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トピックス 

★東日本大震災で被災された皆様に心よ

りお見舞い申し上げます。当クラブでは被

災者支援アクティビティとしまして、クラ

ブでの募金、リジョンでの募金、潮来ＬＣ

への２０リットルポリタンク７６個贈呈

等を行いました。また、今後も支援活動を

継続していきます。４月１４日には潮来Ｌ

Ｃ・東京三軒茶屋ＬＣとともに潮来地域の

小中学校に消毒薬を配布する合同アクテ

ィビティを行う予定です。 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★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」と銘打ち、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。 

 

★４月２７日（水）於：目黒雅叙園 

第１４回 理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1153 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

 ４月１４日の潮来地域における震災被災

地支援アクティビティのご報告をさせて頂

く予定です。 

 

会長挨拶  
メンバーの皆様方におかれましては、平素

よりクラブ運営へのご理解と協力を賜り誠に

ありがとうございます。日本中に自粛ムード

が蔓延し、経済的な二次被害が日々拡大して

いる昨今、私たちクラブメンバーは今後、い

かにしてこの震災と向き合うべきか日々考え

させられます。ご存知のように原発事故に起

因する風評被害の影響は甚大で、福島原発か

らかなり離れた茨城県などにおいても農作物

の流通が止まってしまっていることには憤り

すら感じます。社会的影響力の大きい私たち

メンバーひとりひとりがこのような消費行動

を正すべく、まずは率先して被災地の農作物

を積極的に購入するなどの行動が必要そうで

す。また、海外の日本企業も苦戦を強いられ

ているようですので、ライオンズの国際的な

ネットワークを活用して、日本の正しい情報

を伝えることで、日本の農作物や製品に対す

る様々な誤解を解き、一刻も早く世界中が日

常の生活を取り戻すために寄与していきたい

ものです。なお、震災関連のアクティビティ

で緊急性の高いものに関しましては、やむを

得ず理事会での承

認が事後的になっ

てしまうこともご

ざいますが、メン

バーの皆様には改

めてご理解とご協

力をお願い申し上

げます。 



 

 第１２回 理事会報告 ３月２３日       於 目黒雅叙園 「清風」 

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石田、L 磯辺、L 亀川、L 木下、 

L 中村、L 西山、L 老田、L 大島、L 白石、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、 

幹事進藤               （出席者数１９名） 
 

 今期第１２回理事会が目黒雅变園４Ｆ「清風」にて開催されました。 

■ 報告事項 ■ 

１. ３月１１日３３０－Ａ地区難病フォーラム＆チャリティー

コンサートにつきましては東日本大震災発生により中止と

なったこと、チケット代については７０％を震災義捐金に

充てることになった経緯を幹事進藤よりご報告致しました。 

２. ３月２５日東京原宿ＬＣＣＮ４５記念例会、４月２日東京

江東单ＬＣＣＮ４５記念例会、４月１１日東京田園調布Ｌ

Ｃチャリティーゴルフにつきまして大震災後の状況を鑑み

中止となった旨、幹事進藤よりご報告致しました。 

３. ４月５日３３０－Ａ地区第二副地区ガバナー選挙立会演説

会については中止となり、一部候補予定者の立候補取り下

げにより選挙がなくなった旨、ご報告申し上げました。 

■ 審議事項 ■ 

１.２０１１年２月、および今期の特別例会の収支報告の件に

つきまして、Ｌ石田より詳細な資料に基づいてご説明頂き

ました。２月収支報告についてはご承認頂き、特別例会に

ついては例会振替の金額の見直しを行うこととなりました 

２.次年度役員体制につきまして、本日３月２３日例会を選挙

例会として承認手続きをとることを確認致しました。 

３.３月５日 少年サッカー教室の会計報告につきまして桂会長およびＬ木下よりご報告を頂き、

サッカー・ゴール調達において予定外の出費があったことのご承認を頂いたうえで、カメラ

マン費用やパンフレット作成費を入れこんで決算報告をし直すこととなりました。 

４.３月２６日 大震災被災者支援１０Ｒ合同街頭募金の件につきまして桂会長よりご説明頂き、

当クラブから桂会長以下６名が参加することとなりました。 

５.３月３０日 東京三軒茶屋ＬＣとの合同障害者支援実行委員会につきまして幹事進藤よりご

説明して出欠を募りましたところ、９名参加することとなり、前回と同様クラブで会費を２

０００円負担することをご承認頂きました。 

６.４月２３日３３０－Ａ地区年次大会につきましてＬ白石から代議員変更の申し出を頂き、代

わりにＬ石田が代議員として登録することと致しました。 

７.東日本大震災の件につきまして、桂会長及び幹事進藤からご説明致しました。緊急支援とし

て２０ℓポリタンクを７６個購入し、潮来ＬＣに既に一部贈呈したことを承認頂きました。ま

た、国際協力基金として積み立てている３００万円強義捐金として使う案やクラブとして募

金活動を行うこと、社内緊急対応マニュアルの作成などの提案があり、例会中も協議するこ

ととなりました。 



 

 

 第１１５１回例会報告（震災支援例会）３月２３日  於 目黒雅叙園「清風」 

出席者 桂会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石田、L 磯辺、L 亀川、 

L 木下、L 中村、L 西山、L 老田、L 大島、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 手塚、 

L 山本、L 吉崎、幹事進藤              （計２１名） 
 

1 第１１５１回３月第２例会が、３月２３日（水）１８：

３０より、目黒雅变園４Ｆ「清風」にて開催されまし

た。まず、桂会長に開会のゴングを鳴らして頂き、国

歌、ライオンズヒム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 次に今回の大震災で被災された方に追悼の意を表し、

黙祷を捧げました。 

3 桂会長から会長挨拶を頂きました。桂会長はまずは被

災なさったすべての方にお見舞いを申し上げ、また時

を同じくして他界されました白石Ｌのご母堂様のご

冥福を祈られました。未曾有の大震災で仕事面での影

響も甚大さ、リスク管理の大切さについて触れられ、

当クラブとして何が出来るかを考えて行きたいと述

べられ、ご挨拶とされました。 

4 幹事報告を行いました。本日行われました第１２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、報告事項につ

きましては、クラブニュース１６号と１７号を回覧致

しました。 

5 ウィ・サーブのご発声はＬ白石にお願い致しました。

Ｌ白石は、まず、ご母堂様の葬儀に際しての心遣いに

対する感謝を述べられたのち、東日本大震災を体験し

て考えられたこととして、今回の震災は地球が日本

国・日本政権に目覚めよという警鐘を鳴らしていると

思うと述べたのち、マクロ経済学の景気循環を引き合

いに日本では４０周年で景気が上下していると指摘

されました。１８６５年の開国から４０年かけて景気

上昇、１９０５年の日露戦争を頂点とし、満州事変か

ら大東亜戦争になり１９４５年に敗戦、その後６年間

のＧＨＱ統治時代を経て１９５１年のサンフランシ

スコ講和条約から経済復興が始まり、１９９１年でバ

ブル崩壊。ちなみに関東大震災は１９２３年で日露戦

争から１８年後でしたが、今回の大震災もバブルの頂

点の１９９１年から２０年目。この理屈ではあと２０

年は悪い時代が続く恐れがあると覚悟した方がいい。



そして支えとなるのは自立自存、憲法改正も含めて日

本のあり方を考える必要があると強く述べられて、高

らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

6 会食中、前回の指名を受けて、選挙例会を行いました。

次年度役員候補一覧があらためて告げられたのち、拍

手にて承認されました。 

7 次に、３３０－Ａ地区第５７回年次大会登録部会部会

員としての委嘱状が桂会長からＬ亀川およびＬ須藤

に手渡されました。 

8 本例会は東日本大震災の被災者支援について話し合

う例会と致しました。まずＬ進藤より潮来市へのポリ

タンク贈与と日の出地区の現状についてスライドを

用いて報告させて頂きました。激しい液状化の状態に

一同息を呑みました。 

9 次に桂会長から、諸外国からのデータなどももとに放

射能汚染のリスクについて、報告を頂きました。東京

都産業労働局のホームページのデータをもとに３月

１５日午前中に世田谷区深沢でも放射線量が上がっ

たことが指摘され、また福島原発からの放射能拡散シ

ミュレーションの動画も示されました。 

10 テールツイスタータイムはテールツイスターＬ山本

の進行で、出席各メンバーに今回の震災を体験して感

じたことをお話しして頂きました。まず、当日の体験

を話されたメンバーが多数いらっしゃいました。Ｌ山

本・Ｌ進藤からは池袋芸術劇場での様子が、Ｌ中村か

らは高層ビルでの体験が、Ｌ西山からは当日５時間半

かけてたまプラーザから徒歩で帰宅した体験が、Ｌ阿

部からは大船渡にいらっしゃる知人の被災体験が、そ

してＬ進藤からはライオン誌封入を行っている障害

者施設「わくわく祖師谷」でエレベーターが損傷した

などが語られました。 

11 また、阪神淡路大震災の時の経験談がＬ藤原やＬ福島

から語られました。当時はクラブでチャリティーコン

サートを開催して３００万円以上の義捐金を長田町

にじかに届けたことが報告されました。 

12 具体的なアイデアをご披露頂いた方も多数いらっし

ゃいました。Ｌ福島からは被災者に都内のアパートを

提供するアイデアが、Ｌ石田からは元気が出る本を被

災地に送るというアイデアが、Ｌ西山からは普段から

持ち歩いていたという震災用の７つ道具が披露され、

Ｌ須藤からは被災地における支援物資の配送ルート

の具体化についての提案が、Ｌ進藤からは潮来ＬＣと

連携して茨城県方面で労力アクティビティを行うと



いう提案がありました。 

13 福島原発問題について触れられた方も多数いらっし

ゃいました。Ｌ老田からは原子力政策に長く携わった

経緯から、ウォシュレットを辞めるだけでかなりの節

電になるということや、原子力発電の恩恵があってこ

そ今の日本の生活が成り立っていること、海外情報に

一喜一憂することなく原子力について勉強すること

が大切との提案がありました。 

14 「前向きに」と強く述べられる方も多数いらっしゃい

ました。Ｌ大島・Ｌ磯辺・Ｌ鈴木・Ｌ亀川からは前向

きに考えて行く事の大切さ、実際に行っている節電方

法などが明らかにされました。Ｌ今尾・Ｌ木下・Ｌ手

塚からは自粛ムードもありながら経済復興が大切、そ

こから義捐金を捻出するという提案がありました。 

15 ライオンズクラブとしての動きについて話された方

も多数いらっしゃいました。短期間のアクティビティ

だけでなく、長期にわたる支援が必要であると多くの

方が指摘されました。また、Ｌ山本からは現時点での

ライオンズクラブとしての震災被災地支援の動きが、

桂会長からはライオンズクラブのネットワークを駆

使して動いていく事の大切さが語られました。 

16 最後に、桂会長に促されて１つは明るい話題もという

ことで、Ｌ進藤の高校１年生の娘・楓さんが『空の欠

片』という小説を書き、田辺聖子ジュニア文学賞に投

稿したところ、林真理子先生の選考で高校小説部門の

最優秀賞となり、さらに各部門の最優秀賞の中から田

辺聖子先生の選考で田辺聖子ジュニア文学賞をいた

だいたことが披露されました。重たい話題ののちにお

めでたい話題でしたので会場から拍手がわきました。 

17 以上、今回のテールツイスターの活躍の時間での震災

関連の話は大変有意義なものだったと考えられます。

Ｌ山本、素晴らしい進行、有難うございました。 

18 副テールツイスターＬ手塚からドネーションの発表

をして頂きました。本日はファイン２０００円、ドネ

ーション５５０００円、計５７０００円でした。皆様

有難うございました。 

19 出席率の発表は出席委員会委員のＬ阿部にお願いし

ました。本日の出席率ですが、在籍４２名、不在会員

２名、終身会員３名、出席２１名、病欠１名で出席率

は６４％でした。 

20 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、無事お開きとなりました。

皆様有り難うございました。 



 

東日本大震災 被災者支援アクティビティ報告① 

☆ ３月２２日、３月２４日潮来ＬＣへ２０リットルポリタンク贈呈    

 ３月１７日、当クラブ有志で東日本大震災の被災地支援

で自分たちに何が出来るかについての話し合いを持ちまし

た。その中で、緊急物資配送など急を要する支援と、義捐

金・社内緊急対応マニュアル作成など息の長い支援が必要

であろうという意見となりました。 

 その際、例年、合同食育アクティビティにおいて田植え

や稲刈りでお世話になっている３３３－Ｅ地区潮来ＬＣの

幹事兼平俊昭Ｌと連絡がつき、潮来では深刻な液状化現象

が起きていて甚大が被害が出ていること、上下水道の復旧

がかなり遅くなると考えられること、給水車が来ても水を

配分するためのポリタンクが不足していて、至急ポリタン

クがほしい、との要請を頂きました。 

早速、都内のホームセンター等でも探してみたところな

かなか見つかりませんでした。運よくその時九州地方に行

っていた桂会長と連絡がつき、九州でポリタンク７６個を

買い付けて頂くことになりました。 

 これが東京までしか配送が保障されないとのことで、出

来るだけ早く都内の事務所に送って頂くこととしました。

ポリタンクの一部５６個が東京に到着したのは３月２２日

で、この日は東京まで取りに来て下さった潮来ＬＣ兼平俊

昭Ｌと当クラブＬ進藤が、また、３月２４日に残りのポリ

タンク２０個を桂会長とＬ進藤でともにお届けしました。 

 潮来のインターチェンジを降りて直近のところから道路

に大きな段差があり、電信柱が傾いていたりしました。例

会場となっている潮来ステーションホテルに潮来ＬＣの

方々が集まってくださっていたのですが、ホテルも液状化

の被害を受けていて本館に比べて新館が１０センチくらい

沈んだようです。 潮来ＬＣの皆様とはと今後の対応につ

いて深夜まで検討いたしました。  

 両日とも潮来ＬＣとともに潮来市の災害対策本部にポリ

タンクを届けた後、最も被害がひどいと言われていた「日

の出地区」を案内して頂きました。夜のこととはいえ、電

信柱は傾き、道は波打って大きな水たまりが出来ているば

かりか、平らな歩道だったところが盛り上がって斜度３０

度になっていたり、電信柱が深く沈んだりマンホールが浮

き上がったり、家と道路の間に亀裂が走ったり、車庫が沈

んだりと、被災地の惨憺たる現状を目にして、言葉もあり

ませんでした。  



東日本大震災 被災者支援アクティビティ報告② 

 

☆ ３月２６日３３０－Ａ地区１０Ｒ合同募金報告       

３月２６日（土）、ＪＲ渋谷駅周辺で、東日本大震災の被

災地支援のための街頭募金が３３０－Ａ地区１０Ｒ合同で

行われましたのでご報告申し上げます。１０Ｒのなかでも

１Ｚと世田谷区外の２Ｒのクラブは駅西側のモアイ像周辺

で、３Ｚと２Ｚの中でも東京三軒茶屋ＬＣと当クラブは東

口周辺で募金活動を行いました。 

 当日は好天に恵まれましたが、強風が吹き、陽がかげる

と肌寒さを感じる日和でした。当クラブからは桂会長、Ｌ

石田、Ｌ磯辺、Ｌ鈴木、Ｌ手塚、Ｌ山本、Ｌ吉崎、幹事進

藤と８名が参加し、東京三軒茶屋ＬＣの皆様とともに東口

でも北側の東京メトロ出口付近にて募金活動を行いました。

上りや募金箱は各クラブから持ち寄り、急ぎ作成された東

日本大震災被災地支援のための義捐金とわかるパネル手に

持ち、昼の土曜日の渋谷を行きかう皆様に募金活動へのご

協力をお願いして声を張り上げました。 

 東日本大震災から２週間以上経過しておりましたが、多

くの方が足を止めて下さり、財布からすべての小銭を出し

て下さる方、５千円札や１万円札などの高額紙幣を入れて

くださる方、親御さんからお金をもらってわざわざ入れに

来てくれる子供たちと義捐金に対する関心は高く、感激い

たしました。 また、東京田園調布ＬＣ永田会長の関係者

の女子学生さん達が多数ボランティアとして募金活動に参

加してくださって、大変有り難く感じました。 

 途中、３３０－Ａ地区河合悦子ガバナーもお越し下さり、

渋谷駅周辺の募金ポイントを回って激励してくださいまし

た。お忙しいところありがとうございました。 

 東口の東急東横線の出口付近では３Ｚのクラブの皆様が、

駅の西側のモアイ像周辺でも１・２Ｚのクラブの皆様が中

心となって募金活動が行われ、多くの義捐金を集めること

が出来ました。実際の募金時間は３時間と短時間のアクテ

ィビティでございましたが、その後募金額を計算しました

ところ１０Ｒ全体で９２０，７２０円という多額の義捐金

が集まっていて、募金活動に対する皆様の善意を感じまし

た。この義捐金は１０Ｒリジョンチェアパーソンの関真一

郎Ｌに託され、３３２複合地区ガバナー協議会議長 其田

桂Ｌに送金されましたことをご報告申し上げます。 



 

東京三軒茶屋ＬＣとの合同障害者支援実行委員会報告 

           ３月３０日       於 アンシェーヌ藍 

出席者 （世田谷ＬＣ）桂会長、L 阿部、L 今尾、L 石田、L 亀川、L 老田、幹事進藤、  

（三軒茶屋ＬＣ）川津会長、五月女幹事、藤村 L、福島 L、水谷 L、落合 L、 

織田 L、（すずしろＬＣ）丹野Ｌ  （計１５名、うち当クラブ７名出席） 
  

 当クラブで前々期から実施している「障害者施設見学ツ

アー」を、今期は東京三軒茶屋ＬＣ（以下三軒茶屋ＬＣ）

と合同事業とし（東京三軒茶屋ＬＣ２０周年記念事業）、２

０１０年１０月から１２月にかけて８回実施致しました。

そしてさる１月１９日に振り返りのための合同実行委員会

を開催し、事業の方向性について話し合い、さらなる啓発

と情報発信や工賃向上のノウハウの協議などの重要性が協

議されました。これを受けて３月３０日に来期この事業を

合同で行うかを含めて第２回障害者支援事業２クラブ合同

実行委員会が、フレンチレストランでもあり、障害者施設

でもある「アンシェーヌ藍」にて開催されました。 

 店内には今期の障害者施設見学ツアーで早速この施設を

選んで通所しているメンバーもいらして、今回の実行委員

会の給仕をしてくださいました。三軒茶屋ＬＣの川津会長

に開会の挨拶を頂き、震災支援８複合サポートチームの藤

村Ｌにウィサーブのご発声を頂いてまず「アンシェーヌ藍」

の美味しいお料理を頂戴いたしました。 

 その後、来期に向けて具体的な回数や予算等について協

議を行いました。この事業の目的と経緯・必要性を確認し

ながら、①見学回数を増やしていくこと、②来期は目標を

最低１２回とすること、③１回あたりの予算は減らさずに

費用は２クラブで折半すること、④オーソドックスなツア

ー以外に地方や海外からの研修的なツアーの企画も検討す

ること、⑤区内の他クラブにも協力を呼び掛けて場合によ

っては回数を増やすこと、⑥そのためにも区内のクラブで

障害者施設職員との懇親会を持つことを企画すること、⑦

ツアーの必要性を行政にも訴えかけ、行政による開催につ

いても再検討していただくこと、⑧同じゾーンのクラブに

も呼び掛け、渋谷区での開催についても検討すること、な

どなどの意見が多数出ました。今後両クラブの理事会でこ

れらの意見を検討することとなります。 

 また、この機会を利用して震災支援についても話し合い、

当クラブで行っている潮来ＬＣと連携した震災被災地支援

アクティビティに三軒茶屋ＬＣもともに行っていくことと

なりました。皆様どうも有り難うございました。 



 

潮来ＬＣ例会訪問          ４月６日    於 潮来ステーションホテル 

出席者 桂会長、L 亀川、L 西山、幹事進藤        （計４名） 
  

４月６日、桂会長以下４名で３３３－Ｅ地区潮来ＬＣ例

会を訪問致しましたのでご報告します。潮来ＬＣは会員数

１００名というだけありまして、例会会場の潮来ステーシ

ョンホテルには多数のメンバーがすでに詰めていらっしゃ

いました。我々の到着を待って例会が始まりました。 

 潮来ＬＣ会長白鳥悦男Ｌの開会の言葉、当クラブ桂会長

の来賓の言葉に続き、現在までの潮来及び茨城県の震災被

害の様子がつまびらかに明らかにされました。特に日の出

地区は液状化が県内随一激しく、上下水道の復旧が５月か

ら６月以降にずれ込む恐れもあるとのことです。今までの

支援の経緯についてのご報告の後、今後の支援についても

ともに検討いたしました。４月６日に始業式を迎えた小中

学校では、飲料水は持参、仮設トイレが設置され、手洗い

用の水はプールに昨年からたまっている水を利用するとの

こと。衛生面が心配なので消毒薬を大量に購入し、地域の

小中学校に配布するアクティビティをともに行うことが提

案されました。 

 震災以来８複合サポートチームが立ち上がり、各集積所

に必要な支援物資を配送し始めており、こちらのシステム

を使えるように潮来ＬＣと当クラブから交渉を行い、３３

２ＭＤ４集積所に４０００本、３３３－Ｅ潮来地域２００

０本については申請が認められました。また、４月１４日

に三軒茶屋ＬＣとともに朝から現地入りして、潮来ＬＣ・

三軒茶屋ＬＣ・当クラブと３クラブ合同で潮来地域の小中

学校に５０００本の消毒薬を配布することとなりました。 

 さて、例会訪問させて頂いたこの日も、当クラブから吉

崎前会長から中古の灯油ストーブ、Ｌ西山から消毒薬１３

本、その他にドネーション及び募金箱１箱分の中身が潮来

ＬＣにお渡し致しました。代わりに潮来ＬＣのバナーとピ

ンバッジ、さらに茨城県産の新鮮な野菜をお土産に頂戴し

ました。今後風評被害で売れ行きの悪くなっている茨城県

産の野菜の購入や販売などもアクティビティとして考えら

れるとのご意見を頂き、今後検討していければと思います。

潮来ＬＣの皆様、お世話になりまして有難うございました。 

 その後、当クラブメンバーで甚大な被害のあった日の出

地区をそっと見学しましたが、アクティビティの中心とな

る日の出中学校は校舎と校庭の間に大きな亀裂が入ったま

まであらためて液状化の恐ろしさを再確認致しました。 

 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ ４月１日３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会報告      （Ｌ亀川） 

さる４月１日（金）、原宿单国酒家におきまして、震災後

初の正副幹事会が行われましたのでここに御報告致します。

まずは今回の震災におきまして被害、またはお亡くなりに

なられた方々に心より御見舞、御悔み申し上げます。 

 今回の担当クラブは三軒茶屋ＬＣで、議題は当然の事、

東日本大震災に対する各クラブ対応（義援金、活動等）に

ついてでした。各クラブの皆様さすがに迅速な対応をされ

ており、すぐに募金活動に出たクラブ、また１万円ずつ義

援金を集めたクラブなど様々な支援活動をされていました。 

 我がクラブとしましては、毎年田植え、稲刈りのアクテ

ィビィティーで御世話になっていて、今回液状化などの被

害受けております茨城県潮来ＬＣに、ポリタンクを送った

経緯を進藤幹事より報告頂きました。今回の震災では死亡

者、行方不明者を合わせると３万人近くの方々が亡くなら

れました。本当に心が痛むばかりです。福島の原発問題も

まだまだ予断を許さぬ状況では有りますが、状況が刻々と

変化するなか、今後我々にできる事はなにか？なにが求められているのかを冷静に判断して行動

しなければならないと思っています。そして、幾度もの困難を乗り越えてきた日本だからこそ、

必ずしや復活を遂げるでしょう。微力ではありますが今回の我々の行動が、少しでも復興のお手

伝いになれれば幸いだと思います。 

☆ ４月４日３３０－Ａ地区１０Ｒ２Ｚ諮問委員会報告        （桂会長） 

さる４月４日（月）１８時より、单国酒家本館にて１０

Ｒ２Ｚの第３回ガバナー諮問委員会が開催されました。ま

ずは２ＺＺＣ沼田卓一Ｌより開会宣言とご挨拶を頂き、続

いて３月２８日に開催されました第３回キャビネット会議

の報告がありました。内容と致しましては、キャビネット

の今回の震災に関する活動報告や義援金の取り扱いについ

てのご要望などがありました。なお、３３０－Ａ地区とし

て独自のプロジェクトチームを立ち上げる旨のご報告もあ

りました。また、ゾーンチェアパーソン推薦（選出）にあ

たってのガイドラインや地区の家族会員制度のガイドライ

ンが設定された旨のご報告がありました。質疑応答の後、

各クラブの震災に関する活動報告と情報交換を致しました。

３月２６日のリジョン合同での募金活動（渋谷）を経ての

諮問委員会でしたので、ゾーンとして大変有意義な情報交

換ができたと思います。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ ４月６日東京江戸川ＬＣ例会参加報告            （Ｌ進藤） 

４月６日、小岩ニューオオクラホテルにおきまして開

催されました５Ｒ２Ｚ東京江戸川ＬＣ例会に参加して

まいりました。東京江戸川ＬＣでは震災直後からクラブ

卖独、もしくは３３０－Ａ地区とともに、さらには８複

合サポートチームとも組んでトラックを出して、既に３

度も東北地方に支援物資を配送しているらしく、現地で

撮影した被災地の写真が回覧されました。陸前高田ほか

岩手県・宮城県・福島県の最も被害が甚大だった地域へ

の迅速な支援を写真の形で拝見して、その素早い動きに

感嘆してしまいました。 

 阪神淡路大震災の頃からの支援活動のノウハウが十

二分に生かされ、最初はお金がかからなくてすむメンバ

ーの持っている物を迅速に運び、この動きについては協

力物資の呼びかけの段階でメンバーに周知するととも

に理事会では事後承認、今後大量に物資が必要になって

くるこれからは理事会で予算立てしながら必要物資を

順次運んで行くのだそうです。東京江戸川ＬＣの皆様、

非常に勉強になりました。誠に有難うございました。 

 

☆ ４月７日東京セントラルＬＣ例会参加報告           （Ｌ進藤） 

４月７日、中野サンプラザにて開催されました東京セ

ントラルＬＣ例会に参加致しました。東京セントラルＬ

Ｃは１０Ｒ２Ｚと同じゾーン内のクラブで中国帰国生

による弁論大会がメインアクティビティです。 

和やかな雰囲気の会食の途中、チャーターメンバーの

兵藤Ｌから、クラブ開設３年目にして会長に就任し、ラ

イオンズクラブのあり方について当時のガバナーに鋭

い質問をしたこと、ゾーンチェアパーソン就任時のＺＣ

会議での質問、また今回の震災での福島原発の対応につ

いての厳しいご意見や防波堤・防潮堤の意義についてお

話を頂き、身の引き締まる思いでお聞き致しました。ま

た、やはり例会訪問されていた新宿ＬＣの加藤凱正Ｌメ

ンバーからは、地域に根差したライオンズクラブ活動の

大切さが語られ、やはり有り難く思いました。クラブメ

ンバーは１１名と少数ではありますが、少数精鋭で団結

力の強いクラブの例会を拝見させて頂き、感謝の気持ち

でいっぱいです。 



 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ ４月８日東京中野ＬＣ例会参加報告              （Ｌ進藤） 

４月８日、東中野のｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣

にて開催された、１１Ｒ２Ｚ東京中野ＬＣの例

会に参加致しました。東京中野ＬＣは歴史も古

く、会員数６４名ですが出席率も９０％近い、

大変賑やかな例会でございました。 

 テールツイスタータイムでは震災関連で地

震の頻度やまた地震前後の被災地の写真など

が披露されました。また例会中、東京中野ＬＣ

宇田川直子Ｌから、来期会長予定者の最年少３

３歳の方から年長の中野区の名士の方々にい

たるまでクラブの多くのメンバーをご紹介頂

きました。歴史と品格を感じつつ暖かい雰囲気が伝わってまいりました。東京中野ＬＣの皆様、

大変お世話になりまして、誠に有難うございました。  

  

 

■ 行事予定 

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

４月１４日（木）  8：00～ 震災被災地（潮来）支援アクティビティ    於：潮来 

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日の大震災以来、余震も続き、福島原発問題が収束しないなど

不安を抱えたまま、まだ多くの方が避難所生活を送っております。心より

お見舞い申し上げます。東京近郊でも計画停電が行われて大きな影響が出

ておりましたが、４月になって桜が開花し、春の訪れを感じられるように

なりました。今期第１８号のクラブニュースをお届けします。 

今回の大震災で当クラブはもともとつながりのある潮来ＬＣから情報

を得て、緊急にポリタンクの贈呈など行いました。また、潮来ＬＣ・三軒

茶屋ＬＣと一緒にさらなる支援を行っていこうということも協議されて

います。その中で会議の持ち方や手続きの方法、基本的な考え方などにつ

いてお褒めの言葉からお叱りの言葉まで含めて様々なご意見を多数頂戴

いたしました。どうも有り難うございます。緊急性を必要とされるアラー

ト関連のアクティビティのあり方や、平時と緊急時のクラブ運営の差につ

いても深く考えさせられる数週間でした。 

震災の被害は甚大で、今後も息の長い支援が必要です。個人としてでき

ること、クラブとしてできることを含め、ライオンズで出来ることは何か

を今後も深く考えて行きたいと思っております。今後ともどうぞよろしく

お願い致します。 


