まさにその通り
だと思いました。各ホストＬの紹介に続いて新会員の入会
式がありました。点火された蝋燭のもとに厳かに入場し、
誓いの言葉を述べられる新入会員の姿を見て、自分の入会
の頃を思い出し、初心に帰りました。
第２部懇親会では、初めにコメディジャグラー、
「ダメじ
ゃん小出」さんのトークを織り交ぜながらのジャグリング
とマジックが始まりました。素晴らしいジャグリングとマ
ジック、そしてちょっと滑り気味のトークで会場も大いに
盛り上がりました。途中で東京法政ＬＣの後藤Ｌがマジッ
クのお手伝いに参加し（写真参照）、会場はますます盛り上
がりました。
そして乾杯のご発声を藤本英介Ｌより頂き、会食となり
ました。会食中ラッキーカード抽選会があったのですが、
なんと当クラブのＬ須藤が瓶出し紹興酒の当たりくじを引
き当て、これが我がクラブの１２月第２例会にドネーショ
ンして頂きました。Ｌ須藤、有り難うございました。ドネ
ーション頂いた紹興酒は、例会場にございますので、皆様
味わって頂ければと思います。
昨年は進藤会長とともに２クラブのクリスマス例会にお
邪魔する事が出来たのですがどの例会も素晴らしい例会で、
この体験を今後の自クラブのクリスマス例会に生かせれば
と思いました。
以上簡単ではございますが、東京隅田川ＬＣクリスマス
例会参加報告を終わります。
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（Ｌ亀川）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １２月２２日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京ＬＣクリスマス家族例会参加報告

（Ｌ山本）

華やかなクリスマスツリーでドレスアップされた帝
国ホテルのメインロビーを訪れるのは３年連続。
当クラブの親クラブ東京ＬＣのクリスマス家族例会
はすっかり私の師走の楽しみの一つとなりました。
さて、東京クラブ会長山本和夫Ｌは第一部例会の会
長挨拶に於いて激動の一年を振り返り、今もなお困難
な状況に晒される多数の被災者の方々を慮ると共に、
災害へのライオンズクラブの迅速且つ的確な奉仕活動
が際立った年でもあり、今年は社会に於いてライオン
ズの存在感が高まったと総括されました。
また来賓挨拶での山浦国際理事は、来る５月３１日
に新装開業直後のパレスホテルで開催される東京ＬＣ
６０周年チャーターナイトにはタム国際会長も訪問を
予定されており、日本第一号クラブの節目となる祝宴
に大きな期待を寄せられました。
続いて乾杯の後に、菅純子様の澄んだ歌声と東京Ｌ
Ｃ例会で毎回演奏されている相川陽子様のピアノで会
場が厳かな空気で満たされる中、サンタクロースから
子供達へのプレゼントが行われ、帝国ホテルならでは
の美味しいお料理と共に晩餐を楽しみました。
そしてアトラクションではＨＩＤＥ氏によるマジッ
クに驚きの連続でしたが、ＨＩＤＥ氏と懇意とのこと
からテレビでも大人気のマジシャン セロが登場する
と、思わぬサプライズに会場は大喜び。その後、豪華
景品満載のラッキーカード抽選会でドキドキ感を満喫
して、最後は全員で「蛍の光」を合唱。内容盛り沢山
の楽しいセレモニーは私にとって得難いひとときでし
た。東京ＬＣの皆様には心より感謝申し上げます。
ところで余談ですが、当日はマニラ市長から贈られ
た「名誉市民の鍵」が受付に置いてありました。
１９５２年３月、フィリピン･マニラＬＣのエクステンションにより日本ライオンズの歴史が
始まったのは周知の通りですが、マニラＬＣの系譜は後のロサンゼルスＬＣとなるシルゴニアン
ＬＣ(1918 年認証)まで遡ります。
このシルゴニアンＬＣのスポンサーによりカリフォルニア州ロングビーチＬＣが生まれ、その
エクステンションによって、ホノルルＬＣ(1926 年認証)が誕生。その後１９４９年３月、ハワ
イ５０地区のスポンサーによって、フィリピン初のクラブであるマニラＬＣが結成されました。
私にとって、そしてまた多くの日本人にとって親しみのあるハワイが日本ライオンズ発祥の歴
史に関わっている事実を知った際、不思議なご縁を感じた事を「名誉市民の鍵」を見て思い出す
と共に、改めてご縁の大切さを実感致しました。

8

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

１２月２２日 東京新都心ＬＣクリスマス例会参加報告

１２月２２日(木)、京王プラザホテルにて開催された東
京新都心ＬＣクリスマス家族例会に、亀川幹事、Ｌ今尾と
そのご家族とともに参加して参りました。東京新都心ＬＣ
の会長池田謙司Ｌには当クラブ納涼例会にバンド（ＴＵＴ
-excaliburs）でご出演頂き、当クラブＬ今尾の奥様である
歌手の井上あずみさんとジョイントで歌を歌っていただき
ました。今回は東京新都心ＬＣのクリスマス例会で井上あ
ずみさんが歌を歌うことになり、Ｌ今尾ご家族とともに参
加させて頂いた次第です。当クラブのクリスマス例会が日
曜日開催となり、仕事のため出席がかなわなかったＬ今尾
ご一家に取りましてのクリスマス例会となるわけです。
会場には３３３－Ｃ地区からＬＣＩＦ・国際委員会副委
員長高木次雄Ｌもお越しになり、市川ＬＣを親クラブとし
てセルビアにエクステンションを行ったお話を伺うことが
できました。高木Ｌは今後ギリシャ・ルーマニア・スロベ
ニアに例会訪問を約束してこられたということで、国際的
な活動に感動致しました。
要を得て簡潔な例会に続いて行われた懇親会では、井上
あずみさんが華麗に登場し、代表曲『さんぽ』で子どもた
ちの心をがっちりとつかみ、『（魔女の宅急便から）めぐる
季節』
『崖の上のポニョ』
『君をのせて』
『サンタが町にやっ
てくる』を歌われました。井上あずみさんの御嬢さんも来
年に芸名「ゆうゆ」で『６歳のバラード』でデビューされ
るとの発表に拍手が湧きました。最後にはステージに子供
たちを呼んで『となりのトトロ』をみんなで歌うことにな
り、井上あずみさんによるスタジオジブリの世界を満喫す
ることができました。
その後のラッキーカード抽選会では東京新都心ＬＣの２
名のサンタのほか、進藤会長扮するピカチュウが飛び入り
で進行のお手伝いを致しました。豪華な賞品に皆一喜一憂、
それとは関係なく着ぐるみに触りに来るお子さんたちもい
て、会場は大変な盛り上がりとなりました。
歴代会長によるライオンズローアに続いては、全員で輪
になってのお土産交換会が行われました。そして池田会長
をソングリーダーとしての『聖しこの夜』を日本語と英語
の歌詞で合唱してお開きとなりました。
とても楽しいクリスマス例会の時間を過ごすことができ
ました。東京新都心ＬＣの皆様、有難うございました。
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（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

☆ １２月２３日 南アルプスＬＣ・山梨アカデミーＬＣ・山梨ニューセンチュリーＬ
Ｃ ３クラブ合同クリスマス例会参加報告
（Ｌ桂）
去る２０１１年１２月２３日（祝）１４時より、山梨
県南アルプス市にある桃源文化会館・桃源閣において３
３０－Ｂ地区南アルプスＬＣ、山梨アカデミーＬＣ、山
梨ニューセンチュリーＬＣの３クラブ合同クリスマス例
会が開催されました。当日は進藤会長と亀川幹事とＬ桂
と３名で訪問させて頂きました。
開宴前に箱根の移動例会にお越し頂きお世話になった
３３０複合地区ガバナー協議会前議長桜井孝一Ｌ、３３
０－Ｂ第一副地区ガバナー佐藤精一郎Ｌ、同第二副地区
ガバナー川手寅平Ｌ、山梨アカデミーＬＣ会長松本善万
Ｌとお会いできたので当日の御礼とお騒がせしたお詫び
をお伝えしてから会場へ入りました。
３クラブは親クラブ・子クラブ・孫クラブの関係で、
今回初めて３クラブ合同でクリスマス例会を開催すると
のことでした。会場は３クラブのメンバーの他、ご家族
や関係者など大勢の人で賑わっており、会場入口ではか
わいらしいちびっこサンタがお迎えして下さいました。
合同例会は厳かに進行しましたが、開会のゴングを歴
代の会長がゴングを一人ずつ順番に鳴らしていったのに
は衝撃を受けました。国歌・ライオンズヒムなどの歌の
斉唱は指揮者が登場されて歌うのも初めての体験でした。
式典では、山梨アカデミーＬＣ・山梨ニューセンチュリ
ーＬＣの２クラブ合同でのＬＣＩＦ交付金を使ってのア
クティビティのご紹介がありました。
祝宴でも東京のクラブでは体験できないカラオケ大会
や大規模なラッキーカードなど４時間以上にわたり大い
に盛り上がりました。私たち３名はその間大変なおもて
なしを受けました。南アルプスＬＣ会長河西璋八Ｌとお
話しさせていただいたのですが、日本最大のメンバー数
となった時期もあるうえ、
「禁酒・禁煙・私語厳禁の例会」
「１５の文化部があり、どのメンバーも２つ以上の文化
部に所属」などのクラブ運営に感嘆致しました。さらに
同じテーブルでカラオケ大会の先陣を切って素晴らしい
歌をご披露された３３０－Ｃ地区川越つばさＬＣの沼田
浩正Ｌ、松本隆Ｌともうちとけ、進藤会長は例会訪問の
約束を取り付けたようでした。
また進藤会長、亀川幹事に至っては夜を徹してお付き
合いさせて頂いたようで、温かく盛況な例会に大変勉強
になると同時に感銘を受けました。南アルプスＬＣ、山
梨アカデミーＬＣ、山梨ニューセンチュリーＬＣの皆様、
大変お世話になりまして有難うございました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

１２月２３日 ９Ｒ合同品川区尐年マラソン大会参加報告

（進藤会長）

１２月２３日(祝)の朝、急に冷え込んだ冬晴れの空の
もと、品川区大井埠頭中央海浜公園・スポーツの森・陸
上競技場にて、９Ｒの東京品川ＬＣ・東京五反田ＬＣ・
東京大井ＬＣ・東京荏原ＬＣの４クラブ合同で開催され
た、第１７回品川区尐年マラソン大会にお手伝いに行っ
てまいりました。この日は約１３００名の子供たちが参
加して小学校３年生から中学生まで５つの部に分かれて、
競技場の周囲を走るということでした。
私は、今回幹事クラブである東京大井ＬＣの今村廉彦
Ｌに着ぐるみ持参と指示されておりまして、到着するな
り着替えてゲートで子供たちをお迎えいたしました。あ
ちこちから「あ、ピカチュウだ」という声が聞こえ、手
を振ってくれる人あり、写真撮りに来る人あり、ピカチ
ュウの人気ぶりを再認識しました。また、開会式前にス
タンドの皆さんに紹介されましたので、その格好のままトラックを１周デモンストレーションで
走りました。
開会式終了後、第一副地区ガバナー阿久津隆文Ｌがスターターを行った５年生の部から皮切り
に次々と子供たちが走りました。私も４年生の部でスターターを任命されました。寒い日ではあ
りましたが、子供たちの一所懸命な走りぶりにこちらも心が熱くなりました。

■ 行事予定
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２８日（土）14：00～わんぱくクラブ育成会チャリティコンサート
１月３１日（火） 8：30～薬物乱用防止教室
２月 ２日（木）13：00～第８回障害者施設見学ツアー
２月 ７日（火）18：30～２月第１例会（三軒茶屋ＬＣ合同例会）

於：世田谷区民会館
於：池尻小学校
於：区内障害者施設
於：銀座ｱｽﾀｰ三軒茶屋賓館

■ 幹事

亀川より一言
世田谷ライオンズクラブの皆様、旧年中は大変お世話になり、誠にあり
がとうございました。本年も変わらぬご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申
し上げます。
年が明けまして新年（辰年）を迎えましたが、去年を思い起こすとまさ
に激動の年でした。年が変わっても、震災で家族、友人、家を失った悲し
みに暮れている方々がいる、原発事故でいまだに自宅に帰れない方々がい
る、という現実を我々は決して忘れません。復興にはこれから何年掛かる
のか分かりません、何年かかっても被災地の声を常に聞きながら尐しでも
復興のお力になれればいいのではないかと思います。
さて、１月は、薬物乱用防止教室練習例会、また薬物乱用防止教室がご
ざいます。皆様、是非ご参加を宜しくお願い申し上げます。 幹事Ｌ亀川
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