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2011-2012年度  第２２号                ２０１２年６月発行 

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  

★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。皆様ぜひお越しください。 

★６月２０日（水）於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ 
第 1181 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

最終例会 
会費 メンバー５０００円 

同伴  １００００円 

（中高生 ５０００円、小学生以下無料）   

老田Ｌのご尽力で、今年も最終例会は六本

木ヒルズクラブにて開催できる運びとなり

ました。今期力を入れてきた南三陸町への

支援を振り返り、一年の集大成としたいと

存じます。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。 

―――――――――――――――― 

★来期より、例会日程が変わります。 

第２木曜日と第４水曜日となります。
従いまして、来期の 7月第 1例会 
（第 1182回例会）は、７月１２日（木）
となりますので、お間違えなきよう、
ご注意のほどよろしくお願い申し上げ
ます。 
（石上次期会長の会長就任式です） 

 

会長挨拶  
５月３１日に東京ＬＣ結成６０周年記念式

典があり、当クラブは例会振替で参加いたし

ました。その際、新入会員のＬ田中が「マニ

ラＬＣの方にご挨拶したい」と言ってまいり

ました。マニラＬＣは東京ＬＣのスポンサー

クラブ、Ｌ田中は奥様がフィリピン人のため、

いつかフィリピンで何らかのアクティビティ

を行いたいという夢を持っています。入会し

たばかりでこの発言、その勇気に感銘し、他

の若手メンバー数名とともにマニラＬＣの女

性会長キャンディー・プアＬのもとに伺って

しばらくお話しさせて頂きました。若手メン

バーはタム国際会長にもご挨拶したいと言い

だしまして、恐れ多くも主賓席に向かい国際

会長にご挨拶しただけでなく一緒に写真にお

さまり、さらには他にも会場で現・元国際理

事、全国各地のガバナーたちにもご挨拶申し

上げました。 

自分が入会したころを思い出しますと、国

際会長や国際理事のようにライオンズ内のプ

ロトコルの高い方など「雲の上の人」でした。

ですが、フェイスブックなどＩＴツールが発

達し、「あの人ＷＥＢで見たことある」と親近

感がわくようなの

です。案外若い世

代は「ライオンズ

は平等」を地で行

っているかもしれ

ないなと感じたひ

とときでした。 

   



 

 

臨時理事会報告        ５月２９日  於：（株）神興建設 会議室 

出席者 進藤会長、L阿部、L畠山、L磯辺、L木下、L小塚、L西山、L佐々木、 

L白石、L須藤、L鈴木、L田中、L手塚、L山本、L吉崎、亀川幹事 

（計１６名） 

 

５月２９日（火）１８時００分より、臨時理事会が株式会

社神興建設にて開催されました。 

■ 審 議 事 項 ■ 

１． ３３０－Ｂ山梨アカデミーＬＣ、３３０－Ｃ川越つば

さＬＣとの友好クラブ締結について、進藤会長から３

３０複合年次大会での経緯をご報告頂き、友好クラブ

締結の是非や、合同例会開催について協議しました。

当クラブの方向性として、友好クラブ締結は行うこと、

合同例会は７月２１日（土）箱根にて実施すること、

７月第２例会の例会振替とすることと致しました。 

２． キャビネット役員の件につきまして、進藤会長から頂

き、ＩＴ委員会・緊急対策委員会・青年アカデミー委

員会・大会参加委員会、さらにそれとは別枠で１名の

推薦を求められているとご報告を頂き、それぞれ候補

について協議し選出いたしました。 

３． ６月８日東京渋谷ＬＣＣＮ５５周年記念例会の件につ

きまして亀川幹事よりご報告頂き、進藤会長と亀川幹

事が出席することとなりました。 

４． ６月１５日東京レスキューＬＣ認証状伝達式につきま

しても亀川幹事よりご報告頂き、進藤会長と亀川幹事

が出席することとなりました。 

５． ここで、６月４日東京キングＬＣ認証状伝達式につき

ましても進藤会長よりご報告頂き、Ｌ白石とＬ佐々木

にご出席いただくこととなりました。 

６． ６月６日代官山ＬＣ講師例会の件につきまして、亀川

幹事よりご案内申し上げ、参加者を募りました。 

７． 進藤会長より、３３２ＭＤ選出の秦従道国際理事が設

立を呼び掛けている震災遺児孤児支援のための財団に

ついてご紹介頂き、震災孤児団体への寄付についてご

提案頂きました。クラブとしては団体の設立経緯をも

う少し見守りつつ、震災孤児支援についてもう少し調

査して検討していくこととなりました。 

８． キャビネットチャリティーゴルフ大会の件について亀

川幹事よりご案内頂きましたが、この時点での参加希

望者がなく、追って募集することとなりました。 
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９．  

 第１１７９回例会（東京ＬＣ結成６０年記念例会 例会振替）報告  

５月３１日      於 パレスホテル東京 

出席者 進藤会長、L藤原、L福島、L今尾、L石上、L磯辺、L木下、L 中村、L西山、 

L大竹、L佐々木、L白石、L杉村、L須藤、L鈴木、L田中、L山本、L吉崎、 

幹事亀川 ／ メークアップ：L阿部、L畠山、L小塚、L手塚 

             （出席１９名、メークアップ４名、計２３名） 
  

1 第１１７９回５月第２例会は５月３１日（木）１１：００

からパレスホテル東京「葵」にて開催された、東京ＬＣ結

成６０周年記念例会への例会振替として行いました。開会

に先立ちまして、進藤会長・亀川幹事・Ｌ佐々木で受付の

お手伝いをさせて頂いたのですが、全国各地から約６００

名前後、さらにはウィンクン・タム国際会長、スポンサー

クラブであるフィリピンのマニラホストＬＣの皆様もお

呼びしての盛大な例会でした。当クラブからも進藤会長以

下１９名が参加（メークアップ４名）致しました。 

2 東京ＬＣ幹事守時光輝Ｌの司会、東京日本橋ＬＣ桜田わこ

Ｌナレーターのもと、式典は始まりました。開会宣言なら

びに開会のゴングを東京ＬＣ会長山本和夫Ｌが行い、相川

陽子さまの生ピアノ伴奏のもと、全員で国歌君が代とライ

オンズヒムを斉唱いたしました。 

3 東京ＬＣ会長山本和夫Ｌのご挨拶によると結成は６０年

前の１９５２年３月５日、チャーターナイトをやはり１９

５２年３月２１日にパレスホテルの前身、ホテル・テート

で開催されたこと、当時はサンフランシスコ講和条約の直

後で、フィリピンではまだ対日感情が思わしくないなか、

ゴンザレス国際理事が「過去をして過去たらしめよ（Let 

bygones be bygones）」と講演されてエクステンションに

至ったというエピソードをご紹介され、今回の式典のパン

フレットの表紙にもこの言葉を掲載されたとのことです。 

4  続いて祝辞をお三方から頂戴しました。まず、ウィンク

ン・タム国際会長から６０周年を迎えたことへのお祝いと

数々の素晴らしいアクティビティへの賛辞、さらに今後の

素晴らしいアクティビティへの期待と１００周年に向け

ての激励のお言葉を頂きました。山浦晟暉国際理事からは

「インド救ライ」「スズラン給食」「リッチランドの壺」「白

い杖」などのアクティビティの賞賛とメンバー全員による

１０００ドル献金のご紹介を頂きました。また、マニラホ

ストクラブのキャンディ・プア会長からはマニラの貧困家

庭児童のための保育所「パローラ・デイ・ケア・センター」

設立のアクティビティに対する感謝の念が示されました。 
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5 山本会長よりスポンサークラブに感謝状が贈呈され、続い

てマニラ市栄誉市民としての称号が授与されました。 

6 アクティビティ部会長木場芳紀Ｌから記念事業のご発表

がありました。記念事業は「過去」「現在」「未来」と３部

門について４つ実施されました。フィリピンの貧困者向け

の保育園・デイケアセンターの設立、クラブメンバー全員

の１０００ドル献金、雄勝石を使った東京駅壁画の制作協

力、そして新クラブ（東京キングＬＣ）エクステンション

の４つです。 

7 その後、国際会長アワード・感謝状が東京ＬＣの皆様や、

８複合議長の皆様、さらに３５地区ガバナーの皆様、そし

て全国各地から選ばれた２０数名の個人受賞された方に

アワードが贈呈されました。 

8 ここでウィンクン・タム国際会長に山本会長から記念品が

贈呈され、式典の閉会宣言並びに閉会のゴングが鳴らされ

ました。 

9 １０分程度の休憩を挟んで祝宴に移りました。祝宴では杉

山憲司Ｌが司会を、溝口文穂Ｌがナレーターを務められま

した。実行委員長坂下賢三Ｌの開園の言葉に引き続き、ま

ず、篠崎良子Ｌ、花柳貴代人様、藤間恵津子様による日本

舞踊「君が代松竹梅」がご披露されました。松を男性に竹

と梅を女性に見立てた上品な日本舞踊に感嘆致しました。 

10 ３３０－Ａ地区大石誠ガバナー、高田順一国際理事、台北

市第一中央国際獅子会会長 麻 珩Ｌ、ソウルＬＣ会長 李 

善行Ｌからご祝辞を頂戴し、この豊かな国際色にライオン

ズクラブが国際奉仕団体であることを再確認することが

できました。 

11 乾杯のご発声は、秦従道国際理事が行いました。秦国際理

事はアクティビティ「リッチランドの壺」に触れ、良質な

アクティビティこそ会員増強につながるとおっしゃって、

高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

12 会食中は相川陽子さまの生ピアノ演奏や獅子舞の演舞な

どがアトラクションとしてご披露されました。 

13 さて、会食中のことですが、当クラブの新人Ｌ田中文太郎

（３７歳）が、ご自身も奥様がフィリピン人ということも

あり、将来フィリピンに関するアクティビティを実施した

いという夢をお持ちなのですが、「フィリピンのマニラホ

ストクラブの会長にご挨拶したい」と希望しまして、進藤

会長以下、Ｌ田中、中学の同級生でやはり新人のＬ佐々木、

通訳を買って出てくれましたＬ須藤の４名で中央のテー

ブルを目指しました。  
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14 来賓テーブルにいらっしゃる、フィリピンのマニラホスト

クラブの女性会長キャンディー・プアＬのもとにお伺いし、

ご挨拶と現地の例会についての質問などをさせて頂きま

した。Ｌ田中の奥様が現在フィリピンにいらっしゃいます

ので、名刺交換だけでなく、フィリピンでの連絡先につい

てもお教え致しました。 

15 続いて、勇気ある新人メンバーたちが、「タム国際会長に

もぜひご挨拶したい」と申すものですから、恐れ多くもタ

ム国際会長のところにお連れ申し上げ、ご挨拶させて頂き

ましたところ、近くにいたどなたかが国際会長と一緒に写

真を撮って下さいました（残念ながらその写真自体を頂く

約束をしそこねてしまいましたが・・・）。他にも会場内

の現・元国際理事、現・元地区ガバナーの皆様にもご挨拶

致しまして、プロトコルの高い方々とクラブ入会直後の新

人メンバーが挨拶できるという、ライオンズクラブの平た

い関係を実感することができました。  

16 祝宴の最後に横浜ＬＣ・東京新橋ＬＣから東京世田谷Ｌ

Ｃ・東京キングＬＣに至るまでの東京ＬＣの２０の子クラ

ブ会長がライオンズローアのために壇上に上がり、進藤会

長も壇上に上がりまして、ともにライオンズローアの雄た

けびをあげました。最後に、巨大な円陣を作りまして「ま

た会う日まで」を朗々と歌いまして、壮大な記念例会が終

了致しました。 

17 この国際色豊かで、ライオンズクラブの歴史と伝統の重み

を感じさせた東京ＬＣ結成６０周年記念例会に感動し、Ｌ

佐々木とＬ田中が６月後半に開催される釜山の国際大会

に出席する意思を表明されました。これで当クラブからは

進藤会長、亀川幹事、Ｌ佐々木、Ｌ田中の４名が参加する

こととなります。Ｌ田中はフィリピンから奥様である田中

ジェニファー様もお呼びされるとのこと、当クラブからは

久しぶりに複数で賑やかな国際大会参加となります。 

18 あらためまして、東京ＬＣの皆様、そして会場にお越しく

ださいました全国各地の、そして海外からのライオンズの

皆様に感謝申し上げます。有難うございました。 
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ビオトープメンテナンス報告             ６月３日  於 三宿中学校 

出席者 進藤会長、L畠山、L石上、L中村、L佐々木、L鈴木、L田中、L手塚、 

L吉崎、亀川幹事、（株）北斗建設より２名（畠山様、保坂様）、 

（株）磯辺工務店より１名（横内様）（メンバー１０名、他３名、計１３名） 
  

1 ６月３日（日）、当クラブが４０周年記念事業でビオ

トープを設置した三宿中学校にてビオトープメンテ

ナンスが実施されました。天気予報では雨天とのこと

でしたが、幸い雨も上がり、作業を行うことが出来ま

した。  

2 そもそも、当クラブで４０周年記念事業として敷設し

た三宿中のビオトープでしたが、ここ数カ月、水の循

環がなくなり、先生たちが自力で水を注入されていた

とのこと、そこでまず井戸のポンプを交換してみたの

ですが、事態に変わりがなく、井戸を実際に開けてみ

ないと状態がわからないということで、重機を投入し

て、井戸の「手術」を行うこととなったわけです。 

3 亀川幹事の会社「（株）北斗建設」からミニユンボが

投入されました。トラックからミニユンボが器用に降

りるさまに当日校庭でサッカーの試合を実施してい

た中学校の先生たちも感心していました。 

4 まず、小屋で隠されていた井戸のポンプをとりはずし、

井戸の上の土を掘りました。ある程度のところでポン

プの管を取り外し、重機も使って井戸の蓋を開け、中

を覗くと案外水が蓄えられていました。 

5 作業の安全のため送風機で酸素を送り込み、梯子を入

れてみますと人間が水没してしまうくらい水深が深

いとわかりまして、その場で畠山次期幹事が知人の企

業に電話してポンプを調達、井戸の中にＬ吉崎の会社

「（株）磯辺工務店」の社員、横内様が井戸に降りて

いきまして、ポンプでの水の汲み出し、中の点検、さ

らにバケツを使ってゴミなどを外に汲み出します。 

6 ある程度底が見えるようになっても、井戸の土管の隙

間からの水の流入は止まらず、特に不審なところもな

いので、どうやら、井戸の中の水位が下がって、井戸

の管の長さが足りなくなり、水が出なくなったと判明。 

7 ある程度井戸をきれいにして、水位が戻るのを待って

埋戻し、今度は長い管を発注してさしなおし、水道屋

にまたポンプを付け直してもらうことにしました。 
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8 水位が上がるのを待つ間、昼ごはんの牛丼弁当を食べ

ていたときに「ぽっちゃーん♪」と音がし 井戸の蛇

口が中に落ちてしまったのですが、梯子を引き上げた

ときに梯子にひっかかっていて奇跡的に回収するこ

とができました。 

9 今度は蓋を重機を使ってしめ、土を戻し、踏み固めて

ポンプ等を寄せてとりあえず小屋をかぶせて出来上

がり。メンテナンスは終わりました。 

10 帰りはまたミニユンボが逆のパターンでトラックに

乗り込み颯爽と帰っていきました。皆様おつかれさま

でした。ありがとうございました。 
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障害者施設見学ツアー報告           ６月７日  於 区内障害者施設 

出席者 進藤会長、L田中、当事者１名、関係者２名      （計５名） 
  

１．６月７日（木）、東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティビテ

ィ、今期最後の障害者施設見学ツアーが実施されました。

午後１時に小田急線梅ヶ丘駅改札口に、進藤会長、Ｌ田中、

当事者１名、さらに江戸川区からあらたに就労移行支援事

業所を作ろうとしているグループの方が２名（本来は３名

の予定でしたが、急きょキャンセルがありまして２名でお

越しくださいました）集合しました。 

２．まず、梅ヶ丘駅そばにある、生活介護／就労継続支援Ｂ型

事業所「ウッドペッカーの森」を見学しました。進藤会長

以外、障害者施設の見学は初めてということでしたが、金

属部品を３種類、２０個ずつ数えて封入するという作業を

体験して頂きました。作業や精神障害者にとっての居場所

の大切さについて寺出所長からご説明を頂きました。 

３．次に千歳船橋にある、下請け授産系の就労支援継続Ｂ型事

業所の「にゃんこの館」を見学しました。数種類の作業の

工程やミーティングの意義についてご説明を頂戴しまし

た。ここで当事者の方にご親族関連の急用の電話が入りま

して、にゃんこの館見学終了後お帰りになられました。 

４．３番目に上町にある、居場所的色彩が強い、就労支援継続

Ｂ型事業所「ハーモニー」を見学しました。駅そばでリサ

イクルショップも運営してはいますが、生活支援に力を入

れており、「いたいようにいられる」をテーマに活動して

いらっしゃいます。さまざまな自主製品を見せて頂きまし

たが、やはり秀逸なのは『幻聴妄想カルタ』で、自称「中

村さん」とおっしゃる利用者さんが幻聴の世界や、カルタ

の製作、さらには日々の当事者としての生活について詳し

く説明してくださいました。 

５．最後に進藤会長から、日本の精神保健福祉の歴史と世田谷

区の精神障害者施設の連携についてご説明申し上げ、感想

をお聞きしました。皆様初めて障害者施設をご覧になった

とのことで、新鮮な驚きを表明されたほか、Ｌ田中が途中

から「正常と異常の境目がわからなくなった」と感想を漏

らしていたのですが、最後に当事者の方のご説明を聞いて

「正常と異常の間に明確な協会はない。世界は一つなん

だ」との思いを強くされたようでした。お疲れ様でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ６月１日 ３３０－Ａ地区１０Ｒ合同正副幹事会報告      （Ｌ畠山） 

６月１日（金）原宿 南国酒家 迎賓館にて、１０Ｒリジ

ョン・チェアパーソン、１Ｚゾーン・チェアパーソン、２

Ｚゾーン・チェアパーソン、３Ｚゾーン・チェアパーソン・

会長・幹事・副幹事・次期幹事・次期副幹事と錚々たるメ

ンバー５３名で、東京神宮前ＬＣ 幹事吉田賀一Ｌの司会

で１０Ｒ合同正副幹事会がスタートしました。 

まず、はじめに開会の挨拶は我が東京世田谷ＬＣ幹事 

Ｌ亀川賢一が今年一年の正副幹事で勉強になった事など

ご自分の経験した熱い思いを話されました。大勢の前での

挨拶だったので多少緊張気味ではありましたが、流石、東

京世田谷ＬＣの幹事です、上手く乗り切ってご挨拶をされ

ました。 

次に各クラブの会長紹介があり第１０Ｒ八木原保ＲＣ

より今年１０Ｒは纏まりがあり、とても良かったと嬉しい

お話を頂きました。次に１Ｚ松浦ＺＣ、２Ｚ相野谷ＺＣ、

３Ｚ野々ＺＣと各ゾーン・チェアパーソンからご挨拶を頂

戴しました。次に各クラブ次期正副幹事の紹介を今期幹事

より紹介がありました。 

そして、ウィサーブを東京田園調布ＬＣ幹事、関 真一

郎Ｌのご発声にて楽しいひと時がスタートしました。大勢

でのウィサーブはとても気持ちが良いと感動しました。 

各テーブルとも段々盛り上がって行く中、（私たち東京

世田谷ＬＣは東京三軒茶屋ＬＣと同じテーブルで来期の

打合せなどで会話が盛り上がる中）各クラブの近況報告等

がスタートする事に成りましたが・・・東京恵比寿ＬＣ 奥

野Ｌの提案でいつも１Ｚからなので今回は３Ｚの東京自

由が丘ＬＣからご挨拶を頂くように、いつもの順番とは全

く逆にスタートしました（面白い発想だと感心しました）。

各クラブからの報告のあと、東京渋谷ＬＣ幹事 横河 明

紀Ｌの閉会の辞で合同正副幹事会も終わりと成りました。 

・・・やはり来期も正副幹事会は１Ｚと２Ｚは合同で３

Ｚは３Ｚだけで正副幹事会を開催する事に決定しました。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ ６月４日 東京キングＬＣ認証状伝達式参加報告       （Ｌ佐々木） 

６月４日（月）、明治記念館にて行われた東京キングＬＣ

認証状伝達式・祝宴へ伺いました。東京青年会議所新宿区

委員会ＯＢを中心とした、若手クラブの誕生です。東京Ｌ

Ｃをスポンサーとする兄弟クラブのご誕生を心よりお祝い

申し上げます。 

エクステンション副委員長の我らがＬ白石の先導で、認

証状・クラブ旗の入場です。国際協会の認証状は山浦国際

理事から大石ガバナーへ、そして同クラブ本田会長へと手

渡され、力強く「うぉー！！」。少し緊張なさっているよう

にも見えました。 

ガバナーより、メンバーへとラペルピン授与。全員で大

きく「ウィサーブ」。とても息の合った皆さんです。 

当クラブでは記念アクティビティとして、会員の献眼登

録。日本橋にボランティアスペースを作る計画。そして青

年会議所が関わっているわんぱく相撲へは、既に参加なさ

ったそうです。ボランティアスペースにつきましてはまた

機会を頂戴できましたらあらためて詳しく報告させて頂き

ます。 

新しい試みを載せて、キング＝第一人者として全員が立

ち上がる誓いの気持ちを間近で感じることができました。

同年代のライオンも多く、刺激を受けたことは言うまでも

ありません。兄弟クラブとして、これからお付き合いさせ

て頂ければ幸いです。今回の認証状伝達式に送り出してく

ださった東京世田谷ＬＣの皆様、ありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ ６月５日 東京三軒茶屋ＬＣ例会参加報告         （Ｌ佐々木） 

６月５日（火）銀座アスター三軒茶屋賓館で開催された東

京三軒茶屋ＬＣ例会へ伺いました。 

前回２月の合同例会の際には、受付のお手伝いとしてご挨

拶させて頂き、また複合地区ＩＴ委員長副委員長の藤村貞夫

Ｌには、いろいろなアクティビティでご一緒させていただい

ており、特に複合年次大会では他クラブの皆様へご紹介いた

だくなど、日頃より大変お世話になっております。「初めて

の例会訪問は、ご縁のある東京三軒茶屋ＬＣへお連れいただ

きたい」と進藤会長にお願いし、今回実現の運びとなりまし

た。 

合同アクティビティである、障害者施設見学ツアー来期予

定を確認し、今後もご協力いただけることとなりました。 

同クラブでは６月後半に南三陸へ今期最終例会となる移

動例会を予定していらっしゃるそうです。３月の当クラブの

南三陸ツアーでご一緒した藤村Ｌはこの日も南三陸写真集

をご持参し回覧していらっしゃいましたが、クラブの皆さん

で出向くのは震災後初めてだということです。 

会食の中で、花輪智史Ｌが面白い地図を見せて下さいまし

た。中国大陸から日本列島全体を見たもので、普段私達が目

にするものと上下が真反対に近い形になっています。なるほ

ど、日本という小さな島国があるお陰で、中国から太平洋に

出ていくのが大変邪魔な感じに見え、近隣諸国の海域がかな

り制限されるように感じる図でした。従来は日本が中心に置

かれた地図ばかり見てきましたので、視点を変えるだけでこ

んなに印象が違うとは、大変驚きました。 

この「小さくお邪魔な島国」に生まれ育った自分が、「小

さい人間」であっても、まあ仕方ないか！と、大きな気持ち

になりました（笑）。見る角度を変えると

いうこと、頭ではわかったつもりでおりま

したが・・・中々変えられていない自分に

気がついたように感じます。 

さて、釜山での国際大会では、多くの国

の皆さんから大きな何かを学べたら嬉し

いです。私の目に何が映るのか、このお話

を通じて大変楽しみになって参りました。 

花輪Ｌ、東京三軒茶屋ＬＣのみなさま。

楽しく大切なお時間をありがとうござい

ました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

☆ ６月６日 東京代官山ＬＣ講師例会参加報告         （進藤会長） 

さる６月６日（水）、東京代官山ＬＣがクラブ外からの

参加者も念頭に置いて 「初のビジネス講師例会」を試み

る、とうかがって、当クラブからは、亀川幹事、Ｌ佐々

木と会長Ｌ進藤の３名で参加してまいりました。 

会場は原宿の南国酒家本館の一室で、我々が到着した

時は理事会のさなかでしたが、来期のクラブ役員、年間

日程などについて審議されていました。 

１９時になりますと、コーチングをしていらっしゃる

講師の吉田忍様が到着されました。開会のゴング、国歌

君が代斉唱、ライオンズクラブの歌一番のみの斉唱、会

長挨拶に続いて、早速コーチングについて学びました。 

吉田先生によるとコーチングの定義は「目標達成に向

けて相手の自発的な行動を促進するコミュニケーション

技術」であり、アメリカで１９８０年代に３万人くらい

のコーチやマネージャーを対象に研究されて出来上がっ

てきたものが１９９７年に日本に輸入されたものなのだ

そうです。 

本来２００種類くらいのスキルがあって、習得に１０

００時間くらいかかるそうなのですが、この日は、部下

育成のための上手なパターンとしての３原則として「双

方向のコミュニケーション」「個別対応性」「継続するこ

と」の３点を具体例をもとにお教えいただきました。ま

た、会場との質疑応答も盛んに行われました。「コーチン

グとティーチングの違い」「プレイングマネージャーであ

りながら部下育成にかけるためには時間効率を高めるこ

と」「コーチングの結果なかなか成功が訪れないときはさ

らに細かく目標を分けるベビーステップ」など、詳しく

お教えいただき、毎日のビジネスの実践にも大変役立つ

と感じられました。 

会食中もたくさんの質問が出て活発に質疑応答がなさ

れたほか、少人数ながらも大変なごやかに懇親が行われ

ました。 

例会終了後、吉田講師と相野谷ＺＣと亀川幹事と４名

で一緒に二次会に行きまして、大変楽しく飲み、かつ歌

いました。東京代官山ＬＣの皆様、楽しい時間をありが

とうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤

☆ ６月８日 東京渋谷ＬＣＣＮ５５記念例会参加報告        （進藤会長） 

６月８日（金）、渋谷セルリアンタワーのボールルーム

にて開催された、東京渋谷ＬＣＣＮ５５周年記念の夕べに

亀川幹事とともに参加してまいりました。 

おなじ１０Ｒの先輩クラブで、東京ＬＣの直系子クラブ

ということで当クラブとは兄弟クラブの関係でございま

すが、皆様のご挨拶を拝聴させていただいて、「東京で３

番目（東京ＬＣ、新橋ＬＣ、渋谷ＬＣ・・・）にできたク

ラブ」「ガバナーを３名輩出し、さらに国際会長候補をも

輩出したクラブ」「現在も５８名ものメンバーを有し、活

発に活動を行っているクラブ」としてあらためて尊敬の念

を深く覚えました。 

クラブメンバーにはいわゆる有名人の方も多くいらっ

しゃいまして、クラブメンバーである石原伸晃Ｌからご挨

拶を頂いたり、やはりクラブメンバーである中村玉緒Ｌの

お祝いのお花を見て、感嘆致しました。 

東京渋谷ＬＣは毎年チャーターナイトを行っていらっ

しゃいまして、昨年のＣＮ５４記念例会にも参加させて頂

いたのですが、今回も華やかな式典の中で、きっちりとチ

ャーターの引き継ぎの儀式をおこなっているのを拝見し、

感動致しました。 

アトラクションでは、元ガバナー中野了Ｌをソングリー

ダーとして東京渋谷ＬＣのオリジナルソング「東京渋谷Ｌ

Ｃシャンソン」を東京渋谷ＬＣの皆様が斉唱されました。

また、東京三軒茶屋ＬＣの水谷力Ｌの奥様、ワレンチナ・

水谷さんがご登場。お美しい奥様がいらっしゃるとはかね

がね伺っておりましたが、むしろ迫力ある歌唱に衝撃をう

けました。それから、「アロハ等でお越しください」とい

うご案内のとおり、ハワイからのお客様のご挨拶やハワイ

アンのダンスの数々を楽しみました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑧

☆ ＴＵＴ ｅｘｃａｌｉｂｕｒｓ ライブ 参加報告        （Ｌ亀川） 

６月９日（土）１９時から、曙橋のライブハウス「バ

ックインタウン」にて、開催された、東京新都心ＬＣ会

長 池田謙司Ｌの所属するバンド「TUT excaliburs」が

ライブを行いました。当クラブの納涼例会にもお越しい

ただいたご縁もあり、進藤会長とともに参加して参りま

した。池田Ｌ以外のお三方は神戸大学在学中からバンド

活動を行っていて、途中中断したものの１０年前に活動

を再開、その時に池田Ｌが合流したとのこと。 

ライオンズからも、東京江戸川東ＬＣ茅島純一Ｌや市

川ＬＣ吉原稔貴Ｌ、津軽ＬＣ小山内金弥Ｌ、川越初雁Ｌ

Ｃ八木拓也Ｌ、さらにフィリピンから佐藤知穂Ｌなどが集結し、素晴らしい演奏とハーモニーを

満喫して、楽しい夕べを過ごしました。次回は９月１５日（土）神戸の沢の鶴記念館にてライブ

があるそうです。 

 

■ 行事予定 

 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  

 ６月２３日（土）～２６日（火）  釜山国際大会   於：韓国 釜山 

＜以下は次期の現時点での予定＞ 

 ７月１２日（木）18：30～７月第１例会（会長就任式）   於：目黒雅叙園 

 ７月２１日（土）17：00～７月第２例会（友好クラブ締結式・合同例会）於：箱根 富士屋ホテル 

■ 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。 

今回のニュースにも報告がありますが、先日、世田谷区三宿中学のビオ

トープメンテナンスのアクティビティをして参りました。  

過去に校庭に重機で池と水をくみ上げるための井戸を掘ったわけです

が、その井戸のポンプが目詰まりをおこしてしまい、水を吸い上げなくな

ってしまい、井戸の底を浚う意味で、また今回重機と井戸の下に降りる職

人さんとメンバーでメンテナンスを行いました。 

クラブからも若手中心（建設関係）のメンバーが集まり、皆得意分野と

あってか、ここぞとばかりに「よっしゃー」とスコップを持つ者（私含め）

や恐々と中を覗き込む者もいたりしました。誰？サダコもいた？（笑） 

メンバーみんなして汗を流し、昼食に皆で牛丼を食べ、無事にメンテナ

ンスを終えることができました。参加されたメンバーの皆さんも感じたと

思うのですが、この一体感を感じられる全員参加型のアクティビティ、本

当に素晴らしいものがあります。例会とのバランスもありますが、もっと

このようなアクティビティをＰＲすれば、さらに若手の会員増強に繋がる

ものと思います。参加された職人含めメンバーの皆様、本当にご苦労様で

した。                 

以上幹事Ｌ亀川でした。 


