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今年度スローガン 

見つめよう！未来の奉仕  深めよう Ｌ字の絆！We Serve 

 

トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

 

★7 月２８日（水）  於：目黒雅叙園 

第２回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1135 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

講師例会。講師：加納亜季様 

Ｌ石田のご紹介で、最新の脳科学ＮＬＰ

の第一人者でカリスマコーチでいらっし

ゃいます、加納亜季様にご講演を頂きま

す。加納様は、経営者の右腕となって組

織や経営者のやる気を引き出し、成長を

サポートされていらっしゃいます。大変

有意義なお話を頂きますので、メンバー

の皆様におかれましては是非ご出席くだ

さいますようお願いします。 

★８月４日（水）於：青山ロビンズクラブ 

第 1136 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

納涼家族例会。 

港区赤坂 7-3-38プラースカナダ B1F 

０３－５４１４－１１５５ 

メンバー・同伴者とも ５０００円 

   （小学生以下無料） 

今期の納涼家族例会は、青山通り沿いの

カナダ大使館Ｂ１にオープンしたばかり

の青山ロビンズクラブにて開催すること

となりました。メンバーの皆様、どうぞ

ご家族・ご友人同伴でお越し下さいます

ようお願い申し上げます。 

 

会長挨拶  
 今期会長を拝命致しましたＬ桂です。まず

は今期若手メンバーに活動の場を与えて頂い

た先輩ライオンに感謝申し上げます。 

さて、今期の抱負ですが、私たちは、２０

年後もライオンズクラブが活躍するためにク

ラブやアクティビティのあり方はこのままで

いいのだろうかという危機感を常に持ってい

ることと思います。そこで今期は『今後のラ

イオンズクラブはどのようにあるべきか』と

いうことを事あるごとに真剣に考えていきた

いと思います。そして、クラブの活動の基盤

はやはり各メンバーの会社の経営が安定し、

成長していることだと思います。この不景気

の中で、多くのメンバーの会社は非常に困難

な経営環境にあります。 

 そこで、私たちはあるときはアドバイスを、

あるときはお叱りを頂きながら、『それぞれの

会社経営に役立つようなメンバー同士であり

たい』と考えております。そのためにはメン

バー同士の絆をより深めることが重要です。

このような考えのもと今期は「見つめよう未

来の奉仕、深めようＬ字の絆」というスロー

ガンをかかげさせ

て頂きました。微力

ながら全力でクラ

ブを盛り上げて参

る所存でございま

すので一年間お力

添えよろしくお願

い申し上げます。 



 

 準備理事会報告 ６月１６日           於 恵比寿 東天紅 

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 藤川、L 畠山、L 飛田、L 石田、L 磯辺、 

L 亀川、L 小塚、L 宮崎大、L 宮崎宏、L 中村、L 西山、L 小野一、L 大竹、 

L 白石、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤  （出席者数２３名） 
 

1. ６月１６日（水）、２０１０－２０１１期の運営を円滑

に行うための準備理事会が恵比寿ガーデンプレイス内

の「東天紅」にて開催されました。会場は大変見晴ら

しがよく、次第に日が暮れていく東京の眺望を堪能す

ることができました。 

2. 幹事進藤の進行のもと会は開会し、まず桂会長からご挨拶

を頂きました。桂会長は、新三役が年齢的に若いため諸先

輩方からご指導をあおぎたいこと、今後も若い会長が輩出

されるために変革すべきものを変革していきたいと考え

ていることなどをお話しになってご挨拶とされました。 

3. ウィサーブのご発声は吉崎前会長にお願い致しました。吉

崎会長は、１年間の会長経験で大変ご成長があったとご自

分でお考えであり、今後は新体制のもとご協力を惜しまな

いとお話しされて、ウィサーブのご発声を頂きました。 

4. 会食中に、桂会長から、幹事としてＬ進藤、会計としてＬ

石田、ライオンテーマとしてＬ畠山、テールツイスターと

してＬ山本と新五役のご紹介がございました。 

5. 幹事進藤より幹事報告を致しました。「役員構成案」「委

員会構成案」「２０１０－２０１１年度収支予算案」につ

いてご報告致しました。また、お土産として皆様にお渡し

する、縁起ものである池尻稲荷の達磨と障害者施設『パイ

焼き窯』で作られた焼き菓子についてご説明致しました。 

6. 出席されたメンバーの皆様からお一人ずつ、新体制に向け

てのお一言を頂戴いたしました。福島Ｌからは変革と同時

に守るべき伝統の重要性についてお話し頂きました。 

7. その後は和やかな歓談が行われ、無事準備理事会は終了と

なりました。その後三軒茶屋に移動し、二次会・三次会に

てさらなる懇親を深めることができました。 



 

 第１回 理事会報告 ７月１４日           於 目黒雅叙園 花苑 

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 飛田、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川 

L 小塚、L 中村、L 西山、L 白石、L 鈴木、L 山本、L 吉崎、幹事進藤 

（出席者数１７名） 
 

 今期第１回理事会が目黒雅变園４Ｆ「花苑」にて開催されました。 

■ 審議事項 ■ 

１．２０１０年６月収支報告書については、会計監査の後

に再検討することとなりました。 

２．本年度役員及び会計監査委員については、桂会長より

ご説明頂き、ご承認いただきました。 

３．本年度委員会構成案につきましては、桂会長よりご説

明頂き、实効性を持たせるため委員人数を３－４名と

したことが説明され、ご承認を頂きました。 

４．年間行事予定につきましては、準備理事会以降に決定

した日程を確認して承認いただきました。 

５．アクティビティにつきまして、桂会長及び幹事進藤よ

りご説明致しました。障害者支援事業につきましては、

障害者施設見学ツアーを東京三軒茶屋ＬＣとの合同事

業として今期は８回实施することとその日程について

ご承認頂きました。また、アクティビティ数を減らす

ことも一旦検討されましたが、全アクティビティが有

意義であるため、予定通り实施することと致しました。 

６．本年度年会費は前期と同額で理事会承認されました。 

７．本年度収支予算案につきましては、会計監査ののちに

繰越金等を確定後、再審議することとなりました。 

８．新入会員候補、木下知紀様、大日向由香里様、須藤陽

子様のご入会が承認されました。 

９．メンバーの奥様へのお誕生日、結婚記念日プレゼント

につきまして、桂会長からご説明し、フラワーアレン

ジメントをお贈りすることが承認されました。 

10．東京三軒茶屋ＬＣとの合同例会は９月２２日水曜日に

目黒雅变園にて開催することを確認致しました。 

11．東京三軒茶屋ＬＣの实施する中古めがねリサイクル、

タイのチェンライへの中古衣料収集について幹事進藤

よりご説明し、協力を行う方向性が承認されました。 

12．納涼家族例会は場所は未定ですが日程を８月４日とす

ることが決定致しました。 

■ 報告事項 ■ 

報告事項は例会中にご報告することといたしました。 



 

 第１１３４回例会報告  ７月１４日     於 目黒雅叙園 「花苑」の間 

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 飛田、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川 

L 小塚、L 村井、L 中村、L 西山、L 老田、L 大島、L 白石、L 鈴木、L 山本、 

L 吉崎、L 木下、L 大日向、L 須藤、幹事進藤      （出席者数２３名） 
  

1 第１１３４回７月第１例会が７月１４日（水）１８：３

０より、目黒雅变園「花苑」の間にて開催されました。

開会のゴングを桂会長に行っていただき、国歌（君が代）

斉唱、ライオンズクラブの歌、世田谷ライオンズクラブ

の歌を斉唱致しました。 

2 続いて会長就任式を行いました。まずは吉崎前会長から

桂会長に認証状が伝達され、新旧役員によるバッジの交

換に続いて、ライオン旗の前で記念撮影を致しました。

桂会長より前三役への記念品としてバカラの２０１０年

限定ペアグラスが贈られました。前三役の皆様、お疲れ

様でございました。今後とも宜しくご指導のほどお願い

申し上げます。 

3 入会式を行いました。本例会にて３名の新入会員をお迎

えすることになりますが、例年よりも尐し厳粛に行いた

いという意見のもと、進行方式を尐し改訂致しました。

まず、ライオン帽をメンバー一同着帽したうえで、会員

委員長Ｌ小塚が厳かに入会式の開会を宣言致しました。

続いて幹事進藤より３名の入会予定者の略歴をご報告申

し上げました。そしてＬ小塚より入会審査が無事終了し

たことをご報告いただいたのちに、会場暗転とともにス

ポンサーであります桂会長とともに新入会員候補である

木下知紀様、大日向由香里様、須藤陽子様が満場の拍手

のもと入場されました。桂会長がブライダル関係のお仕

事をされていらっしゃることもあって点火したトーチで

各テーブルにあるキャンドルに点火する形式にて執り行

いました。 

4 スポンサーである桂会長から「新入会員として一人の友

を得ることは一つの財産を得ることである」とのお言葉

を頂きました。続けて新入会員の皆様に、会合への参加、

道徳綱領の遵守への誓いを立てて頂いたのち、「我々は知

性を高め友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守

り、社会奉仕に精進する」とライオンズの誓いを力強く

唱和して頂き、スポンサー桂会長からバッジを襟に装着

して頂きました。そして、例年につけ加わえて、会員委

員長から「新会員の紹介」「役員等情報の伝達」「優秀な

ライオンとなれるような援助」「新会員からの質問への回



答」「新会員の相談に乗ること」の５点について義務を持

つというスポンサーの誓いを唱和し、これにて晴れて新

年度早々に３名の新生ライオンが誕生致しました！ 

5 それぞれの新入会員からご挨拶を頂きました。Ｌ木下知

紀は、ご自身が写真と映像の撮影をする会社を経営され

ていらっしゃることに触れ、今後例会等の記録写真は是

非撮りたいと力強く述べられました。Ｌ大日向由香里は、

お花関係のお仕事での協力を申し出られ、向日葵のよう

な笑顔でライオンズ活動にあたりたいと抱負を述べられ

ました。Ｌ須藤陽子は、２年前に老田Ｌのご紹介でクリ

スマス例会に参加されたのち桂会長のご紹介をうけたこ

と、お仕事はジュエリービジネスコンサルティングであ

るとお話しされました。（新入会員の皆様の自己紹介は○

ページに掲載しました）メンバー一同、Ｌ木下、Ｌ大日

向、Ｌ須藤のご入会を祝福申し上げます。今後は仲間と

して奉仕活動にご活躍頂きますようご期待申し上げます。 

6 桂会長より会長挨拶を頂きました。桂会長は、３名の新

入会員を迎えられた喜びを述べられたのち、今期の抱負

として、２０年後のライオンズクラブの姿についての危

機感について注意を喚起し、クラブのあり方や奉仕活動

のあり方について考えていける年にしたいとお話されま

した。また、会員相互が情報交換することでメンバーそ

れぞれの経営にもプラスになるようにしたいとの願いを

述べられました。そして、メンバー同士の絆が深まるよ

うに今期スローガンを『見つめよう！未来の奉仕 深め

ようＬ字の絆！』と発表されて、ご挨拶とされました。 

7 幹事進藤から本日理事会審議事項についてご説明をし、

例会にてご承認を頂きました。皆様有難うございました。  

8 ウィサーブは吉崎前会長にお願い致しました。吉崎前会

長は昨年の会長としての１年に触れ、会長経験が大変勉

強になり、かつ、メンバーの皆様と仲良くなれたこと、

そして運営にご協力いただいて大変感謝していることを

述べ、今期の運営への協力を惜しまないことを宣言して、

高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

9 会食中に委嘱状が桂会長から授与されました。Ｌ小塚に

３３０－Ａ地区環境保全委員会副委員長、Ｌ白石に会員

増強・リテンション・エクステンション委員会委員、吉

崎前会長に献腎・献眼委員会委員、Ｌ山本にＰＲ広報委

員会委員長の委嘱状が授与されました。 

10 続けて、３３０－Ａ地区第１回リーダーシップ研究会修

了証がＬ阿部、Ｌ山本、幹事進藤に手渡されました。 



11 テールツイスターの活躍では、今期テールツイスターＬ

山本にご活躍頂きました。Ｌ山本は先ずテールツイスタ

ー（尻尾をひねるもの）とは何かを説明された上で、メ

ンバー間の友愛を深めるための工夫を凝らしたいと抱負

を述べられました。そして iPadを使ったスライドで、突

然赤ちゃんの写真を披露され、さて誰でしょう？と質問

されました。回答は吉崎前会長で、何も知らされていな

かった吉崎前会長は唖然・・・、幼尐期からの写真を何

点かお見せ頂きながら、かつての武勇伝などもご紹介さ

れる度に会場はどよめきと歓声に沸いておりました。ま

た、奥様への取材に基づいて吉崎前会長に対して夫婦の

仲良し度をチェックするクイズもご用意され、そのウィ

ットに富んだ進行に会場は笑いに満ち溢れました。 

12 その後、クラブニュース前号・前々号を回覧しつつ、各

種報告を行いました。Ｌ山本からは、６月１４日の３３

０－Ａ地区第４回キャビネット会議のご報告を頂きまし

た。幹事進藤からは、同じく６月１４日の世田谷区内特

別支援学級を持つ中学校校長先生と区内クラブ懇談会の

ご報告ならびに６月２０日青尐年英語スピーチコンテス

トのご報告を致しました。そして、Ｌ石上より６月２１

日に開催された前期ガバナー諮問委員会のご報告を頂き、

再び幹事進藤より６月２３日東京渋谷ライオンズクラブ

ＣＮ５３周年記念例会の参加報告ならびに７月９日開催

の正副幹事会報告を致しました。また、Ｌ小塚よりチャ

リティーコンサートでお世話になりました井上あずみさ

んのコンサートが再び７月２４日に開催されます告知と

チケット購入協力についてご提案を頂きました。 

13 ここでＬ磯辺より、登壇時の国旗・ライオン旗への礼の

仕方、様々なものを受け取った時のライオンとしての雄

叫び等について、今一度礼儀に乗っ取りきちんと行って

ほしいとのご助言を頂きました。Ｌ磯辺、どうも有難う

ございました。 

14 再びテールツイスターＬ山本にご登壇頂き、ドネーショ

ンの発表をしていただきました。ファインは２３００円、

ドネーションは７０７００円、計７３０００円でした。

皆様、ご協力有難うございました。 

15 本日の出席率を出席委員長Ｌ小塚よりご発表いただきま

した。在籍者数４１名、不在会員２名、終身会員１名、

出席者２３名で、出席率は６０％でございました。 

16 閉会のゴングを吉崎会長が打ち鳴らしたあと、また会う

日までを皆様で一緒に歌いました後に、無事に閉会とな

りました。メンバーの皆様、有難うございました。 



 

 ☆ 新入会員 自己紹介

皆様はじめまして。目黒区大橋在住の３７歳、木下知紀（きのした

ともき）と申します。桂太郎会長の推薦により入会させて頂きまし

た。私は写真・映像・デザインを行う会社を経営しておりまして、

ウェディング撮影、企業ＰＲビデオ制作、フォトスタジオ運営など

を行っています。これまでひたすら仕事ばかりでしたので、様々な

方々と出会い、影響を受けつつ、視野を広げたいと思っております。

若輩ですが、どうぞご指導のほど、よろしくお願いいたします。 

はじめまして。大日向由香里（おおひなたゆかり）と申します。私

は現在、「花でキラメキを贈る」をコンセプトに、お花の販売やパー

ティーの装飾をしています。前職は都立広尾病院で勤務していまし

たので、病院勤務の経験を生かし、今回の入会を期に障害者支援活

動を含め特に福祉関係の活動に、積極的に参加させて頂きたいです。

ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。 

皆さま、はじめまして。須藤陽子（すとうようこ）と申します。株

式会社 Dia D'azur(ディア ダジュール)の代表を努めており、ジュエ

リー関連会社のコンサルティングやジュエリーサロンの経営に関わ

っております。ジュエリーを身に付けること、またはプレゼントす

ることで幸せな気持ちになってくださったら…。そのお手伝いをさ

せていただいております。永遠の輝きを持つ宝石や貴金属はご本人

のみならず、お子様、そしてまたそのお子様に受け継がれて行くも

のですが、私もライオンズクラブの一員として、諸先輩方が築かれ

た歴史と伝統をしっかりと受け継いで行けるよう、皆さまにお導き

いただきながら精進してまいりたいと存じます。どうぞ宜しくお願

い申し上げます。 

スポンサーから一言）今期は７月第１例会から新入会員が３名も入

会していただいて大変嬉しく思います。皆さん、立派なお仕事をさ

れている積極的な方々ですので、第１例会とその後の懇親会ですっ

かりクラブに溶け込んだように思います。我が東京世田谷ライオン

ズクラブは年齢的にもバランスが取れ、先輩方が築き上げた素晴ら

しい伝統がありながら、若手の意見も積極的に取り入れる自由な気

風のあるクラブです。是非ご自分の個性や意見をクラブ内に活かし

ていきつつ、さまざまなアクティビティに参加して We Serve! の精

神を学んで、共に社会奉仕に精進していきましょう！また、クラブ

の先輩方から公私にわたって多くのことを学び、ご自身の家庭にも

経営にも活かされていかれることを望みます。メンバーの皆様方に

は温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。（Ｌ桂） 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆今期のＰＲ・情報委員会運営について           （Ｌ山本）  

前期キャビネットでは広報委員会が地区ホームページ運営、eMMR サバンナ等のＩＴと地区ニ

ュース発行業務を担い、私は地区ニュースの制作を担当させて頂きましたが、今期はＩＴ委員会

とＰＲ・情報委員会に別れて、委員会間の密接な連携を図りながら、それぞれの業務に専心する

体制となりました。そして、前期の委員会経験から今期ＰＲ･情報委員会に所属させて頂き、引

き続き３３０−Ａ地区ニュース発行業務に関わることになりました。 

尚、ＰＲ・情報委員会は委員長、副委員長４名、委員７名で構成され、主な業務は地区ニュース

発行、３３０−Ａ地区名簿発行（前回発行は 2007-2008 飯田ガバナー期）になりますが、数ある

委員会の中でも業務タスクが多いため、４０〜４５回の委員会開催を予定しております。 

 さて、私はこれまでのライオンズクラブ経験を通じて、「ライオンズクラブは世界最大の奉仕

団体であり、日本では約１１.５万人ものメンバーが日々奉仕活動に関わっているにも関わらず、

何故、これほどまでに活動の实態が知られていないのか？」と不思議に思っておりました。 

そして、国際会長はじめ多くのメンバーが広報活動の重要性について発言しておられますが、

何れにせよ、ライオンズクラブの魅力を实感しているメンバーにとっては大変もどかしい現状で

あると言わざるを得ません。 

 一方で、「ライオンズクラブの良さは役職を経験しないとわからない」と表現されるように、

自発的に参加しなければライオンズクラブの魅力を实感しにくいという側面もあるため、忙しい

仕事の合間に参加するメンバーの中には、ライオンズの醍醐味に気がついていないメンバーも尐

なからずいらっしゃいますし、奉仕活動の素晴らしさや感動を見出せないまま退会されるメンバ

ーも後を絶ちません。 

そのような状況を考慮しながら、今期ＰＲ・情報委員会の取り組みとしては、先ず３３０－Ａ

地区のメンバー約５５００人がライオンズクラブをどう思っているのか？を知る必要があると

考え、意識調査アンケートを实施する予定です。例えば、「ライオンズクラブに入会して良かっ

たのか否か？」といったシンプルな問いにご回答頂き、集計データを検討の上で、今後の情報発

信に役立てたいと考えております。 

また、８月、１０月、１１月、１月、３月、５月の各月末にライオン誌と共に皆様のお手元に

届けられる３３０－Ａ地区ニュースでは、河合ガバナーのメッセージや各クラブのアクティビテ

ィ報告に加えて、新たな視点でライオンズの活動をわかりやすく紹介し、ライオンズの知識がな

くても興味を持って頂けるような記事を掲載していく事によって、メンバーはもとよりメンバー

以外の一般層に対して、我々の有意義な活動を理解頂き、ライオンズクラブのファンを増やして

行ければと思っています。 

 

メンバーの皆様方に於かれましては、地区ニュースをご一読頂きまして、内容への御忌憚のな

いご意見を頂けましたら幸いと思っておりますので、今後ともご指導のほど宜しくお願い申し上

げます。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ ６月３０日東京三軒茶屋ライオンズクラブ薬物乱用防止教室参加報告 （Ｌ進藤） 

さる６月３０日（水）太子堂中学校にて、東京三軒茶屋Ｌ

Ｃのアクティビティである薬物乱用防止教室に参加してまい

りましたのでご報告申し上げます。 

体育館には６年生の生徒の皆さんが集合し、東京三軒茶屋

ＬＣ会長川津義憲Ｌの挨拶の後、薬物乱用防止教室は始まり

ました。講師は３３０－Ａ地区１０Ｒ２ＺＺＣ藤村貞夫Ｌで、

「ダメ！ゼッタイ！」ＤＶＤのあと、寸劇を取り混ぜながら

パワーポイントを説明していくという方式で行いました。誘

惑するバイニン役は東京三軒茶屋ＬＣ幹事 早乙女仁Ｌが行

い、誘惑される小学生役に半ズボン姿の私Ｌ進藤がまたして

も挑戦、誘惑に負けて薬を受け取ってしまう姿と、反対にき

っぱりと断る姿の数パターンを演じさせて頂きました。 

質疑応答は大変活発に行われ、「魚からも薬は作られるの

ですか」「どうして薬を売るのですか」「私たち小学生にも

売るのですか」と次々と質問の手が上がり、講師の藤村Ｌの

みでなく、江戸川東ＬＣから駆け付けてくださった東京江戸

川東ＬＣ会長 御厨正敬Ｌもともに「最初はタダかもしれま

せんが、どんどん薬がほしくなってしまうので値段を上げら

れても買ってしまうようになるのです」「渋谷や世田谷でも

すでに薬の売買があるのです」など現实に即してテキバキと

ご回答くださいました。 

子供たちの関心も大変高まったようで、薬物乱用防止教室

の素晴らしさ、大切さを再認識した一日でした。また、複数

のクラブで協力しながら薬物乱用防止教室を行うのも今後の

参考になり、なかなか素晴らしい体験だと思いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ ７月９日 ３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ－３Ｚ正副幹事会参加報告 （Ｌ亀川） 

 

 さる７月９日（金）１８時より原宿南国酒家にて、

進藤幹事と共に３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ－３Ｚ正

副幹事会に行ってまいりましたので、報告をさせてい

ただきます。 

 当日私は、乗り慣れない電車に乗ったあげく、乗る

べき路線をいったん間違えてしまい、今期最初の正副

幹事会だというのに、尐々遅刻をしてしまいました。

進藤幹事含め皆さま申し訳ありませんでした。 

 会場に着きますと、各クラブの幹事、副幹事のそう

そうたるメンバーが揃っていました。私みたいな若輩

者がこんな所に居ていいのだろうか！・・・と思った

くらいです。 

 正副幹事会は、東京渋谷ライオンズクラブ幹事の、

横山Ｌの開会のご挨拶で始まり、各ゾーンチェアパー

ソンのご紹介・各クラブ正副幹事のご紹介、そして乾

杯と進みまして会食となりました。また、第１回キャ

ビネット会議が７月２６日（月）に開催されること、

本年の３３０－Ａ地区１０Ｒのガバナー公式訪問は

９月１５日目黒雅变園にて合同例会となるとの報告

もございました。 

 途中尐々緊張するなか、進藤幹事と各テーブルにご

挨拶に回ったのですが、どこのテーブルに行きまして

も「世田谷は若くていいねぇ・・」と言われました。

大先輩の皆様の中にこの若輩者二人という感じでご

ざいますので、各クラブの正副幹事の皆さま、今後と

もご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します。 

 それと、リジョン内の他クラブでは、メンバーの例

会出席率が毎回１００％近いというクラブもあり、本

当に感服いたしました。自分も欠席することもありま

すのでなんとも言えませんが、当クラブも、１００％

とは言いませんが、７０％位は目指したいところです。  

 我が東京世田谷ＬＣも、今回、桂会長スポンサーの

もと、若い３人が入会され、更に年齢層が下がるとは

思いますが、諸先輩方とうまく調和して、これまで以

上に繁栄していくことを、切に願う次第です。 

 以上簡単ではございますが、今期第一回目の正副幹

事会報告とさせていただきます。 

 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④

☆ ライオン誌封入作業について                 （Ｌ進藤） 

さる７月２２日（木）、祖師谷大蔵にあります知的障害

者施設「わくわく祖師谷」にて、ライオン誌封入作業を行

いました。この作業は２００８－２００９期の当時の山本

会長のご英断で始めた障害者支援事業「障害者施設見学ツ

アー」をライオン誌国際協会日本語版事務所鈴木所長がご

利用され、いくつかの精神障害者施設を見学なさった結果、

障害者施設に作業を回すことも大きな社会貢献だからとい

うことで、ライオン誌の封入発送作業を世田谷区・目黒区

の障害者施設群に発注しているものです。毎月全国１１万

部のうち個人宛発送ではない事務所宛発送の３５０００部

の封入発送作業がここ「わくわく祖師谷」にて行われてい

ます。２００９年１０月から毎月、２０か所以上の施設に

声が掛けられ、そのうち当日の都合のよい８～１５施設か

ら職員と利用者（障害者）が集まってきて午前午後と述べ

５０名くらいで封入作業を行っています。 

 特徴的なことは、１つの作業所だけではなく、身体障害

者・知的障害者・精神障害者・発達障害者と障害種別を超

えて１つの場所に集まってともに作業していることで、こ

れは全国的に見ても画期的なことです。参加する施設群で

毎月開いている勉強会でも「障害種別を越えて交流がある

のは、いろいろ小さなトラブルもあるけどとてもすばらし

いことだ」との感想が寄せられています。ライオンズクラ

ブが地域の障害者施設のネットワーク構築に貢献している

のです。さらに時おり土曜日などの施設利用者の手配がつ

きにくそうな場合には、都内近隣のクラブ、時には県境を

超えて千葉県市川市などのクラブからヘルプとしてライオ

ンズメンバーが集ってさりげなく一緒に作業したりしています。そこでは「テキパキと指示され

るから職員の方だと思ったら实は障害者の方だった」というような新鮮な驚きもあります。障害

者の自然な生の姿を見られる啓発の場でもあるのです。 

 これらの活動は、ライオンズクラブメンバーだけが参加できるソーシャルネットワーキングサ

イト「ライオンネット」でも毎月情報発信され、「わくわく祖師谷」の名前をご存じの遠方のク

ラブメンバーの方もいらっしゃいます。東京世田谷ライオンズクラブのアクティビティから「ラ

イオン誌封入作業」が派生した。この一連の流れにつきましては当クラブとしては誇るべきこと

と考え、すでに東京恵比寿ライオンズクラブ、市川ライオンズクラブでとゲストスピーチさせて

いただきました。ライオン誌封入作業は、毎月２０日から２３日の都合のよい日に行われており

ます。毎回最新のライオン誌が入手できます（たまに３３０－Ａ・３３０－Ｂ・３３３－Ｃ地区

誌も入手できます）。ちなみに次回は８月２３日月曜日の予定です。ご都合のつく方、私ととも

に参加なさってみませんか。 



 

 ☆ 今期役員ご紹介

 

■ 行事予定 

７月２８日（水）18：30～ ７月第２例会（講師例会：加納亜季様）    於：目黒雅变園 

８月 ４日（水）18：30～ ８月第１例会（納涼家族例会）        於：青山ﾛﾋﾞﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 

８月２５日（水）18：30～ ８月第２例会                於：目黒雅变園 

９月１５日（水）     ガバナー公式訪問（例会振替）        於：目黒雅变園 

９月２２日（水）18：30～ ９月第２例会（東京三軒茶屋ＬＣ合同例会）  於：目黒雅变園 

 

■ 幹事 進藤より一言  

  

 

 ２０１０－２０１１期がついに始まりました。今期幹事を務めさせてい

ただきますＬ進藤義夫と申します。前期は副幹事としてクラブニュース・

メールニュースを担当させて頂きましたが、今期は幹事としてあらためて

担当致します。まだ入会３年目で不慣れなことも多く、ご迷惑をおかけす

ることも多々あろうかと存じますが、なにとぞご指導ご鞭撻のほどお願い

申し上げます。 

 今期は、ブライダルプロデューサーの桂会長のもと、７月第一例会にお

きましては、入会式にてライオンズクラブに代々伝わる方式を取り入れて

みました。今後も是非多くのクラブメンバーの声を取り上げてみたいと思

います。場合によってはニュースに特別寄稿なども頂きながら紙面を編集

していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
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