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トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★１０月１３日（水）於：目黒雅叙園 

少年サッカー教室実行委員会  １６：３０〜１７：３０ 

第５回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1140 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

ルーキー例会（メンバースピーチ） 
前期に入会したＬ手塚利行、今期入会した

Ｌ須藤陽子のお２人にメンバースピーチを

お願いしています。新たな仲間たちの人と

なりを知ることのできる貴重な機会です。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申し上げます。 

★１０月１６日（土）１７日（日） 

せたがや未来博ＰＲ出展 ９：００～１６：００ 

世田谷区役所中庭にて開催されるせたが

や未来博にブース出展します。潮来市の

新米「あやめちゃん」や朝採り野菜の販売

も行う予定です。初日の１６日１５：３０頃、

河合ガバナーが会場にお越しになる予定

です。多くのメンバーの皆様、ご参加のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

★１１月１０日（水）於：ヒルトン東京 

第 1141 回 例 会 １８：００〜２０：３０ 

東京成城ＬＣＣＮ４０記念例会で 

１０月第二例会の振替えとなります。 

皆様、ぜひご出席くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 

会長挨拶  
平素よりメンバーの皆様におかれましては、

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。 

去る９月第二例会は東京三軒茶屋ＬＣとの

合同例会でした。両クラブメンバーにおかれ

ましては、親子関係にある最も親しいクラブ

のメンバー同士として今後もより親交を深め

て参れればと存じます。 

さて、合同例会ではゲストスピーカーとし

て森田元地区ガバナーをお招き致しましたが、

森田Ｌといえばかの中村天風氏を看取った医

師としても有名であり、著書も拝読していた

私は非常に楽しみにしておりましたが、気さ

くにお話し頂きとても感激致しました。 

中村天風といえば日本の近代哲学史に金字

塔を打ち建てた大人物であり、その哲学をま

とめた『運命を拓く』という著作は、個人的

にも１９９８年に文庫本になる以前から何千

回も拝読した素晴らしい本です。 

この天風哲学の実践者としての森田Ｌとラ

イオンズクラブでお目にかかり、ご自身の体

験として、様々な貴重な話をお伺いできると

いうことはライオンズクラブメンバーである

ことの醍醐味を実

感した一日でした。

今後もこの素晴ら

しいライオンズで

の体験を皆で共有

できることは本当

に楽しみです。 

 



 第４回 理事会報告 ９月２２日          於 目黒雅叙園 「平安」 

出席者 桂会長、L 阿部、L 石田、L 福島、L 畠山、L 亀川、L 小塚、L 中村、L 西山、 

L 小野景、L 老田、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 山本、L 吉崎、幹事進藤 

     （出席者数１７名） 
 

 今期第４回理事会が目黒雅变園４Ｆ「平安」にて開催されました。 

■ 審議事項 ■ 

１．２００９年度決算および２０１０年７月収支報

告の件につきまして、Ｌ老田およびＬ石田か

らご報告を頂きました。前期導入した会計シ

ステムで前期に纏められるところをまとめた

り、使いにくいところを直しているとのこと

で、次回またご報告頂くことになりました。 

２．９月２２日（水）三軒茶屋ＬＣ合同例会の件に

つきまして幹事進藤よりこのあとの合同例会

の進行や当日の変更についてご報告しました。 

３．募金箱設置の件につきまして、桂会長よりご提

案があり、１０個程度発注して知人の店などに

設置することとなりました。また、アクティビ

ティごとにステッカーを貼って募金を行うこ

と、事業年度ごとに収入金額を集計することな

どを話し合いました。 

４．障害者施設見学ツアーの件につきましては、幹

事進藤より現状参加するこｔとになっている

メンバーの確認と新たな勧誘を行いました。 

５．１０月１６日（土）１７日（日）せたがや未来

博の件につきましても幹事進藤より説明を行

い、当日のメンバーを募ることとしました。 

６．１０月１６日（土）盲導犬育成募金の件につきまして、１０Ｒ合同アクティビティとなって

いること、せたがや未来博と重なっていることを幹事進藤よりご説明し、審議の結果、すで

にＰＲ情報委員長として参加予定のＬ山本につきまして当クラブからの出席とみなして頂

くようお願いすることになりました。 

７．１１月１４日（日）移動例会および１５日ゴルフ同好会の件について、幹事進藤より箱根桜

庵が予約できたこと、Ｌ老田よりゴルフ場の予約も取れていることをご説明しました。 

８．１１月２８日（日）わんぱく育成会秋祭りの件につきまして、Ｌ須藤よりご説明頂きました。 

８月２７日にわんぱく育成会に打合せに行って里中理事長からも話をうかがい、潮来の米の

販売を行うこと、宅配便の活用や三浦のマグロカツの販売などの案が出たこと、またバザー

の物品協賛について募ることとなりました。 

９．青尐年健全育成事業アンケート・女性会員家族会員プログラムアンケートにつきまして幹事



進藤よりご報告し、会長幹事で記入して提出することとなりました。 

１０．１０月３日（日）３３０－Ａ献血骨髄バンク支援アクティビティの件につきましては幹事

進藤よりご説明し、当クラブからの参加は見送ることとなりました。 

１１．１０月７日（木）ライオンズクエストセミナーの件につきまして、幹事進藤よりご説明し、

Ｌ進藤が参加することとなりました。 

１２．１０月７日世界視力デー関連用品の件につきましても幹事進藤よりご説明し、当クラブと

してのご購入は見送ることとなりました。 

１３．１０月２７日薬物乱用防止教育認定講師養成講座の件につきまして、幹事進藤よりご説明

し、更新該当者や新規希望者に申し込んで頂くことになりました。（その後の連絡の結果、

Ｌ磯辺、Ｌ西山、Ｌ手塚、Ｌ藤川の４名が参加することとなりました。） 

１４．１０月４日（月）東京代々木ＬＣ４０ＣＮの件につきまして、幹事進藤よりご説明し、桂

会長と幹事進藤が出席することとなりました。 

１５．１１月６日（土）東京山手ＬＣ４５ＣＮ記念式典の件につきまして、幹事進藤よりご説明

し、桂会長と幹事進藤が出席することとなりました。 

１６．１１月１０日（水）東京成城ＬＣ４０ＣＮ記念式典の件につきまして、幹事進藤よりご説

明し、桂会長と幹事進藤だけでなく、例会振替として広く出席を募ることになりました。 

１７．第４９回東洋・東南アジアフォーラム（台湾高雄）の件につきまして、幹事進藤よりご説

明し、参加費用を個人負担として参加者を募ることとなりました。 

１８．その他として、理事会の進め方として、報告事項を審議事項より先に行うこと、三役で決

めることはあらかじめ決めて議題をしぼること、資料準備についてなどご意見を頂きました。 

 

■ 報告事項 ■ 

１．８月２７日（金）わんぱくクラブ育成会

打合せの件につきまして、Ｌ須藤よりご

報告頂きました。 

２．９月１２日（日）潮来ＬＣ合同食育アク

ティビティの件につきまして、幹事進藤

よりご報告致しました。  

３．９月１５日（水）ガバナー公式訪問事前

懇談会の件につきまして、幹事進藤より

ご報告致しました。 

４．９月２０日（祝）ピポ・ユニバーサル駅

伝大会の件につきまして、幹事進藤より

ご報告致しました。 

 



 

 第１１３９回例会報告（東京三軒茶屋ＬＣ合同例会） 

  ９月２２日              於 目黒雅叙園 ４Ｆ「清風」の間 

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

L 中村、L 西山、L 老田、L 小野一郎、L 小野景彦、L 大日向、L 大島、L 白石、 

L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤（出席２４名） 

東京三軒茶屋 LC１１名、ゲスト森田浩一郎 L、富樫美穂様  
  

1 第１１３９回９月第２例会が９月２２日（水）１８：

３０より、目黒雅变園「清風」にて開催されました。

今例会は、子クラブである東京三軒茶屋ＬＣとの年１

回の合同例会であります。 

2 まず、当クラブ桂会長に開会のゴングを鳴らして頂き、

国歌斉唱およびライオンズヒムの斉唱を行いました。 

3 お客様の紹介を行いました。本日ゲストスピーチを行

って頂く３３０－Ａ地区最年尐でガバナーを経験さ

れた森田浩一郎元ガバナーと当クラブ元メンバーで

もあります富樫美穂様にお越し頂きました。お忙しい

なか、誠にありがとうございます。 

4 会長挨拶を行いました。当クラブ桂会長は東京三軒茶

屋ＬＣとの合同例会を開催できる喜びを述べ、また本

日講師の森田元地区ガバナーを大変尊敬しているこ

と、森田元地区ガバナーが日本の近代哲学者でもあり

自己啓発の元祖として名高い中村天風氏をお看取り

になられた医師であること、著書「運命を拓く」を約

３０００回程度読んでいることなどをご紹介され、本

日のゲストスピーチを非常に楽しみにしているとお

話しされてご挨拶とされました。 

5 東京三軒茶屋ＬＣは川津義憲会長が急な体調ご不良

でご欠席だったため、第一副会長北見正雄Ｌからご挨

拶を頂戴しました。北見Ｌは川津会長が前日急に虫垂

炎になって本日ご欠席となったこと、東京三軒茶屋Ｌ

Ｃが当クラブから子クラブとして誕生して２０年、２

月１０日には記念例会を行うこと、また先日の薬物乱

用防止教室で当クラブＬ進藤が参加して寸劇をした

ことが大変好評だったこと、２０周年事業として合同

で行う障害者施設見学ツアーを今後も継続して行っ

ていきたいと考えていること、本日の森田元ガバナー



のお話を大変楽しみにしているとお話しになり、ご挨

拶とされました。 

6 森田浩一郎元ガバナーから大変多岐にわたり、かつウ

ィットに富んだゲストスピーチを頂きました。森田Ｌ

はまず、フランスの作家ポール・ヴァレリーから「湖

に浮かぶボートのように、人間は人生を後ろ向きでボ

ートを漕いで行く。すなわち人間は過去を見ながら生

きていき、将来はわからないものだ」というお言葉を

引用されました。 

7 そして次に、ライオンズクラブが日本で結成された当

初の頃の話をして頂きました。東京ＬＣは１９５２年

結成、当初日本は３０２地区でありその後ＥとＷの２

つの複合地区に分かれたこと、歴代ガバナーの塩原Ｌ

に「いい会があるからスポンサーするので入会したま

え」と誘われて入会したこと、東の地区３０２－Ｅ地

区にいてこれが北海道まであったこと、自分がガバナ

ーを務めた時（１９７５－１９７６）は１７準地区あ

り、３０２Ｅ－Ａという東京と埼玉の最後のガバナー

で埼玉で多くのクラブを作ったことをご紹介頂きま

した。昔のガバナー、初代ライオンズを作った人たち

はとても良い人たちで、お金がなくて赤だしをご飯に

かけて食べるような人もいたりしたとのことです。 

8 次にご自分の体について触れられました。あと２か月

で８５歳であること、食道がんや胃がんを経験したり、

１２時間以内に死ぬといわれるような強力な放射線

を浴びたけれどもまだ生きていること、現在も３か月

前の健康診断でのどの上にガンの前駆体となる塊が

見つかっていることについてもお話しになりました。 

9 そして著書についてはたくさん書籍を出しているも

のの、そのうちのひとつ『女を喜ばせる本』というの

は実は名前を貸しただけなのに一番売れ行きがよく、

のちに藍綬褒章や勲章を頂くときに「本当に書いたの

か」と物議をかもしたというエピソードをお話しにな

って、会場は爆笑に包まれました。 

10 そして健康は大切であると繰り返し説かれました。

「健康とは身体に病気がないこと、精神的に安定して

いること、社会的に調和していること」というＷＨＯ

の定義に触れられ、特に体と心についてお話されまし

た。体の健康を維持するには、タバコをやめる、食べ



物に留意する、運動は歩くくらいで激しい運動はあま

りしないこと。肉はせいぜい１日に１００グラムどう

しても食べたければ牛・豚・鶏・ウサギ・犬などいろ

色な種類をちょっとずつ食べること。もう一つの心に

ついては、基本的に心には復元力があること、そして

人間は二つのことは一緒には考えられないこと、一休

さんも遺言に「心配するな。なんとかなる」と書いて

あったことなどを引き合いに出されて、くよくよとり

越し苦労はしないことと繰り返しおっしゃいました。 

11 また最期を看取った中村天風先生について触れ、中村

天風先生にインターンの時にお目にかかってその後

薫陶を受け、何度も家にお邪魔されたことや、「人間

は体力、胆力、その後は能力、その次は精力、あとは

物事を判断する力」という教えについてお教え頂きま

した。また結核でお亡くなりになる最期には結核の痰

のねばねばを吸引機で吸ってもなかなか取れないの

で思わず直接口で吸ったこと、本来は感染の危険もあ

り、医者としてしてはいけないことであったが、それ

でもそれから４２年間生きているとのことです。 

12 特にいいたいのは生老病死について、最後は必ず死ぬ

ということ以外に世の中では「絶対」はなく、今回ガ

ンが見つかったのも天命とお考えのこと。１９年ぶり

に胃カメラをやって見つけたわけで、検診の大切さを

強調されました。 

13 日本のボランタリズムの原点についても触れられ、孔

子の「仁」（他人を愛するということ）すなわち愛と

礼、それに「恕」（人の嫌がることはしない）、孟子の

「惻隠の情」（他者の苦境を見のがさない）などが基

調にあるとお話しになり、論語を読むことを勧められ

ました。 

14 そのほか、ウィットに富んだ口調で、イレブンＰＭの

出演の話や男女の関係やガバナー選挙まで幅広く

様々なエピソードをお話しになり、最後に吉川英治の

「更けて行く程酒の味 語り合う程人の味 惜しん

で帰る後の味」という言葉を引用され、この３つの味

を楽しんでくださいとおっしゃってゲストスピーチ

を締めくくられました。われわれ若輩者がこれからラ

イオンズライフを続けていくにあたり大変刺激的で

含蓄のあるお話でした。森田Ｌ、誠にありがとうござ

いました。 



15 ウィサーブは東京三軒茶屋ＬＣ第二副会長水谷力Ｌ

にお願い致しました。水谷Ｌは国際関係・モンゴル支

援委員会委員長も務めておられ、一昨日モンゴルのウ

ランバートルからご帰国されたばかりとのことで、気

温が２０度と低かったのに紫外線のために日射病に

罹患したというエピソードをご披露頂きました。来年

６月にもまたモンゴルに来訪されることを予告され

て、高らかにウィ・サーブのご発声を頂きました。 

16 会食中に幹事報告およびクラブアクティビティ紹介

を行いました。当クラブからは幹事進藤が、本日第４

回理事会の審議事項についてご説明をし、ご承認を頂

きました。皆様有難うございました。また「尐年サッ

カー教室」「ビオトープメンテナンス」「薬物乱用防止

教室」の三大事業に加え、昨今は「障害者支援事業」

「せたがや未来博ＰＲ出展」なども行っていること、

とくに障害者施設見学ツアーは東京三軒茶屋ＬＣと

の合同事業として１０月から実施することをご紹介

いたしました。東京三軒茶屋ＬＣからは、幹事五月女

仁Ｌが東京三軒茶屋ＬＣには大きく分けて「中古めが

ねリサイクル」に代表される「海外」事業・「献血・

骨髄移植ドナー登録」に代表される「日本」の事業・

「福音寮支援」に代表される「地域」に根差した３種

類のアクティビティがあることをご紹介頂きました。 

17 また、本日飛び入りで参加された富樫美穂様にご挨拶

を頂きました。富樫様は当クラブの元メンバーでもあ

り、日中開催された東京成城ライオンズクラブ４０周

年チャリティーゴルフコンペに参加してその場で例

会参加を誘われたこと、２００７年にご結婚されて２

００８年に退会なさったこと、その後ご家族の介護や

会社の大変な状態があったけれども現在は落ち着い

たこと、来期あたりに復会することについても考えて

いることをお話し下さいました。富樫様、ぜひまたご

一緒に活動できることを期待しております。 

18 テールツイスターの活躍の時間は当クラブＬ山本に

ご活躍頂きました。Ｌ山本は森田元ガバナーがライオ

ンズクラブに入会された年も当クラブが結成された

年も１９６３年であることから「１９６３年クイズ」

を○×クイズ勝ち抜け方式で行いました。「１９６３

年当時の日本の人口は８６００万円である（×：正解

は９６００万人）」「当時のライオンズメンバー数は３

万人である（○）」「１９６３年はかっぱえびせんが発



売された年である（×：正解は１９６４年）」「１９６

３年はサントリービールが発売された年である（○）」

の４問で勝ち抜いたのは当クラブＬ亀川で、優勝賞品

として一般には手に入らない「ザ・ライオンバッジ」

を獲得いたしました。 

19 続けてドネーションの発表にうつりました。当クラブ

はＬ手塚が発表し、ドネーションが５５６００円、フ

ァインが２４００円、計５８０００円でした。東京三

軒茶屋ＬＣは齋藤久代Ｌが発表し、ドネーション総額

３７０００円でした。 

20 出席率の発表では、当クラブからは出席委員長Ｌ小塚

が行いました。Ｌ小塚は、自動ドアにぶつけて出来た

傷の抜糸も済んできれいな額に戻りつつあること、病

院にお見舞いに来た奥様とお譲さまがお若いために

お嬢様とお孫さまに見間違えられたことをご紹介い

ただきました。当クラブの本日の在籍者数は４２名、

終身会員２名、不在会員２名、出席者２４名で、出席

率は６３％でした。 

21 東京三軒茶屋ＬＣの出席率の発表は井本紀一Ｌが行

いました。井本Ｌは出席率の発表に先立って森田元ガ

バナーに「現在６９歳、糖尿病や高血圧もあり、たく

さんの薬やサプリメントを飲んでいるがいかがなも

のか」というご質問をなさいましたところ、即興で森

田元ガバナーによる人生相談タイムとなり、「糖尿と

血圧の薬だけは朝１錠飲んで、それ以外はサプリメン

トは好きなものを飲めば良い、それよりもまず痩せる

こと」とアドバイスを頂戴していました。東京三軒茶

屋ＬＣの在籍者数は２６名、出席者１１名、不在会員

１名、家族会員２名、休会１名、海外３名、病欠１名

で、出席率は７５％でした。 

22 閉会のゴングは東京三軒茶屋ＬＣ第一副会長北見正

雄Ｌにおこなっていただき、全員で輪になってまた会

う日までを歌いました。そして森田元ガバナーのご意

向でお客様のお見送りはなし、ということで無事お開

きとなりました。東京三軒茶屋ＬＣの皆様、メンバー

の皆様、どうも有り難うございました。 



 

第１回障害者施設見学ツアー報告 １０月５日       於 区内各施設 

出席者 水谷 L(三軒茶屋 LC)、荘 L(恵比寿 LC)、幹事進藤、当事者家族４名（計７名） 
  

1． １０月５日（火）今期第１回障害者施設見学ツアーを

実施致しました。今期は東京三軒茶屋ＬＣとの合同ア

クティビティであり、東京三軒茶屋ＬＣ２０周年記念

事業でもあります。 

2． １３時に小田急線の千歳船橋駅に集合、東京三軒茶屋

ＬＣの水谷力Ｌ、東京恵比寿ＬＣの荘英隆Ｌ、ひきこ

もりがちな子供を持つ母親・作業所を探している当事

者・職員希望の若い男性が集合し、あとから区内相談

支援事業所の非常勤職員が合流しました。 

3． 皆様に写真撮影の許可をとってから、Ｌ進藤の運転す

るワゴン車で最初の施設「さら就労塾＠ぽれぽれ」に

移動しました。成城警察署の裏手にある「さら就労塾

＠ぽれぽれ（略称：さらぽれ塾）」は区内唯一の「ＩＴ

特化型就労移行支援事業所」で、パソコン教室をプロ

グラムの中心におき、企業への一般就労を２年以内に

目指すという施設です。 

4． 職員の佐藤さんの説明によると、利用者はワード・エ

クセル・パワーポイントだけでなく、データベースソ

フト(アクセス)などを扱ったり、資格をとったり、職

場で通用するマナーを教えたりしていて、その結果毎

月１名程度の就労実績があるとのことでした。利用者

は基本的にスーツ着用で通所しており、会報である「さ

らぽれ通信」なども利用者作成によるのだそうです。 

5． 続けて居場所的共同作業所「風の谷プロジェクト」に

移動しました。閑静な住宅街のなかに一戸建ての「風

の谷プロジェクト」があり、庭には小さいながらも畑

があって、「材料を切る」「炒める」など各人の得意な

ことで分業しつつ毎日みんなで料理を作っているとの

ことです。 

6． 職員の吉田さんの話では、新しい法律『障害者自立支

援法』にあわせて行政の方から転居を勧められてこの

地に移転してきたり、現在も区外の当事者の利用は厳

しくなっていると説明がありましたが、「自主製品の石

鹸を作るボランティアとして来所する方法はありま

す」とのことで、制度の波に翻弄されつつもコンセプ

トを守って活動できるよう工夫している姿がうかがえ

ました。 



7． 別室ではパソコン教室を実施していて、近日中に開催

される「美術展」のためにＰＣで絵を描いているとこ

ろを撮影させてもらいました。 

8． そして本日最後の施設「すとぉりぃ」に向かいました。

アルコール依存症を中心とした依存症の方のための施

設でリサイクルショップと紙すき製品が作業種目です。

非常に幸運なことに、紙すきの現場を見せてもらうこ

とができました。牛乳パックを適当な大きさに切って

ビニールコーティングをはがし、撹拌して繊維を取り

出します。そして１０枚はがきが作れるような木枠を

用いて紙すきを行い、その後機械で水分を吸引したり、

さらにふきとったりします。あっというまにたくさん

のはがきができました。 

9． 職員の藤森さんからは施設の説明だけでなく、アルコ

ール依存症の病気についての説明もしていただきまし

た。施設が終わった後もＡＡと呼ばれる自助グループ

にメンバーは行き、できるだけ空白時間を減らすこと

でアルコールに再び戻らないようにしているとのこと

ですが、それでもスリップといってまたアルコールを

飲み始めてしまうと確実に状態が悪化するとのこと、

また、単なる大酒飲みと依存症の違いは人間関係が破

綻するかどうか、家庭が崩壊して離婚したり、職場を

クビになったり、などが指標になるようです。 

10．最後にＬ進藤から、精神障害者福祉の歴史や障害者自

立支援法、区内ネットワークなどの全体的説明をして、

参加した皆様から感想を頂戴しました。当事者の方は

「実際に気に行ったところがあった」、ご家族は「本人

抜きで参加して意味があるかと思っていたが大変有用

だった」とのことでした。そしてライオンズからは、

荘Ｌが「いろいろ施設を見て、世田谷でこれだけネッ

トワークがあるとわかった。渋谷でも実施できるかど

うか、考えてみたい」、水谷Ｌからは「各施設が法律の

動きに翻弄されないよう、きちんとコンセプトを決め

る必要があると思った」とのご感想を頂きました。駅

への帰り道で水谷Ｌは「障害者施設で何年も職員とし

て従事している人は、よくやっていると感心した」と

もおっしゃっていました。 

11．そして１７時ごろ東急田園都市線の桜新町駅付近で無

事解散いたしました。次回の障害者施設見学ツアーは

１０月１５日の予定です。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ ９月２２日東京成城ＬＣ４０周年記念チャリティーゴルフ参加報告（Ｌ老田） 

９月２２日（水）、東京成城ＬＣ４０周年記念チャリティ

ーゴルフコンペが快晴のメイプルポイントゴルフクラブで

行われました。当日は、東京三軒茶屋ＬＣとの合同例会が予

定される中、当クラブからも１０名の方が参加致しました。

男子プロや女子プロの公式競技が行われた当コースは変化

に富んだホールが続き、多尐のアップダウンがありますが、

とても気持ちの良いホールが続きます。１１８名の参加者の

成績も好成績が続き、７５というプロ並みのスコアも見られ

ました。当クラブからは、４０位の中村Ｌが飛賞として賞品

の新米等をゲットしています。東京成城ＬＣ総出でのもてな

しが印象的でした。また、参加の皆様有難うございました。 

☆ １０月８日ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ 

参加報告       （Ｌ老田） 

本年度ゴルフ同好会の第１回コンペが、１０月８日（金）

に１６名のメンバーの参加の下、読売ゴルフクラブで快晴の

天候のもと開催されました。毎回、当クラブを紹介いただい

ている藤原Ｌからは「皆さんを紹介するとポイントがついて

くるので感謝する」というユーモアに満ちたご挨拶のあと、

福島会長から「大いに楽しんで欲しい」という激励の下５組

がスタートしました。直近３回のスコアを平均して算出する

ハンディで有利にたった白石Ｌが下馬評どおり優勝をかち

とりました。２位には、１打差で新加盟の手塚Ｌがはいりま

した。読売ゴルフクラブは、２グリーンで翌９日からベント

グリーンに切り替わりますが、当日は高麗グリーンのため、

若干距離が短くなり、ロングヒッターの両名が栄冠を勝ち取

っています。また、ニアピンを獲得した西山Ｌは初賞品を手にしました。好天微風を背景に、優

勝から５位までがアンダーパーで１５位でも７オーバーという好成績の第１回コンペでした。皆

さんお疲れ様でした。第２回コンペは移動例会での箱根で行う予定です。今回参加できなかった

皆さんも奮って参加してください。 

 

順位     グロス ハンディ ネット 

１位 白石 L ８３  １９   ６４ 

２位 手塚 L ８４  １９   ６５ 

３位 老田 L ８９  ２２   ６７ 

４位 大島 L ８７  １９   ６８ 

５位 藤原 L ９１  ２１   ７０ 

 

ベストグロス 小野景 L   ８２ 

N・P   西山 L、 吉崎 L 

D・C   白石 L、 小塚 L



写真は 330-Aホームページより 

 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ ９月３０日 東京蒼天ＬＣ・東京新世紀ＬＣ合同結成式参加報告   （Ｌ白石） 

 ９月３０日（木）東京プリンスホテルにて、

総勢１３０名の参加のもと、東京蒼天（あおぞ

ら）ＬＣと東京新世紀ＬＣの新クラブ合同結成

会が開催されました。当クラブからは、ＰＲ・

情報委員会山本委員長と会員増強・エクステン

ション・リテンション委員会委員のＬ白石が参

加いたしました。 

 第１部の結成会では、まず、両クラブの結成

経過説明、役員紹介、会則の採択、クラブ会費、

例会日時、会場等の発表がありました。ちなみ

に両クラブともに、入会金１万円、年会費６万

円と入会しやすい金額設定になっております。

次に東京蒼天ＬＣ石原新会長と東京新世紀Ｌ

Ｃ中原新会長から会員増強・エクステンショ

ン・リテンション委員会長井委員長にチャータ

ー申請書と承認書が手渡され申請書が全て適

正かつ正確であることが確認され、河合ガバナ

ーにより申請書に署名がなされ、両クラブの結

成が３３０－Ａ地区で正式に承認されました。

尚、両クラブともに１リジョン３ゾーンに所属

することになりました。 次に新クラブのメン

バーの紹介と入会式が執り行われ 河合ガバ

ナーと新メンバー全員とでライオンズの誓い

が宣誓されました。東京新世紀ＬＣのチャータ

ーナイトは、１１月１０日（水）東京成城ＬＣ

チャーターナイト４０周年記念式典の時に、東京

蒼天ＬＣは、１１月中に執り行われる予定となっ

ております。 

 第２部の祝宴では、Ｌ白石が司会を勤めさせていただきました。国際協会モンゴルコ

ーディネーター・元地区ガバナー名誉顧問の中野 了Ｌと３３０－Ａ地区第１副地区ガ

バナー大石 誠Ｌのお二人からご祝辞を頂戴し、３３０－Ａ地区第２副地区ガバナー阿

久津隆文Ｌのご発声のもとウイサーブが行われました。会食後、近藤キャビネット幹事

のリードのもとライオンズローアを行い、「また会う日まで」を全員で歌いお開きとな

りました。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ １０月１日 ３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告  （Ｌ亀川） 

皆様こんにちは、副幹事のＬ亀川です。先日、

原宿南国酒家におきまして今期第３回目の正副

幹事会が行われ、進藤幹事と共に出席して参り

ましたのでご報告致します。 

 まずは今回の当番クラブであります原宿ＬＣ

の三井幹事の進行のもとに開会しました。東京

恵比寿ＬＣの荘英隆Ｌのウィ・サーブで始まり、

皆さん多尐アルコールも入り、気分が和む中、

今回の議題の、「１０Ｒライオンズ奉仕デー合

同アクティビィティ」について、話し合われま

した。 

 このアクティビィティは、盲導犬育成協力募

金活動に参加し、原宿、表参道付近６ヶ所で、

募金活動をするというものです。当クラブは、

あいにく自クラブアクティビティのせたがや未

来博ＰＲ出展と重なっており、ＰＲ情報委員会

委員長でもありますＬ山本のみの参加となりま

すが、各クラブの参加者を合わせると約８５名

の参加予定で、当日の役割分担などが話し合わ

れました。 

 私が最近思う事は、この正副幹事会をきっか

けに、前回原宿ＬＣの幹事 三井Ｌに絶賛して

頂けた、わがクラブのアクティビィティ「障害

者施設見学ツアー」などが、ゾーンを越えた、

ゆくゆくはライオンズクラブ全体のアクティビ

ィティとなることを、強く希望する今日この頃

です。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④

☆ １０月４日東京代々木ＬＣＣＮ４０周年記念式典参加報告  （桂会長） 

１０月４日（月）、シェラトン都ホテル東京の「醍

醐の間」にて東京代々木ライオンズクラブのＣＮ４０

記念例会が開催され、当クラブから私Ｌ桂と進藤幹事

が出席致しました。 

 河合ガバナー、キャビネット役員、リジョンの会長

幹事のほか、親クラブの東京恵比寿ライオンズクラブ

が例会振替として参加していました。 

そして、姉妹クラブの台北市東南獅子会からもたく

さんのメンバーが御出席されて国歌斉唱の際に「中華

民国国歌」も斉唱したのが斬新な印象でした。 

また、特筆すべきことは４０周年記念アクティビテ

ィとして様々な団体へ寄付を行っただけでなく、メン

バー２０名全員によるＬＣＩＦ１０００ドル献金およ

びクラブとしての１０００ドル献金を行ったことです。

この記念アクティビティには河合ガバナーも感心して

おりました。 

そして、記念講演では女子プロゴルファーでワンハ

ンドレッドクラブメンバーでもある、中溝裕子Ｌから

骨髄移植の体験についてのお話を頂戴しました。プロ

ゴルファーになってから「骨髄異形成症候群」を発症

し、１２年前に実の妹さんから骨髄移植を受けられた

中溝Ｌの体験は壮絶なものでした。移植後の拒絶反応

で飲食が困難になり、点滴栄養だけでなんと３年間も

すごしたそうです。今も涙が出ないとのことで目薬を

さしながらのご講演で大変さが伺えました。 

しかし、現在はこの辛い体験から生きる喜びを皆に

伝えることを使命として今はゴルフクラブをペンに持

ち替えて、著述や講演で飛び回ってご活躍中です。な

かでもメッセージを添えて人々に勇気を与える「絵手

紙」をたくさん書かれているそうで機会があればそち

らも是非拝見したいと思いました。 

なお、骨髄バンクには年齢制限があり、１８歳から

５４歳までとのことですが、ドナーを待っているたく

さんの患者さんのためにメンバーの皆様だけでなく社

員の方や知人の方にもお勧めくださいとのことでした。 

体験者から迫力のある生のお話を聞かせて頂き、貴

重な経験を追体験できる、とても印象深い記念式典で

した。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤

☆ １０月７日 ３３０－Ａ地区ライオンズクエストセミナー参加報告  （Ｌ進藤） 

さる１０月７日（木）、衆議院憲政記念館にて開催された３

３０－Ａ地区ライオンズクエストセミナーに参加してまいり

ましたのでご報告します。当クラブにおきましてはライオンズ

クエストの話題があまりなされておりませんでしたが、かねて

よりライオンズクラブメンバー対象ソーシャルネットワーキ

ングサイト「ライオンネット」で全国的にワークショップが行

われているとの情報を得て関心を持ち、参加致しました。 

まず神奈川県相模原市のモデル校、中野中学校の山田裕康先

生から、実際の取り組みについて伺いました。２００６年当時

は天井に穴があいたりトイレのドアがなくなるほど学校が荒

れていたところから、ライフスキルを教えることで生徒たちの

自尊心を高めるための、具体的な授業の様子を見せて頂きまし

た。「相手の話を上の空で聞く」「相手の話をうなずきや相槌

を入れながら聞く」というような２種類のロールプレイを教師

たちが行い、生徒たちに実際に話をする・聞くという練習をす

る授業のビデオを拝見しました。取り組みの結果、行事が整然

と行われるようになり、学校の改修もつつがなく進んでいき、

校内が落ち着いていったとのことです。 

コーヒーブレイクに続いて、特定非営利活動法人青尐年育成

支援フォーラム（ＪＩＹＤ）の田川薫様からライオンズクラブ

とクエストの関係についてお話をいただきました。もともと人

生の困難に対処できるように開発されたものがクエストプロ

グラムであり、のちにライオンズクラブ国際協会がともに行い、

現在は買い取る形で「ライオンズクエスト」と呼ばれるように

なったことをお教え頂きました。そして２人組になって簡単な

ワークショップ形式で「どんなときに自信をなくしますか？」

「どんなときに自信を感じますか？」という２題に取り組みま

した。会場からは様々な意見が出ましたが、その後「自信の三

本足」という絵の説明があり、自信を高めるには「１．自分の

力を伸ばす」「２．自分や他の人を認める」「３．責任をもっ

て行動する」という３つの要素のバランスが大事との説明があ

り、先程の会場からの発言を１から３に分類したあとで、３人の協力者に三本足役を演じて頂い

てバランスが悪くなると三人の支える「自信の玉」が落ちる、という実演をしました。 

「この三本足をのばすためにライフスキルを学ぶのです」「自信を高めることで薬物乱用などの

危険行動の予防になります」田川様の説明は簡潔明瞭で、大変わかりやすくためになりました。 

 そして最後に江戸川ＬＣの坂本潤之輔Ｌが江戸川区における５クラブが協力してライオンズ

クエストと薬物乱用防止教室などを実施していることをご紹介いただいて、今回のライオンズク

エストセミナーは終了しました。 

 私は、ライオンズクエストを通じて子供のライフスキル及び自尊心を高めていく有意義性もさ

ることながら、大人や障害者に対しても応用できるような気がして、いつかワークショップに本

格的に参加してみたいとの感想を抱きました。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥

☆  タイ山岳民族防寒着支援で古着・毛布を送りませんか      （Ｌ進藤） 

ライオンズメンバー専用のソーシャルネットワーキングサイト「ライオンネット」からの情報

です。３１０－Ａ２地区、タイのチェンライＬＣではタイ山岳民族防寒着支援を行っています。

地球温暖化の影響で、タイ北部の山岳地方では逆に冬に大変寒冷な状態になるとのことで、ライ

オンネットメンバーであるタイ・チェンライＬＣ山地幸会長からのご要請で全国的に防寒用古着

送付支援が呼びかけられ、今年で３回目となります。集めているのは①大人の冬用防寒着、②子

供用冬着、③子供用春夏秋物、④毛布の４種類です。日本では明石魚住ＬＣが窓口となって一旦

集荷し、１０月２１日過ぎにタイにまとめて送る予定となっております。 

 当クラブでは、今期第１回理事会にて幹事進藤よりこの「タイ・チェンライＬＣ防寒着送付支

援」の話を致しました。自分はとりあえず１０月１７日に集められただけお送りしようと思って

いたのですが、折しも１０月１６日(土)１７日（日）の２日間、世田谷区役所・区民会館にて「せ

たがや未来博」に当クラブがブース出展をいたします。その時クラブメンバーの皆様にお持ちい

ただければ、１０月１７日夜もしくは１８日朝に梱包してお送りする予定ですので、メンバーの

皆様、よろしければせたがや未来博会場に古着・毛布をお持ちください。お忙しいところ恐縮で

ございますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

■ 行事予定 

１０月１３日（水） 18：30～ １０月第１例会               於：目黒雅变園 

１０月１５日（金） 13：00～ 東京三軒茶屋ＬＣ合同 障害者施設見学ツアー 於：区内障害者施設 

１０月１６日（土）  9：00～ ふるさと未来博 出展１日目         於：世田谷区役所中庭 

１０月１６日（土） 13：00～ 盲導犬育成募金（１０Ｒ合同）        於：原宿・表参道 

１０月１７日（日）  9：00～ ふるさと未来博 出展２日目         於：世田谷区役所中庭 

１０月２５日（月） 13：00～ 東京三軒茶屋ＬＣ合同 障害者施設見学ツアー 於：区内障害者施設 

１１月１０日（水） 18：00～ 東京成城ＬＣＣＮ４０（１０月第２例会）   於：ヒルトン東京 

 

■ 幹事 進藤より一言  

  

 
 暑い夏が終わり、さわやかな秋晴れの季節となりました。今期第６号の

クラブニュースをお届けいたします。 

いよいよ当クラブのアクティビティが次々と行われます。１０月５日に

は第１回障害者施設見学ツアーが行われ、１０月１５日・２５日･･･と８

回シリーズで続いていきます。また１６日１７日にはせたがや未来博への

ＰＲ出展、さらに１１月１３日には池尻小学校でビオトープメンテナンス

（予定）、１１月２９日にはわんぱくクラブ育成会秋祭りバザー協力と続

きます。 

「食欲の秋」「スポーツの秋」ならぬ「奉仕の秋」ということで、充実

したアクティビティを実施していきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願い致します。 


