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2010-2011年度  第２１号                 ２０１１年５月発行 

今年度スローガン 

見つめよう！未来の奉仕  深めよう Ｌ字の絆！We Serve 

 

トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★５月２５日（水）於：目黒雅叙園 

第１６回 理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1155 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

 「５０ＣＮ準備例会」としまして、今期各

クラブで行われた多数の周年記念例会を振

り返り、２年半後に迫った当クラブの５０

ＣＮ記念例会への糧としたいと考えます。

メンバーの皆様、今後の方向性を考える重

要な例会です。どうぞご出席くださいます

ようお願い致します 

 

★６月５日（日）  於：潮来 

潮来ＬＣとの合同食育アクティビティ  
 ９：３０ ＪＲ潮来駅前ﾛｰﾀﾘｰ集合 

例年開催されていた潮来ＬＣとの合同食育

アクティビティを今年も行えることになり

ました。ご家族ご友人お子様たちにお声か

けの上奮ってご参加ください。  

★６月 ８日（水）於：目黒雅叙園 

第１７回 理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1156 回  例  会 １８：３０〜２０：３０ 

Ｌ老田のご紹介により、株式会社 JAPAN・SIQ

協会 事務局 米谷侑子様から「最近の 若者

の生態・行動・特徴ならびにそれへの対応に

就いて」というテーマにてご講演を頂く予定で

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  
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。さて、最近は日々情

報技術が発達し、仕事の環境が一変していま

す。特にクラウドコンピューティングと呼ば

れる概念が発達し、私たちユーザーはＰＣや

モバイルといった端末さえあれば、場所を問

わず仕事ができるようになりました。また、

ここ数年はいわゆるスマートフォンが急速に

普及し、これに伴い今まででは考えられない

ような便利なツールが続々登場してきました。

我がクラブ三役もデータを共有するために大

いに活用している「DropBox」や、あらゆる

データやネット上の情報をスクラップできる

「Evernote」などに代表されるクラウド用の

ツールは本当に便利です。しかし、現在、ど

れもアメリカ発のものが多く、日本から出て

くる新しいツールがほとんど見当たらないこ

とが少し気になりますので、この分野での我

が国の企業の活躍が今後大いに期待されると

ころです。私たちは是非これらのツールを上

手く活用して快適な仕事環境を整えると同時

に、今後はクラブ

運営にも更に積極

的に活用していき

たいものです。そ

れでは、引き続き

皆様のご理解とご

協力よろしくお願

い申し上げます



2 

 

 

 第１５回 理事会報告 ５月１１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 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 木下、 

L 小塚、L 中村、L 西山、L 大竹、L 白石、L 須藤、L 吉崎、幹事進藤 

（出席者数１７名） 
 

 今期第１５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. ４月２９日東京スピリットＬＣアクティビティにＬ

亀川と幹事進藤が参加したことをご報告致しました。 

２. ４月２９日船橋ＬＣＣＮ５０例会の様子をクラブニ

ュース２０号の回覧にてご報告致しました。 

３. ５月４日ライオンネット企画福島県新地町炊き出し

の様子をクラブニュース２０号の回覧にてご報告致

しました。 

４. クラブの東日本大震災義援金口座を三菱東京ＵＦＪ

銀行に開設したことをＬ石田よりご報告頂き、口座

番号についてはメンバーの皆様にメールにて通知す

ることと致しました。 

 

■ 審議事項 ■ 

１. ２０１１年４月会計報告につきまして、Ｌ石田よりご

報告頂き、承認されました。 

２. 東日本大震災支援としてカレンダー収集を行う件に

つきまして幹事進藤よりご報告し、Ｌ畠山、Ｌ亀川、Ｌ中村、Ｌ西山、Ｌ吉崎、Ｌ進藤から

提供頂くこととなりました。 

３. ５月２８日２９日 東京都障害者スポーツ大会の件につきまして幹事進藤よりご説明し、メ

ールにて出欠を募ることとなりました。 

４. ６月５日潮来ＬＣとの合同食育アクティビティにつきまして、当日潮来ＬＣより届いた資料

をもとに幹事進藤よりご説明し、出欠を募ることと致しました。 

５. ６月６日薬物乱用防止教育講師認定講座の件につきまして幹事進藤よりご説明し、Ｌ西山と

Ｌ進藤がスキルアップ講習に、Ｌ石田が新規講習に参加することとなりました。 

６. Ｌ飛田退会届の件につきまして、桂会長およびＬ進藤からご本人は終身会員をご希望である

が、慰留中であるとご報告致しました。 

７．次期キャビネット役員招聘の件について幹事進藤よりご説明し、Ｌ石田の他もう１名を継

続検討することとなりました。 

８．準備理事会、納涼例会、移動例会等、次期行事日程につきまして会長エレクトＬ進藤より

ご説明し、準備理事会の場所は一任、納涼例会については合同ではなく単独で行うこと、移

動例会については次期は被災地潮来にて行うこととなりました。 

９. 次年度予算につきまして、会長エレクトＬ進藤よりご説明し、継続審議となりました。 

１０.その他、クールビズの件、最終例会の件などについて検討いたしました。
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 第１１５４回例会報告（メンバースピーチ＋１）５月１１日 於 目黒雅叙園「清風」 

出席者 桂会長、L 阿部、L 福島、L 藤川、L 石田、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 木下、 

L 小塚、L 中村、L 西山、L 小野一、L 大島、L 大竹、L 白石、L 須藤、L 吉崎、 

幹事進藤                 （出席者数１９名） 
 

1 第１１５４回５月第１例会が、５月１１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 お客さまのご紹介を行いました。本日はＬ藤川ととも

にスピーチをして下さる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社

国際市場分析部投資情報課次長の今川倫太郎様にお

越し頂きました。今川様、お忙しいところ、誠に有難

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、今川様

に感謝の念を述べたのち、東日本大震災から早２ヶ月、

本日軽井沢に行ってみてビジネス的にかなり落ち込

みが見られるとお話しされました。そして、短い話こ

そ喜ばれるとのことで早々にご挨拶とされました。 

4 ＳＭＢＣ日興証券株式会社今川倫太郎様からご挨拶

を頂戴しました。今川様はスピーチが少しでも役に立

てば嬉しい、とご挨拶されました。 

5 メンバースピーチ プラス１ として、Ｌ藤川と今川

倫太郎様からお話を頂きました。まず、Ｌ藤川より、

震災までは企業業績も最高益というところもあり好

景気の相場であったのに、予期しない震災で為替も株

式市場も景気も不透明感が増していること、ＳＭＢＣ

日興証券の商売を抜きにして、株式市場の見通しをお

伝えしたいとお話がありました。また今川様のご紹介

を頂きました。今川様は入社後、渋谷支店勤務の後、

約１０年間一貫して株式関係の部署に所属され、この

４月に国際市場分析部に異動、国際マーケットを分析

してレポートに書いて投資家の皆様にお伝えする仕

事をされていらっしゃるとのことです。 

6 続いて今川様より、「震災後のマーケット動向は」と

いうテーマでスピーチを頂きました。まず、最初に阪

神大震災後の日本について振り返りました。阪神大震
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災の時は、地下鉄サリン事件もあって円高が進み、１

ドル７９円７５銭を記録しましたが、橋本内閣が財政

再建を優先、消費税引き上げをしたために株価は下落、

景気の悪化を招き、不良債権を抱えた金融機関の破綻

などもあったとのことです。次の小渕内閣で積極財政

に転ずることでようやく株価は上昇しました。 

7 次に、日米経済成長率見通しと株価についてお話しに

なりました。今期は好景気だったのですが、今回の震

災を受けて２０１１年はマイナス成長となりますが、

２０１２年には復興需要もありプラスに戻れるとの

予測を示されました。 

8 次に震災対策の１次補正予算と２次補正予算につい

て述べられました。成立した１次補正予算では、国債

を発行せずに基礎年金財源の転用などの歳出の見直

しで４兆円を捻出し、これを災害救助・がれき処理・

災害公共事業などに振り分ける形となりました。現在

の焦点は２次補正予算案で、２０兆円近い規模になる

と予想されるとのこと。問題は財源であり、歳出削減

だけではひねりだせる額ではなく、かといって国の借

金が９０４兆円もある現在、国債発行を行うと日本国

債に対する信頼が揺らぐ恐れがあり、増税やむなしと

いう意見が多いようです。しかし、橋本内閣時に増税

を行って景気がかなり落ち込んだわけですから、補正

予算の提出時期もまだ白紙となっていて、今こそ政治

の動き、特に財源がどうなるかに注目すべきと述べら

れました。「まずは増税」という議論が後回しになれ

ば株価にとってはプラスになり、「増税やむなし」と

いう論調だと株価は下がるとの予測だそうです。 

9 続いて、復興需要と各産業への影響を話されました。

復興需要は１５．１兆円として試算したところ、恩恵

を受ける産業は不動産、一般機械、建設などと考えら

れるようです。 

10 そして、このあとは、為替に関するお話となりました。

まず、米国の金融融和とその影響について述べられま

した。日本はサブプライムローンの影響は少ないと予

想されたのに実際には円高が進んで工業生産に影響

を受けたことを指摘されました。なぜ円高が進むので

しょう。アメリカでは対策として中央銀行（ＦＲＢ）

がドルを増刷して大量にマーケットに供給したのだ

そうです。その結果ドル札の量がだぶついてドルが売
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られてドルが安くなり円が高くなったとのこと、結果

としてアメリカの株は上がったのです。アメリカの景

気がよくなったのは株が上がって個人資産も上昇、消

費がよくなったことに起因します。しかしアメリカ金

融政策には光と影があり、だぶつきは株だけでなく、

原油のようなエネルギーや食糧なども押し上げたた

め、ガソリン価格が上がりすぎて個人消費に逆の影響

が出始めました。そこで６月にアメリカの追加的金融

政策は終了する予定なのだそうです。 

11 ここで、中央銀行の総資産と為替相場で日米比較をし

てみました。ＦＲＢの総資産は２００７年を１００と

しますと、現在は３００と総資産がかなり増えていま

す。それだけドルを増刷したのです。それに比べ日銀

は１００だったのが１１０くらいとなっただけで全

然増えていません。そこで円高ドル安になっています。

要するに日銀の円の供給量が足りないわけです。今川

様は、もっと日銀が円を増刷して市場に供給すべきと

強調されて、スピーチを締めくくられました。 

12 質疑応答ではＬ小野より、アメリカもインフレになる

のではないか、日本でも円を増刷すればインフレにな

るのではと質問が出ました。これを受けて今川様は、

アメリカが６月末で追加金融政策をいったん終了す

るのがまさにそのインフレ対策であると回答された

うえで、日本の場合でも予定緩和に対するリスクはあ

るもののずっとデフレが進んでいる現在は一度大胆

にトライしてほしいと希望を述べられました。 

13 続いてＬ白石から、アメリカでＦＲＢがドルを増刷し

て資産が３倍になったのなら、日本は何をためらって

円を増刷しないのか、と質問されました。これを受け

て今村様はあくまでも私見としてですが、日本が敗戦

国の影響もあり現在でもアメリカの意向と異なる大

胆な政策が取りにくく、アメリカに従っているのでは

ないかと述べられました。そのうえで原発事故にも触

れられ、日本は率先して自然再生可能なエネルギー政

策を打ち出すべきと述べられて、活発な質疑応答とな

りました。 

14 ウィ・サーブのご発声はＬ阿部にお願い致しました。 

Ｌ阿部は入会３年目であること、来期会計予定者とし

て、ここ２期で作り上げてきた会計ソフトに習熟し、

より一層よい会計報告が出来るようにと誓われて、高
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らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

15 会食中に幹事進藤より、幹事報告を行いました。本日

行われました第１５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２０号を回覧致しました。 

16 本日はテールツイスタータイムを利用して、Ｌ進藤よ

り、５月４日に参加しました、福島県相馬郡新地町に

おけるライオンネット企画炊き出しイベントのご報

告を致しました。前夜からの運転、当日朝の現地の津

波の被害状況、全国各地から集結したライオンの面々、

豊富な炊き出しのメニューに楽しげなゲームの数々

をご披露いたしました。特に潮来とはまた全く違う様

相の津波の猛威にメンバーは言葉を失いましたが、炊

き出しイベントで新地町の方が多く参加されたこと、

子供たちが笑顔でゲームを行っていたことにほっと

するとともに、Ｌ進藤が現地でスーパーボールすくい

を担当しながらピカチュウの着ぐるみを着ている写

真に笑い声も起こりました。 

17 テールツイスターＬ山本はご欠席でしたのでＬ福島

からドネーションの発表をして頂きました。突然のご

指名にもかかわらず、快くご発表頂きました。本日の

ファインは２１００円、ドネーションは３４９００円、

計３７０００円でした。 

18 出席率の発表は出席委員長Ｌ小塚にお願い致しまし

た。Ｌ小塚は充実した例会だと思ったこと、年次大会

の登録部会でＬ亀川・Ｌ須藤が活躍して嬉しく思うと

ともに感謝していること、例会場のお料理が美味だっ

たことなどを述べられて、出席率を発表されました。

在籍４２名、不在会員２名、終身会員３名、出席者１

９名、病欠２名、メークアップ１名、ビジター１名で

出席率は５８％でした。 

19 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、お客様をお見送りして無

事お開きとなりました。皆様有り難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ ５月１３日渋谷ＬＣ ＧＳ例会報告               （Ｌ石田） 

さる５月１３日、エクセルホテル東急にて開催されまし

た、東京渋谷ＬＣ例会に参加してまいりました。今回は元

警察官僚佐々淳行様のご講演もあるということで１０Ｒに

幅広く参加が呼びかけられ、当クラブからは桂会長、Ｌ白

石・Ｌ磯辺・Ｌ小野一郎・Ｌ吉崎・Ｌ石田・Ｌ亀川・Ｌ西

山・Ｌ進藤とＬ白石ご紹介の中川貴文様の計１０名が参加

させて頂きました。 

会長田宮健三Ｌのご挨拶に続いてすぐに佐々淳行様のご

講演となりました。佐々様は、今度の震災で感じたことは

日本国民のガバナビリティ（governability：被統治能力）

の高さであると語り始めました。震災当日に、ご自身も帰

宅難民となり、長男の迎えの車に乗れた後も大渋滞、しか

し皆耐えて譲り合う光景が印象的だったこと、震災後迅速

に道路が復旧して英国民を驚かせたこと、「Faceless fifty

（顔の無い５０人）」と題された記事の中で、遺体収容後に

遺体に敬礼している自衛官を見てアメリカ人は感動を覚え

たことなどが高いガバナビリティの現れだと話されました。 

しかし、ガバナンス（governance：統治能力）について

は甚だ疑問があると述べられました。１９８６年１１月に

起きた大島三原山噴火では、それまで使われていた「災害

対策基本法」が平時の地方自治体の活動と縦割り行政を前

提としているため機能しないということで、初めて「安全

保障会議設置法」を使用したとのことです。「安全保障会議」

は、国防に関する重要事項および重大緊急事態への対処に

関する重要事項を審議するもの（主任の大臣および議長は、

内閣総理大臣）で、当時の中曽根総理が後藤田内閣官房長

官に命令し、実務は佐々氏が中心となって動くことで、島

民全員１３０００人を無事に救出することができたのです。 

今回の震災においても、本来管首相は、「災害対策基本法」

ではなく「安全保障会議設置法」に速やかに切り替えるべ

きと強調され、この震災は関東大震災に匹敵する程人命の

危機を伴う大自然災害であり、国家危機管理の観点から外

務、防衛、警察、消防など全般に跨る「安全保障会議設置

法」こそ妥当なのだ、と強く指摘されました。また、自衛

隊の使い方が間違っている、瓦礫撤去も予算をつけて被災

地の方を雇用して行うべきだったと述べられました。 

短い時間の中で大変凝縮したお話を聞くことができ、大

いなる学びと感動を得ることが出来ました。このような例

会を企画し、さらにお声かけ頂きました東京渋谷ＬＣの皆

様、誠に有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ ５月１７日 潮来ＬＣチャリティゴルフ大会参加報告        （Ｌ桂） 

５月１７日（火）、茨城県潮来市にあるジェイゴルフ霞ヶ

浦にてチャリティゴルフ大会が開催され、Ｌ吉崎、Ｌ畠山、

Ｌ亀川、Ｌ今尾とＬ桂で参加してまいりました。Ｌ畠山と

Ｌ今尾は友人をご同伴頂き我がクラブとしては２組の参加

となりました。 

 そもそも今回の企画は震災で移動例会が延期になった我

がクラブの子クラブである東京三軒茶屋ＬＣが、稲刈りや

震災合同アクティビティなどでご縁がある潮来ＬＣのメン

バーの経営する旅館「銚子屋」で移動例会を開催すること

になり、その移動例会日に合わせて開催されましたので東

京三軒茶屋ＬＣのメンバーも参加し合計６組でコンペが行

われました。 

スタート前に潮来ＬＣ白鳥会長よりご挨拶を頂き、スタ

ートホールにて、全員で記念撮影を行いました。そして、

各自スタートまで時間がありましたので、プレーのスタン

バイをしていましたら、みるみる雲行きが怪しくなり雷が

鳴り始めました。すると場内にカミナリ警報が鳴り響き、

プレーヤーは皆避難を余儀なくされ、私たちは全員定刻に

はスタートできなくなりました。結局、約一時間程度待機

して、やっとスタートしましたが後半ラウンドを回りきら

ないうちに、またもやカミナリ警報が発令され各組残り１

～３ホール程度残して残念ながらプレーは中止されまし

た。 

しかし、コンペは全組終了していた１５番ホールまでの

スコアで新ぺリア方式で行われることになりました。ちな

みに全組がプレーを完了できなかった１６～１８番ホール

は全員パーという扱いで計算することになりました。 

 着替えを済ませて各自、三軒茶屋ＬＣの移動例会が行わ

れる銚子屋に移動しました。私は以前、晴れた日に銚子屋

にお伺いしたことがありますが、霞ヶ浦を眺めるその眺望

は格別のものでした。今回は残念ながら雤でしたが、機会

がありましたらまたお伺いしたい宿です。さて、表彰式は

大広間で行われました。我がクラブはＬ今尾、Ｌ亀川がニ

アピン賞を、Ｌ桂が当日賞を頂きました。優勝は潮来ＬＣ

のＬ関根でした。おめでとうございます！ 

 そして、最後に潮来ＬＣから全員に参加賞としてダンボ

ールいっぱいの野菜やタオルなどたくさんのお土産を頂き

ました。潮来ＬＣの皆様、温かいお心遣い本当にありがと

うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ ５月１３日３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告  （Ｌ亀川） 

さる５月１３日（金）に原宿南国酒家におきまして、３

３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会に進藤幹事と共に

出席して参りましたので報告致します。５月の担当幹事は

東京渋谷中央ＬＣの水野Ｌでした。今回の議題としまして、

震災後の各クラブの活動報告があったのですが、募金活動

のほか、東京三軒茶屋ＬＣにおきましては、５月１７日（火）

に被災地でもあります茨城県潮来市で、ゴルフコンペを含

む移動例会を行うとの報告が有りました。このコンペには、

潮来ＬＣの皆さんと、私たち世田谷ＬＣからも私を含め５

人のメンバーが参加して参りました。 

 今回の正副幹事会でも感じたのですが、震災から約２ヶ

月が経過し、皆さんの自粛ムードも一段落してきているよ

うな感じを受け、正直ホッとしています、やはり東京が元

気でなければ被災された方々も元気になれないと思います。

これからもこの正副幹事会を、大切な情報交換の場として

参加して参りたいと思います。 

 

■ 行事予定 

５月２５日（水） 18：30～ ５月第二例会               於：目黒雅变園 

５月２８日（土）２９日（日） 東京都障害者スポーツ大会        於：駒沢競技場 

６月 ２日（木） 18：30～ 準備理事会                於：アンシェーヌ藍 

６月 ５日（日） 10：00～ 潮来ＬＣ合同食育アクティビティ      於：潮来 

６月 ８日（水） 18：30～ ６月第一例会               於：目黒雅变園 

６月１８日（土） 10：00～ ビオトープメンテナンス          於：池尻小学校 

６月２２日（水） 18：30～ ６月第二例会               於：六本木ヒルズクラブ 

■ 幹事 進藤より一言  

  

  次第に冷房が必要かと思われる暑い日もちらほら見られるようになっ

てまいりました。今期第２１号のクラブニュースをお届けします。 

 毎日、東日本大震災関連・福島原発事故関連のニュースが流れない日は

ありません。故郷を離れ、避難されている方々の想いを考えますと胸がつ

ぶれるようです。福島県相馬郡新地町での炊き出しイベントの様子を例会

にて披露し、いくばくかでも状況についてお伝えできたかと思います。 

さて、同じ被災地潮来におきましては、不可能かと考えられていた田植

えが出来るようになり、６月５日に合同食育アクティビティが行われるこ

ととなりました。嬉しいことです。また先日の合同アクティビティをきっ

かけに東京三軒茶屋ＬＣも潮来にて移動例会をされることとなり、３クラ

ブ合同ゴルフ親睦会も実現致しました。今後も被災地に必要な支援につい

てまた考えていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致し

ます。 


