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トピックス 

３月１１日、宮城県沖を震源とする東北地
方太平洋沖地震が発生し、大災害となりま
した。被害に遭われた方に心よりお見舞い
を申し上げます。当クラブとしても被災地
の支援に向けて何が出来るか、例会の内容
を変更して、動き始めました。 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★３月２３日（水）於：目黒雅叙園 

第１２回 理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1151 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

前回のご案内と内容を変更しまして、３月

第２例会は東北地方太平洋沖地震につ

いて被災者支援で何が出来るかを考える

例会としたいと存じます。ライオンズクラブ

として我々が出来ることは何なのかを協

議したいと存じますので、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

しくお願い申し上げます。 

★４月１３日（水）於：目黒雅叙園 

第１３回 理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1152 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

「ＬＣＩＦ例会」は４月第１例会にて行うこと

と致しました。実際にＬＣＩF の交付を受け

た新都心ＬＣの柴田誠Ｌをゲストに迎え、

実践例についてご紹介頂くゲストスピーチ

を予定しています。皆様、是非ご出席の

ほどよろしくお願い申しあげます。 

 

会長挨拶  
このたびの地震で被災なさった方々に心よ

りお見舞いを申し上げます。この未曽有の大

災害の前に己の無力さを思い知らされる一方、

日本中の人々のみならず世界の人々が被災地

を応援しようとする姿に心を打たれます。私

は地震の後、社員全員で氏神様に被災者の

方々のご無事と一日も早い復興をお祈りに行

き、会社のエアコン、冷蔵庫、電気の半分を

消して仕事を開始しましたが、計画停電、余

震、原発事故の不安から社員を守るために先

日在宅勤務という決断を致しました。しかし、

社員の中にはお客様の不安を取り除こうと自

主的に出社し対応しているものもいますし、

インターネットを使って励ましのメッセージ

を送るものもいます。私たちはそれぞれの立

場でその役割を果たすべきなのでしょう。我

がクラブは継続的な活動を長期的に組織的に

できる、経営者が多いなどライオンズの特性

を活かした活動を考えていければと考えます。

復興にはかなりの資金と時間と労力がかかる

はずです。引き続き余震や計画停電、原発事

故の不安に加え、経済に与える大変な損失な

ど大変なことばか

りですが、日本人

の力を信じて、こ

の国難を乗り越え

て参りましょう。 

 



 

 第９回東京世田谷ライオンズクラブカップ／少年サッカー教室 報告 

（第１１５０回例会振替）  ３月５日      於 駒沢第二球技場 

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 藤川、L 畠山、L 飛田、L 石上、L 亀川、L 木下、 

L 小塚、L 中村、L 西山、L 村井、L 小野一、L 大竹、L 白石、L 須藤、L 鈴木、 

L 手塚、L 山本、L 吉崎、幹事進藤        （計２２名） 
 

1 当クラブのメインアクティビティ「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」が３月

５日（土）に駒沢第二球技場にて開催されました。第

１１５０回３月第１例会の振替でもあります。幸い雲

ひとつない晴天に恵まれ、大変気持ちよく競技を行う

ことが出来ました。 

2 開会式に先立ち、設営を行いました。今期は事前にゴ

ールの数が不足するという緊急事態もありまして、前

日までに近隣の２つの高校からゴールをお借りする

など、若干苦労したこともありましたが、無事に準備

が間に合い、無事に協議を執り行うことが出来ました。 

3 ご来賓として、ＦＣ東京 常務取締役 大金直樹様、世

田谷区教育委員会教育長 若井田正文様、３３０－Ａ

地区河合悦子ガバナー、キャビネット副幹事大原紘子

Ｌ、東京三軒茶屋ＬＣ会長 川津義憲Ｌ、東京三軒茶

屋ＬＣ幹事 五月女仁Ｌ、東京代々木ＬＣ幹事 大古正

博Ｌにお越し頂きました。皆様お忙しいなか有難うご

ざいました。多額のドネーションも頂戴致しました。

誠に有難うございました。 

4 開会式では桂会長、ＦＣ東京大金直樹様の開会の言葉

に続き、前年度優勝チーム尾山台サッカークラブから

優勝カップの返還がおこなわれました。尾山台サッカ

ークラブには桂会長から優勝カップのレプリカが手

渡されました。また、ご来賓の世田谷区教育委員会教

育長若井田正文様、３３０－Ａ地区河合悦子ガバナー

からそれぞれご挨拶を頂戴致しました。そしていよい

よ白石Ｌの開会宣言で第９回東京世田谷ライオンズ

クラブカップ／尐年サッカー教室が開会致しました。 

5 まず午前中はＦＣ東京のコーチ陣による尐年サッカ

ー教室が行われました。本日集まった子供たちはほぼ

全員ＦＣ東京の試合をスタジアムで観戦したことが

あるとのことで、ボールを追う子供たちも熱気にあふ

れ、最後にコーチからアドバイスを頂くときも真剣に

聞いておりました。 

6 昼食時、当クラブ指名会が開催され、指名委員長Ｌ吉

崎が急きょ仕事が入り外出されたため前期指名委員



長Ｌ山本から次期役員の指名が行われました。また、

同時に、新燃岳噴火災害及びニュージーランド地震災

害支援金拠出の承認、３月１１日難病支援フォーラム

＆チャリティーコンサートチケットの分配、４月１１

日東京田園調布ＬＣチャリティーゴルフ出場者決定、

３月３０日東京三軒茶屋ＬＣとの合同障害者支援実

行委員会の開催決定などが協議され決定されました。 

7 午後は、世田谷尐年サッカー連盟の大々的なご協力の

もと、第９回東京世田谷ライオンズクラブカップを開

催致しました。区内の抽選に当選した１６チームがそ

れぞれ第１・第２チームと２組に分かれ、前３２チー

ムが４チームずつ８ブロックに分かれて７分ハーフ

タイムで総当たり戦で予選を行いました。白いボール

を追う姿は真剣そのもの、第二球技場のあちこちで歓

声が沸いておりました。 

8 各チーム３試合ずつ行い、「勝ち点」「得失点差」など

からそれぞれのブロックでの優勝が決まりました。各

ブロックの優勝チームは以下の通りです。 

【Ａブロック】 ＦＣサラマンドラ明正１ 

【Ｂブロック】 尾山台サッカークラブ１ 

【Ｃブロック】 瀬田サッカークラブ１ 

【Ｄブロック】 竹の子サッカークラブ１ 

【Ｅブロック】 ＦＣサラマンドラ明正２ 

【Ｆブロック】 三宿サッカー尐年団２ 

【Ｇブロック】 なかまちＦＣ２ 

【Ｈブロック】 城山サッカークラブ２ 

 

9 決勝トーナメントでは７分１本勝負として準々決勝、

準決勝、３位決定戦、決勝戦と行いました。白熱した

試合運びで、同点でＰＫ戦となる試合もありました。 

決勝は「ＦＣサラマンドラ明正」同士の戦いでしたが、

両者譲らずＰＫ戦となり、ＰＫ４－２で熱戦に決着が

つき、「ＦＣサラマンドラ１」チームが優勝しました。 

【準々決勝】 

  明正１ ２－１ 尾山台１ 

  瀬田１ １－０ 竹の子１ 

  明正２ １－０ 三宿２ 

  城山２ １－１ なかまち２（ＰＫ６－５） 

【準決勝】 

  明正１ ２－１ 瀬田１ 

  明正２ １－０ 城山２ 

【３位決定戦】 

  瀬田１ ２－１ 城山２ 

【決勝戦】 

  明正１ ０－０ 明正２ （ＰＫ４－２） 



10 試合終了後、閉会式を行い、各ブロック優勝チームの

表彰に続き、個人賞として最優秀選手賞が柴田博史君

（明正１）、優秀選手賞が矢藤弘基君（瀬田１）、倉橋

貴雄君（明正２）、木村鉄平君（城山２）に贈られま

した。またチーム賞として第３位の「瀬田サッカーク

ラブ１」チーム、準優勝の「ＦＣサラマンドラ明正２」

チーム、優勝の「ＦＣサラマンドラ明正１」チームに

はそれぞれ賞状やトロフィーが贈られました。 

11 最後にスタンドの前で全員で記念撮影を行って解散

となりました。ちなみに今年は当クラブで大会中の各

選手のスナップ写真も撮影し、ＷＥＢ上で廉価で皆様

にご予約販売するということも致しております。無事

に開催できましたこと、本大会にかかわられました、

チームの皆さま、ＦＣ東京の皆様、世田谷尐年サッカ

ー連盟の皆様ほか関係者皆様に御礼申し上げます。 

 



 

● 特集 ●  ３月１１日 東北地方太平洋沖地震関連 「地震・・その時私は」

★ 難病支援フォーラム＆チャリティーコンサート会場で地震に遭遇  （Ｌ進藤） 

３月１１日（金）、池袋にあります「東京芸術劇場」に

おきまして、３３０－Ａ地区主催の難病支援フォーラム＆

チャリティーコンサートが開催される予定でございまし

た。当クラブからも１０名のメンバーや家族がチケットを

購入し、コンサートを楽しみにしておりました。当日は、

ＰＲ情報委員会委員長のＬ山本、献眼献腎委員会のＬ吉崎、

さらにお手伝いとして参加したＬ進藤が午前中から池袋

西口公園にスタンバイし、当日の取材や盲導犬育成のため

の「アイメイト募金」などに精を出していました。 

 ステージでは、ピポ・ユニバーサル駅伝の時にも活躍さ

れていた「Heart to heart」や最近大変人気の女性３人グ

ループ「ダンスロイド」などが演奏し、さらには東京成城

ＬＣ中村善子Ｌも活躍する手話ダンスチームが素晴らし

い手話ダンスを披露していました。 

 西口公園のイベントも佳境に入った午後２時４５分ご

ろ、誰かが「あ、揺れてる。地震じゃない？」と叫びまし

た。確かに地面が揺れ始めました。揺れは次第にひどくな

り、まるで船の上にいるようになって立っていられなくな

りました。ステージ上の司会の東京巣鴨ＬＣの中村安次Ｌ

は「ただいま大きな地震が起きた模様です。落ち着いてく

ださい。皆さん座りましょう」と冷静な呼びかけをなさい

ました。しかし、揺れはますますおさまらず、公園を囲む

背の高いビル同士がまるでぶつかりそうな気配なほど揺

れ、ただ事ではないことに皆気付き始めていました。 

 いったん揺れが収まると、近隣のビルから人々が次々と

降りてきました。非常階段を使って下りてくる方、マクド

ナルドのトレーを持ったまま降りてくる方など様々で、に

わかに会場が混み、いったんステージの演奏は再開しまし

たが、とても募金活動をする雰囲気にありませんでした。 

 そこに３３０－Ａ地区河合悦子ガバナーが到着し、ご挨

拶を始めました。「皆様大変な揺れで驚かれたことと思い

ます・・・」とご挨拶されてそばから再び強く大きな揺れ

が起こりました。ご挨拶は中断され、再び司会の中村安次

Ｌから「地震です。落ち着いてください」とアナウンスが

流されました。今度は駅からも大量の人が出てきて、明らかに電鉄会社の制服を着た方やシェフ

の服装の方など、ビルの中にいられなくなったということが分かりました。「外でのイベントを

中止して、ここにいる方たちに災害情報を流しましょう」河合ガバナーの決断は速く、池袋西口

公園イベント会場はにわかに緊急避難場所と変貌しました。 



 携帯電話がつながりにくいなかで、ワンセグ携帯で動

画配信を受けている東京新都心ＬＣの池田謙司Ｌや

iPadで情報をとりいれられる東京吉祥寺ＬＣ笠原伸太

郎Ｌが活躍し、司会の中村安次Ｌと東京ワンハンドレッ

ドＬＣ阿部かな子Ｌの落ち着いたアナウンスで多くの方

が「只今の震源地は宮城沖、最大震度は７」「関東圏域の

電車はすべて止まっています」などの情報を得ることが

出来ました。会場わきのテントは「妊婦の方々の休憩場

所」「体調が悪くなった方の救護テント」に早変わりし、

数尐ない毛布などを融通しながら風から体を守ってもら

いました。テレビでは地震情報を流すようになったらし

く、その電波を拾って刻一刻と状況を会場の皆様にお知

らせ致しました。「気仙沼で大きな津波」などの情報にど

よめきが上がり、心配ではありますが、携帯電話はほと

んどつながらず、メールも何時間も遅れて届くようにな

りましたので、災害情報をその場で得ることが出来たの

は本当に幸いだったと思います。 

 なかなか状況は好転せず、４時過ぎには、東京芸術劇場も立ち入り禁止となって、難病支援フ

ォーラム＆チャリティーコンサートは残念ながら中止となりました。河合ガバナーはじめ２年間

準備をされてきたキャビネットの皆様の心中を思うと大変心苦しいですが、状況を考えますと大

変勇気ある決断だったと思います。 

さて、地震はある程度おさまりましたが、実際には多数の方が帰れずに公園にいます。相変

わらず電車は全く動きません。トイレや公衆電話には長蛇の列です。４時半ごろでしたか、次第

にバスが動き始めましたが、これもバスを待つ方で長蛇の列となり、駅の反対側のバス乗り場で

動いているかどうかを偵察に行きましたが、いき帰りに

４０分くらいかかるという状態でした。 

 その後も電車はＪＲ・私鉄ともに運転は回復せず、多

くの方が歩いて帰路につきました。Ｌ吉崎とＬ進藤はそ

れぞれ出発時間は異なりましたが、山手通りを歩くこと

としました。東京は心配されるほど建物の被害がなく、

壁材の落下などはほとんどありませんでしたので、安全

に歩くことが出来ました。最初のうちはコンビニにまだ



食料もあり、お弁当や飲料水を手に入れたり、トイレ

にも数人待ちで入ることが出来ましたが、そのうち歩

いている人の数がうなぎ上りに増えて行きました。営

業している飲食店は満員で、また池袋・新宿・渋谷な

どから放射状に出ている幹線道路には人があふれ、交

差点には警官が立って交通誘導をしていました。 

 突然、「中野駅はどちらですかね？」などと自転車に

乗った見知らぬ方に尋ねられました。自転車通勤なの

に駅の場所を知らないのかといぶかしみましたが、よ

く考えるとその場で自転車を購入された方が多かったのですね。 

 車も大渋滞。上りも下りもヘッドライト・テールランプの長い列です。最初こそ徒歩と自動車

と同じくらいのスピードでしたが、車の量が増えたためか、次第に徒歩の方が早くなりました。

Ｌ吉崎は３時間弱、Ｌ進藤は４時間ほど山手通りを歩きとおして世田谷にたどり着きましたが、

車で家に向かった方は、「品川駅付近を通過するのに６時間かかった」「帰りついたのは翌朝の７

時だった」など大変な思いをされたようです。今回、歩くのは大変でしたが、帰宅難民的体験を

通じて日ごろから歩くことの大切さを再確認致しました。 

★ 孤独との戦い                       （Ｌ須藤） 

私は地震当時は一人で自宅におりましたが、１８階なものですから大変揺れ、とても怖い思い

をしました。その後の余震も大変強かったですし、携帯が通じず、パソコンも手元になかったた

め外界と一切の連絡が取れず、本当に恐怖を感じました。 

 幸いにも多尐ガラス製品が割れただけで怪我もなく、体のふるえも収まったので、池袋のチャ

リティーコンサートに行かねば・・・と思い、意を決して玄関のドアを開けると、いつの間にか

防火扉が出現しており、閉鎖されていたので、怖くなって思わずまた部屋に戻ってしまいました。 

 １時間くらいすると余震もだいぶ収まり、ミッドタウンの広場に避難していた方々も解散しだ

し、池袋のチャリティーコンサートに行かねば・・・と

思い、（しつこいようですが、ニュースでは震源地付近の

状況ばかりしか報じていなかったので、外界の様子が全

く分からなかったのです。高層階だからこんなに揺れた

のかしら？実はみんな通常通り働いているのかしら？？

と本当に思っていたのです。）今度こそ意を決して防火扉

のドアを開け、エレベーターが止まっていたので階段で

地上まで下りました。そして、完全交通マヒという現状

を目の当たりにし、近くのビルの窓ガラスが割れて飛散

しているのを見て、やっとこの震災がひじょうに深刻で

あるという事を理解したのでした。 

 ちなみに、地震が起きたのが出掛ける直前の事でした

ので、あと２分遅く地震が来ていたらちょうどエレベー

ターに乗っていたところで、きっと一人で閉じ込められ

ていた事と思いますので、今でもエレベーターに乗る時

は無事に着くまでドキドキしてしまいます。と言って、

状況も全く分からず一人で非常階段を下りていったあの



恐怖の時間を思い出すと、回避のために階段を使うという事も考えられず、お引っ越ししようか

しら・・・と真剣に考えております。 

 とにかく、取り合えず青山のオフィスまで歩いて行きましたが、途中、普段はあまり人が歩い

ていない青山通りに、沢山の方々が歩いており、とても異様な光景でした。 

 我が社のオフィスは、サロンに置いてあったガラス製品が数個床に落ちて割れており、誰もい

なかったので、とにかく桂会長のオフィスに向かいました。そこで、みんなの元気な顔を見て、

緊張が解けたからか、その場に立ちすくんでしまいました。 

 夜になってやっと両親とも連絡が取れ、メールをくれた沢山の友人の無事も確かめられ、よう

やくほっとできました。私もスタッフ共々桂会長のオフィスに避難させていただいていたのです

が、その時居合わせたお客様や帰宅難民となったスタッフさんなどがいらして、桂会長のオフィ

スはさながら避難所となっておりました。本当にありがたかったです。大変お世話になりました。 

 このたびの地震は大変不幸な出来事ではありましたが、普段から準備しておくべき事、そして、

こうした事態に何をすべきかなど、沢山の事を学びました。例えば、一人暮らしの友人と何かの

時には実家に連絡できるよう実家の連絡先や親の携帯番号を交換していますが、それは携帯や電

話が繋がる前提であること。今回のように携帯や電話が繋がらなければ即時役には立ちません。 

また、小指で開ける事の出来るキッチンの引き出しが、揺れとともに開いたり閉まったり・・・

その時に中の小物が外に飛び出して割れてしまいました。非常時や停電時はエレベーターも止ま

ってしまうし、閉じ込められたら大変な事になります。 

 つまり、日常便利なものは非常時では役立たないもの、あるいは危険なものになり得るという

事なのですね。ですから、非日常の事態、生活を強いられた場合を想定して備えなければ意味が

無いのだと思いました。 

 また、震災時にはどうすべきか、また

震災の状況・規模に応じた事後対策マニ

ュアルもスタッフと作っていきたいと

思います。 

 被災された方々は生活が落ち着かれ

るまで、物理的にも精神的にもまだまだ

大変な困難を乗り越えられなければな

らないと存じます。そして、災害後国外

に脱出した事で自分を責めている人な

ど・・・色々な問題が起こってくる事と

思われます。今出来る事、そしてこれか

らに役立つ事が出来たなら、と思います。

被災された方々、地域の一日も早い復興

を心より願っております。 

個人的には、力強く一人で生きている

アラサー、アラフォー女子の婚姻率が上

がるのでは？と思っております。災害時、

一人でいるのは本当に怖いです・・・。 

 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ 

☆ ３月４日３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告   （Ｌ亀川） 

さる３月４日、原宿の南国酒家迎賓館にて３３０－Ａ地区

１０Ｒ１Ｚ２Ｚ合同正副理事会が開催されました。司会は東

京代々木ＬＣの大古正博Ｌで、各クラブの近況を報告し合っ

た他、１１日の難病支援フォーラム＆チャリティーコンサー

トの件について各クラブの現状を情報交換しました。 

我がクラブとしましては、幹事Ｌ進藤から、先日開催され

ました若手フォーラムに参加した件と、わんぱくクラブ育成

会「２０歳を祝う会」のアクティビィティーの報告および翌

日の第９回東京世田谷ライオンズクラブカップ／尐年サッカ

ー教室の告知を致しました。 

その後、先日チャーターナイトを迎えた東京神宮前ＬＣ福

永栄一郎Ｌの乾杯の音頭で懇親会が行われ、和やかに滞りな

く懇親致しました。 

私もこの正副幹事会に出席させて頂いて半期以上が過ぎま

したが、クラブを越えての貴重な情報交換の場でもあり、こ

の正副幹事会をこれからも、大切な場としていきたいと思っ

ています。 

 

☆ ３月８日ＬＣＩＦ委員会＆国際理事委員会参加報告   （Ｌ進藤） 

さる３月８日、浅草にある茶寮「一松」にて第２回ＬＣＩ

Ｆ委員会＆国際理事委員会および先日の合同セミナーの打ち

上げ懇親会に縁あって参加させていただきました。 

 両委員長の挨拶に続き、先日のセミナーの報告がございま

した。セミナー参加者が当初の予想ではかなり尐なかったの

がさまざまな動員努力により、当日までに１８９名と大幅に

増えたこと、したがって決算も黒字だったこと、内容的にも

お褒めの言葉を頂いたことなどが報告されました。 

 会食では「茶寮 一松」の料理を堪能致しました。自らも

ライオンズメンバーである女将のＬ山口清子からのご挨拶を

頂戴しました。ＬＣＩＦ委員会・国際理事委員会の皆様、貴

重な機会を頂戴いたしまして、どうも有難うございました。 

 



■ 行事予定 

３月２３日（水） 18：30～ ３月第二例会（大震災支援対策例会）     於：目黒雅变園 

３月３０日（水） 18：30～ 三軒茶屋ＬＣとの合同障害者支援実行委員会  於：アンシェーヌ藍 

４月１３日（水） 18：30～ ４月第一例会（ＬＣＩＦ例会）        於：目黒雅变園 

４月２３日（土）      ３３０－Ａ地区第５７回年次大会       於：東京プリンス 

４月２７日（水） 18：30～ ４月第二例会                於：目黒雅变園 

■ 幹事 進藤より一言  

  

  ３月１１日、私は池袋西口公園で３３０－Ａ難病フォーラム＆チャリテ

ィーコンサートの外部イベントのお手伝いをしていました。突然、地面が

揺れ始め、船に乗っているかのような強い揺れとなり、まるでビルとビル

がぶつかりかねない様子でした。イベントは中止、避難されてきた方の対

応に急遽かわり、さらに交通機関のストップするなか、４時間かけて自宅

にたどり着きました。多くの人命が奪われ、行方不明者も多数おり、現在

も被災地で不自由な避難生活をされている方が多数いらっしゃいます。心

よりお見舞い申し上げます。 

今回の第１７号のクラブニュースは、３月５日の当クラブのメインアク

ティビティ、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

室のご報告がメインの予定でしたが、紙面構成を変えてお届けします。当

クラブでも震災被災者支援で何が出来るのかを考え、行動していきたいと

考えております。 


