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2012-2013年度  第１４号                ２０１３年２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 

★２月１４日（木） 於：目黒雅叙園 

第 11回理事会   １７：３０～１８：２０ 

第 1196 回  例  会 １８：３０〜２１：００ 

三軒茶屋ＬＣ合同例会 

当クラブの子クラブである東京三軒茶屋ＬＣと

の合同例会となります。ぜひご出席くださいま

すようお願い申し上げます。サプライズゲスト

をお呼びしておりますが、ゲストの諸事情によ

り写真撮影はお控えいただき、名前やご所属

についても非公開となっておりますことご理解

ご容赦ください。 

＊入会式がございますのでライオン帽を

お忘れなきようお願い申し上げます。 

＊ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ実行委員会は２月１８日とな

りました。 

★２月２０日（水） 於：目黒雅叙園 

ＣＮ５０実行委員会 １６：３０～１７：２０

第 12回理事会  １７：３０～１８：２０ 

第 1197 回  例  会 １８：３０〜２０：３０ 

フィリピンアクティビティ報告 

２月８日～１２日に実施されたフィリピン

でのアクティビティについてＬ田中が報告

する予定です。また理事会に先立ち、ＣＮ

５０実行委員会が開催される予定ですので

皆様どうぞご出席くださいますようお願い

申し上げます。 

 

会長挨拶   

まだまだ寒い日が続き、一部ではインフル

エンザも流行しているようでございますが、

皆様、いかがお過ごしでしょうか？ 

さて、当クラブでは、そんな寒さにも負け

ず、この２月・３月には近年継続して参りま

したアクティビティ（2/23 わんぱくクラブ育

成会 20 歳を祝う会・2/23 池尻こどもマラソ

ン大会・3/2 チャリティーコンサート・3/17

世田谷ライオンズクラブカップ少年サッカー

教室）が控えており、その準備等に加え、各

メンバーには多方面に於いてＰＲ等の御尽力

をいただいており、また他クラブならびに関

係者の皆様方には御支援・御協力をいただい

ております事、本当に感謝を申し上げます。

青少年健全育成を目的としたアクティビティ

の多い当クラブとしては、他に田植え・稲刈

り等の食育事業や薬物乱用防止教室等も行っ

ておりますが、本当に楽しく学び、様々な体

験をする子供達の素敵な笑顔を見る事の出来

る価値あるアクティビティとなりますので、

関係各位に於かれましては、是非とも御参加

をいただきたく思います。尚、“となりのトト

ロ”等、子供達に大人気のアニメソング等を

歌う“井上あずみ”さんを

お招きした3/2チャリティ

ーコンサート（世田谷区民

会館ホール）の座席には若

干の余裕が有る様でござ

いますので、是非とも、お

子様ご同伴の上、御来場い

ただきたく、宜しくお願い

申し上げます。 
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 第１０回理事会報告             １月２３日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 今尾、L 磯辺、L 桂、L 亀川、L 小塚、L 諸見里、L 中村、L 西山、 

L 小野一郎、L 進藤、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、 

畠山幹事  （計１８名） 
  

第１０回理事会が、１月２３日（木）１７：３０より目黒雅

叙園３階「オリオン」にて開催されました。 

■審議事項■ 

１. 不在会員Ｌ鈴木伸退会の件につきまして石上会長より

Ｌ鈴木からＬ磯辺に連絡があったとご報告があり、退会

が承認されました。 

２．２月８日アイバンクセミナーの件につきまして、畠山幹

事よりご説明があり、Ｌ阿部に一任することとなりました。 

３．２月１６日(土)第三回青年アカデミーメンバー交流会の件につきまして畠山幹事よりご報告

があり、Ｌ西山、Ｌ諸見里、Ｌ須藤、Ｌ畠山、Ｌ東村の５名が参加することとなりました（の

ちにＬ佐々木が交流会のみ参加となりました）。 

４．２月２２日指導力レベル向上セミナー開催の件につきまして畠山幹事よりご説明を頂き、Ｌ

阿部に出席できるかどうか打診することとなりました。 

５．２月２３日「池尻こどもマラソン大会」協賛･警備の件につきまして石上会長よりご説明を

頂き、今回協賛する品物はバンダナということでデザインを提示いただき、昨年と同様、１

枚４００～４５０円ということで承認されました。また当日の警備につきましては、Ｌ吉崎、

Ｌ西山、Ｌ今尾が担当することとなりました。当日はわんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う

会」が重なっているほか、同じ２３日に東京ワンハンドレッドＬＣボウリング大会もありま

すのでご注意ください。 

６．２月２５日神宮前ＬＣＣＮ１７周年の件につきまして畠山幹事よりご説明頂き、石上会長、

畠山幹事、Ｌ進藤の３名が出席することとなりました。 

７．３月２７日植樹のお願いについて石上会長よりご説明頂き、当日はＬ山本・Ｌ桂が参加され

るほか、当クラブから１０本分、５００００円を協賛することとなりました。 

８．３３０－Ａ年次大会につきましてＬ進藤より、代議員提出案･アクティビティスローガンの

件などご説明頂き、提案のある方はご連絡を頂くこととなりました。 

９．３月２日チャリティコンサートチケット取扱い及び協賛の件につきまして、Ｌ吉崎よりご説

明頂き、残り枚数が７８０枚であること、協賛１口（１０枚２万円）に対してハンカチを提

供する案、幼稚園等に無料券を配布するときは個人名でプレゼントする案などを協議しまし

た。またＬ今尾より当日のお手伝いのご説明を頂きました。 

１０．収支会計報告を会計Ｌ須藤からご説明頂き、エンブレムなどの頒布品の資産を費用化した

件について会計上の取り扱いについて見直しすることとなりました。 

１１．２月８～１２日のフィリピンアクティビティについてＬ田中からご説明頂き、Ｌ田中・Ｌ

進藤・Ｌ畠山・Ｌ岩瀬・Ｌ手塚の５名が参加することとなりました（最終的にはＬ進藤を除

く４名が参加致しました）。ロゴシールや当日の本などの頒布品など現地調達する物の購入費

と現地の歯科医師の日当なども含め１０万円を、クラブから支出することとなりました。 
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 第１１９５回例会（メンバースピーチ）報告    １月２３日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 福島、L 東村、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 諸見里、L 中村、 

L 小野一郎、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、 

L 吉崎、畠山幹事 

メーキャップ：L 阿部、L 桂、L 西山、L 須藤、  入会候補者：高橋辰三様 

（出席１８名、ゲスト１名、メーキャップ４名、計２３名） 
  

1 第１１９５回１月第２例会（メンバースピーチ）が１月

２３日（水）、１８時３０分より目黒雅叙園３Ｆ「オリオ

ン」にて開催されました。 

2 開会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、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。 

3 お客様のご紹介を畠山幹事より行いました。本日のお客

様はＬ今尾ご紹介の新入会員候補、アジアンタム法律事

務所の高橋辰三様です。お忙しいところ有難うございま

した。 

4 会長挨拶を石上会長から頂きました。石上会長は１月１

４日の大雪に触れられ、都内が雪に弱いこと、不動産業

というお仕事柄、管理物件の雪かきをされたことをお話

しされ、その管理物件の店子に本日のゲストの高橋辰三

様がいらっしゃるという不思議なご縁をご紹介されまし

た。高橋辰三様の入会への期待と、来期の５０周年記念

式典に向けての会員拡大を目標に掲げられてご挨拶とさ

れました。 

5 ここで、お客様からご挨拶を頂きました。本日のお客様、

アジアンタム法律事務所 高橋辰三様は、ご自身が２８歳

と若き４年目の弁護士であること、群馬県のご出身で慶

応大学在学時に一度石上会長のイシガミホームにお世話

になられたこと、その後いったん千葉に住まわれたもの

の２００９年の弁護士登録後、勤務弁護士を経て、独立

時にまた池尻に戻ってきてイシガミホームのお世話にな

っていること、震災の際にもガス不具合への社員の対応

が素晴らしく管理が行き届いていて感動されたと話され

ました。また紹介者であるＬ今尾との出合いも偶然との

ことで、池尻大橋駅近所の寿司屋でＬ今尾と奥様に出会

い、以来家族ぐるみで飲み会やゴルフに付き合わせて頂

いているとお話しされ、ご挨拶とされました。 
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6 本日のメンバースピーチはＬ進藤が行いました。Ｌ進藤

は、普段なかなか知られていない精神障害者支援の仕事

について、３名の利用者とのかかわりをもとにご紹介さ

れました。１人目は「『若松組』という透明な謎の組織が

近くに来て床を揺らすので揺れる」という妄想を持って

いる男性で、この方を支援するためのケア会議が行われ

た際に精神障害を持つ当事者たちを含めユニークな意見

がたくさん出たほか、「２階は特に揺れるから」という理

由で実際に引っ越しが行われることになり、お願いした

不動産屋もその後「組の調子はどうだい？」と話しかけ

てくるなど、この妄想が地域に受け入れられているとい

うエピソードを話されて、障害が重いからといって地域

で暮らせないわけではないという話をされました。 

7 ２人目は、精神科の症状は重くなくてもキレやすい男性

で、地域で近隣から苦情が出てようやく転居したばかり

の建物なのに、転居初日から苦情が出て、転居３日目の

週末の夜からは何度も大家や近隣の飲食店から呼び出し

がかかり、最終的には不穏となった本人がＬ進藤を（眼

鏡が飛んでゆがむほど）殴ったために警察に通報、警察

から病院へと措置入院となった例をご紹介されました。 

8 ３人目に、いったん精神科症状がでてしまうとたとえ体

の病気があったとしてもなかなか診察してもらえない例

として、「電磁波のために体が不調になる女性」の話をさ

れました。この方は昨今流行のエコ温水給湯器が運転さ

れると不調になるのですが、関係者に相談しても妄想と

疑われてなかなか信じてもらえない例としてご紹介した

ほか、最初の『若松組妄想』の方も夜中に倒れて救急病

院に搬送されたにもかかわらず精神科症状と疑われたた

めに自宅に帰され、翌朝お亡くなりになったという悲し

いエピソードをご紹介されました。 

9 最後に、２人目にご紹介した「Ｌ進藤をなぐったために

入院となった人」について、「普通だったら殴られるのは

よくないこと、しかしこの時は『殴ってくれてよかった』

と思えた」とお話しされました。「殴ってくれたために即

座に入院させることができて、近隣の方たちも守られた

だけでなく、何よりきちんと治療が始まったということ

で本人も守られたと思う」と続けられ、このように物事

の見方を変えることでより良い方向で事態をとらえるこ

とができること、ライオンズ活動でも大変な状態があっ

ても決して悪くはない状態ととらえることもできる、と

スピーチを締めくくられました。 
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10 ウィ･サーブはチャリティコンサート実行委員長Ｌ吉崎

にお願い致しました。Ｌ吉崎はチャリティコンサートの

成功を祈り、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

11 会食にうつりまして、会食中に畠山幹事より幹事報告を

頂きました。直前に同会場で行われました第１０回理事

会の審議事項をご報告頂き、満場から拍手にて承認を頂

きました。皆様有難うございました。 

12 テールツイスターの活躍の時間は、テールツイスター Ｌ

今尾 にお願い致しました。Ｌ今尾は、チャリティコンサ

ートの際のお手伝いについてご説明頂き、続いて本日ゲ

ストで参加された入会候補者である高橋辰三様について

ご紹介を頂きました。Ｌ今尾のご説明では高橋辰三様は

慶応大学法学部、中央大学大学院（ロー・スクール）、都

内弁護士事務所を経てＬ今尾と同じマンションの２階で

開業され、ゴルフを中心としての２年ほどのお付き合い

なのだそうですが、人脈がとても広く、お酒の飲み方も

スマートなうえ、職業柄落ち着いて見えるけれどもまだ

２８歳、是非一緒に活動できたらよいと思っている、と

エールを送られました。 

13 ドネーションの発表もＬ今尾にお願いいたしました。本

日のファインは１８００円、ドネーション３８２００円

で、合計４００００円でした。皆様有難うございました。 

14 出席率の発表は、出席委員長 Ｌ中村にお願い致しました。

Ｌ中村は週末に伊勢神宮にお参りに行くと話を切り出さ

れ、伊勢神宮の２０年に１回の式年遷宮にあたること、

さらにＬ中村の出身地である出雲市の出雲大社では６０

年に１回の大遷宮があること、出雲大社は地上にいる神

様では一番偉い神様にあたり、（他の地域では１０月を神

無月と云うところを）出雲には神様が集合するので「神

有月」となるという薀蓄をご披露されたうえで出席率を

発表されました。本日は在籍者数４２名、不在会員１名、

終身会員４名、出席者１８名、メークアップ４名、ゲス

ト１名で出席率は５９．５％でした。 

15 閉会のゴングを石上会長に頂き、全員で輪になって「ま

た会う日まで」を歌いまして、お客様をお見送りいたし

まして、無事お開きとなりました。本日も皆様有難うご

ざいました。 
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第８回障害者施設見学ツアー報告      ２月７日   於：区内障害者施設 

出席者：L 進藤、ライオンズ関係者１名、当事者１名、家族１名    （計４名） 
  

さる２月７日、東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティビティで

ある、第８回障害者施設見学ツアーを実施致しました。前日は

雪ということで大変心配しておりましたが、当日はきれいに晴

れ上がり、前日の雪の影響も全くなく、無事に見学ツアーを行

うことができました。ただし、やはり当日になりましてから当

事者１名にキャンセルがでまして、当クラブからメンバー１名

のほか、当事者と母親の組み合わせが１組と、ライオンズ関係

者ということでメンバーの家族１名がまず小田急線梅ヶ丘駅

改札に集まりました。 

まず、梅ヶ丘駅そばの区立施設『ウッドペッカーの森』を見

学しました。ここは「生活介護」という障害がやや重い方の部

門と「就労継続支援Ｂ型」という働く部門がありますが、見学

ツアーの利用者たちにも「作業体験」ということで「ねじを袋

に詰める」という作業をしていただきました。１袋封入して工

賃が「６０銭」。普段なかなか使わないお金の単位に皆様驚い

ていらっしゃいました。 

 次にＬ進藤の運転するワゴン車で千歳船橋駅から徒歩１２

分、環八沿いのビル４階の就労継続支援Ｂ型事業所『にゃんこ

の館』に移動しました。この日は「ドッグフードの封入」「機

械部品のカシメ等」「包装パックへのシール貼り」の３種類の 

作業を見学し、説明を聞きました。食品を扱っていることもあ

りヘアキャップをしての作業でしたが、１袋封入して２０円の

ドッグフード封入よりも、１組２．５円のカシメ作業の方が慣

れると速くできて工賃が高くなるという説明を聞きました。  

３ヶ所目に世田谷線上町駅そばにある、「幻聴妄想カルタ」

でおなじみの就労継続支援Ｂ型事業所『ハーモニー』に移動し

ました。職員とともに施設利用者の方も「なぜこの施設に来て

いるのか」などを一緒に説明してくださって、たいへんなごや

かで居心地の良い雰囲気を楽しむことができました。作業とし

て行っているリサイクルショップの見学のほか自主製品を見

せて頂きました。 

最後にＬ進藤から精神障害者福祉の歴史や世田谷区におけ

るネットワークの現状などの説明をさせて頂いたところ、『ハ

ーモニー』職員から「いつもながら説明が面白くわかりやすく、

聞き入ってしまいました」とお褒めの言葉を頂きました。ツア

ーを利用された方の感想としましては、当事者・家族の方たち

は「面白かった」、ライオンズ関係者は「３か所とも性質が全

然違っていた。法律の変遷などで、本当に大変な仕事なのだと

分かった」ということです。次回は３月８日の予定です。 
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 【告知】親と子の初めてのコンサート     

２０１３年３月２日（土）                世田谷区民会館 
  

東京世田谷ＬＣでは、さまざまな青少年育成事業を

行っておりますが、音楽の分野において、良い音楽と

の出会いの場を地域の青少年に提供し、ライオンズク

ラブ活動の一層の推進を図るため、「青少年育成のため

のチャリティーコンサート」を開催致します。 

小さい子供を連れてはなかなかコンサートに行く事

が出来ないお母さん達や「子供達にも小さいころから

本物の音楽に触れさせることができれば」と願うお母

さん達の想いを実現するために、「となりのトトロ」「さ

んぽ」等でおなじみの井上あずみさんとその御嬢さん

のゆーゆをお呼びして「親と子の初めてのコンサート」

を開催します。多くの方にお越し頂きたく、ご案内申

し上げる次第です。 

 「親と子のはじめてのコンサート」 

開催日：３月２日（土）１３：３０開演 

  開催場所： 世田谷区民会館ホール 

  お子様も一緒に参加することができます。 

  前売り大人２０００円 子供５００円（中学生以下）  

 

 【告知】少年サッカー教室    

２０１３年３月１７日（日） 駒沢オリンピック公園陸上競技場 
  

東京世田谷ＬＣでは、青少年健全育成アクティビ

ティとして、平成９年から世田谷区および教育委員会、

並びに世田谷区少年サッカー連盟等の賛同を得まし

て「東京世田谷ライオンズクラブカップ 少年サッカ

ー教室」を継続開催しております。毎年世田谷区内の

小学生と同伴の父兄を合わせて数百名もの御参加を

頂き、更にはプロサッカーチーム「ＦＣ東京」様の選

手から指導を受けると共にミニサッカーゲーム等を

行っております。今年は女子チームの参加も取り入れ

て、本年も盛大に開催できる様、準備に取り組んで居

りますので、多くの方にご参加頂ければ幸いです。 

開 催 日：平成２５年３月１７日（日） 

開 会 式：午前 ９ 時３０分から 

      （１５時５０分 終了予定） 

開催場所：駒沢オリンピック公園 陸上競技場 

      世田谷区駒沢公園１－１（公園事務所 03-3421-6199）
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ １月８日 東京隅田川ＬＣ新年例会参加報告          （Ｌ須藤） 

去る１月８日、向島の料亭『水の登(みずのと) 』で開

催された東京隅田川ＬＣの新年例会に参加させていただ

きました。『水の登』は向島の芸者さんがあがる、歴史あ

るお座敷です。東京隅田川ＬＣの亡くなられたメンバー

様のお店で、バブル後沢山のお店が閉鎖した中で頑張っ

ていらっしゃる、貴重なお店です。 

 平素は、あまり華美過ぎない例会をされている東京隅

田川ＬＣですが、伝統継承の一役も兼ねて、新年例会は

毎年こちらで華やかに開催されています。昨年ご子息が

ご結婚され、今年は美人若女将も加わって、更に華やか

さが増していました。お店の方と間違えてしまうほどお

着物姿が素敵な吉田Ｌを見習って、私も今年はお着物で

参加させていただきました。 

 毎年、お座敷らしく、お正月の獅子舞も披露され、日

本の良き伝統を堪能出来ます。そして今年は、カラオケ

のお唄に合わせて皆で汽車ポッポのようにお座敷を練り

歩いたり(モチロン、私も参加しましたので、お写真は撮

れませんでした(笑))、日常の例会では味わえない粋な例

会を楽しみました。東京隅田川ＬＣの皆さま、ありがと

うございました！来年

も今から楽しみです♪ 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ １月２４日 東京数寄屋橋ＬＣ例会参加報告        （Ｌ手塚） 

さる１月２４日、銀座三笠会館で行われた東京数寄屋橋ＬＣの

例会に、当クラブよりＬ須藤、Ｌ阿部と私Ｌ手塚、さらに私がお

誘いした東京平成ＬＣの小幡Ｌと共に行って参りました。 

今回の東京数寄屋橋ＬＣの例会に訪問した経緯といたしまして

は、今期、青年アカデミー委員会で交流会などを通じて例会訪問

を推奨してきた中で、青年アカデミー委員会の委員長である戸部

Ｌの所属クラブだったからです。 

昨年中、一度お誘い頂いておりましたが、都合が合わず訪問出

来ていなかったので、早めにと思っていたところＬ阿部、Ｌ須藤

と一緒に都合が合ったので念願の例会訪問となりました。 

当日は、たまたま入会式で２名の方が入会されました。１名の

方は、再入会との事でしたが、他のクラブの入会式を見るのは、

初めてでしたが、世田谷ＬＣとは、また違う入会式でとても新鮮

でした！ 

例会中に少し時間を頂き、２月１６日の青年アカデミー交流会

の告知と３月２日の当クラブチャリティコンサートの告知及びチケット販売協力をお願いした

ところ、私の隣りに居られました大石前ガバナーが早速チケットをお買い上げ頂きました。突然

のお願いにも関わらずありがとうございました。 

例会は、他にもゲストがお見えになっていたりみなさんが和気あいあいとした雰囲気でとても

楽しい例会でした。戸部委員長、東京数寄屋橋ＬＣの皆様ありがとうございました。 

☆ １月２６日 東京新都心ＬＣチャリティボウリング参加報告    （Ｌ佐々木） 

１月２６日（土）高田馬場シチズンボウルにて、東京新都心ＬＣ

チャリティボーリング大会へお招きいただき、石上会長・畠山幹事・

Ｌ亀川と私Ｌ佐々木の４名で参加して参りました。 

８０名を超える参加者の中、３３０複合地区ガバナー協議会議長

河合Ｌ・新都心ＬＣ今期会長高橋Ｌご両名の始球式にて、沢山の笑

い声の中始まりました。私たちのお隣には東京２１世紀ＬＣチーム。

私以外は上手な方ばかりです。図らずとも。東京２１世紀ＬＣ宮澤

Ｌと我らが石上会長のお二人共にストライクを重ねます。盛り上が

らない訳がありません！２ゲーム目も中盤。僅かに宮澤Ｌのスコア

が乱れ、「あーっっ！」と悔しがるお姿も。その間も安定した投球で

スコアを伸ばす石上会長。表彰式の「準優勝・宮澤Ｌ」というアナ

ウンスにヤッターと飛び上がってしまった佐々木。フライングで

す・・・(笑) 

写真は、終始安定したプレイでスマートに快勝し、優勝者として表彰後もさりげない微笑みを

浮かべる石上会長です。残念ながらチームでの入賞はありませんでしたが（ごめんなさい！）。

大変楽しい一日となりました。 

また、会場でチャリティコンサートの告知をお許しいただいた東京新都心ＬＣの皆様。チケッ

トをご購入くださいました皆様。誠にありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ ２月１日 ３３０－Ａ１０Ｒ１Ｚ２Ｚ正副幹事会参加報告     （Ｌ阿部） 

２０１３年２月１日に第６回１０Ｒ１Ｚ・２Ｚ正副幹事会が原宿南国酒家にて行われ、当クラ

ブからは畠山幹事、西山副幹事、そして私Ｌ阿部で参加致しました。 

東京代々木ＬＣの矢部一Ｌの司会の下、キャビネットからの報告事項として、３３０－Ａ地区

第５９回年次大会「ガバナーズ・アワード」申請書提出の件、２０１３年３月２７日(水)「高尾

の自然を守る植樹の会」の件、２０１３年２月１６日(土)第３回青年アカデミーメンバー交流会

のご案内がありました。 

各クラブからの近況報告として、１月２６日(土)の当クラブからも多数参加させて頂いたオリ

ンピック・パラリンピック招致署名活動の報告をされたクラブが多数ありました。合計１３００

名超の署名がその場で集まったそうです。署名活動されたメンバーの皆様、寒い中、ありがとう

ございました！また、会員増強の一環として入会金や会費の減額を検討しているクラブがあった

り、事務局を自前に変えられたクラブがあったりと様々な報告を頂きました。 

各クラブのアクティビティ報告があり、当クラブは畠山幹事から東京三軒茶屋ＬＣとの障害者

見学ツアー・２月８日フィリピンにてマニラＬＣと合同で子供たちに歯ブラシ指導を行うアクテ

ィビティ・池尻小学校マラソン大会協力・わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」協力および

リュックサック贈呈に加え、・２８歳の新入会員の入会予定があることが報告されました・ 

歓談の中でメンバー間の親睦について話題になりました。やはり例会後のコンテンツは重要な

ようです（笑）。残り半期、楽しみながらこの正副幹事会で勉強します。 

☆ ２月４日 南三陸町訪問報告              （Ｌ進藤） 

２月４日に宮城県南三陸町に娘の楓と行ってまいりました。  

まず入谷の「さんさん館」裏の復興ステーションに寄り、 い

つもお世話になっている「いそひよ応援団」の鈴木清美さんに

再会。瓦礫も取り除かれ、基礎部分もはがされて、完全に更地

になったものの、復興の盛り土の補助金に偏りがあり復興がな

かなか進まないというお話を伺いました。 

続いて、志津川の「のぞみ福祉作業所」に行きますと、作業

所では我々が来るということで、カレーを作って待っていらっ

しゃいました。「タコ入りの海鮮カレー」美味しかったです。

その後紙漉きの部屋を見せて頂きましたが、生産量も上がり、

今や完全に中心作業となり、月に２０万円稼ぐこともあるそう

です。季節ごとにデザインもかえていて、「春用」デザインを

試作品でくださいました。実際に紙漉きの作業をメンバーに見

せて娘も脱水の工程から体験させて頂きました。  

ベイサイドアリーナに展示されている震災時の写真を見せ

たのち、商工団地や商店街にある南三陸志津川ＬＣの皆様のお

店に立ち寄って、阿部会長や小坂前会長・佐藤前幹事にご挨拶

し、来る３月１０日に開催される東京新都心ＬＣ主催の震災被

災地支援復興イベントへの出展を検討して参りました。 

高３の娘にとっても初めての被災地でいろいろ感じるもの

があったようです。皆様ありがとうございました。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ ① 

☆１月２６日オリンピック・パラリンピック招致署名活動報告    （Ｌ進藤） 

 さる１月２６日（土）１０時から１３時までＪＲ渋谷駅に

て１０Ｒ合同で２０２０年オリンピックパラリンピック東京

招致のための署名活動を行いました。 

 １０Ｒは３つゾーンがありますので、１ゾーンは１０時集合

で１１時まで、２ゾーンは１１時集合で１２時まで、３ゾー

ンは１２時集合で１３時までと時間を分担してすべてのクラ

ブから合計５６名のメンバーが参加して行いました。 

 揃いの白ジャンパー、もしくは各クラブのジャンパーを着

用して、モアイ像周辺とマークシティビル下の２ヶ所にて署

名活動を行いましたが、署名の準備をしている傍から「私こ

れから出勤なので今書いてもいいですか？」と進んで署名し

て下さる方もいらっしゃれば、逆に「そのあとの税金が大変

なので私は反対です！」という人もいらっしゃいましたが、

概ね協力的な方が多く、 準備していた招致グッズが一時期足

りなくなるほどで、３時間で１３１４名分の署名がその場で

集まりました。他に各クラブで集めた署名と合わせ１５５０

名分を１月２８日にキャビネット事務局に提出することがで

きました。 

リジョン合同のアクティビティは非常に達成感があると感

じされました。寒い中、多くの皆様にご協力いただきまして、

誠にありがとうございました。 

 

 

☆１月２８日臨時第１回ガバナー諮問委員会報告          （Ｌ進藤） 

 

 １月２１日の臨時キャビネット会議をうけて、１月２８日

（月）、南国酒家にて臨時ガバナー諮問委員会を開催致しまし

た。中江ＲＣも含め、２Ｚの部屋には６クラブ１０名が集ま

りました。 

１月２６日の署名活動（上述）のお礼を申し上げたほか、

１月２１日のキャビネット会議のご報告として、とくに立候

補の登録料が２０万円から１００万円に上がるという第二副

地区ガバナー選挙制度の改革や、法人化検討の進捗状況、さ

らには現時点までのキャビネットの収支報告や４月に開催さ

れる第５９回年次大会の予算や会費についてご報告申し上げ

たところ、非常に活発に議論がなされました。皆様有難うご

ざいました。 
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■ 行事予定 

 ２月１４日（木）18：30～ ２月第１例会（三軒茶屋ＬＣ合同例会）  於：目黒雅叙園 

 ２月２０日（水）18：30～ ２月第２例会              於：目黒雅叙園 

 ２月２３日（土） 9：00～ 池尻小学校マラソン大会         於：池尻小学校 

 ２月２３日（土） 9：00～ わんぱくクラブ育成会２０歳を祝う会   於：わんぱくクラブ駒沢 

 ３月 ２日（日）13：30～ 親と子の初めてのコンサート       於：世田谷区民会館 

 ３月 ７日（木）18：30～ ３月第１例会              於：目黒雅叙園 

 ３月 ８日（金）13：00～ 第９回障害者施設見学ツアー       於：区内障害者施設 

 ３月１７日（日） 9：30～ 世田谷ＬＣカップ／少年サッカー教室   於：駒沢陸上競技場      

 

■ 幹事 畠山より一言  

  

 

 

 

世田谷ライオンズメンバー皆様をはじめ、ライオンズメンバーの多々方に

はいつもご協力、ご支援をいただきまして、ありがとうございます。 

２月８日～１１日までフィリピンへ世田谷メンバー（有志４名）とマニラ

ライオンズクラブのメンバーと合同で歯科衛生指導アクティビティに参加し

ました。なんと福岡ＯＳＥＡＬでお会いした、マニラサンパウロライオンズ

クラブ佐藤Ｌご夫婦もお手伝いに参加して下さいました。 

このアクティビティをフエイスブックにて告知したところ、東京ライオン

ズクラブ追原Ｌ・清藤Ｌ・加藤Ｌ、５００本の歯ブラシと三軒茶屋ライオン

ズクラブ藤村Ｌからも歯ブラシンのドネーションをいただき本当にありがと

うございました。それとその記事が６１７名（２月１３日にて）の方が記事

を見ている事がわかりとても驚きました。 

アクティビティには感動したものなんと、D301-A1 Ruth Chuaガバナー

に、お時間を頂き美味しフィリピン料理食べながらの懇親ができた事はなど、

とてもいい経験が出来てライオンズの素晴らしさを実感しました。 

詳しい報告については次回のクラブニュースや第二例会のメンバースピー

チにてご報告させて頂きます。（楽しみにしていて下さい） 

いよいよ本日は楽しみにしていた恒例の三軒茶屋ライオンズクラブとの合

同例会です。サプライズのゲストスピーチなど楽しい例会開催されますので

楽しみにしていて下さい。 

春の訪れが少しずつ感じられるようになったとはいえ、一方ではインフル

エンザが大流行しております。我が家でも私以外は全員インフルエンザに感

染してしましました。（家に居る時間が少ないお陰で…私は大丈夫みたいです

（笑）） 

まだまだ寒い日が続きますので、メンバーの皆様は無理をなさらないで、

お身体ご自愛下さい。   

      2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山 


