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極めよう！奉仕の真髄 広げよう L 字の絆！We Serve
トピックス

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。
さて、この冬は東京ではしばらく晴れの日
が続き、乾燥が厳しいということでしたのに、
つい先日東京に６年ぶりという積雪４ｃｍと
なる大雪が降りまして、一転雪景色となりま
した。当日・翌日と交通機関は大いに乱れ、
関東地方だけでも１４００件を超える交通事
故、４００件を超える怪我などがあったよう
です。相変わらず雪に弱い東京という姿を露
呈したわけですが、東京の新名所となったス
カイツリーでは上部からなんと雪の塊が落ち
てくるなど、雪慣れしていない地域での思わ
ぬ現象などもあったようです。
また、東大地震研究所の平田直教授らの試
算では今後４年以内に７０パーセントの確率
でマグニチュード７クラスの首都直下地震が
起きる可能性があるとのニュースもありまし
た。自然の力の脅威は昨年の東日本大震災で
も痛感したところで
す。ついつい怠りが
ちになってしまいま
すが、いつ何が起き
てもおかしくないと
の前提で日頃の準備、
予防や対策など、各
自の意識を高めてお
く必要があろうかと
強く思います。

★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 1172 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２９日（水） 於：目黒雅叙園
第 1 3 回 理 事 会 １７：３０〜１８：３０
第 1173 回 例 会 １８：３０〜２０：３０
講師例会
Ｌ藤原のご紹介で、竹久夢二さんのお孫さ
んで酒田・竹久夢二美術館名誉館長である
竹久みなみ様にお越しいただきご講演を頂
く予定です。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１０回理事会報告
出席者

１月１１日

於 目黒雅叙園「カシオペア」

進藤会長、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 小塚、L 小野一郎、L 大竹、
L 鈴木、L 手塚、L 山本、幹事亀川
（１２名）

１月１１日（水）１７時３０分より、第１０回理事会が目黒雅变園３Ｆ「カシオペア」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． １月２８日わんぱくクラブ育成会チャリティ
ーコンサートの件につきまして進藤会長から
ご提案頂き、チケット５枚をクラブにて購入す
ることと致しました。
２． １月３１日薬物乱用防止教室につきまして進
藤会長からご説明頂き、Ｌ手塚ほか新しく薬物
乱用防止教室の寸劇に参加するメンバーを指
名することとなりました。
３． ３月１０日尐年サッカー教室につきまして、実
行委員会を次回１月２５日理事会の直前に開
催することとなりました。
４． 事業等実行委員会につきまして進藤会長から
ご提案頂き、５０周年・ガバナー準備・震災被
災地支援等実行委員会を１月１７日（火）１
８：３０から神興建設６Ｆ会議室にて開催する
こととなりました。内容につきましては事前に
告知することとなりました。
５． ２月１０日ＩＴセミナーにつきまして亀川幹事よりご説明頂き、当クラブＬ木下が講師
をすることも鑑みて、進藤会長、Ｌ山本に加え、事務局の佐々木さんも参加するほか、
亀川幹事も日程を調整頂くこととなりました。
６． ３月２５日第８回青尐年英語スピーチコンテストにつきまして亀川幹事よりご説明頂き、
Ｌ小塚が発表候補者としてお心当たりの方にお声掛けいただくこととなりました。
７． ４月２１日第５８回年次大会につきまして進藤会長からご説明頂き、当クラブ選出の運
営委員としてＬ山本がアワード部会副部会長・Ｌ須藤が登録部会副部会長・Ｌ手塚が晩
餐部会委員として委嘱されたほか、４名の代議員としては進藤会長・亀川幹事・石上第
一副会長・西山第二副会長で調整することとなりました。また、議案・アクティビティ・
スローガンにつきましては次回理事会でたたき台を協議することと致しました。
８． Ｌ磯辺より、三宿中ビオトープについて井戸水をくみ上げるポンプが故障していると状
況をご説明頂き、多尐費用が掛かっても業者に点検修理いただき、それがかなわない場
合には北斗建設の重機を手配することとなりました。
９． 進藤会長より翌１月１２日に南三陸志津川ＬＣに例会訪問して震災被災地支援アクティ
ビティを詰めてくる旨、ご報告がありました。
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第１１７０回例会（メンバースピーチ）報告

１月１１日

出席者

於

目黒雅叙園

進藤会長、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 木下、L 小塚、
L 小野一郎、L 小野景彦、L 大竹、L 宮崎大二郎、L 西山、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、L 須藤
（出席１８名、メークアップ２名、計２０名）

1

第１１７０回１月第１例会（講師例会）が１月１１日（水）
１８：３０より、目黒雅变園３Ｆ「カシオペア」にて開
催されました。まず、亀川幹事より開会に当たり、新年
のご挨拶と元日の亀川家の初詣のご様子をご披露いただ
きました。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

進藤会長から会長挨拶を頂きました。進藤会長は年の初
めということもあり、例会の最初に歌う国歌について言
及し、「♪さざれいしの～」という部分をつい「さざれ、
いしの」と息継ぎする方が多いが、本来は一つの単語の
ため一息で歌うべきである、などと実際に歌いつつご紹
介され、新年のご挨拶とされました。

3

Ｌ山本より「ライオンズとビジネスの幸福な関係」をテ
ーマにメンバースピーチを頂きました。始めにＬ山本は
年頭の例会にスピーチの機会を頂き恐縮されると共に感
謝の意を表明されました。そして、今日のテーマはご自
身がライオンズ通じてビジネスにも生かせる多くの教訓
を得たにも関わらず、折角親しくなったメンバーが仕事
上の理由で退会されるのが残念という思いからであり、
スピーチを通じてライオンズとビジネスとは実は円満な
関係であると再認識頂き、今後とも、皆様と末永くお付
き合いしたいとお話しになってからスピーチを始められ
ました。

4

Ｌ山本は１９６２年広島県福山市ご出身で、高校１年生
の時にお父様の仕事の関係で大阪府枚方市に転校、建築
の専門学校を経て、１９８２年に社会人となられてから
一貫して空間設計を手掛け、１９８６年からは東京をビ
ジネスの拠点に選択され、１９９４年に株式会社ナリン
グ・クリエイティブを起業。その後、異業種交流から学
びを得たいとの思いから１９９５年に東京青年会議所に
入会してＬ小塚やＬ小野景彦と出会い、２００２年に当
クラブに入会するまでの経緯を話されました。また、Ｌ
山本がこれまでに手掛けたオフィス空間や商業施設、飲
食店等の事例をスライド写真でご紹介頂きました。
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続いて本題に入りました。先ずＬ山本は、
「たいていの成
功は偶然である」というお知り合いの起業家の言葉を引
用されました。たまたま条件が揃えば成功とは案外簡単
であり、たとえ今は繁栄しているとしても殆どの場合長
続きはしないとのことです。その証拠に統計によると企
業生存率は１０年後には 6.3％であり、尐なくとも１０
年以上事業を継続できていなければ成功しているとは言
えないと仰いました。

6

継続できない理由とは、経営そのものを学んで経営者に
なる例は稀であり、大半は経営者として未熟な状態で起
業する。つまり経営が難しいのではなく経営力が不足し
ているから事業が継続しないのであって、経営力を身に
着けるには優秀な経営者と親しくなることが有効である
と説明されました。そして優秀な経営者の条件とは、知
っている事とできる事がイコールの「知行一致(ちこうい
っち)」の人であるとお話しされました。その上で、ライ
オンズには奉仕活動に関わりながらも１０年どころか２
０年、３０年以上も事業を継続継続している優秀な経営
者が多数在籍していると結論付けました。

7

次にライオンズメンバーとの交流を通じて得た教訓の一
部をご紹介頂きました。Ｌ磯辺からは、社長が不在であ
っても社員が自为的に行動できる環境創りのキーワード
「任せる」を学び、常に細部まで配慮を怠らず、節目に
はきちんと評価する「労う」をＬ羽田から学び、自分の
関わる仕事に対して、たとえ無関係に思える出来事でさ
えも全てに「責任を取る」決意をＬ小野一郎から学んだ
こと。
「叱る」ことと叱ってくれる存在の大切さをＬ芝田
から学び、一見すると非合理的に思えても「拘る(こだわ
る)」ことが経営の深みを形成することを東京シティＬＣ
で富士そばを経営される丹Ｌから学び、絶体絶命の状況
に置かれても「感謝する」ことで必ず光明が必ず見えて
くることを、日比谷松本楼社長で東京日比谷ＬＣ所属の
小坂Ｌから学んだ、とご紹介されました。

8

これらの教訓は普遍的であり、優秀な経営者から直接学
んだ得難い教えであり、このような本質的な学びの機会
はセミナーや本からは得ることは難しく、ライオンズに
所属できたからこそだと仰いました。

9

最後にスポンサーであるＬ小塚に感謝を表明され、我々
メンバーに「一寸先は闇」ではなく「一寸先は光」とい
う言葉を贈られて スピーチを締めくくられました。素晴
らしいお話を有難うございました。
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10 質疑応答では、進藤会長より最終的に目指すものは何か
と質問を頂き、Ｌ山本からウィンクン・タム国際会長の
ように葵しただけで人間力が伝わって感動を与えられる
ような人になりたいと回答を頂きました。Ｌ山本、本当
に貴重なお話を有難うございました。
11 ウィ･サーブのご発声はＬ小塚にお願いしました。Ｌ小塚
はＬ山本の素晴らしいスピーチを讃え、今年も世田谷Ｌ
Ｃが一丸となってアクティビティに邁進することを祈念
して高らかにウィサーブのご発声を頂きました。
12 会食中、幹事報告を亀川幹事より頂きました。本日の第
１０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。ま
た１月１７日の実行委員会の出席予定者を募り、進藤会
長以下９名のメンバーが出席の意思を表明しました。
13 Ｌ畠山より震災支援のため会社で募金していたお金が寄
付されました。
14 進藤会長より、Ｌ山本に第５８回年次大会アワード部会
副部会長、Ｌ手塚に同晩餐部会委員の委嘱状が渡されま
した。
15 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Ｌ畠山の紹介動画を放映されました。Ｌ畠山がも
ともとエレベータ部品の運送会社であった株式会社ヤヨ
イの３代目社長として、エレベーターに関することなら
設置や改修に至るまですべてできるように業態を変えて
いった経緯とご苦労についてまとめられていたほか、オ
ンとオフをしっかりと分けているという流れでＬ畠山が
夜の街をパトロール（笑）する姿も放映されました。
16 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２０００円、ドネーション４２０００円で、計
４４０００円でした。皆様有難うございました。
17 出席率の発表は出席委員長Ｌ白石がご欠席のため、Ｌ吉
崎にお願いいたしました。在籍４０名、不在会員２名、
終身会員５名、出席１８名、メークアップ２名で出席率
は６０．６％でした。
18 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、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。
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アクティビティ・ＣＮ５０・ガバナー準備実行委員会報告
１月１７日
出席者

於 神興建設（株）会議室

進藤会長、L 石上、L 磯辺、L 桂、L 小塚、L 西山、L 大竹、L 芝田、L 鈴木、
L 山本、L 吉崎、幹事亀川（１２名）

１月１７日（火）１８時３０分より、神興建設株式会社６Ｆ会議室にて、アクティビティ・
ＣＮ５０・ガバナー準備実行委員会が開催されました。当日は急遽、終身会員のＬ芝田も駆
けつけ、活発な討議がなされました。
１． アクティビティにつきましては、震災被災地
支援アクティビティについて、南三陸志津川
ＬＣと共同して、南三陸町の知的障害者施設
「のぞみ福祉作業所」に新しい生産ラインと
して牛乳パックからのリサイクル紙漉きのた
めの機械のセットを寄贈する企画について進
藤会長から進捗状況の報告を行いました。
２． さらにＬ磯辺より三宿中学校のビオトープに
ついて調査の結果、ポンプの故障がみられ、
修理を行う見積もりが提出され、実行委員会
承認のもとにただちに修理に着工することと
なりました。
３． ＣＮ５０につきましては来年２０１３年９月
２８日に目黒雅变園を予約してありますが、
実行委員長Ｌ鈴木より、ＣＮ４５と同様、
「手
作り」感を前面に出したＣＮ５０式典とした
いとの方向性が示されました。また、どのよ
うな式典にすべきかメンバーから活発な意見
が出されました。
４． ガバナー準備につきましては、実行委員長Ｌ
山本より、ＣＮ４５式典の際の実行委員長Ｌ
飛田より「東京ＬＣの直系クラブである当ク
ラブにていずれガバナーを輩出したい」との
宣言があったことなどを含め、当クラブでガ
バナーを輩出する意義や今までの経過につい
て再確認があり、終身会員Ｌ芝田より過去の
経緯等についてご報告を頂きました。その後、
活発な意見交換が行われました。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ １月１２日

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

３３２－Ｃ南三陸志津川ＬＣ・仙台萩ＬＣ例会参加報告（進藤会長）

さる１月１２日(木)、宮城県南三陸町に８回目の訪問を
致しました。今回は、震災支援アクティビティの打ち合わ
せで３３２－Ｃ地区南三陸志津川ＬＣの理事会例会に出席
し、震災支援アクティビティを確定させるためです。
南三陸町では瓦礫はかなり片づけられ、商店街が移設さ
れると思われる地域の工事が始まっていました。南三陸志
津川ＬＣ例会場には他クラブから贈呈された大きな札や絵
がかかっていました。
アクティビティの内容は津波で被害を受け作業がなくな
ってしまった知的障害者施設「のぞみ福祉作業所」に新し
い作業として「紙漉き」を考え、その生産ラインとしての
機械セットを寄贈するというものです。理事会と例会で企
画を上程させていただき、当クラブとの合同アクティビテ
ィとしてご承認頂きました。ありがとうございました。
さっそく「のぞみ福祉作業所」に移動して結果をご報告
しますと大変喜んでくださいました。機械については世田
谷区の紙漉きを行っている施設「すとぉりぃ」からある程
度お見積もりいただくだけでなく、技術指導と称して施設
職員利用者で南三陸町を訪れて交流を行う案も浮かんでき
ましたので、今後さらに発展していく可能性があります。
さて、南三陸志津川ＬＣ例会場にて、小坂会長から「今、
阿久津第一副地区ガバナーが石巻にいらっしゃるみたいで
すよ」と教えて頂いたので連絡を取りますと、教育委員会
に書籍を寄贈しにいらしているとのことでした。
「なに、南三陸にいるの？今晩仙台で仙台萩ＬＣの例会
に出るからおいでよ。例会訪問が趣味なんでしょ」と誘わ
れまして、急遽仙台に向かいました。
駅からほど近いところに会場となった仙台国際ホテルが
あり、第一副地区ガバナー阿久津隆文Ｌと東京赤坂ＬＣ会
長廣谷慎一Ｌとともに新年例会にお邪魔致しました。
仙台萩ＬＣは東京赤坂ＬＣと友好クラブで本日の石巻へ
の書籍寄贈を共に行ったとのこと、東京赤坂ＬＣのお二人
は予定通りとして、突然の来訪者である私までも大変温か
くお迎え頂きまして本当に有難うございました。また、仙
台萩ＬＣ会長岸俊一郎Ｌや３３２－Ｃ地区１Ｒ２ＺＺＣ木
村清重Ｌ（仙台シティＬＣ）をはじめ、皆様から仙台にま
た来訪するようお声掛けいただき、とても嬉しく思いまし
た。宮城県とますます縁が深くなりそうです。
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☆

Ｆｒｏｍ

☆ １月１３日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

東京成城ＬＣ新年例会参加報告

１月１３日（金）、新宿のヒルトン東京ホテルの『菊
の間』にて開催された東京成城ＬＣ新年家族例会に初
めて参加してまいりましたのでご報告致します。毎年
この時期に大々的に開催していると噂に聞く東京成
城ＬＣ新年例会。当クラブからも進藤会長、Ｌ白石と
私Ｌ亀川の３名が参加しましたが、来賓だけで約９０
名を数え、部屋は多くの人であふれていました。東京
成城ＬＣの皆さんはお揃いの白ジャケットに身を包
み、さながらチャーターナイトのような雰囲気。森鉄
雄会長のご挨拶のあとは、保坂展人世田谷区長をはじ
め、大石誠ガバナー、山浦晟暉国際理事、石井征二Ｌ
ＣＩＦコーディネーターのご来賓挨拶を頂き、続い
て、アクティビティ紹介がありました。
東京成城ＬＣの为なアクティビティは、世田谷区の
区民祭りで実施したチャリティーオークションで得
た資金を「世田谷こども基金」「東日本大震災復興支
援金」に贈呈したほか、区内１１校で行っている薬物
乱用防止教室や、様々な団体への協賛金支出というこ
とで、当日も世田谷区長への贈呈式が行われました。
また、毎年ＬＣＩＦに多額の寄付を行っているという
ことで中村善子Ｌが表彰されていらっしゃったのが
印象的でした。
第二部の懇親会では、全員で「♪とーしのはーじめ
の・・」と「一月一日」（自分は歌の名前を知りませ
んでした：笑）を斉唱したほか、津軽三味線を伴奏と
した民謡ショー、３２型液晶テレビをはじめとして豪
華な賞品が当たるラッキーカード抽選会が行われま
した（自分は１つも当たりませんでした：トホホ）。
途中、あちこちで懇親・交流が行われ、華やいだ雰囲
気の中、新年家族例会は終了致しました。
お土産は、世田谷区と姉妹村である川場村のリンゴ
農園でリンゴの木を５本管理しているとのことで、川
場村のリンゴと、震災被災地の産物を頂きました。
わがクラブは現在のところ１月は通常例会だけで
新年例会という形では開催していないほか、クリスマ
ス家族例会もクラブメンバー家族中心でこじんまり
と行っておりますが、他クラブの方を招いて新年例会
など開催するというあり方も大変勉強になりました。
東京成城ＬＣの皆様、どうも有り難うございました。
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（Ｌ亀川）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １月１４日

ＭＥＭＢＥＲＳ

③

親と子のコンサート参加報告

（Ｌ畠山）

去る１月１４日（土）、一般社団法人 日本作編曲家協会（ＪＣＡ
Ａ）の「親と子のはじめてのコンサート」に参加しました。当クラ
ブで１年半前にチャリティーコンサートを開催したもので、今回も
後援となっています。１年半ぶりに「親と子のはじめてコンサート」
開催だったのでとても楽しみに我が家は親子３名＋友達の親子、５
人で今回のコンサートを鑑賞に行ってきました。
第一部では歌、第二部ではミニ・ミュージカル「魔法使いオズと
魔法の笛」構成でした。オープニングは「となりのトトロ」で、や
はり子供たちが井上あずみさんと一緒になり、大きな声で立ち上が
って歌っていました。途中、ゆうゆさん（あずみさんのお嬢様：２
０１２年２月２２日デビュー予定）や広尾ジュニア合唱クラブの参
加でかなりの盛り上がりになったところで・・・最後に昨年、流行
った「マル・マル・モリ・モリ」が始まると会場が一体となり、歌
や踊りでとても良いムードになりました。
（我が家の２歳児も周りの
子に負けず踊っておりました。）そして第二部にはミニ・ミュージカ
ル「魔法使いオズの魔法の笛」が始まり、子供達だけではなく大人
も一緒に楽しめるミュージカルでした。
今回のコンサートは実行委員では無かったので、思い切って楽し
く鑑賞する事が出来てとても良かったと思います。
＊ 世田谷ライオンズクラブメンバーでもあるＬ今尾のお嬢様（ゆ
うゆさん）は「６さいのバラード」デビューシングル（ＮＨＫ
みんなのうた２０１２年２月～３月放送に出演する事になられ
ました。

☆ １月１４日

東京玉川ＬＣチャリティーバザー参加報告

１月１４日（土）九品仏浄真寺の新春餅つき大会にあわ
せて開催された東京玉川ＬＣチャリティーバザーに参加
して参りました。
メンバー供出の雑貨やタオル、食器などのバザーに合わ
せて区内近隣の障害者施設の焼き菓子も販売して頂ける
ようになって今年で３年目。今年は精神障害者施設『パイ
焼き窯』と身体障害者施設『岡本福祉作業ホーム』から焼
き菓子が出品されました。とくに『パイ焼き窯』はプリン
トクッキーで東京玉川ＬＣの名前とロゴを入れたクッキ
ーを入れた詰め合わせセットを販売していました。
開店まもなくまでしかお手伝いできませんでしたが、当
日は天候もよく、子供たちが一気に集まってよい売れ行き
だったとのちにうかがいました。皆様お疲れ様でした。
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（進藤会長）

☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

④

１月１４日 ３３０－Ｃ川越つばさＬＣ例会参加報告

１月１４日(土)夜、埼玉県本川越の「割烹 福登美」に
て開催された３３０－Ｃ地区川越つばさＬＣの新年例会
に、参加して参りました。川越つばさＬＣの元会長沼田浩
正Ｌとテールツイスター松本隆Ｌとは昨年末の３３０－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合同クリスマス例会でたまたま隣席とな
り、
「例会訪問の重要性」について非常に意気投合致しまし
て、今回の新年例会訪問の運びとなったわけです。
西武新宿線本川越駅そばの会場に到着してまもなく３３
０－Ｂ地区第一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、山梨ニューセンチュリーＬＣ会長
浅川辰哉Ｌはじめとして山梨県から７名の方々が到着され
まして、友好クラブの繋がりの強さを垣間見た思いでした。
川越つばさＬＣは川越市内の小中学校のＰＴＡ会長や企
業経営者を中心とする若年層と女性会員を中心にした、平
均年齢が約４３歳と非常に若いクラブで、アクティビティ
としては「リレー・フォー・ライフ」という対ガン啓発の
ために２４時間歩き続けるイベントへの参加や入間川の清
掃などの活動を为になさっているとのことでした。宴席に
持ち込まれたゴングを現会長五十嵐冬樹Ｌが鳴らしたうえ
でご挨拶をいただき、新年例会が始まりました。しばらく
しますと、川越独特なのでしょうか、獅子舞とさらには大
黒様が入ってまいりまして、大変驚きました。どうやら各
部屋・宴席を回りまして、新年のお祝い気分を盛り上げて
いるようです。獅子舞におひねりを差し出しますと、代わ
りにダルマを頂くことができました。
さらに、幹事金子敏恵美Ｌの進行による懇親会のメーン
は山手線ゲーム。「男性複数による歌手グループは？」「ピ
ンクレディーの歌は？」などというたわいもない質問です
が、実際にやってみると詰まってしまう人が続出、罰ゲー
ムとしてノニジュースのもととなるノニシートをかじる羽
目になっていました。
おなじ複合地区でもＡ・Ｂ・Ｃと準地区が異なればクラ
ブ間の交流の壁は大変高いわけですが、こうしてせっかく
知り合ったクラブ同士、今後も仲良くしていきたい、と思
いを新たに致しました。

10

（進藤会長）

☆

Ｆｒｏｍ

☆ １月２１日

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑤

東京都薬物専門講師研修参加報告

（Ｌ西山）

１月２１日（土）午後２時～午後４時４０分まで都庁第一本庁
舎５階大会議場にて開催された東京都薬物専門講師研修に参加
して参りました。
まず、東京都福祉保健局健康安全部薬務課長の野口俊久氏より
ご挨拶を頂きました。平成２２年度の薬物乱用者の検挙数は、約
１万４千人強で、そのうち８０％近くが覚醒剤使用者だそうです。
薬物乱用防止教室開催は、約７割の小中高校で実施されており、
薬物乱用の恐ろしさを若者に教える必要性はますます高まって
いるので、正しい知識を伝えて欲しいとのことでした。
続いて、東京都福祉保健局健康安全部薬務課麻薬対策係为事の志村直樹氏より、最近の薬物乱
用状況についてご報告がありました。それによると、有名人・大学生の事案が多くなっているほ
か、覚醒剤の再犯者も多くなっているとのこと。それだけ薬物の依存度が高く、なかなか断ち切
ることができない状況にあるのでしょう。更に、羽田空港の国際線開港にともない「運び屋」の
事案も多くなっているとのこと。実際のところ薬物乱用者の検挙者数は減尐傾向にあるが、これ
は、インターネットの普及等により潜在化したためだと考えられるとのこと。対策の一つとして、
薬物乱用防止教室の開催が重要であり、こちらは年々増加傾向にあるとのことでした。
次に、警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第５課対策
第２係長の森

浩史氏より、最近の薬物事犯の現状につ

いて、東京都立松沢病院精神科医長の梅野

充医師より、

麻薬中毒及び依存症患者の現状と薬物依存症の治療に
ついての専門的な視点のご説明を頂きました。
最後に、東京都福祉保健局健康安全部薬務課麻薬対策
係为任の阿部

朊弘氏より、東京都の「薬物専門講師制

度」の運用について、平成２２年４月１日に発足したこ
と、交付要件として過去３年以内に①薬物乱用防止講習
会の講師を３回以上務めていること、②薬物専門講師研
修を１回以上受講していること、申請は所属団体を通し
て行うこと、とのご説明がありました。私Ｌ西山は、２
２年７月に國學院大學ローバースカウト隊、２３年１月
に池尻小学校で講習を実施しており、今度２４年１月３
１日にも池尻小学校で行われる薬物乱用防止教室にて
講師として講習する予定ですので、予定通りいけば上記
の申請が可能になりますので申請してみたいと思いま
した。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

⑥

１月２３日 ３３０－Ａ新年賀詞

参加報告

（進藤会長）

１月２３日（月）、東京プリンスホテルで開催された、３
３０－Ａ地区キャビネット为催の新年賀詞交歓会に亀川幹
事とともに参加して参りました。大石ガバナーご挨拶のほか、
山浦国際理事ほかご来賓のご挨拶に続いて、現・前・元ガバ
ナーの皆様による鏡開きで華やかに会が始まりました。
会場にはおよそ４００名近い参加者が４０以上のテーブ
ルに分かれて座り、あちこちで懇親・交流を深めていらっし
ゃいました。私たちのテーブルには東京新都心ＬＣ池田会長
もいらっしゃって、３月１１日に行われる新宿西口公園にお
ける震災被災地アクティビティのご説明と参加のお誘いを
頂きました。後半はラッキーカード抽選会。粒ぞろいの賞品
でしたが、２枚買ったラッキーカードが２枚とも当たり、お
米と電気ポットを入手して亀川幹事と分け合いました。

■ 行事予定
１月２５日（水）18：30～１月第２例会（薬物乱用防止練習例会）
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）

■ 幹事

於：目黒雅变園
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

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。
１月第１例会では、Ｌ山本より（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した。
実に素晴らしいスピーチを頂き、感謝しております。ライオンズの諸先
輩方から頂いたアドバイスの数々、特に意外だったのがＬ山本が入会した
当初、諸先輩方から、言葉の使い方等でしょっちゅう叱られていた…など
今の紳士的なＬ山本からは想像も出来ないのですが、きっとＬ山本はライ
オンズに入会されて成功された成功者の１人なのでしょう。私も見習わな
くてはいけないと、ひしひしと感じました。Ｌ山本、有り難うございまし
た。
さて、１月第２例会では、薬物乱用防止教室の練習を行います。全員参
加型としたいので、皆様ご協力のほど、宜しくお願い致します。あわせて、
１月３１日（火）の薬物乱用防止教室も皆様、是非ご参加の程宜しくお願
い申し上げます。
幹事Ｌ亀川
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