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2012-2013年度  第２号                ２０１２年 ８月発行 

今年度スローガン 

見よう！聞こう！語ろう！奉仕の心！We Serve 

 

トピックス 

７月２１日に箱根にて３３０－Ｂ山梨アカ
デミーＬＣ・３３０－Ｃ川越つばさＬＣと３ク
ラブ友好クラブ締結式が無事執り行われ
ました。 

 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★８月９日（木）  

第 1184 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

納涼家族例会 

『ボクデン銀座』TEL. 03-3575-0900 

中央区銀座 8丁目 3番先 西土橋ビルﾙ 1F 

今期の納涼家族例会は、銀座の『ボクデン

銀座』にて韓国オリジナル料理をお楽しみ

いただきます。東京ではなかなか食べられ

ない産地直送活き手長タコが目玉料理で、

からいものが苦手な方もお楽しみいただけ

ること請け合いです。小さなお子様のため

のプレイルームも確保してありますので、

メンバーの皆様、是非ご家族同伴にてご参

加いただけますよう、お願い申し上げます。 

◎ビンゴを行います。おひとり様１つビン

ゴの景品をご持参くださいますよう、お願

い申し上げます。 

★８月２２日（水） 於：目黒雅叙園 

第 2回理事会  １７：３０～１８：２０ 

第 1185 回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

メンバースピーチ（予定） 
 

 

会長挨拶  

 今期がスタートし、早いもので１ヶ月が過

ぎました。７月の第１例会では伝統ある当ク

ラブの会長就任式が行われ、緊張と共に自身

の重責を実感する例会が終わり、ホッと一息

つくはずが・・・第２例会では箱根の湯本富

士屋ホテルにて、３３０－ＡＢＣ地区の垣根

を越えて、そして各地区の中でも年齢層の若

いクラブとして、当クラブの他に山梨アカデ

ミーＬＣ、川越つばさＬＣとの３クラブ友好

締結式が行われました。締結式に於かれまし

ては、各地区のガバナーと第一副地区ガバナ

ー全員に御出席いただきました事、大変恐縮

すると共に本当に感謝を申し上げます。また

当クラブの進藤前会長を含め、前期から締結

式当日までの準備等に御尽力いただきました

関係各位のおかげで本当に貴重な体験とメン

バー同士の友好がはかれました事を大変嬉し

く思います。このような素晴らしいスタート

を糧に今後の様々なアクティビティにも精力

的に取り組んで参

りたいと思います

ので、関係各位に

於かれましては、

益々の御支援・御

協力を賜ります様、

宜しくお願い申し

上げます。 
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 第１１８３回例会報告      ７月２１日      於 箱根湯本ホテル 

出席者 石上会長、L 阿部、L 福島、L 亀川、L 中村、L 西山、L 小野一郎、L 佐々木、 

L 進藤、L 須藤、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、L 岩瀬（新入会員）、幹事畠山、 

330-A 阿久津隆文ガバナー、第一副地区ガバナー鈴木定光 L、 

東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、大和リバティ LC 小野寺誠 L・鈴木薫 L、 

川越初雁 LC 八木拓也 L、メークアップ L 木下  

（出席者数１６名、ビジター６名、メークアップ１名、計２３名） 

330-B 佐藤精一郎ガバナー、第一副地区ガバナー川手寅平 L、 

山梨アカデミーLC 関係者、330-B 若獅子会関係者  

330-C 中村泰久ガバナー、第一副地区ガバナー大屋保 L、川越つばさ LC 関係者 
  

1 第１１８３回７月第２例会が、７月２１日（土）１７：

００より、箱根湯本富士屋ホテルにて開催されました。

この例会は、３３０－Ｂ第一副地区ガバナー川手寅平Ｌ

からの働きかけで、３３０－Ａ東京世田谷ＬＣ、３３０

－Ｂ山梨アカデミーＬＣ、３３０－Ｃ川越つばさＬＣの

３クラブ友好クラブ締結式と、それに引き続いて３３０

－Ｂ若獅子会合同懇親会を行うこととなりました。 

2 友好クラブ締結式は、湯本富士屋ホテル「白銀」の間に

て、３３０－Ｂ山梨アカデミーＬＣ幹事 中込潤一Ｌの司

会で執り行われました。まず、司会の合図に従って、各

クラブ三役がクラブ旗を携えて厳かに入場いたしました。 

3 開会のゴングを、山梨アカデミーＬＣの親クラブである

３３０－Ｂ南アルプスＬＣがクリスマス例会の時に行う

ように、各クラブの会長がそれぞれゴングを叩くという

方式で行いました。東京世田谷ＬＣ会長Ｌ石上真司、山

梨アカデミーＬＣ会長 塩田玉夫Ｌ、川越つばさＬＣ会長 

服部秀夫Ｌの順にゴングを鳴らしました。 

4 全員で国歌君が代斉唱、ライオンズヒム斉唱を行い、続

いてライオンズの誓いを全員で唱和いたしました。また、

３．１１東日本大震災の犠牲者と物故ライオンに黙祷を

捧げました。 

5 御来賓のご紹介を川越つばさＬＣ幹事 佐久間則幸Ｌが

行いました。本日は３３０－Ａ地区阿久津隆文ガバナー、

３３０－Ｂ地区佐藤精一郎ガバナー、３３０－Ｃ地区中

村泰久ガバナー、３３０－Ａ地区第一副地区ガバナー鈴

木定文Ｌ、３３０－Ｂ地区第一副地区ガバナー川手寅平

Ｌ、３３０－Ｃ地区第一副地区ガバナー大屋保Ｌがご紹

介されました。そのほかにも多数のご来賓がお越しにな

り、当クラブ関連では東京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌ、３
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３０－Ｂ大和リバティＬＣ小野寺誠Ｌと鈴木薫Ｌ、３３

０－Ｃ川越初雁ＬＣ八木拓也Ｌがお越しになりました。

皆様お忙しいところ誠に有難うございます。また、３３

０－Ｂ地区にイタリアから来日していたＹＥ生が紹介さ

れ、さわやかに挨拶されました。 

6 ここで、３クラブ友好クラブ締結式に移りました。すで

に山梨アカデミーＬＣと川越つばさＬＣは友好クラブ関

係にありますので、本日は東京世田谷ＬＣと山梨アカデ

ミーＬＣ、東京世田谷ＬＣと川越つばさＬＣの友好クラ

ブ締結式を行いました。まず、発起人として３３０－Ｂ

第一副地区ガバナー川手寅平Ｌから趣旨と経緯のご説明

を頂きました。前期３３０複合年次大会の時に、友好ク

ラブ締結の話が盛り上がったこと、東京世田谷ＬＣとい

う５０年に近い歴史を持ちながら世代交代が進んで若手

が活性化されているクラブと山梨アカデミーＬＣ・川越

つばさＬＣという新しく若手中心のクラブが友好クラブ

になる意義、また３３０複合地区で３つの準地区にまた

がって友好クラブ関係を築くことができるという意義を

ご説明頂きました。 

7 東京世田谷ＬＣ・山梨アカデミーＬＣ友好クラブ締結式

が執り行われました。東京世田谷ＬＣ石上会長と山梨ア

カデミーＬＣ塩田会長が友好クラブ締結書に署名し、続

いて３３０－Ａ地区阿久津隆文ガバナー、３３０－Ｂ地

区佐藤精一郎ガバナーが署名を行い、友好クラブ関係が

締結されました。 

8 続いて東京世田谷ＬＣ・川越つばさＬＣ友好クラブ締結

式が執り行われました。東京世田谷ＬＣ石上会長と川越

つばさＬＣ服部会長が友好クラブ締結書に署名し、続い

て３３０－Ａ地区阿久津隆文ガバナー、３３０－Ｃ地区

中村泰久ガバナーが署名を行い、友好クラブ関係が締結

されました。  

9 山梨アカデミーＬＣと川越つばさＬＣの友好クラブ締結

書も含めて３クラブの友好クラブ締結書を掲げて記念撮

影を致しました。 

10 ここでご来賓の３名のガバナーからご挨拶を頂戴しまし

た。３３０－Ａ地区阿久津ガバナーは本来ライオンズク

ラブはどこもクラブ同士友好であるが、３３０－ＡＢＣ

の３地区で友好クラブを結ぶということで意味があると

の意味づけを、３３０－Ｂ地区佐藤ガバナーからは友好

クラブ締結のあとが大切であるという戒めを、３３０－

Ｃ地区中村泰久ガバナーからはこの友好クラブ関係をぜ
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ひモデルとして全国に広げていってほしいとエールを頂

きました。 

11 続いて石上会長、塩田会長、服部会長の３名のクラブ会

長から会長挨拶を頂戴いたしました。皆様今回の友好ク

ラブ締結式にご尽力いただいた多くの方への感謝の念を

述べ、また各クラブの活動をきちんと行うとともに交流

を広げていきたいとご挨拶頂きました。 

12 ここで、東京世田谷ＬＣの新入会員として岩瀬潔様の入

会式が東京世田谷ＬＣ幹事Ｌ畠山の進行で、執り行われ

ました。まず、スポンサーとなるＬ田中から、岩瀬様と

は小田原在住の頃から１年違いで非常に仲の良い関係で

現在も仕事上で上司・部下の関係にあり、エイブルの一

つの支店長をお願いしているとご紹介がありました。阿

久津ガバナーに倣ってライオンズの誓

いが唱和され、東京世田谷ＬＣで復刻し

たばかりのラペルピンを阿久津ガバナ

ーからつけて頂き、ここに新入会員Ｌ岩

瀬潔が誕生しました。 

13 ライオンズローアを行いました。ライオンズローアでは、

阿久津ガバナー、佐藤ガバナー、中村ガバナー、鈴木第

一副地区ガバナー、川手第一副地区ガバナー、大屋第一

副地区ガバナー、それに石上会長、塩田会長、服部会長

が中心となってライオンズローアを雄々しく行いました。

友好クラブ締結式の閉会のゴングを開会時と同様、東京

世田谷ＬＣ石上会長、山梨アカデミーＬＣ塩田会長、川

越つばさＬＣ服部会長が鳴らして無事に友好クラブ締結

式は閉会となりました。 

14 続いて隣室の宴会場に場所を移して、３３０－Ｂ地区若

獅子交流会と合同の懇親会が、３３０－Ｂ地区 献腎・献

眼・骨髄移植委員会副委員長大津順一Ｌの司会により開

催されました。開会にあたって、３３０－Ｂ地区 第一副

地区ガバナー川手寅平Ｌから開会挨拶の前のお言葉を頂

戴し、開会のご挨拶は３３０複合地区 ガバナー協議会運

営委員会副委員長 倉田雅史Ｌから頂きました。 

15 ここで、若獅子交流会についてのご説明を、３３０－Ｂ

地区クラブサクセス委員会副委員長 嶋村裕二Ｌから頂

きました。若獅子交流会は３３０－Ｂ地区の７年前から

存在する青年アカデミー委員会もしくはそれに相当する

青年と名のつく委員会のＯＢで構成され、クラブの垣根

を越えた交流を行うことで若手の活性化を図る会で毎年

開催されているとのこと。この若獅子交流会に合わせて

若手が特に頑張っている３３０－ＡＢＣの３クラブの友
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好クラブ締結式が執り行われたことは、大変意義深いも

のだと感じました。 

16 若獅子交流会の中では単なる交流だけでなく、ワークシ

ョップが開催されました。３３０－Ｂ地区中長期ビジョ

ン委員会副委員長 佐藤和也Ｌからワークショップの進

め方についてご説明を頂き、３３０－Ａ地区阿久津ガバ

ナーからその場で話し合うテーマを「若手からのライオ

ンズへの期待や注文」という形で頂いてテーブルごとに

懇親を深めながら語り合うという形式となりました。 

17 ご来賓の３３０－Ａ地区 第一副地区ガバナー鈴木定光

Ｌと３３０－Ｃ地区 第一副地区ガバナー大屋保Ｌから

ご挨拶を頂戴致しました。続けて３３０－Ｂ地区ＬＣＩ

Ｆ･人道支援･震災復興委員会委員 遠藤秋彦Ｌに高らか

にウィサーブのご発声を頂きました。 

18 会食および懇親は和やかに行われ、テーブルごとの話し

合いのほか、あちこちで名刺交換や写真撮影など行われ

活発な交流が行われました。当クラブからは友好クラブ

となった２クラブにこの日のために製作した復刻版クラ

ブバッジとバナーを贈呈いたしました。 

19 概ね会食も終わりかけたころ、３３０－Ｂ地区クラブサ

クセス委員会委員長 村井廣司Ｌの進行で各テーブルか

らの発表が行われました。 

20 ここで全員が経って輪を作り「また会う日まで」を皆様

で一緒に歌い、３３０－Ｂ地区地区 献腎・献眼・骨髄移

植委員会委員長 星田信之Ｌの閉会のご挨拶で無事に閉

会となりました。参加された皆様、そして今回の友好ク

ラブ締結式にご尽力いただいた、とくに３３０－Ｂ地区

の皆様、誠に有難うございました。 
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 第２回障害者施設見学ツアー報告  ８月６日      於 区内障害者施設 

出席者 L 進藤、当事者２名、家族４名             （計７名） 
  

１．８月６日（月）今期第２回障害者施設見学ツアーを実

施致しました。今期も東京三軒茶屋ＬＣとの共催事業

で毎月１回、計１２回実施するうちの第２回です。今

回は開始直前に雨が降ったのですが、東急田園都市線

用賀駅改札にて集合致しました。本日はキャンセルや

突然の参加があって、ライオンズメンバー１名と、当

事者２名、家族３名の計６名で出発しました。 

２．最初に用賀駅そばの、下請け軽作業を大量に行うこと

で２年間で一般企業への就労をめざす就労移行支援事

業所『Ｔ＆Ｅ企画』に向かいました。大雨で雨漏りが

あったとのことで転居することになり、ちょうど物件

が見つかってその準備もあって忙しいとのことで、サ

ービス管理責任者の葉山さんから説明を伺いました。

２３名程度が所属していますが、１年間に約３５名が

卒業し、７～８名が一般就労するとの説明で、その回

転の速さに驚きました。一般就労の訓練のためには病

気や障害があっても社会に合わせていくための訓練が

必要との言葉に参加者は大いにうなづきました。 

３．Ｌ進藤の運転で若林に移動し、就労継続支援事業所『藍

工房』を次に見学しました。ここから、別の家族１名

が参加し、計７名となりました。藍工房では藍染め・

刺し子・機織りの部屋を見学させて頂きました。技術

的な説明に加え、作品が売れたところで工賃が発生す

る仕組みや、注文生産を行う困難さなどの説明もうけ

ました。 

４．最後に下高井戸の、当事者の力を最大限に活用した居

場所兼相談場所である地域活動支援センター『地域生

活支援センターＭＯＴＡ』に移動しました。時間の関

係もあり、４名の方が途中で帰られて最後は参加者２

名になったのですが、ＭＯＴＡの当事者の方がライオ

ンズについてもよくご存じで、さらに施設の説明もし

てくださり、大変居心地良く過ごすことができました。 

５．最後にＬ進藤から障害者自立支援法や区内施設の説明

を行い、終了しました。この日は当事者の方から「相

談員に言われてとりあえず来てみたけど予想以上に楽

しかった」との感想を頂きました。次回は９月４日（火）

の予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆７月２４日ゴルフ同好会参加報告               （Ｌ村井）  

７月２４日、裾野カントリー倶楽部にて開催されたゴル

フ同好会にひさびさに参加しました。最近は不景気と忙し

さで仕事でもほとんどゴルフをしなくなり、ゴルフ同好会

も約１年ぶりの参加でした。 

全部で３組１２人の参加でした。自分のところの組み合

わせ表を見ると、石上会長、Ｌ吉崎、Ｌ亀川、そして私Ｌ

村井というメンバーでした。このメンバーなら勝負に徹す

るよりも楽しく廻ればいいやと思っていましたら、なんと

「ハンデキャップ３８（驚！）」このハンデなら、もしか

したら優勝も狙えるかも・・・と、わくわくしながらスタ

ートしました。 

このメンバー（石上会長、Ｌ吉崎、Ｌ亀川）も調子が良

い感じで、予想していたよりも皆さん真剣にゴルフをやっ

ていましたので、自分も下手ではありますが、ＯＢや池ポ

チャそしてバンカーと一通り苦難を経験しましたが、終わ

ってみたら１０５！ 

「こりゃ、いけるかも、ウッシシ・・・」とほくそ笑み

ました。 

そして、いよいよ結果発表の時となりました！ 

やったー、初優勝！ 

優勝者の弁では「メンバーには恵まれなかったんですけ

ど、ハンデに恵まれて・・・」とつい本音が！！いや、石

上会長、Ｌ吉崎、Ｌ亀川、皆様のおかげですよ。そして同

好会の皆様、久々に参加させていただき、優勝までさせて

もらいありがとうございました。 

また、次回も参加させていただきます。 

  

最後に、・・・・・「ハンデ減らさないで～♪」。（笑） 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆７月２７日青年アカデミー委員会参加報告             （Ｌ手塚）  

さる７月２７日（金）、キャビネット事務局において行われた第１回青年アカデミー委員会に

出席して参りました。７月２３日のキャビネット会議後にも集まりはしましたが、そのときはお

よそ３０分くらいの開催でしたので、今回が実質第１回目の開催となりました。 

今回、初めての委員会等に参加させていただくことになった私は、キャビネット事務局の場

所すら知らず、少し緊張しながら行ってきました。この委員会は今期から立ち上げられた委員会

ですので、まずは、委員長の戸部研一Ｌより趣旨の説明がありました。具体的には、若手メンバ

ーの参加意識の向上、将来のリーダー育成、若手のフォロー等をセミナーや若手フォーラムを開

催しメンバーの若手を中心とした横系列の情報ネットワークを構築する。また、Facebook など

を活用しスピード感のあるつながりを考えており、すでに青年アカデミーの Facebook 上でのグ

ループも立ち上がり、活動を始めております。 

青年アカデミー委員会のメンバーは１９人、会員増強委員会についで２番目に人数の多い委

員会です。そのメンバーの方たちも様々で事前に聞かされていた通りキャラクターの濃い方たち

が多く、まだ、顔見知り方が少ない自分は、最初はなかなか会話にも参加できませんでしたが、

みなさん良い方ばかりで二次会にも参加し少し打ち解けることが出来ました。自分のキャラが濃

くなるとは思いませんが、活動内容も含め楽しそうだな～と思いました。 

若手を中心にこれからのライオンズの活動についてやあり方になどについても話し合って行

ける場として他の委員会メンバーも考えていらっしゃるようです。当クラブのメンバーの皆様に

おかれましても趣旨をご理解の上、今後の活動につきましても見守っていただき、時には、ご意

見を頂ければ幸いです。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ ７月２９日南三陸町福興市参加報告               （Ｌ亀川） 

さる７月２９日（日）６回目の宮城県南三陸町視察に、

Ｌ進藤、市川ＬＣ吉原Ｌと共に行って参りましたのでご報

告申し上げます。Ｌ進藤は１３回目、吉原Ｌは確か８回目

の視察になります。 

今回の目的は、南三陸志津川ＬＣ前会長幹事に、最終例

会に来て頂いたお礼と新会長へのご挨拶、そしてもう一つ、

同じく最終例会で歌って頂いた南三陸町出身の女性シン

ガーMiki・Baby が当日福興市に出演するとの事でそのお

礼と応援を兼ねての訪問でした。 

東北新幹線でくりこま高原駅に着くと、いつものように

駅のレンタカーを借りて南三陸を目指すのですが、ここで

さすが１３回も来ているＬ進藤、レンタカーの女性従業員

に「いつも有り難うございます」と声をかけられていまし

た。そしてＬ進藤の運転で、ナビも見ずに迷うことなく南

三陸町に着きました（笑）。 

最初に福興市に向かったのですが、前回までとは場所が

変わり、仮設商店街（南三陸さんさん商店街）の隣で開催

されていました。まず、さんさん商店街でパン屋を経営さ

れている阿部雄一新会長のもとにご挨拶に伺い、同じく商

店街で写真館を経営されている佐藤前幹事にもご挨拶に

伺いました。途中ご家族で訪れていた小坂前会長や、また

南三陸グッズの仕入れで大変お世話になりました及川善

祐Ｌにもお会いすることができ、ほぼ今回の目的は達成で

きました。市川ＬＣの吉原Ｌもジョージ文庫の打ち合わせ

を阿部雄一新会長とまた児童文庫担当である衣料店経営

の阿部英世Ｌと行うことができ、こちらも目的達成できま

した。来て初めて知ったのですが、南志津川ＬＣのコンテ

ナハウスはより市街地に移転しているとのことで、ライブ

のあとで見学させて頂きましたが、まだ周りには瓦礫の山

がありました。 

さて、Miki・Baby のライブの時間まで福興市で各店舗

を見て回りました。いそひよ応援団の鈴木清美さんにお会

いしたり、遠く東京から駆け付けた把瑠都たち力士による

餅まきも見ることができたのですが、その間もＬ進藤、食

べる・食べる・食べる！「いったい何食食べるのだろうか？

（笑）」ご本人いわく、「全店舗食べつくす事も復興支援だ

～」と申しておりましたが、確かにそう思いますが何事に

も限度があります（笑）。お腹も満腹になったところで

Miki・Baby のライブの時間になりました。会場の最前列
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に陣取り、東京からの追っかけの如く声援を送り、最終例

会ではアナウンスだけで終わりました新曲「Shizugawa」

も披露され、アンコールが出るなどの大声援のもとライブ

も大成功に終わりました。 

会場には以前お会いした Miki・Baby のお母さんもいら

っしゃっていて「是非、私たちの住んでいる仮設住宅に来

てください」という事で厚かましくも急遽お邪魔する事に

なりました。Miki・Baby のご両親が住まわれている仮設

住宅の第一印象は、２ＤＫの作りでさほど不便さは感じら

れなかったのですが、アパート暮らしに慣れている都会の

人とは違い、やはり隣人の話し声などは筒抜けらしく気に

なるとの事でした。 

最初は２年間限定での仮設住宅でしたが、町が消えてし

まった今、家も職も失い、就職のめども立っていないとい

う方々がほとんどで、入居期間が１年期間延長されたそう

です。しかし現状をみると最低でも５年間の延長は必要で

はないかと思いました。 

さらにご両親から、海に近いところの住民は津波が来る

と分かっており、早々と避難できたが、「ここまでは来な

いだろう」と海から遠い所に住んでいた人ほど津波に浚わ

れてしまったなど、震災当時の生々しいお話を伺う事が出

来ました。そして我々３人は帰路に着きました。 

瓦礫などの震災の爪後は徐々にですが片付いています。

復興も徐々にですが進んでいるように思われます。でも私

が思う事は震災から１年半が経とうとしている今、正直ま

だここまでしか進んでないのか？というのが率直な気持

ちです。何が障害になっているのかを国民皆で考えなくて

はならないのではないかと思います。 

今回お誘い頂いたＬ進藤、市川ＬＣの吉原Ｌ、大変あり

がとうございました。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ ① 

☆ ７月２３日 キャビネット会議報告        （Ｌ進藤） 

今期１０Ｒ２Ｚのゾーンチェアパーソン（ＺＣ）を務め

ておりますＬ進藤です。７月２３日（月）、初めてのキャビ

ネット構成員として第１回キャビネット会議に参加いたし

ました。第１回ということもあり、構成員だけでなく、キ

ャビネット役員、複合役員も参加するので３５７名もの大

勢の参加に圧倒されました。 

 今度のハンブルグ国際大会で第２国際副会長に立候補さ

れる山田實紘Ｌのご挨拶のほか、今期新設されたオリンピ

ック・パラリンピック招致委員会、青年アカデミー委員会

のご紹介がありました。 

 今期は当クラブから複合エクステンション委員Ｌ福島、

キャビネット副幹事Ｌ山本、広報委員会副委員長Ｌ桂、Ｉ

Ｔ合理化・事務局緊急対応委員会副委員長Ｌ木下、緊急ア

ラート委員会委員Ｌ亀川、青年アカデミー委員会委員Ｌ手

塚、エクステンション委員会委員Ｌ佐々木とＬ田中、それ

にＺＣとしての私Ｌ進藤と９名の役員が参加しております。

キャビネットとクラブを委員会もとおして様々な形でつな

いでいければと思います。 

 キャビネット会議のあとは大規模な懇親会で多くの方と

名刺交換をさせて頂きました。外務省の方が来られてオリ

ンピック招致の話をされて、キャビネット会議中の石原都

知事のビデオレターと合わせ、来年までの世論の高まりが

大切だということが重々伝わってきました。オリンピック

招致バッジを帯同するなどで協力したいと思いました。 

☆ ７月２４日東京神宮前ＬＣ例会参加報告           （Ｌ進藤） 

 ７月２４日（火）昼には原宿南国酒家にて開催された東

京神宮前ＬＣ例会に訪問させて頂きました。「ＺＣはクラ

ブとキャビネットをつなぐ役割」に加え「会員増強につい

ても役割がある」と申し上げましたところ、会長福永栄次

郎Ｌより東京神宮前ＬＣが地域密着的クラブであること、

メンバー数がここ数年増減していないことなどを教わり、

そして会員増強は大きな課題であると伺いました。「やは

り若い人に入会してもらいたい」と切実なお言葉を頂きま

した。東京神宮前ＬＣの主たるアクティビティは盲導犬育

成募金で、すでに１０月２７日（土）と日付が決定してお

りますので、参加を約束して参りました。東京神宮前ＬＣ

の皆様、有難うございました。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ ② 

☆ ７月２５日 ＺＣ全体会議参加報告               （Ｌ進藤） 

 ７月２５日（水）にＡＰ西新宿にて開催されたＺＣ全体

会議に参加して参りました。キャビネット会議を受け、Ｚ

Ｃからゾーン内各クラブに正確に情報が伝わるようにと

今期新設された会議です。凝縮されたキャビネット会議の

要約報告をもとに様々な質疑応答が行われました。ＺＣの

役割、ＲＣの役割、協賛金と拠出金の違いなどを確認した

ほか、１０月８日予定のライオンズデーのアクティビティ

の内容などについても活発に質問が飛び交いました。私も

素朴ながらキャビネット会議の運営の仕方について「質疑

応答よりも前に採決があるのはなぜか」と率直に質問させ

て頂きました。それでもキャビネット会議は資料の縮小化、

今回もまぎれのありそうな委員会提案については質疑応

答をきちんと行うなど工夫がなされつつあると伺いまし

た。会議の後は懇親会に一部参加し、多くの方と意見交

換・交流をすることができました。 

☆ ７月３０日 第１回ガバナー諮問委員会報告           （Ｌ進藤） 

 ７月３０日（月）に原宿南国酒家にて第１回ガバナー諮

問委員会を開催致しました。当クラブの所属する１０Ｒで

は、慣例として第１回と最終回の諮問委員会はリジョン合

同でリジョン選出のキャビネット役員の皆様もお呼びし

て開催されます。１０ＲＲＣ中江勁Ｌ、１０Ｒ１ＺＺＣ青

木秀壽Ｌ、１０Ｒ３Ｚ中村善子Ｌと相談しつつ準備を進め、

資料をＡ４表裏１枚と１０Ｒ選出役員一覧のみと最小限

にして当日を迎えました。協賛金における家族会員の扱い

について質問を頂き、クラブごとに決定して良いとのご報

告を致しました。また大会参加委員会よりハンブルグ国際

大会の告知と代議員派遣の要請を頂きました。クラブから

の情報提供も頂き、当クラブからは石上会長が３クラブ友

好クラブ締結式について情報提供しました。諮問委員会が

つつがなく終わったのち、懇親会を開催し、各委員会から

情報提供を頂きました。当クラブからも青年アカデミー委

員会について若きＬ手塚がきちんと情報提供をして、「ま

さに青年アカデミー、がんばっている」とのお褒めの言葉

を頂戴していました。 

 第２回、第３回の諮問委員会はゾーン内で行う予定です。

どうぞよろしくお願いいたします。 
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■ 行事予定 

８月 ９日（木）18：30～ ８月第１例会（納涼家族例会）       於：ボクデン銀座 

８月２２日（水）18：30～ ８月第２例会               於：目黒雅叙園 

９月 ４日（火）13：00～ 第３回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

９月１４日（木）18：30～ ９月第１例会               於：目黒雅叙園 

９月の週末（詳細は未定） 潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（稲刈り） 於：潮来 

９月２６日（水）18：30～ ガバナー公式訪問（例会振替）       於：シェラトン都ホテル 

 

■ 幹事 畠山より一言  

  

 

 

 

 世田谷ライオンズクラブの皆様、何時もお世話になっております。  

今期、幹事になりましてもう１ヶ月が過ぎました。 

（いろいろと慣れない事ばかりなので…あっと言う間でした。）  

会長就任例会が無事に終わったと思えば･･･７月第２例会は３クラブ友好

クラブ締結式＆合同例会が開催されました(３３０Ａ地区世田谷ＬＣ・Ｂ

地区山梨アカデミーＬＣ・Ｃ地区川越つばさＬＣ）。締結式の体験と石上

会長の素晴らしい挨拶に圧倒されてしまい、入会式の司会進行役ではとて

も緊張してしまい言葉に詰まってしまいました（笑）。 

そして気が付くと８月の納涼家族例会の準備などで慌ただしい毎日が

過ぎていました（納涼例会では理事会にてメンバー全員の承認を取らない

で行動いていた事に反省しています）。そんな時、石上会長を筆頭に進藤

前会長、亀川前幹事などが相談にのっていただいたので頑張ろうと言う気

持ちに再び思いました。例会以外でのコミュニケーション（飲み会やＳＮ

Ｓ）を取る機会が有るのでとても安心です。 

世田谷クラブメンバーもキャビネット等で活躍されているので、幹事と

して今期一年、「気合いと絆」で頑張ろうと再度決意しました。 

 2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山 


