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今年度スローガン 

極めよう！奉仕の真髄 広げよう 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９日（水）於：目黒雅叙園 
第 17 回  理事会 １７：３０〜１８：２０ 

第 1178 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

講師例会 

東京浜松町ＬＣの三宅Ｌのご紹介でＮＰＯ

法人かものはしプロジェクト代表 村田早

耶香様から「子供が売られない世界をつく

る」というテーマでご講演を頂きます。ま

た、この回も田中文太郎様の入会式を予定

しています。メンバーの皆様、是非ご出席

くださいますようお願い申し上げます。 

★５月３１日(木) 於：パレスホテル東京 
第 1179 回 例 会 １１：００〜１５時ごろ 

東京ＬＣ結成６０周年記念例会（例会振替） 

当クラブの親クラブである東京ＬＣの結成

60周年記念例会です。例会振替と致しまし

た。マニラＬＣから東京ＬＣがエクステン

ションされて日本にライオンズができて60

周年ということでもあります。多くのメン

バーのご出席をお待ち申しております。 

★６月１３日（水）於：目黒雅叙園 

第 18 回  理事会 １７：３０〜１８：２０ 

第 1180 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

手話例会 

東京成城ＬＣ中村善子Ｌのご紹介で手話に

堪能な方を講師にお招きして手話について

学ぶ予定です。今期目黒雅叙園で行う最後

の例会です（最終例会は６月２０日六本木

ヒルズクラブ）。皆様ぜひお越しください。 

   

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

有難うございます。 

４月末日をもってＬ藤川が職場の異動に伴

い、東京綾瀬ＬＣに「転籍」を致しました。

私が入会してからクラブで初めての転籍体験

ですが、後任のＬ東村が新入会員として当ク

ラブに入会し、さらにＬ藤川も「赴任先でラ

イオンズ活動を続けたい」と希望されて今回

の転籍の運びとなりました。転籍前に一緒に

東京綾瀬ＬＣに例会訪問をさせていただきま

したが、とても温かくお迎え頂き、ありがた

く思いました。東京２３区の東と西に離れて

はいますが、Ｌ藤川が架け橋となって両クラ

ブの交流が始まったわけでございまして、今

後の交流の展開にも期待したいと思います。 

さて、指名例会・選挙例会を経て来期三役

も決まり、今期の活動もいよいよあと２カ月

を残すところとなりました。しかしまだ、毎

月実施している障害者施設見学ツアーに加え、

潮来ＬＣとの合同食育アクティビティとして

の田植え体験、さらには世田谷の小中学校に

おけるビオトープのメンテナンスなど、アク

ティビティが残っ

ています。最後まで、

クラブ一丸となっ

て活動していきた

いと存じますので

皆様ご協力のほど

よろしくお願いい

たします。 

  



 

 

第１６回理事会報告        ４月２５日  於：ＳＭＢＣ日興証券玉川支店 

出席者 進藤会長、L阿部、L福島、L畠山、L石上、L磯辺、L小塚、L中村、 

L越智、L白石、L須藤、L鈴木、L手塚、L吉崎、亀川幹事（計１５名） 

 

４月２５日（水）１７時３０分より、第１６回理事会がＳＭＢ

Ｃ日興証券玉川支店９階セミナールームにて開催されました。

報告事項はクラブニュース１８号をもとに行いました。 

■ 審 議 事 項 ■ 

１． ２０１２年３月収支報告の件につきまして、会計Ｌ阿部よ
りご報告を頂き、無事承認されました。 

２． 南三陸町におけるアクティビティーについて進藤会長か
らライオン誌５月号も用いてご報告いただきました。ＬＣ
ＩＦ交付金が交付されたこと、南三陸志津川ＬＣＣＮ５０
記念例会にて贈呈式が行われたことについてもご報告頂
き、往復のバスについて世田谷区に提出した補助金申請書
についてもご報告頂き、承認を頂きました。 

３． Ｌ藤川ご紹介のＳＭＢＣ日興証券玉川支店支店長の東村
賀文様の入会の件につきまして、直前に会員委員会副委員
長Ｌ吉崎と進藤会長で行われた入会審査についてご報告
頂き、東村様の入会が承認されました。 

４． また、ＳＭＢＣ日興証券北千住支店に異動されたＬ藤川博
康につきまして東京綾瀬ＬＣへの転籍希望及び例会訪問
について進藤会長からご報告頂き、４月末日をもっての転
籍が承認されました。 

５． ５月２０日潮来ＬＣ合同食育アクティビィティーの件に
つきまして、進藤会長より田植えの日程が決定したとご報
告頂き、参加者を募りました。 

６． 三宿中学校ビオトープメンテナンスの件につきまして亀
川幹事よりご報告頂き、具体策を協議しました。井戸に人
を入れること、重機で井戸の蓋をはがし、クラブで費用負担することとなりました。日程
は６月３日（日）（雨天の場合は６月９日（土））となりました。 

７． 東京ＬＣＣＮ６０周年の件について、進藤会長からご案内頂き、会費２万円についてクラ
ブ負担１５０００円とし、参加予定者から５０００円集金することとなりました。 

８． ６月２０日最終例会の件につきまして、亀川幹事より六本木ヒルズクラブの下見を既に済
ませたことをご報告頂きました。内容についてはこれから詰めることとなりました。 

９． ５月１１日会員増強クルーズの件につきまして、再募集の案内があったと進藤会長からご
報告頂き、進藤会長含めクラブ負担で２名で参加することとなりました。 

１０． ５月２１日次期三役セミナーの件につきまして進藤会長よりご紹介頂き、Ｌ石上・Ｌ
畠山・Ｌ須藤の次期三役が出席し、費用をクラブ負担とすることとなりました。 

１１． 来期例会日程の件につきまして、次期会長Ｌ石上より、水曜日に例会出席できないメ
ンバーを勘案し、例会日を第二木曜、第四水曜に変更できないかご提案頂きました。協議
の結果、意見百出し、次回例会までにアンケートを取ることとなりました。準備理事会は
６月７日（木）１８時半からと日程を決定し、場所は渋谷ヒカリエで検討中とのことです。 

１２． ５月１８日薬物乱用防止教育認定講師更新について、当クラブ更新予定者（Ｌ小塚・Ｌ吉
崎・Ｌ畠山・Ｌ桂・Ｌ山本）に参加希望を確認して申し込むこととなりました。 
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 第１１７７回例会（メンバースピーチ＆お弁当例会）報告  

         ４月２５日 於 ＳＭＢＣ日興証券玉川支店 

出席者 進藤会長、L阿部、L 藤川、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 桂、 

L木下、L小塚、L中村、L越智、L小野一郎、L佐々木、L白石、L須藤、 

L鈴木、L手塚、L吉崎、L東村（新入会員）、幹事亀川 

メークアップ L山本         （出席２２名、メークアップ１名） 
  

1 第１１７７回４月第２例会は４月２５日（水）１８：３０

から、ＳＭＢＣ日興証券玉川支店９階セミナールームにて

開催されました。進藤会長に開会のゴングを鳴らしていた

だき、国歌君が代斉唱、ライオンズヒム、世田谷ライオン

ズクラブの歌を斉唱いたしました。 

2 入会式を執り行いました。亀川幹事の司会のもと、会員委

員長Ｌ白石に続いて、ＳＭＢＣ日興証券玉川支店支店長 

東村賀文様がスポンサーである進藤会長とともに入場し、

拍手で迎えられました。スポンサーである進藤会長から東

村様の略歴のご紹介を、会員委員長Ｌ白石より入会審査の

ご報告を頂いたのち、東村様にライオンズの誓いをご唱和

いただいて進藤会長からライオン帽とラペルピンが授与

され、正式にライオンズクラブメンバーとなられました。 

3 新入会員となられたＬ東村賀文からご挨拶を頂きました。

Ｌ東村は代々当クラブの会員となられる日興証券玉川支

店長の異動に伴い前任のＬ藤川より引き継いでの入会と

なること、今まで関西在住で奈良ＪＣに在籍したこともあ

るが東京に住むのは初めてであると自己紹介されたのち、

頭が大きくてライオン帽をかぶることができるか心配だ

ったとお話しされて会場は笑いに包まれました。 

4 会長挨拶を進藤会長に頂きました。進藤会長は、Ｌ藤川の

おかげで今回のＳＭＢＣ日興証券玉川支店のセミナール

ームをお借りできたことへの感謝、そのＬ藤川が東京綾瀬

ＬＣに転籍となる経緯、さらにその代りにＬ東村を新入会

員として迎え入れることができる喜びについて語られ、ご

挨拶とされました。 

5 Ｌ越智からメンバースピーチを頂戴いたしました。Ｌ越智

は「日本の未来研究所」というシンクタンクを経営しつつ、

普段考えていることを話したいということで、少し引いた

目で客観的に現在の日本政治を見て、「２０世紀の常識と

２１世紀の常識は決定的に違うことを納得して動かない

とダメ」と切り出されました。 

6 まず、日本の人口が１００年前は５０００万人、現在は増

加して１３０００万人、そして１００年後は５０００万人

に減少するという予測を話され、人口減少・高齢化の流れ

は世の中がよくなり、死亡率が減少したため逆に生まなく
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てよいというモードになるため仕方ないこと、便利になっ

て家族バラバラに生活できるようになってきたため家族

の解決力が減少し、生活保護や年金などの公に頼るように

なるため借金が増えているとご説明頂きました。 

7 次に「グローバル化」により、日本の国力が落ちているこ

とを指摘されました。かつては日本はアジアで唯一の経済

大国で唯一信じられる国だったため日英同盟や日米同盟

があったわけですが、中国・韓国が台頭し、現在はアメリ

カも「アジアの同盟国、韓国日本」と言い始めていること、

グローバル化のメカニズムが以前の「雁行形態型（順番を

変えずに進歩していく形）」から「双六型（いずれどの国

もゴールに到達する形）」に変化してきており、次第に先

進国は発展途上国と呼ばれていた国に抜かれていくとい

う現象が起きていることを説明されました。現在は、２０

０年がかりの地球規模での技術移転が起きており、先に発

展した国は人口減少して規模が小さくなり、後発国は人口

爆発して国力が上がり、シェアが変わってきているとのこ

とでした。 

8 また、Ｌ越智は現在日本に満ちている「政治不信」に触れ

られました。現在の政治は戦前と同じように、尊敬される

天皇がご逝去されたあと、２大政党制となり、その後政治

がばらまきを行ったため政治が信用されなくなったとい

う点で似ていると指摘されました。そして政治の復権のた

めにも次の選挙こそが重要であると強調されました。国民

がリーダーと政策パッケージをきちんと選び４年間継続

すれば政治も健全になるというのが唯一の可能性である

と強調されました。 

9 また、世界で一番長い歴史を持ち、社会的文化的に否定さ

れたことがない唯一の国である日本で、この日本の文化を

競争力として、観光立国を行っていく案を提案されました。

日本に観光客を呼び、外国人に日本の暮らしぶりを見せる

と同時に、日本人も世界に出ていくという案を述べられて

スピーチを締めくくられました。 

10 質疑応答では、Ｌ桂より、帝国主義・資本主義に続く今後

の社会のキーワードについての質問があり、Ｌ越智から

「豊かな生活」「持続可能な社会」などの言葉と、経済的

尺度から精神的尺度への転換について語られました。また、

Ｌ磯辺からは、観光立国のためには日本の街をもう少しき

れいにするべきとのご意見、Ｌ小野一郎からは電柱電線の

地中化についてのご指摘がありました。Ｌ越智、スピーチ

をどうも有り難うございました。 

11 ウィサーブのご発声はＬ藤川にお願いいたしました。Ｌ藤

川は、ＳＭＢＣ日興証券セミナールームで初めて例会を開

催できた喜びをまず語られました。地域の情報の発信源と

してこそのセミナールームであり、また利用して頂きたい



 

5 

 

と希望を述べられました。そして２００９年９月１６日の

入会以来、クラブでのさまざまな体験から場所を変えても

１ライオンとしてやっていきたいとのご希望を持ち、５月

から東京綾瀬ライオンズクラブに転籍して活動を継続で

きることになった経緯をお話しされて、高らかにウィサー

ブのご発声をされました。 

12 会食中、幹事報告を行いました。亀川幹事より、本日の第

１６回理事会審議事項についてご報告頂き、拍手によって

承認いただきました。皆様有難うございました。 

13 ちなみに今回の会食は今期初めてのお弁当です。これによ

り、例会費をかなり圧縮できました。Ｌ畠山とＬ須藤から

ワインをドネーション頂いたことをご報告頂きました。ま

た、南三陸町で交流が始まった柏崎日本海ライオンズクラ

ブの資料を回覧いたしました。 

14 さらに、第５８回年次大会のガバナーズアワードで当クラ

ブが頂いた「会員指導力育成優秀賞」の表彰を行い、亀川

幹事から、当日南三陸志津川ＬＣ結成５０記念例会に出席

していた進藤会長にアワードが手渡されました。 

15 また、Ｌ福島からの声掛けを頂き、進藤会長から４月１日

に開催された日本ライオンズメンバーシップセミナーの

ご報告を頂きました。当クラブが世代交代が進みつつ、世

代間交流も円滑で、活発にアクティビティを行っているこ

とを実感したと進藤会長は強調されました。 

16 テールツイスターの活躍の時間は、テールツイスターＬ 

木下にお願いいたしました。Ｌ木下は、通常の例会と間違

えて目黒雅叙園に行ってしまったと笑いを取ったうえで、

先日短縮版を上映したＬ畠山の紹介ＤＶＤの本編を上映

されました。Ｌ畠山が若くして三代目社長となったとき、

エレベーターのことなら受注から物流・とび・メンテナン

スなどすべての作業を引き受けられる会社を目指してコ

ストを削減し、現在は全国規模で活躍されているというお

姿が映像にまとめられ、喝采を浴びました。 

17 この日は例会場の変更でドネーションを集めることがで

きず、ドネーションの発表は割愛いたしました。 

18 続いて出席率の発表を会員委員会副委員長Ｌ吉崎から頂

きました。在籍者数４３名、不在会員２名、終身会員５名、

出席者数２２名、メークアップ１名で、出席率は６３．９％

でした。 

19 閉会のゴングを進藤会長に鳴らしていただき、全員で「ま

た会う日まで」を斉唱し、無事お開きとなりました。本日

はメンバーの会社の会議室を利用し、例会費を大変節約す

ることができました。また、新入会員を迎え、二子玉川に

て二次会が開催され遅くまでＬ東村含め、メンバー同士の

親睦を深めることができました。皆様有難うございました。 
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 第１１回障害者施設見学ツアー報告    ５月８日   於 区内障害者施設 

出席者 進藤会長、L東村、当事者・関係者各１名    （計４名） 
  

 ５月８日（火）、東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティビティ、

第１１回障害者施設見学ツアーが実施されました。１３時に東

急大井町線等々力駅改札に、当クラブから進藤会長と新入会員

のＬ東村、さらに当事者１名と関係者１名が集合致しました。 

 まず、等々力駅近辺の、就労支援系多機能施設「社会就労セ

ンターパイ焼き窯」を見学しました。「社会就労センターパイ

焼き窯」は焼き菓子・調理・清掃の３作業種目を持つ施設で、

一般企業への就労を目標とした就労移行支援事業と、工賃を高

めることを目標とした就労継続支援Ｂ型事業の両方を行って

います。焼き菓子のフロアにも本格的な設備、料理部門にも本

格的な厨房、清掃部門にも本格的な用具が取り揃えられていま

した。 

 次に進藤会長の運転する車で奥沢に移動して、地域活動支援

センターⅡ型「りばてぃ」を見学致しました。「りばてぃ」は

午前中は洗剤の封入や宅配寿司屋のスプーン等の封入などの

下請け作業もありますが、そのほか絵画や音楽などの自由なプ

ログラムを午前午後と用意し、居場所的雰囲気が満ち溢れてい

ます。毎日の昼食の提供もあり、「社会就労支援センターパイ

焼き窯」との雰囲気の違いを実感いたしました。 

 最後に三軒茶屋に移動して、フレンチレストラン「アンシェ

ーヌ藍」を見学しました。「アンシェーヌ藍」は就労継続支援

Ｂ型事業所「藍工房」の「従たる事業所」ですが、内容はフラ

ンス料理店で、利用者は開店準備から受け付け、厨房、接客と

さまざまな作業に挑戦します。木曜日のハープ演奏のある日は

お客も多く忙しそうでした。職員の「なんとか利用者の工賃を

高めたいんです」という言葉に切なる願いを強く感じました。

進藤会長とＬ東村は店舗で販売されていた、米粉と藍で作られ

たアンシェーヌ藍オリジナルの「藍麺」をお土産に購入いたし

ました。 

 最後に進藤会長から精神障害者施策の歴史、世田谷区の精神

障害者施設の連携と見学ツアーの役割などについてご説明し、

皆様から感想を頂きました。当事者の方からは「作業所もたく

さんあり、どれにしようか迷うのでツアーを実施してもらって

助かる」、関係者の方からは「説明がとても詳しく丁寧で本当

によかったし、最後の『講義』が充実していて驚いた」、Ｌ東

村からは「いろいろなレベルに応じて選択できるため当人の意

向を反映させることができ、よく考えられていると感じた」と

の感想を頂きました。今期最終回のツアーは６月７日（木）の

予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ４月２３日 東京赤坂ＬＣチャリティーゴルフ大会参加報告    （Ｌ亀川） 

さる４月２３日（月）埼玉県、森林公園ゴルフ倶楽部にお

きまして、東京赤阪ＬＣチャリティーゴルフコンペに、東京

世田谷ＬＣのメンバー１２名とともに参加して参りましたの

でご報告いたします。 

参加人数約１４０名という大コンペで、当日はコンペのパ

ーティーの前に東京ゴルフＬＣ結成式も行われました。当ク

ラブＬ白石もエクステンション委員会副委員長として参加さ

れていました。 

プレイの内容については皆様あまり興味がないことを察知

して、割愛させて頂きます（笑）。さて、プレイ終了後、まず

東京ゴルフＬＣの結成式が執り行われました。東京ゴルフＬ

Ｃとはその名の通り、ゴルフを中心とした活動をし、例会も

基本的にゴルフコンペのパーティーを例会とするそうです。 

まずは東京ゴルフＬＣ幹事、川田 明Ｌの司会のもとに始ま

りました。開会のゴングが東京ゴルフＬＣ会長 安本 昌煥Ｌ 

より鳴らせられ、国家斉唱、ライオンズヒムが歌われた後、

３３０－Ａ地区エクステンション委員会委員長細川孝雄Ｌよ

り経過報告がありました。クラブ三役の紹介の後、地区エク

ステンション委員長へチャーター申請書が堤出され、大石ガ

バナー署名後、細川孝雄エクステンション委員長より大石ガ

バナーに手渡されました。続いて東京ゴルフＬＣ全員での宣

誓（ライオンズの誓い）を行い、大石ガバナーよりガバナー

ラベルピンの贈呈がありました。ガバナーより挨拶を頂いた

後、会長の挨拶、閉会のゴングで結成会は閉会となりました。 

引き続きゴルフコンペの表彰式に移りました。今回東京世

田谷ＬＣからは１３名の参加があり、戦績については私を除

いて大いに期待したいところです。順位が次々と発表される

なか、なんと当クラブ若手のホープ、Ｌ今尾が９位に入りま

した。１４０名近いコンペで９位とは大健闘です！ 

続いて３位、２位、１位が発表されましたが、どなたも先

に帰られていて該当者が誰もいませんでした。こんなことも

あるんですね～！なんと会場の皆さん、満場一致でじゃんけ

んで勝った方が１～３位までの賞品を貰えることになりまし

た。じゃんけんで３位、２位と決まりさて１位の番です。な・

な・なんと我が東京世田谷ＬＣ、Ｌ藤原が勝ち残ったではな

いですか！なんという強運の持ち主！なにか持ってるんですね～と思いつつ、当クラブメンバー

の興奮も冷めやまぬ中、表彰式は閉会となりました。 

東京ゴルフＬＣの誕生、また東京レスキューＬＣも誕生されたという事で今までにない形態の

ライオンズクラブが誕生しています。今回を機に、今後もさらにいろいろな形態のクラブが誕生

することでしょう。会員の減少が危惧される中、我々は大いに歓迎したいと思います。以上幹事

亀川でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ ４月２７日 ３３０－Ａ地区 山浦国際理事と語る会参加報告  （進藤会長） 

４月２７日（金）、スクワール麹町にて開催された３３０－

Ａ地区国際理事委員会主催の「山浦国際理事と語る会」に参加

して参りました。国際理事委員会委員長竹内博Ｌ、３３０－Ａ

地区大石誠ガバナーのご挨拶に続いて国際理事山浦晟暉Ｌか

ら先日まで開催されていた サンフランシスコ国際理事会の決

議事項をご報告頂きました。その後、山浦国際理事が力を入れ

ていらっしゃる薬物乱用防止教育について３３０複合地区薬

物乱用防止委員会副委員長の寺田義和Ｌからご報告を頂きま

した。 

山浦国際理事のご報告の中で、今度の釜山国際大会で審議さ

れる事項として次の事項があるとのことで、皆様にぜひご一読

頂きたく、ご報告する次第です。 

 

・ガイディングライオンアワードが設立される 

・クラブ会長は２年連続してできなくなる 

・ゾーンチェアパーソンは２回以上はできない 

・ゾーンチェアパーソンの報告書提出が強化される 

・ガバナー協議会議長という呼称がガバナー協議会コーディネ

ーターに変更される 

・ＧＭＴ・ＧＬＴの共同会議を推進する 

・ＧＭＴ・ＧＬＴは専任となる 

・モンゴルコーディネーターが中野了Ｌから今井三和Ｌに交替 

予定（任期 1年） 

・タジキスタンが２０７番目の国となる 

・ライオン誌は今後デジタル版への移行を検討 

・ＰＡＳＴの呼称をＦＯＲＭＥＲに変更する案が出ている 

 

 今回リアルタイムで国際会議の決議事項をお伺いして、率直

に驚くことも多く感じました。たとえば「クラブ会長２年連続

は不可」という点ですが、私が入会してまだ４年目ですが、近

隣クラブで２年連続クラブ会長という例は何例か目にしてい

ます。国際協会では「若者の登用を積極的に行う」ために導入

するとのことでしたが、メンバー減少中の昨今、運営が大変に

なるクラブもあるかもしれないとも思いました。 

しかしながら、こうして国際理事会の動向をタイムラグの少

ない形で聞けることは大変刺激になるとともに、国際協会を身

近に感じることができる、大変良い機会だと感じました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ 東京綾瀬ライオンズクラブに転籍します            （Ｌ藤川） 

東京世田谷ライオンズクラブの皆様におかれましては、ご健勝のこ

ととお慶び申し上げます。 

さて、私、Ｌ藤川博康は、２００９年９月１６日に入会させて頂い

て以来、２年半余り「東京世田谷ライオンズクラブ」にお世話になり

ましたが、このたび、弊社ＳＭＢＣ日興証券の春の定期異動で玉川支

店長から北千住支店長として異動することになりましたため、「東京綾

瀬ライオンズクラブ」に転籍させて頂くことになりました。 

この転籍の経緯を、少し紙面をお借りしまして、ご報告申し上げた

いと思います。 

東京世田谷ライオンズクラブには、弊社ＳＭＢＣ日興証券玉川支店長が代々在籍させて頂いて

おり、私も玉川支店長就任の際、前任の鷹羽真（元世田谷ＬＣメンバー）からクラブの席を引き

継がせて頂きました。 

当初は、ライオンズクラブの活動について全く知識のない私ではありましたが、皆様方の暖

かなご指導のおかげさまをもちまして奉仕の喜びを垣間見ることができましたことは、非常に貴

重な機会を得ることができたと感じております。 

金融機関、それも証券会社の支店長としての在籍です

ので、勧誘目的の入会であるかもしれず、胡散臭さが漂

いがちなのですが、皆様が他のメンバーの方々と分け隔

てなく接してくださるので、いつしか１ライオンとして

活動したいと思うようになっていました。 

このたびの弊社の異動で、東京世田谷ライオンズクラ

ブの席は、玉川支店長の後任であるＬ東村賀文に引き継

がせて頂くことになりましたが、このままライオンズの

皆様とのご縁が途絶えるのがあまりにも残念だったた

め、進藤会長にご無理申し上げ、北千住支店の近隣で活

発な活動を展開されている「東京綾瀬ライオンズクラ

ブ」をご紹介頂き、晴れて転籍が認められました。 

クラブは転籍いたしますが、同じライオンのメンバー

として引き続き活動を続けてまいりますので、何かの機

会にご一緒させて頂きました折には、宜しくお願い致し

ます。 

また、新支店長で新メンバーのＬ東村も皆様の変わら

ぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。 

皆様のご健康と来年５０周年の記念すべき節目を迎える東京世田谷ライオンズクラブのます

ますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④

☆ 新入メンバー自己紹介                （Ｌ東村） 

こんにちは、今回会社の辞令でＳＭＢＣ日興証券の玉川支店勤務を命

ぜられ、先日４月２５日の例会でＬ藤川の後任として入会の承認を頂き、

今回東京世田谷ライオンズクラブに入会させていただく事になりました、

Ｌ東村賀文でございます。 

私の仕事は証券会社のため全国転勤がありますが、勤務して２０数年

のほとんどが出身地の関西圏で、他は仙台、富山等北陸にいた事はあり

ますが、今回が初の関東圏勤務でいろいろな意味で期待と不安が入り混

じっております。 

ただ先日の例会でメンバーの方とお話しさせていただき、一言で言わせていただくと、すごく

一体感のあるいいクラブだなという印象持たせていただきました。 

会社として地域の皆様に貢献していくのは当然ですが、個人としてもライオンズクラブという

社会貢献もでき、自分もいろんな勉強をさせていただける場であると思います。 

少しでもお役にたてる様にと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

■ 行事予定 

 ５月 ８日（火）13：00～第１１回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

 ５月 ９日（水）18：30～５月第１例会（講師例会）         於：目黒雅叙園 

 ５月２０日（日）    潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え） 於：潮来 

 ５月３１日（木）11：00～５月第２例会（東京ＬＣ結成６０周年例会） 於：パレスホテル 

 ６月 ３日（日）    ビオトープメンテナンス          於：三宿中学校 

 ６月 ７日（火）13：00～第１２回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

 ６月１３日（水）18：30～６月第１例会（講師例会：手話について）  於：目黒雅叙園 

 ６月２０日（水）18：30～６月第２例会（最終例会）   於：六本木ヒルズクラブ  

 

■ 幹事 亀川より一言  

  

 

 

 

世田谷ライオンズクラブの皆様、いつも大変お世話になっております。 

先日、起こった関越道バス事故、本当に痛ましく、恐ろしい事故でした。

時間が経過して露呈してきた違反の数々！３０以上もの法令違反、日雇

い、白バス営業。防音壁をあのような形で設置した行政の怠慢も有るので

はと思います。私も子供が関西方面に行くたび、何も考えずに高速夜行バ

スを利用させていた事を考えるとゾッとします。被害にあわれた方々のご

冥福、お見舞いをお祈り申し上げます。 

さて、早いもので今期も残すところあと２カ月となりました。何も分か

らず皆様には多々ご迷惑をおかけしたのではと自問自答を繰り返してお

ります。今一度気を引き締め、残りの２か月を全うしていこうと思います。

メンバーの皆様、どうぞ宜しくお願い申し上げます。  

以上幹事Ｌ亀川でした。 

 

 

 


