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トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★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。 
 

★８月２５日（水）  於：目黒雅叙園 

第３回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1137 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

フレッシュネス例会。（メンバースピーチ） 

７月第一例会で入会された、Ｌ木下、Ｌ

大日向の２名にメンバースピーチを頂き

ます。新入会員の皆様がフレッシュさを

前面に押し出して、ご自分のお仕事、人

となり等についてお話し頂く予定です。

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。 

 

 

 

会長挨拶  
 平素よりメンバーの皆様方におかれまし

ては、クラブ運営へのご理解とご協力を賜

り誠にありがとうございます。 

 さて、私ごとですが最近の一番の関心事

は食生活の改善です。といいますのも、最

近仕事のパフォーマンスを上げようと運動

してみたり早寝早起きをしたり、瞑想した

りとさまざま試みておりますが、もう一つ

決め手に欠けると考えておりました。そこ

でいろいろ調べていきついたのが食生活の

改善だったのです。改めてびっくりしたの

は、体にいいことの大部分は祖母や母から

聞いたようなことばかりでした。良く噛む

こと、夜遅くごはんを食べない、肉より魚

がいい、いろいろなものをバランス良く食

べることなど耳にタコができるぐらい聞き

ました。 

しかし、最近つくづく感じることは、食

生活だけでなく、全ての事柄について、人

生の先輩方に教えられることで非常に役立

つことの多さです。小さいころから聞いて、

大人になるほどどんどん理解していくとい

うことで伝統や文化は継承されていくもの

だと思いますので、私

たち若手メンバーも

伝統や文化を理解し、

重んじながら新しい

ことにチャレンジし

ていければと思って

おります。ご支援よろ

しくお願い致します。 



 

 第２回 理事会報告 ７月２８日           於 目黒雅叙園 飛鳥 

出席者 桂会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、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 小野景彦、L 小野一郎、L 大竹、L 白石、L 杉村、 

鈴木、L 山本、L 吉崎、L 木下、L 須藤、幹事進藤  （出席者数２３名） 
 

 今期第２回理事会が目黒雅变園４Ｆ「飛鳥」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、繰越金が決定
したことを幹事進藤よりご説明し、会計監査につきま
してはＬ磯辺、Ｌ白石にお願いすることとなりました。 

２．本年度委員会構成案につきましては、幹事進藤より新
入会員３名をも委員会メンバーに加えた案をご説明し、
ご承認を頂きました。 

３．本年度 収支予算案の件につきまして、幹事進藤よりご
説明し、ご承認いただきました。 

４．移動例会・クリスマス例会・最終例会予算の件につき
ましては桂会長よりご説明頂き、昨年度実績に基づい
て修正することと致しました。 

５．８月４日納涼例会の件につきましては、桂会長より詳
細な予算案をご説明頂きました。また、当日入会式を
執り行うこととなりました。 

６．移動例会の日程および場所につきましては１１月１４
日（日）１５日（月）に日程を変更することと致しま
した。場所は箱根桜庵をあたることとなりました。ま
た、クリスマス例会につきましても１２月８日（水）
と日程変更いたしました。 

７．年間行事日程につきましては上記の決定をもとに変更
することとなりました。 

８．今期のアクティビティ／５０周年／ガバナー実行委員
会につきましては初回を８月２３日（月）１８：３０
から行うこととなりました。 

９．ホームページ運営につきましては、Ｌ山本よりご説明
頂き、ブログを開設すること、当面は投稿規定を定め
て１ヶ月後くらいに開始すること、編集委員会を設け
投稿内容についてチェックを行うこととなりました。 

10．クラブニュース配信につきましては幹事進藤よりご説
明し、できるだけメール配信することと致しました。 

11．名簿の件につきまして、幹事進藤よりご説明し、載せ
るデータについて確認させて頂きました。 

12．その他、ゴルフ同好会日程変更等が議題となりました。 

■ 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１１３５回例会報告  ７月２８日     於 目黒雅叙園 「飛鳥」の間 

出席者 桂会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、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 小野景彦、L 小野一郎、L 大島、L 大竹、L 白石、 

L 杉村、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２５名） 
  

1 第１１３５回７月第２例会が７月２８日（水）１８：３

０より、目黒雅变園「飛鳥」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、ライオンズヒム、世田谷ライオンズクラブの歌を

斉唱致しました。 

2 続いてお客様のご紹介を行いました。本日はお客様とし

て、講師の有限会社ビスケット代表取締役・「未来設計塾」

代表 加納亜季様、株式会社グロースサポート代表取締

役・「未来設計塾」副代表 木村英一様、東京成城ライオ

ンズクラブ会長城戸崎保博Ｌおよび第一副会長森鉄雄Ｌ

の４名にお越し頂きました。皆様お忙しいところお越し

頂きまして誠にありがとうございました。 

3 桂会長より会長挨拶を頂きました。桂会長は、講師及び

ゲストに皆様にご来場いただけたことに対する謝意を述

べた後、仕事のパフォーマンスを上げるために食生活を

改善していること、そこで古くからの教えが非常に役立

っているので、これらを吸収しつつ次世代に伝えていき

たいと考えていることをお話しになり、楽しい例会を作

っていくための檄を飛ばされてご挨拶とされました。 

4 お客様挨拶では東京成城ライオンズクラブ会長城戸崎保

博Ｌと第一副会長森鉄雄Ｌのお二人にご一緒にご挨拶を

頂きました。城戸崎Ｌは当クラブの歌をお褒め頂いたあ

とで、１１月１０日にヒルトン東京にて開催される東京

成城ライオンズクラブ４０周年記念式典および９月２２

日に開催されるＣＮ４０周年記念ゴルフコンペについて

ご紹介いただきました。当クラブと致しましても１１月

１０日は例会振替で参加させて頂く予定です。城戸崎Ｌ、

森Ｌ、有難うございました。 

5 講師講演として、有限会社ビスケット代表取締役・「未来

設計塾」代表 加納亜季様からご講演を頂きました。加

納様はまず、脳の大きさが両手をあわせたくらいである

という話から導入されて、人間が過去の経験を脳の中に



ファイルしていて行動を起こす時の引き金にしていると

いう話をされました。体験にネガティブな意味づけがつ

いていると行動もネガティブになり、反対にポジティブ

な意味づけがついていれば行動も元気になってくるとの

ことです。 

6 加納様はご自分が上梓された『愛される会社』という書

籍をメンバーに配布頂き、またゴルフ選手の石川遼選手

が北野武氏との対談で「ギャグはすぐ出てくるものなの

か？」と質問したのに対し、北野氏が「ひたすら練習で

ある。練習をたくさんすることで癖付けになるんだ」と

お答えになったことを例に出して習慣づけの重要性をお

話しされました。 

7 そしてご自身の体験をひも解きながら、以前広島で起業

されたイベントプロデュースの会社では、売上を上げる

ことに一所懸命で部下を怒鳴りつけたりしてコミュニケ

ーションが不足していたこと、不況で売り上げが減って

くると自分の給料から削り始め経費を削減していったら

自分の夢も削っていってしまったこと、夢やエネルギー

もなくなった後で「本当に自分の好きなことは何か」と

自問自答して「目の前の人が元気になって売り上げが上

がること」をやりたいと考えだし、コーチングにつなが

ったとお話されました。 

8 コーチングにおいてはイメージトレーニングが重要であ

り、「なりたい自分」をイメージしていくと夢がかなって

いくことを、競艇選手に対して優勝した時のイメージを

０コンマ何秒単位で次に何が見えるか聞いて行ったとこ

ろ早々とランクが上のグループに昇格したという実例を

もちいてご説明頂きました。ご自身の例でも「本当にや

りたいことは何か」を考えて理想の事務所を得るなどの

体験をなされたとのことで、この体験を伝えるために「未

来設計塾」を設立されたそうです。 

9 経営者にとっても「会社をどうしたいか」具体的なイメ

ージをもつことが重要であること、それを言語だけでな

く映像やイメージにすることが大切であると述べられて、

大阪の海運業者のコーチングで製作されたビデオをご紹

介頂きました。この会社のコーチングにおいてはある社

員の方を通じて「風は未来へ」「命がけで仲間を信じる」

「びしょぬれ」等の印象的な単語とともに映像がつづら

れていました。このビデオを見て会社の上司から「実は

会社も事故続きで現場を責めたくなるところであったが、



このビデオを見てみんな泣いた。このような社員がいる

ことを誇りに思う」とお礼の電話を頂いたとのことです。

そして加納様はこのようなムービーを通じて学校等にも

影響を及ぼしたいこと、コミュニケーションを学んでい

ってほしいことをお話しになってご講演を締めくくられ

ました。 

10 質疑応答の時間では桂会長から「自分は高校１年生の時

に将来のイメージを決めてきた。『アジアの経済通貨を統

合する』という大きな夢を持っているが夢が大きすぎる

かもしれない」との話が披露され、会場が湧きました。

加納様、元気になるお話を頂戴いたしまして、誠にあり

がとうございました。 

11 ウィサーブは本日の講師の紹介者でありますＬ石田にお

願い致しました。Ｌ石田は、まず「日曜日に踊るライオ

ンを見てきました」と７月２５日に開催されたダンスフ

ェスティバルでＬ白石の踊りをご覧になったことをご紹

介されました。そして、本日の講師の加納様が実はＬ石

田ご自身のコーチ・メンター・師匠であること、いろい

ろな人の人生を変えてしまう力があること、夢が無意識

レベルで見つかったりすることなどをご説明頂いて、高

らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

12 会食中に、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。  

13 続きまして各種報告を行いました。Ｌ石田からは、７月

２７日会計引き継ぎの会のご報告を頂きました。桂会長

からは７月２４日に渋谷ＣＣレモンホールにて開催され

た井上あずみさんファミリーコンサートについてご報告

頂きました。Ｌ山本からは、７月２６日の３３０－Ａ地

区第１回キャビネット会議のご報告を頂きました。 

14 テールツイスターの活躍では、再びテールツイスターＬ

山本にご活躍頂きました。Ｌ山本は今回も 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。今回のターゲットは前期幹

事Ｌ石上で、やはり何も知らされていなかったＬ石上は

驚愕していました。幼尐期のかわいい法被姿の写真やＰ

ＴＡ会長としての姿、ライオンズ活動での写真など何点

かお見せ頂くとともに、またしてもいつの間に取材され

ていたのか、奥様への取材に基づいてＬ石上に対する夫



婦の仲良し度をチェックするクイズもご用意されていま

した。Ｌ石上は回答に苦労しつつも、家族に対して韓国

への海外旅行の実現を約束させられて、満場の歓声を浴

びていました。Ｌ山本の綿密な取材に基づいたテールツ

イスタータイム、次回は一体どのメンバーが対象になる

のか、ますます楽しみな時間となってまいりました。 

15 副テールツイスターＬ大竹よりドネーションの発表をし

ていただきました。東京成城ライオンズクラブより多額

のドネーションを頂きまして有難うございました。ファ

インは２５００円、ドネーションは６２５００円、計６

５０００円でした。皆様、ご協力有難うございました。 

16 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２５名で、出席率は６６％でございました。 

17 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、お客様をお見送

り致しまして、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。 
 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆７月２７日会計引き継ぎ会について            （幹事進藤）  

 さる７月２７日（火）渋谷東急プラザ９Ｆ「いらか」

にて会計引き継ぎ会が開催されました。前期三役の吉崎

前会長、Ｌ石上、Ｌ老田、今期三役の桂会長、幹事進藤、

Ｌ石田と事務局小堀様の７名で引き継ぎを行いました。 

印鑑類の譲渡に加え、前期導入された会計システムに

基づいて前期６月までの決算書についてＬ老田よりご

説明頂き、理事会で特に報告が必要な点や注意事項、さ

らには未決の部分など、詳細な引き継ぎがなされました。 

新三役からは、期が始まってみてわからなかったこと

など詳しいことを深く尋ねるよい機会となりました。 

 

☆ ８月２日 ３３０－Ａ地区１０Ｒ合同ガバナー諮問委員会参加報告 （Ｌ進藤） 

８月２日（月）、原宿南国酒家にて、３３０－Ａ地区

１０Ｒ合同ガバナー諮問委員会が開催されました。当ク

ラブからは桂会長は仕事のため欠席で、キャビネット役

員のＬ白石と幹事進藤が参加してまいりましたのでご

報告申し上げます。 

 開会にあたり東京渋谷ライオンズクラブ中野了元ガ

バナーおよび１０ＲＲＣ関真一郎Ｌのご挨拶を頂いて、

各クラブの役員、キャビネット役員が自己紹介を行いま

した。そののち７月２６日（月）に開催されました３３

０－Ａ地区キャビネット会議について、配布資料をもと

にご説明を頂きました。 

 補足及び質疑応答として、９月１５日に予定されてい

る、３３０－Ａ地区１０Ｒガバナー公式訪問の集金方法

や詳細、またクラブ概要アンケートの返信について、１

０月３日のライオンズデーにおける企画についてなど

が話題とされました。 

 また、難病対策特別委員会からは２０１１年３月１１

日には池袋の「東京芸術劇場大ホール」にて２０００名

規模の「フォーラム＆チャリティーコンサート」への協

力依頼、社会・障害者福祉委員会からは９月２０日国

立競技場におけるピポ・ユニバーサル駅伝への協力依

頼などがなされました。 

 その後は懇親会にて和やかに懇談し、交流を深めつ

つ美味しい料理を堪能致しました。 



 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ 今月のライオン誌で私の気に入った記事          （Ｌ木下） 

＊クラブメンバーの中でライオン誌を読み、内容をメンバーの方々へ共有する方針で、最新のライオ

ン誌を読んで気に入った記事をご紹介するコーナーを設けております。今回は新入会員のＬ木下にラ

イオン誌を読んで頂きました。 

入会してはじめて拝読させていただいたライオン誌８

月号でした。８月号はシドニー国際大会の特集が組まれ

ていたこともあり、世界中に広く広がるライオンズクラ

ブの奥深さを感じる事が出来ました。奉仕の心がちりば

められた各記事を興味深く読ませていただきながら、自

身がどのように社会に貢献していけるのか考えるきっか

けとなりました。 

 今回、最も興味を持った記事は「山浦晟暉 新国際理

事の横顔」という記事です。 

 シドニー国際大会で「東洋・東南アジア地域選出の国

際理事」に就任された山浦晟暉 L の半生を振り返りなが

ら、ライオンズクラブでの活動を綴る内容でした。ライ

オンズクラブの、そして同じ写真業での大先輩ですので、

とても関心を持って読ませて頂きました。 

 具体的なアクティビティの内容の紹介もあり、「階段の

手すりに点字のホーム案内を設置する」というアクティ

ビティ紹介には感銘を受けました。山浦理事が会長だっ

た時にアクティビティとしてＪＲ新宿駅に設置したそう

なのですが、日本ではじめての事だったため、マスコミ

にも取り上げられ、全国的に広まったとの事。今ではあ

ちらこちらで見るものですが、ライオンズクラブが発祥

とは知りませんでした。 

 また、車いすの方５０００人とご家族５０００人をデ

ィズニーランドに招待し、メンバー１０００人で介助に

当たるアクティビティの紹介もありました。このアクテ

ィビティでは、若い会員が感動してその後友人をクラブ

に誘うことで若い方が大勢増えたそうです。工夫次第で

多くの人々の役に立ち、世の中を変え、そして仲間が増

えていく。そういう活動が出来るのは素晴らしいと思い

ます。国際理事としての抱負として「若い人が夢と希望

と感動を持って活動出来るようにしたい」という内容も

あり、私のように入りたての若輩者にはとても心強く、

勇気づけられました。 

 入りたてで、右も左も分からない中ですが、「夢と希望と感動」を持って活動が出来るよう、

出来る事から尐しずつ経験を積んで行きたいと思う次第です。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ ７月２５日 Ｓｕｍｍｅｒ Ｄａｎｃｅ Ｆｅｓｔｉｖａｌ報告   （Ｌ石田） 

さる７月２５日、帝国ホテルで開催されました「Ｓｕｍｍｅｒ Ｄａｎｃｅ Ｆｅｓｔｉｖａｌ

２０１０」を拝見しました。Ｌ白石と奥様が出場したダンスのフェスティバルです。 

Ｌ白石は「天才的」芸術センスをお持ちでいらっしゃって、これまでにも「書道」「絵画」「芝

居」「スピーチ」と独自の芸術を磨かれて来ました。当日は「ダンス」です。ほとんどの方がワ

ルツ、タンゴ、ルンバを踊る中、Ｌ白石と奥様は、「ジャイブ（Ｊｉｖｅ）」を踊られました。

ジャイブは軽快で，曲のテンポや動きが非常に速いダンスです。このダンスのルーツはジルバで、

発祥地アメリカから英国に渡ったジルバが，歩数やリズムを改良されてジャイブが誕生したと言

われています。 

練習時間が尐なかったとおっしゃるＬ白石ですが、天才的にジャイブを踊られました。非常に

速い動きでいらっしゃって、まさに４０歳代の動きであるといっても過言ではありません。Ｌ白

石にはプロダンサーの金子和代さんがパートナーに、奥様にはスロベニア出身で世界的にも有名

なＭａｔｅｊ Ｓａｇｍｅｉｓｔｅｒさんがパートナーになられていました。 

ジャイブは、激しさ、情熱、ユーモア、セクシーさ、機敏さを融合したようなダンスでした。

Ｌ白石の生き生きとした面、子どもっぽい面、男らしさ、セクシーさを拝見することができまし

た。奥様とご一緒に参加されて本当に仲の良い素敵なカップルだと思いました。参加されていら

っしゃる方は２０代、３０代、４０代の人がいません。５０代～８０代の人たちばかりです。そ

の中でもＬ白石と奥様は特にお若いのです。 

皆さん生き生きとされていました。日ごろの練習があればこそ運動量のある動き、エレガント

な動きができるのでしょう。５時間半にも及ぶダンスフェスティバルでしたが優雅な一時を味わ

うことができました。Ｌ白石ありがとうございました。 

■ 行事予定 

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（メンバースピーチ）      於：目黒雅变園 

９月１５日（水）18：00～ 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  

  

 

 今期第２号のクラブニュースをお届けいたします。前回の発行から今回

まで１週間しかなく、しかも納涼例会の準備と並行して編集いたしました

ので、かなりばたばた致しました。例会の写真撮影に先日入会したばかり

のＬ木下がご活躍されております。どうぞご覧くださいませ。 

さて、先日、我が家の高校１年生の娘が、高校の登山の前日に、持参す

る健康保険証の裏にあった『臓器提供意思カード』をじっと見ながら家内

に尋ねたそうです。「私、１５歳になったらドナーカードを書こうと思っ

ていたの。私が臓器を提供したら、お母さんは悲しむ？」尋ねられた家内

は慌てずに「お父さんも骨髄バンクに登録しているから別にいいと思うわ

よ」と答えたとのこと。娘は「わかった」といって全部に○をつけていっ

たそうです。骨髄バンク登録は東京三軒茶屋ライオンズクラブの献血アク

ティビティに参加した時に行ったものでした。自宅でライオニズムなどの

話を特にしていたわけでもないのですけれど、奉仕の心がいつの間にか育

っているのをみて、わが娘ながら感心致しました。 


