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＜アクティビティのご案内＞ 

★１月２６日（水） 於：池尻小学校 
薬物乱用防止教室 開催 

本年も池尻小学校会議室にて６年生を対象

に開催いたします。講義と寸劇を予定してい

ます。役割のあるメンバーは8時、それ以外

のメンバーは8時半にクラブ青ジャンパー着

用にて集合くださいますようお願い致します。 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

本日例会です！  

★１月２６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１０回 理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1147 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

Ｌ今尾によるメンバースピーチを予定していま

す。また、当日午前中開催の薬物乱用防止教

室のご報告が出来ればと考えています。メン

バーの皆様におかれましては是非ご出席の

ほどよろしくお願い申しあげます。 

★２月１０日（木） 於：銀座アスター 

第 1148 回 例 会 １８：００〜 

東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０記念式典 

（例会振替） 
当クラブの子クラブであります東京三軒茶屋Ｌ

ＣのＣＮ２０記念式典で例会振替となります。

メンバーの皆様、ぜひご参加くださいますよう

お願い致します。 

 

会長挨拶  
クラブメンバーの皆様におかれましては、

平素よりクラブ運営にご理解とご協力を賜り

誠にありがとうございます。 

さて、私は、今年は一昨年挫折した書道を

再び習いたいと思っております。学習もスポ

ーツも全てのものごとは基礎をしっかり学ぶ

ことが何よりも大切だそうですので、今年は

書道を基礎からじっくり習いたいと思います。

数年前にゴルフを始めた際も、ゴルフは自己

流でやるとすぐに限界がくるので最初に基礎

を教わることが最も大事であるとクラブの先

輩方に教わりましたが、一流のスポーツ選手

は毎日のトレーニングの多くを、基礎をしっ

かりと繰り返すことに使っているそうで、こ

んな話を聞くにつけ基礎と基礎固めの重要性

を再認識します。 

近年のＯＥＣＤの余剰資金、オイルマネ

ー・中国マネーといった投機マネーに翻弄さ

れた世界経済や、ヴィジョンを見失った日本

の政治の混乱に惑わされずに、クラブの奉仕

活動が末永く続けられるようにするために、

本年はアクティビテ

ィなどの社会奉仕活

動の基礎を固めて参

りたいと存じますの

で、引き続きクラブ

運営にご指導、ご協

力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上

げます。 



 

 第９回 理事会報告 １月１２日           於 目黒雅叙園 「孔雀」 

出席者 桂会長、L 福島、L 畠山、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 木下、L 宮崎宏、 

L 中村、L 西山、L 小野一、L 白石、L 鈴木、L 山本、幹事進藤 

（出席者数１６名） 
 

 今期第９回で２０１１年初めての理事会が目黒雅变園４Ｆ

「孔雀」にて開催されました。 

■ 報告事項 ■ 

１．地区会員名簿の件につきまして、幹事進藤よりご報告し、

不掲載希望の情報があるメンバーはさらに連絡を入れてく

ださるようお伝えしました。 

２．１月１４日（金）東京成城ＬＣ新年会の件につきまして、

東京ＪＣ世田谷区委員会新年賀詞交歓会と重なり不参加と

させていただく旨ご連絡済みであると、幹事進藤よりご報

告致しました。 

３．昨年１２月後半の他クラブ訪問の件につきましてクラブニ

ュースを回覧する形でご報告させて頂きました。 

■ 審議事項 ■ 

１．尐年サッカー教室の件につきまして、桂会長およびＬ木下

からご説明を頂き、写真撮影・ＨＰ掲載にて収益を図る件

につきましては、カメラマン２名・写真１枚２００円とす

る案で実施することになりました。また１月２５日に現地

にて打合せすることとなりました。 

２．１月１９日障害者支援事業実行委員会の件につきまして幹

事進藤よりご説明し、出欠の確認をしたほか、当日の会費

をクラブから一部補助することとなりました。 

３．１月２６日薬物乱用防止教室の件につきまして幹事進藤よ

りご説明し、当日講師にＬ西山、寸劇バイニン役にＬ石上

とＬ吉崎、小学生役に幹事進藤と決定しました。また当日

必要な備品の確認を行いました。 

４．２月１０日東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０記念式典の件につき

まして幹事進藤から確認を行い出席２０名となりました。 

５．２月２６日わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」の件

につきまして幹事進藤よりご説明し、今期は１０名対象に

お祝いとしてリュックサックを贈呈することと、通常活動

にも予め参加することとなりました。 

６.その他、３月１１日難病支援フォーラムの件につきまして

幹事進藤からご報告し、詳細につきましては次回理事会に

て継続検討することとなりました。 

７.２月２０日若手会員フォーラムの件につきましてはＬ亀川

とＬ進藤が出席することとなりました。 



 

 第１１４６回例会報告（健康例会）    １月１２日  於 目黒雅叙園「孔雀」  

出席者 桂会長、L 福島、L 畠山、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 木下、L 小塚、 

L 宮崎宏、L 中村、L 西山、L 小野一、L 白石、L 須藤、L 鈴木晴、L 鈴木伸、 

L 山本、幹事進藤               （出席者数１９名） 
 

1 第１１４６回１月第１例会が、１月１２日（水）１８：

３０より、目黒雅变園４Ｆ「孔雀」にて開催されまし

た。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、ライオンズクラブの歌および東京世田谷

ライオンズクラブの歌の斉唱を行いました。 

2 お客様のご紹介を致しました。本日は、桜美林大学社

会福祉学科在住の矢口沙紀様がお越しになりました。

お忙しいなかどうも有り難うございました。 

3 桂会長から会長挨拶を頂きました。桂会長は新年のご

挨拶を行い、前会場である「こまばエミナース」がす

でに取り壊されて跡形もなくなっていた物悲しさに

ついて触れられました。また昨今日本中で話題のタイ

ガーマスク運動について、ライオンズクラブでの奉仕

活動にもＰＲが大切であると説かれてご挨拶とされ

ました。 

4 お客様の矢口沙紀様からご挨拶を頂きました。矢口様

は桜美林大学在学中でいらっしゃいますが、Ｌ西山の

池尻稲荷神社において巫女のアルバイトとして４年

間お世話になっていらっしゃって、ライオンズクラブ

の活動にもご関心をお持ちだとお話しされました。 

5 幹事進藤より幹事報告を行いました。本日行われまし

た第９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。 

6 ウィ・サーブのご発声はＬ西山にお願い致しました。

Ｌ西山は矢口様について、週に３回から４回４年間池

尻稲荷神社に奉仕に来られていて日本文化など教え

たとご紹介くださいました。またある大学の広報誌の

記事から中国人から見た日本人という話題をご紹介

されました。記事によりますと日本のよいところは

「まじめに勉強する態度。礼儀を重んじマナーを守る

ところ」、奇異に感じるのは「昼寝の習慣がないこと、

トイレが清潔で臭わないこと」とのことです。池尻稲



荷神社では３年前から「トイレの神様の札」を作って

いたが今年は歌がはやったこともあってとてもよく

売れたというエピソードをご紹介され、この一年の皆

様の幸運を祈念して高らかにウィ・サーブのご発声を

頂きました。 

7 本日も、Ｌ畠山から純米大吟醸『銀盤』と高級紹興酒

をドネーション頂きました。Ｌ畠山、どうも有り難う

ございました。 

8 本日は会食が始まりましてすぐにテールツイスター

の活躍の時間をとりまして、Ｌ山本が資料整理の際に

発見されたという当クラブの結成ＣＮの資料を用い

て、来るべき当クラブ５０周年ＣＮの参考になろうか

という趣旨で発表を行いました。１９６３年９月２８

日に「ゴールデン赤坂」を会場として開催された結成

記念式典ですが、３４１名の方が出席されたとのこと

です。そして英語で作成された招待状やチケット、プ

ログラムなどをスライドで拝見し、センスにあふれた

デザインなどに皆感嘆しておりました。また当時の世

田谷区の人口（６８万人）やＣＮ登録料（3500円）、

ラッキーカードで１等賞であった当時世界最小のソ

ニーのマイクロテレビの値段（48000円）などについ

てＬ山本からクイズ形式で次々と質問され、意外な正

解に会場は盛り上がりを見せました。Ｌ山本、貴重な

お話をどうも有難うございました。 

9 さて、本日は『健康例会』と銘打って、内科医でもあ

るＬ鈴木伸に血液検査をお願いいたしました。まずＬ

鈴木伸より、血液検査を始める前にご説明を頂きまし

た。今回の血液検査はメタボ等の検査ではなく、ガン

の物質の検査であること、陽性の場合には精密検査を

してみてほしいということでした。メタボではすぐに

命にかかわることはないが、ガンと頭と心臓は命にか

かわるうえ、経営者としては社員一同に影響が出るの

で特にご注意くださいとのことでした。特にガンは初

期に自覚症状が現れないので年１回ＣＴを撮るとよ

いとのことでした。 

10 続いて実際に採血を行いました。痛がる方、採血部位

を見ない方、逆に平然としている方、恍惚の表情（？）

を見せられる方など、表情がずいぶん異なりました。

今回は採血を行った方１６名全員の写真を掲載しま

すのでどうぞお見比べください。 



11 会食中に３３０複合地区第５７回年次大会ＰＲ・記録

部会部会員の委嘱状がＬ山本に手渡されました。 

12 テールツイスターＬ山本からドネーションの発表を

して頂きました。本日のファインは２０００円、ドネ

ーションは５６０００円、計５８０００円でした。 

13 出席率の発表を出席委員長Ｌ小塚にお願い致しまし

た。在籍者数４２名、不在会員２名、終身会員２名、

出席者数２０名、ビジター１名で、出席率は５１％で

した。 

14 閉会のゴングを桂会長に行っていただき、全員で輪に

なりまた会う日までを歌い、お客様のお見送りを致し

まして、無事お開きとなりました。皆様有り難うござ

いました。 



 

２クラブ合同障害者支援事業実行委員会報告 １月１９日   於 アンシェーヌ藍 

出席者 桂会長、L 阿部、L 亀川、L 木下、L 西山、L 須藤、L 吉崎、幹事進藤、 

三軒茶屋 LC６名（川津会長、藤村 L、北見 L、水谷 L、落合 L、五月女 L）、

矢口沙紀様                    （計１５名） 
  

1． １月１９日（水）当クラブと東京三軒茶屋ＬＣの合同

障害者支援事業実行委員会がフランス料理店（かつ障

害者施設）『アンシェーヌ藍』で開催されました。１０

月から１２月にかけて２クラブ合同で行った８回の

「障害者施設見学ツアー」を振り返って今後の方向性

を話し合おうというものです。東京世田谷ＬＣから８

名、東京三軒茶屋ＬＣから６名、桜美林大学の矢口沙

紀さんの計１５名の参加でした。 

2． お店を運営する社会福祉法人「藍」の竹ノ内睦子様に

ご挨拶いただき、コースのフランス料理を堪能しなが

ら、８回のツアーをまず写真で振り返りつつ、それぞ

れの施設のその時の様子についての説明をしました。 

3． その後の協議では活発に意見が出ました。「こんなにい

ろいろなタイプの施設があるとは思っていなかった」

「こういう情報になかなかたどりつけない」「給料（工

賃）が安すぎる」「もっと作業所でできる作業があるの

ではないか」「実際に東京三軒茶屋ＬＣでは作業所に名

簿や周年記念誌の発注をした」「２年前に乗った時に個

人としてできることを考えてチャリティーコンサート

をはじめているので応援してほしい」などです。 

4． こうして出た意見を「情報をどのように広げていくか」

「工賃をどのように高めていくか」「個々のライオンが

始めた支援活動をどう支えるか」の３つのテーマにま

とめて、それぞれにさらに意見を進めて頂きました。 

5． 「１．情報をどのように広げていくか」に対しては「企

業のマンスリー報などに情報を掲載していく」「作業所

の自主製品のカタログがあるのだからその情報をイン

ターネットに載せていく」「すでに作業で付き合いのあ

る会社に『もっと作業がほしい』と言って広げていく」

等の意見がでました。 

6． 「２．工賃をどのように高めていくか」に対しては非

常に多方面から活発に意見が出ました。「作業単価が安

すぎ」ということには多くのメンバーが賛成し、しか

しながら「直接の作業を与えることで支援することも

必要だがむしろ作業工賃を高めるノウハウを与えると



いう支援が必要」がでて、具体的には「短納期小ロッ

トなのだからもっと強気で高めに交渉してもよいと思

う」や「競合他社から仕事を採って単価交渉していく」

などと経営者ならではの意見が続き、そして「施設職

員とともに継続的に勉強会を行うのがよいのではない

か」との意見に集約されました。 

7． そして、「３．個々のライオンが始めた支援活動をどう

支えるか」に対しては「世田谷ライオンズクラブで後

援という形にして広げていく」等の意見が出ました。 

8． そして竹ノ内様から個々の障害者の夢の実現のために

『アンシェーヌ藍』をはじめた経緯が熱く語られまし

た。バーテンダーを目指していた障害者が残念ながら

夜間の営業開始を待たずに亡くなったというくだりに

メンバーは聞き入りました。 

9． 最後に東京三軒茶屋ＬＣ幹事 五月女仁Ｌから「来期

も、この合同事業を実施していくのか否か、実施する

のなら予算や回数などどのような形で実施するのか、

それぞれのクラブでも検討したのちに、もう一度３月

か４月に『アンシェーヌ藍』で合同実行委員会を開催

しよう」との提案がなされ、合同実行委員会は終わり

ました。大変熱い討議に感動致しました。皆様お疲れ

さまでした。有難うございました。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ １月１４日（社）東京青年会議所世田谷区委員会新年賀詞交歓会参加報告（桂会長） 

さる１月１４日（金）、キャロットタワー２６Ｆ「スカイ

キャロット」にて開催された（社）東京青年会議所世田谷

区委員会の新年賀詞交歓会に進藤幹事とともに参加して参

りました。 

 河原淳一郎委員長のご挨拶で始まりましたが、今期掲げ

るスローガンは『高い理想と真剣な行動が拡げる信頼の輪

～夢ある街づくりへの貢献』、そして事業としては公開討論

会と子育て支援事業の２つの事業を予定しているとのこと

でした。特に公開討論会のご説明におきましては、世田谷

区長選のここ数年の投票率の具体的な数字を紹介して、有

権者が一人でも多く投票を行い「自分たちの１票で世の中

が変わると思ってほしい」とよどみなく述べられ、大変な

熱意と情熱がうかがえました。そのほか「親と子の集い」「わ

んぱく相撲」「区民祭り」「アドベンチャーin多摩川」「世田

谷未来博」障害者雇用促進イベント」「２４６ハーフマラソ

ン」の７つの事業に協力していくとのことで、これらの精

力的な活動に大変刺激を受けました。 

 

☆  ライオン誌２月号に障害者施設見学ツアーの記事が掲載されました （Ｌ進藤） 

さる１月２１日、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、世田谷区と

目黒区の障害者施設によるライオン誌封入作業が行われました。 

 封入したライオン誌２月号を開いてみますと、３２ページに東京三軒茶屋ＬＣとの合同障害者

支援事業であります「障害者施設見学ツアー」の記事が掲載されていました。写真は精神障害者

共同作業所『ハーモニー』で自主製品「幻聴妄想カルタ」を前に東京三軒茶屋ＬＣ会長川津義憲

Ｌや当クラブＬ阿部が説明を受けてい

るところでした。ちょうど「若松組」

妄想の説明を受けている所でしょう。 

 障害者施設見学ツアーを利用された

当事者やご家族のご意見、見学ツアー

アクティビティの始まった経緯などが

大変わかりやすく掲載されております。 

 封入作業を行った世田谷区・目黒区

の障害者施設の利用者さん達にも読ん

で頂いたところ、皆さま関心深げに手

にとって、お持ち帰り頂きました。 

 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆  １月１５日東京玉川ＬＣ障害者チャリティーバザー参加報告    （Ｌ進藤） 

さる１月１５日（土）、九品仏浄

真寺のもちつき大会の場にて開催

された東京玉川ＬＣの障害者チャ

リティーバザーに幹事進藤が参加

して参りましたところ、東京玉川

ライオンズクラブ事業委員長 三

田英雄Ｌからご寄稿を頂きました

ので掲載させて頂きます。 

 

『青尐年九品仏地区委員会主催新春餅つき大会に参加して』 

東京玉川ライオンズクラブ 事業委員長 Ｌ三田英雄 

東京玉川ライオンズクラブでは、九品仏浄真寺参道に手障

害者支援チャリティーバザーを今年も開催しました。いろ

いろな障害を負いながら社会復帰を目指そうと『パイ焼き

窯』『岡本福祉作業ホーム玉堤分場』各障害者施設で作られ

たクッキーなどの焼き菓子類を販売するアクティビティで

す。その他、野菜、衣類、おもちゃ等も販売致しました。

今年も天候に恵まれ、メンバーと家族の協力のもと、大勢

の子供連れのお母さん方で賑わうなか、来年も継続してい

く事を願いながら終了しました。 

 

 

 三田Ｌ、ご寄稿どうも有り難うございました。 

 九品仏浄真寺は１６７８年に開山した浄土宗のお寺で、

３つの阿弥陀堂にそれぞれ３体合計９体の阿弥陀如来像が

安置されていることから九品仏と呼ばれています。餅つき

大会は例年１月の上旪もしくは中旪の土曜日に行われ、今

年は１月１５日１１時からの開催でした。 

 東京玉川ライオンズクラブは例年チャリティーバザーを

行っていらっしゃいましたが、昨年より玉川地域の障害者

施設の自主製品を取り上げて大々的に販売することを始め

られました。今年は『パイ焼き窯』の焼き菓子セット６０

箱、『岡本福祉作業ホーム玉堤分場』のクッキー１００個を販売、私もお昼ごろからお手伝いを

致しました。お菓子類だけでなくバスタオルやおもちゃなども飛ぶように売れ、２時前には早々

と完売となり、大いに喜びました。来年もぜひ参加したいと今から考えております。東京玉川ラ

イオンズクラブの皆様、お世話になりまして誠にありがとうございました。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆  １月１９日 若手会員フォーラムファシリテーター研修参加報告  （Ｌ進藤） 

１月１９日（水）、参議院議員会館にて２月２０日に開

催されます、３３０－Ａ・Ｂ・Ｃ地区共催の若手会員フォ

ーラムのためのファシリテーター研修が実施され、参加し

てまいりました。 

 参議院議員会館は改装により、ずいぶんときれいになっ

たと感心しておりますと、前期の夏に突然の例会訪問でお

世話になりました山梨アカデミーＬＣの川手寅平Ｌにお

声をかけていただき、再会の喜びを味わいました。 

 ３３０－Ａ地区からは東京豊新ＬＣ赤尾嘉昭Ｌ、東京江

戸川東ＬＣ茅島純一Ｌと私の３名の参加でしたが、３３０

－Ｂ地区、３３０－Ｃ地区からは多くの方がお越しになり

ました。若手会員フォーラム当日は１８０名くらいの方が

参加されるとのことで、多くのファシリテーターが必要と

推察されました。 

 今回のファシリテーター研修の講師は参議院議員でも

ある３３０－Ｃ地区大野元裕ガバナーでした。時間の限ら

れた中での無駄のない進行と簡潔で的確でキレのあるお

言葉にただただ感動致しました。 

 グループを活性化しつつ進めるための手法を学ぶため

のミニレクチャーとグループ活動実践で行われた３時間

コース研修でしたが、グループ内の構成員の把握の仕方や

意見の引き出し方などの様々な手法を学びつつも、研修の

中でいつ指名されるかわからないという形で、常に頭がフ

ル回転していることを自覚しつつ、心地よい緊張感の連続

の３時間でした。 

２月２０日当日は開始からしばらくはライオン歴や役

職などは伏せたまま対等な立場で語り合う形式となりま

す。当クラブからも若手のメンバーが参加を予定しており

ますので大変楽しみです。 

＜若手会員フォーラム＞ 

１．日時 ２０１１年２月２０日（日） 

     １０：３０－１８：００ （その後懇親会あり） 

２．場所 東京プリンスホテル 

３．内容 各地区の新たなアクティビティ・意欲的な運営 

     を実践している若手会員によるプレゼンテー 

     ションののち、会員同士の肩書にとらわれない 

     相互のディスカッション 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④

☆  １月２４日 ３３０－Ａ地区『賀詞交歓会』参加報告    （桂会長） 

さる１月２４日（月）、京王プラザホテルにて３３０－

Ａ地区『賀詞交歓会』Ｃのクリスマス家族例会が開催され、

進藤幹事と会長Ｌ桂で参加してまいりましたのでご報告

申し上げます。 

会場の「エミネンスホール」にはテーブルがぎっしりで

満場の参加者がいらっしゃいました。 

３３０－Ａ地区河合悦子ガバナーはご挨拶にて、「３月

の難病支援フォーラム＆チャリティーコンサート、４月の

年次大会、５月の障害者スポーツ大会、そして７月のシア

トル国際大会」と後半目白押しの事業を列挙され、意気込

みをご披露されました。続けてご挨拶された国際理事・元

地区ガバナー山浦晟暉Ｌは国際理事に占める女性の比率

や世界の女性会員の割合と日本における女性会員の比率

を比較し、女性会員比率の上昇と会員増強による活性化を

訴えられました。またＬＣＩＦコーディネーター・元地区

ガバナー石井征二Ｌはきたるべく第２副地区ガバナー選

挙にもさらりと触れられたのち、３月の難病支援イベント

を盛り上げようと檄を飛ばされ、続けて八王子陵東ＬＣの

ゴルフコンペの告知もされていました。 

元地区ガバナーの皆様が壇上に勢ぞろいしての鏡開き

は圧巻でございましたが、乾杯の音頭を取られた元地区ガ

バナー渡辺豊隆Ｌが白寿とは思えぬほどの元気良さでウ

ィ・サーブのご発声をされたのに感嘆致しました。 

元地区ガバナー中野了Ｌの美声のご披露ののちに、河合

ガバナーが今期最も力を入れていらっしゃる、３月１１日

の難病支援フォーラム＆チャリティーコンサート告知の

ためのＤＶＤ映像が会場にご紹介されました。当クラブと

しても当日の協力の方法について検討を重ねているとこ

ろでございます。 

アトラクションは、正月らしく華やかな獅子舞でござい

ました。頭をかまれると縁起が良いという言い伝えのもと、

会場を獅子舞が練り歩き、華を添えていました。 

後半の目玉はラッキーカード抽選会でした。１等特賞は

アクオス３２インチテレビを始めとする多くの豪華な賞

品が壇上に並び、番号が発表される度に歓声が沸いており

ました。自分も６等の「単三電池充電器」があたりました。 

新年の始めにふさわしい、華やかな賀詞交歓会でござい

ました。今年もさらにライオンズ活動に精進していくべく

気を引き締めて臨みたいと思います。有難うございました。 



 

 ☆ アクティビティ ご紹介
 

☆ 【告知】 第９回東京世田谷ライオンズクラブカップ／尐年サッカー教室 

東京世田谷ライオンズクラブでは、青尐年健

全育成アクティビティとして、平成９年から世

田谷区および教育委員会、並びに世田谷区尐年

サッカー連盟等の賛同を得まして「東京世田谷

ライオンズクラブカップ 尐年サッカー教室」

を継続開催しております。毎年、世田谷区内の

小学生と同伴の父兄を合わせて数百名もの御参

加をいただき、更にはプロサッカーチーム「Ｆ

Ｃ東京」様の選手から指導を受けると共にミニ

サッカーゲーム等を行っております。本年も盛

大に開催できる様、準備に取り組んで居ります

ので、多くの方にご参加頂ければ幸いです。 

         記 

開 催 日：平成２３年３月５日（土） 

開 会 式：午前 ９ 時３０分から 

      （１５時５０分 終了予定） 

開 催 場 所：駒沢オリンピック公園総合運動場 

      第二球技場 

      世田谷区駒沢公園１－１（公園事務所 03-3421-6199） 

■ 行事予定 

１月２６日（水） 18：30～ 薬物乱用防止教室              於：池尻小学校 

１月２６日（水） 18：30～ １月第２例会（メンバースピーチ）      於：目黒雅变園 

２月１０日（木） 18：00～ 東京三軒茶屋ＬＣＣＮ２０例会（２月第１例会）於：銀座アスター 

２月２３日（水） 18：30～ ２月第２例会（双子例会：講師進藤秀夫氏予定）於：目黒雅变園 

２月２０日（日） 10：00～ ３３０－ＡＢＣ地区共催 若手会員フォーラム 於：東京プリンス 

２月２６日（土）      わんぱくクラブ育成会「20 歳を祝う会」    於：わんぱくｸﾗﾌﾞ駒沢 

３月 ５日（土）  9：30～ 東京世田谷ＬＣカップ／尐年サッカー教室    於：駒沢第二球技場 

３月１１日（金） 18：00～ 難病支援フォーラム＆チャリティーコンサート 於：東京芸術劇場 

■ 幹事 進藤より一言  

  

  新年も早いものでもう２０日余りが過ぎました。東京では好天が続いて

おりますが、インフルエンザもはやり始めており、健康には是非留意した

いものです。折よく、１月第２例会は「健康例会」でした。この例会報告

を中心に、今期第１３号のクラブニュースをお届けします。 

また、１月１９日には三軒茶屋ＬＣと合同で障害者支援事業実行委員会

を開催し、大変に活発なご意見を頂戴しました。今後話し合いの成果をい

かにして形にしていくかが課題となってまいります。 

 さて、２６日には池尻小学校にて薬物乱用防止教室がございます。今年

は講師・寸劇の役者ともに自クラブで執り行うことになりました。生徒た

ちの心に届くようなアクティビティとなるべく頑張ります。 

 


