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2012-2013年度  第６号                ２０１２年 １０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 
 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★１０月１１日（木） 於：目黒雅叙園 

第 4回理事会  １７：３０～１８：２０ 

第 1188 回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

薬物乱用防止教室練習例会 

翌日の池尻小学校における薬物乱用防止教

室の練習として、ご出席される皆様に寸劇

の練習をして頂きます。いつでも寸劇がで

きますよう、積極的にご参加のほどよろし

くお願い申し上げます。 
 

★１０月１２日（金） 於：池尻小学校 

薬物乱用防止教室１３：１５～１４：５０ 

集合 １２：３０ 

池尻小学校６年生を対象に薬物乱用防止教

室を行います。例年同様、５・６時限を用

いて、５時限目は講義、６時限目は寸劇形

式で開催します。メンバーの皆様におかれ

ましてはふるってご参加いただきたく存じ

ます。 
 

★１０月２５日（水） 於：目黒雅叙園 

第 5回理事会   １７：３０～１８：２０ 

第 1189 回 例 会 １８：００〜２１：００ 

メンバースピーチ 
緊急アラート委員会委員 L 亀川に１０月２

０日の女川秋刀魚収穫祭を中心にお話し頂

く予定です。 

 

会長挨拶  
 いよいよ秋らしく涼しい季節となりました。

昼夜の気温の変化に戸惑う日も多々あるかと

存じますが、皆様いかがお過ごしでしょう

か？ 

さて、今月（１０月）はライオンズ奉仕デ

ーを含めまして、様々なアクティビティが各

所で行われますので、メンバーをはじめ関係

者の皆様に於かれましては各々で御活躍され

る事と思います。当クラブでも１２日（金）

には池尻小学校に於いて６年生を対象の授業

とした「薬物乱用防止教室」を行います。今

回が連続７回目となりますが、過去６回の授

業を受けた子供達が、ちょうど、今では高校

生から中学生の６学年になるわけで・・・当

クラブとしても継続して行ってきたアクティ

ビティが多感な年代の子供達に必ずや活かさ

れるものと信じ、または願い、今後とも奉仕

活動に努めたいと思います。季節がら体調を

崩しやすい時期でもありますが、皆様にはお

体にご自愛いただき、アクティビティ等に御

協力くださ

います様、宜

しくお願い

申し上げま

す。ありがと

うございま

した。
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 第１１８７回例会（ガバナー公式訪問合同例会）報告 ９月２６日 於 ｼｪﾗﾄﾝ都ﾎﾃﾙ 

出席者 石上会長、L今尾、L磯辺、L岩瀬、L亀川、L桂、L木下、L小塚、 

L宮崎宏之、L西山、L老田、L小野一郎、L佐々木、L進藤、L白石、L須藤、 

L田中、L山本、L吉崎、幹事畠山、 

メークアップ L手塚  （出席者数２０名、メークアップ１名、計２１名） 
  

1 第１１８７回９月第２例会（１０Ｒ合同ガバナー公式訪

問合同例会）が、９月２６日（水）１８：００より、シ

ェラトン都ホテル「醍醐」にて開催されました。１０Ｒ

では、ガバナー公式訪問合同例会では各クラブ会長に

様々な役を分担して頂くことになっております。東京

代々木ＬＣ第一副会長 吉田剛Ｌの司会のもと、第１部公

式訪問が開始されました。東京渋谷ＬＣ会長 平山晋Ｌに

開会の辞を述べていただき、東京原宿ＬＣ会長 小栗雅恒

Ｌに開会のゴングを鳴らして頂き、そして全員で国歌君

が代・ライオンズクラブの歌を斉唱しました。 

2 東京恵比寿ＬＣ会長 広瀬正Ｌのナレーションのもと、前

回のガバナー公式訪問からご逝去された７名のメンバー

と志なかばにしてお亡くなりになった全世界の先達ライ

オン、そして東日本大震災の被災者のご冥福を祈り、黙

祷をささげました。  

3 ご来賓のご紹介を当クラブ石上会長が行いました。３３

０－Ａ地区阿久津隆文ガバナー、キャビネット幹事 梶原

正和Ｌ、キャビネット副幹事 山本康弘Ｌをお迎えし、ま

た元地区ガバナー・名誉顧問 中野了Ｌ、３３０複合ＧＭ

Ｔコーディネーター 日下勲Ｌをはじめとして、複合地

区・３３０－Ａ地区の役員の方々にご臨席賜りました。

参加者は１Ｚの５クラブ、２Ｚの６クラブ、３Ｚの６ク

ラブ・各クラブ事務局員を合わせて１９０名が参加いた

しました。皆様ご多忙のところ誠に有難うございました。 

4 ここでお忙しい中ご訪問頂いた阿久津ガバナーに対して

の歓迎の言葉を１０Ｒリジョンチェアパーソン 中江勁

Ｌが述べられました。 

5 阿久津ガバナーからご挨拶を頂きました。阿久津ガバナ

ーは３３０－Ａ地区が前期６０名以上の純増となってい

ること、７月８月を終えて５０００名を超えていること、

そして１０Ｒは２４名いる地区委員会委員長のうち３名

を輩出していることなどをまずお話しされました。そし

て、今期はクラブで困りごとがあった時にはＺＣを通じ
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て関連の委員会に相談してくれればすぐに委員会が出張

して相談にのる旨、お約束されました。 

6 阿久津ガバナーから各クラブ会長にバッジとバナーの贈

呈が行われました。時間短縮のため、各ゾーンを代表し

て１Ｚは東京渋谷ＬＣ会長 平山晋Ｌ、２Ｚは東京神宮前

ＬＣ会長 福永栄次郎Ｌ、３Ｚは東京シティＬＣ会長 重

信眞一Ｌが登壇し、ガバナーからバッジを頂きました。

続いて各クラブからガバナーでクラブのバナー・バッジ

の贈呈が行われました。１Ｚを代表して東京原宿ＬＣ会

長 小栗雅恒Ｌが、２Ｚを代表して東京代官山ＬＣ会長 

栗田久永Ｌが、３Ｚを代表して東京さぎそうＬＣ会長 戸

谷賢治Ｌが登壇してガバナーにゾーンごと各クラブのバ

ッジとバナーをお渡しいたしました。 

7 続いて、前回の公式訪問からの１年間で入会された新入

会員の方１５名が紹介されました。当クラブからも、Ｌ

佐々木、Ｌ杉内、Ｌ東村、Ｌ田中、Ｌ岩瀬の５名のうち、

Ｌ佐々木、Ｌ田中、Ｌ岩瀬の３名が出席して登壇し、阿

久津ガバナーから記念バッジを頂戴致しました。１０Ｒ

全体では２９名もの新入会員がいて、うち当日入会式と

なった東京玉川ＬＣ藤村いずみＬと宝亀克寿Ｌ，東京シ

ティＬＣの植草正利Ｌが登壇し、阿久津ガバナーに倣っ

て「ライオンズの誓い」を唱和し、ライオンズバッジを

胸につけて頂きました。 

8 ここで、１０月８日のライオンズデーに向けて、各クラ

ブからの協賛金を目録の形で１０ＲＲＣ中江勁Ｌより阿

久津ガバナーに贈呈いたしました。 

9 東京山手ＬＣ会長 田中有序Ｌが閉会のゴングを打ち鳴

らし、第１部のガバナー公式訪問は終了致しました。 

10 予定よりも少し時間が早く終了しましたため１５分の休

憩をとり、１９時ちょうどから第２部の懇親会が東京成

城ＬＣ会長千原曜Ｌの司会のもと執り行われました。 

11 まず、ＧＭＴコーディネーター日下勲Ｌに開会のご挨拶

を頂き、元地区ガバナー・名誉顧問の中野了Ｌに「中野

式ウィサーブ」で乾杯のご発声を頂き、懇親会が始まり

ました。 

12 会食にうつりまして、最初に、ＩＴ合理化・事務局緊急

対応委員会委員長向井忠義Ｌから３３０－Ａ地区ホーム

ページについてプロジェクターを用いてご説明頂きまし

た。 
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13 会食中、阿久津ガバナーが各テーブルを回り、テーブル

ごとに記念写真を撮影いたしました。 

14 テールツイスターの活躍の時間は、東京代官山ＬＣ会長

栗田久永Ｌ、東京シティＬＣ会長重信眞一Ｌ、東京玉川

ＬＣ会長谷井和男Ｌにお願いいたしました。横綱の綱に

関することや年間ゴルフの回数などの話題が提供されま

した。ありがとうございました。 

15 各クラブから出席率の発表を行いました。当クラブから

はＬ吉崎が発表いたしました。在籍者数４３名、不在会

員２名、終身会員５名、出席２０名、メークアップ１名

で出席率は５８．３％でした。 

16 閉会のご挨拶とゴングを東京三軒茶屋ＬＣ会長水谷力Ｌ

にお願いいたしました。閉会のゴングののち、全員で輪

になって「また会う日まで」を歌いまして、無事にガバ

ナー公式訪問合同例会はお開きとなりました。皆様有難

うございました。 
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 ５０周年記念式典実行委員会報告       ９月２８日   於 神興建設 

出席者 石上会長、L藤原、L磯辺、L亀川、L諸見里、L西山、L進藤、L白石、 

L須藤、L鈴木、L山本、L吉崎、幹事畠山       （計１３名） 
  

１．当クラブ５０年の節目にあたるチャーターナイト記念

式典を有意義なセレモニーとするために、２０１３年９

月２８日に開催される記念式典の丁度１年前となる日

に第１回実行委員会が開催されました。 

 

２．ＣＮ５０周年準備委員会実行委員長に指名されていた

Ｌ鈴木よりご提案があり、ＣＮ４５周年式典の際に会長

を務め、今期キャビネット副幹事も務めるなど他クラブ

との交流経験豊富なＬ山本が５０周年実行委員長に推

薦され、実行委員会に於いて承認されました。 

 

３．Ｌ山本から４５周年記念式典当時の打ち合わせ記録、

プログラム、収支報告等の資料が配布され、式典の開催

概要について検討致しました。まず基本事項として以下

の２点を確認しました。 

① 開催日 ２０１３年９月２８日（土） 

② 場 所 目黒雅叙園 舞扇 

  当クラブ例会場である目黒雅叙園の宴会場「舞扇」を仮

押さえしており、５００名収容可能の部屋ですが相応の

お値段でしたので、終日お借りする場合と午後４時から

お借りする場合を検討しましたが、式典前の準備リハー

サルなどを考慮して、終日借りる方針となりました。尚、

目黒雅叙園より正式な見積書を受領し、収支予算を理事

会で検討した上で、会場の正式決定となります。 

 

４．式典の基本コンセプトは、前回好評だった４５周年式

典の方針を基本的に踏襲し、できるだけ余計なセレモニ

ーを設けず、シンプルながらもメンバーの手作り感が伝

わる式典を心掛けようということになりました。また、

発表アクティビティの共有、記念誌の作成について、お

土産などの確認を行いました。 

 

５．案内状の作成や他クラブへのＰＲのための例会訪問等、

式典に向けて多岐にわたる業務を効率的に処理するた

めに、今後は役割分担を決めるステップとなります。ご

来場のお客様に満足頂けるチャーターナイトの実現の

ために、メンバーの皆様のご協力を宜しくお願い申し上

げます。 
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第４回障害者施設見学ツアー報告      １０月４日 於 区内障害者施設 

出席者 L進藤、当事者３名、家族２名              （計６名） 
  

１．１０月４日（木）、東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティ

ビティである、第４回障害者施設見学ツアーが実施され

ました。前夜の大雨が嘘のように晴れあがり、当クラブ

メンバー１名のほか、当事者３名と家族１名の予定でし

たが、前回の見学ツアーに参加されたご家族が突然集合

場所にお越しになり、急遽参加されることとなりました。 

２．１３時に小田急線成城学園前駅改札口に集合したのち、

仙川沿いの地域活動支援センター『陽だまりの庭』を見

学しました。閑静な住宅街の一角にある瀟洒な一戸建て

である『陽だまりの庭』は公園清掃以外は特に工賃の出

る作業はない、居場所的な空間で、様々なプログラムが

行われています。この日はネイティブの先生をお呼びし

て英会話を行うとのことでした。参加されていた当事者

の方が利用希望を申し出て、その場で体験参加の日が決

まるというスピーディーな流れとなりました。 

３．Ｌ進藤の運転する車で上馬に移動して、就労移行支援

／就労継続支援Ｂ型事業所『Navioけやき』を見学しま

した。「就労」に目標を絞った施設で、この日は封筒へ

のあて名貼り作業、中古ゴルフボールの仕分け封入作業

が行われていたほか、印刷編集などの作業、さらにはク

ロネコヤマトのメール便などの作業があります。世田谷

区の複数のクラブがこの施設に手帳の印刷をお願いし

ています。就労移行支援プログラムでは企業と連携して

の実習も行われているそうです。ツアー参加者は触発さ

れて、障害者雇用に向けての討議を真剣に行いました。 

３．最後に梅丘に移動して、就労継続支援Ｂ型事業所『Crazy 

Cats』を見学しました。ステージを持ち音楽活動を媒介

に外部との交流を行うことで始まったこの施設は、交流

で刺激を受けて自然に卒業できる元気な利用者たちが

卒業することで少し変化し、きちんと個別支援を行う必

要性が出てきたり、内職的な作業や基礎音楽講座などの

様々なプログラムをとりいれたとのことです。障害者施

設も年月の経過とともに変容・進化していくことが実感

できました。 

４．『Crazy Cats』のライブスペースの一部をお借りして、

精神障害者にまつわる歴史と世田谷区のネットワーク

のご説明を致しました。参加者より「ツアーに来なけれ

ばわからないことがたくさんあった」とのお言葉を頂き、

事業の有効性も感じることができました。次回は１１月

２日の予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ ９月２８日 ＬＣＩＦセミナー参加報告             （Ｌ進藤） 

さる９月２８日、明治記念館にて３３０－Ａ地区ＬＣＩ

Ｆセミナーが開催され、当クラブからはＬ進藤が参加しま

した。ＬＣＩＦ資金開発 オセアル担当課長 田辺憲雄 様

に「ＬＣＩＦの献金と交付金」というテーマでＬＣＩＦ交

付金申請について具体的にご説明を頂きました。また、東

京ＬＣで実施されたフィリピンでのアクティビティにおけ

るＬＣＩＦの活用、さらにこれから東京ウィルＬＣで実施

予定のアクティビティについてご報告を頂きました。 

☆ １０月５日 ３３０－Ａ地区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会報告    （Ｌ西山） 

さる１０月５日、原宿南国酒家迎賓館にて３３０－Ａ地

区１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会が開催されました。東京山手

ＬＣ幹事 吉澤壽一Ｌの司会進行のもと、出席者紹介およ

びウィサーブに続いて、２ＺＺＣのＬ進藤より、「３３０－

Ａ地区 １０Ｒ・ゾーン再編について」の説明がありまし

た。「先日のガバナー公式訪問事前懇談会で意見交換があり、

具体的な再編成案がまとまりました。」と報告がありました。

各クラブ正副幹事の意見も交え、再編成案は改めて各クラ

ブ事務局経由で各クラブに通知することになりました。 

次に、歓談しながらの各クラブ近況報告がありました。

その報告の一つに、東京三軒茶屋ＬＣ幹事 織田嵩Ｌより

「当クラブ名を三軒茶屋界隈に広めたいということで、ク

ラブ名を入れたベンチを街中に置く案が出ました。そこで、

勝手に置くことができないので、どこに許可をいただけば

いいのか。どこに申請すればいいのか。アドバイスをいた

だきたい。」という報告がありました。その意見に対して、

「自由が丘では、緑道にベンチを置いたことで駐輪が減り

すっきりした」「バス停にあると便利」「バス会社に相談し

てみたら」と、いろいろな意見が出ました。 

また、東京山手ＬＣ幹事 吉澤壽一Ｌからは、「世田谷ＬＣは若手メンバーがどんどん入会して

元気があるクラブだが、どのようにして勧誘しているのか知りたい」という質問がありました。

Ｌ進藤が「昨年会員増強例会を開催したところ、メンバー紹介１１名のお客様が出席され、その

中から入会したメンバーもいる」と説明しました。 

更には、東京渋谷ＬＣ幹事 森亮介Ｌからは、「例会のあり方を考えてみてもいいのではないか。

台湾では、ブレックファースト例会があり、ハワイでは、各自食事持ち込みでの例会があったり

する」等の意見がでたりと、充実した近況報告会となりました。 

終了予定の午後８時が過ぎたところで、ライオンズローアで閉会となりました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ １０月８日ライオンズ奉仕デー・パート１参加報告     （Ｌ進藤） 

１０月８日、都庁前都民広場にてライオンズ奉仕デーの

アクティビティ・パート１としまして「ライオンズの集い

～薬物乱用防止・オリオンピックパラリンピック招致支

援」のアクティビティが行われました。当クラブからは、

石上会長、畠山幹事、Ｌ山本、Ｌ亀川、Ｌ阿部、Ｌ西山、

Ｌ佐々木、Ｌ田中、Ｌ進藤、の９名のメンバーに加え、石

上会長同伴者、Ｌ佐々木同伴者、Ｌ進藤同伴者など、総勢

１９名が参加しました。 

会場には、制服を着た女子高校生や、車いすの障害者、

さらにはボーイスカウト軍団などいろいろな方が来て満

員になりました。東京だけでなく市川ＬＣ吉原稔貴Ｌや野

田ＬＣ髙木次雄Ｌの姿も見えました。 

東京ワンハンドレッドＬＣ阿部かな子Ｌの踊るような

素晴らしい司会のもと、会は進行し、日本代表のキッズダ

ンスチームがダンスを披露したり、薬物の種類についての

勉強をクイズ形式で行ったり、麻薬犬が登場して麻薬のに

おいのついた袋を探し当てたりなどしました。また、「薬

物乱用は・・・」「ダメ！ゼッタイ！」と会場が唱和する

セレモニーもありました。 

後半は、２０２０年オリンピック・パラリンピック招致

支援のイベント。過去のメダリストだけでなく先日のロン

ドン五輪で活躍した米満達弘選手や小原日登美選手など

のメダリストが登場してトークショーを行い、さらに日本

大学の応援リーダー部の演舞や自衛隊の音楽隊の演奏（女

性自衛官の独唱が非常にきれいな声で感動しました）など

があり、東京にオリンピック・パラリンピックを招致する

ためのライオンズローアを行って、イベントは終了致しま

した。 



9 

 

 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 例会訪問特集

☆ １０月３日東京葛飾東ＬＣ例会参加報告             （Ｌ進藤） 

さる１０月３日、小岩のニューオークラで開催された、

東京葛飾東ＬＣの例会を訪問致しました。８月末に行われ

た青年アカデミー委員会交流会で柴崎Ｌや大塚Ｌと約束

した例会訪問です。昨年に引き続いての例会訪問だったの

で打ち解け具合が違います。驚きましたのは、君が代・ラ

イオンズクラブの歌斉唱に続いて 「今年の会長スローガ

ンの斉唱」があったことです。『すべては 笑顔のために 

ウィサーブ』 会が引き締まって大変良いことだと思いま

した。 

そして今月７２歳のお誕生日を迎えられたとは思えな

い若さあふれる大鳥Ｌのウィットに富んだ素晴らしいス

ピーチに感動致しました。その後、室山会長にも誘われま

して、二次会でもある「大鳥Ｌの誕生会」にもご一緒させ

て頂き、カラオケで盛り上がりました。東京葛飾東ＬＣの

皆様、大変お世話になりまして、まことに有り難うござい

ました。 

☆ １０月２日東京三軒茶屋ＬＣ例会参加報告            （Ｌ佐々木） 

さる１０月２日、銀座アスター三軒茶屋賓館にて開催

された、東京三軒茶屋ＬＣの例会に、当クラブより石上会

長・畠山幹事・ Ｌ亀川と共にお邪魔してまいりました。 

施設見学ツアーの共同アクティビティをはじめ、子ク

ラブでもあることから、何かとご縁の深い同クラブ。皆様

の温かいお迎えに、大変心地良い時間を過ごさせて頂きま

した。同クラブ水谷力会長のご挨拶では、私共４名の来訪

を楽しみにしていたとのお言葉を頂戴し。１１月のＯＳＥ

ＡＬで藤村貞夫Ｌが委員として参加されることを喜ばし

いとお話され、委嘱状の授与が行われました。 

石上会長からは親子クラブとして今後より一層の関係

を深めたいとのご挨拶があり、緊急アラート委員会のＬ亀

川は、おながわ秋刀魚収穫祭の告知をされていました。一

日中立ちっぱなしでお辛いやもしれないので、午前中と午

後に分けるなど、ご無理のない範囲で参加していただきた

いとのことでした。 

私個人としては、入会時にお邪魔してから二度目の訪

問となり、前回同様に大変可愛がっていただき、嬉しい限

りでございます。三軒茶屋ＬＣの皆様、楽しい時間をあり

がとうございました。 



10 

 

 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 例会訪問特集

☆ １０月９日３３０－Ｃ地区 川越ＬＣ例会参加報告       （Ｌ田中） 

先日中込Ｌが例会訪問して下さり、ライオンネットや Facebook

でも日ごろお世話になっているお礼を兼ねて、ＺＣ・Ｌ進藤と川越

駅そばに支店があるＬ宮崎宏之と川越隣の鶴ヶ島市に支店がある

私Ｌ田中文太郎とＬ岩瀬潔の４名で、丸広百貨店川越店８Ｆにて開

催された３３０－Ｃ地区川越ＬＣに例会訪問致しました。ビジター

も多く、川越ＬＣの親クラブである東京浜町ＬＣから会長 森田半

兵衛Ｌ、前ＺＣ長野幸雄Ｌもご一緒でした。東京浜町ＬＣと川越Ｌ

Ｃは結成が２年違いで、それぞれ７年目・５年目・３年目に明治座

にて七五三例会を行った等いろいろ経緯を伺うことができました。 

３３０－Ｃ地区第一副地区ガバナーの大屋保Ｌにはっぱをかけ

て頂き、Ｌ進藤も挨拶に気合が入りまして、世田谷ＬＣの特徴とし

て世代交代がうまく進みつつあること、労力アクティビティも多く

元気であるとスピーチを致しました。また、３３０－Ａでは青年ア

カデミー委員会交流会をきっかけに例会訪問が盛んになり、新しい

動きを感じつつあるともお話しされました。 

テールツイスタータイムは２０枚に及ぶ紙資料が配られ、「家

紋」「姓」「氏」「名」などについて勉強致しました。私たちビジタ

ーも含めて参加者全員の「氏」について調べられていて驚きました。

やはり例会訪問は大変勉強になります。今度当クラブでも真似てみ

ようかと話しあいました。出席率も８０％越えということで私は

「うちのクラブで聞いたことない数字だ」とつい呟いてしまいまし

たが、素晴らしい良い例会でございました。 

だんだんと風邪も冷たく、緑深い冬の訪れのにおいを感じました。川越ＬＣの皆様温かくお

迎え頂きそしておもてなし頂きまして誠に有難うございました！ 

☆ １０月９日 東京平成ＬＣ・東京ヒルズＬＣ合同例会参加報告   （Ｌ阿部） 

１０月９日、リビエラ青山にて東京平成ＬＣ・東京ヒルズＬＣ

合同例会が開催され、当クラブからはＬ進藤・Ｌ手塚と私Ｌ阿部

の３名が参加致しました。青年アカデミー委員会を中心に１１名

のゲストが参加して、和やかな雰囲気の例会でした。東京平成Ｌ

Ｃ肥田野会長・東京ヒルズＬＣ芦澤会長のご挨拶ののち、キャビ

ネット会計の細川孝雄Ｌにウィサーブのご発声を頂いたほか、阿

久津ガバナーにも駆けつけて頂きました。進藤ＺＣも含めゲスト

から挨拶スピーチ等多数あるなかで私Ｌ阿部もサプライズでご指

名を頂き、世田谷ＬＣのＣＮ５０の告知を致しました。また、青

年アカデミー委員長戸部Ｌからは委員会の趣旨・活動内容のお話

がありましたほか、阿久津ガバナーからは奉仕はお金がかからな

い！どんどん取り組んでいこう！と檄を飛ばして頂き、さらに青

年アカデミー委員会の立ち上げの経緯を説明頂きました。いろい

ろな方と交流が持てた楽しい合同例会でございました。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ  

☆ ９月２６日１０Ｒ合同ガバナー公式訪問事前懇談会報告 （Ｌ進藤） 

 ９月２６日（水）：シェラトン都ホテルにて１０Ｒ合同ガバナー公式訪問に先立って『嵯峨』

の部屋にて、事前懇談会が行われました。今期の事前懇談会では参加者全員が発言できるよう、

各クラブ会長だけでなく幹事にもご質問ご意見を頂きまして議論を行いました。多数のご質問ご

提案を頂きましたが、特に東京三軒茶屋ＬＣ水谷力会長から、ゾーン再編につながる大きな議題

が提案されました。１０Ｒは以前のゾーン再編により現在は３つのゾーンに分けられております。

主に渋谷区のクラブを中心とする１Ｚ（５クラブ）、渋谷区・世田谷区のクラブを中心とする２

Ｚ（６クラブ）、世田谷区のクラブを中心とする３Ｚ（６クラブ）です。１Ｚ２Ｚ合同の正副幹

事会や３Ｚの正副幹事会を通じてクラブの壁を越えての交流が行われておりますが、渋谷区全体

もしくは世田谷区全体でのアクティビティをまとめにくいという理由から「東京三軒茶屋ＬＣは

２Ｚから３Ｚに移りたい」とのご意見が出されました。これを受けて、渋谷区を中心とした９ク

ラブで編成される１Ｚ、世田谷区を中心とした８クラブで編成される２Ｚにゾーン再編する案は

どうかという提案をチェアパーソン側からさせて頂きました。阿久津ガバナーのご回答では、リ

ジョンの総意があればよい、ということでしたので、今期の１０Ｒの課題とさせていただき、正

副幹事会や各クラブの理事会を通じて協議審議を重ね、案がまとまりましたところでキャビネッ

ト会議に提案させて頂く方向性となっております。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

■ 行事予定 

９月２６日（水）18：00～ ガバナー公式訪問（例会振替）       於：シェラトン都ホテル 

１０月４日（火）13：00～ 第４回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

１０月１１日（木）18：30～ １０月第１例会             於：目黒雅叙園 

１０月１２日（金）12：30～ 薬物乱用防止教室            於：池尻小学校 

１０月２４日（水）18：30～ １０月第２例会             於：目黒雅叙園 

■ 幹事 畠山より一言  

  

 

 

 

 世田谷ＬＣメンバーの皆様、いつも大変お世話になっております。 

９月第２例会「ガバナー公式訪問」振替例会への参加、ありがとうござい

ました。事前懇談会へ参加させて頂き、他クラブ事など勉強になる事が多く

とても有意義な体験ができました。今週は世田谷ＬＣのメインアクティビテ

ィでもある「薬物乱用防止教室（池尻小学校）」への参加もよろしくお願いい

たします。今月も色々なアクティビティが開催されますので、メンバーの皆

様の絶大なるご協力よろしくお願いいたします。 

先日、親子クラブでも有る三軒茶屋ＬＣへ世田谷ＬＣメンバーと例会訪問

へ行ってきました。例会中はとてもアットホームな感じでとても良い時間を

過ごす事が出来ました。そして二次会では、ホームグラウンドでもある三軒

茶屋のレトロなカラオケバーへ連れて行って頂き、各メンバーが盛り上がり

そして、例会中お話が出来なかったメンバーとの交流が出来たり、ライオン

ズクラブの事も色々と勉強させて頂き本当にありがとうございました。 

クラブ幹事になりまして早いもので４ヶ月目に突入しました。毎月いろい

ろなアクティビティが有り楽しい活動をしています。（皆様のご協力があって

…）１０月に入り一段と秋の気配が感じられるようになりました。朝夕と日

中では気温の差が激しいと思われますので、体調を崩されないように皆様、

お体ご自愛下さいませ。      2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山 


