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2012-2013年度  第２０号                ２０１３年５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 

★５月９日（木）  於：目黒雅叙園 

ＣＮ５０実行委員会 １６：３０～１７：２０ 

第 1６回理事会  １７：３０～１８：２０ 

1202回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

講師例会 

石上会長のご紹介で警察庁の桜澤健一様に

ご講演を頂く予定です。また友好クラブである

３３０－Ｃ地区川越つばさＬＣ・川越初雁ＬＣ柳

澤Ｌからもご来訪がございます。メンバーの皆

様、ぜひご出席下さいますようお願い申し上

げます。 

★５月２２日（水） 於：目黒雅叙園 

第 17回理事会   １７：３０～１８：２０ 

第 1203 回  例  会 １８：３０〜２０：３０ 

会員拡大例会 

当クラブの例会を広く知って頂くため、メンバ

ーの皆様に、奉仕の心をお持ちのご友人や知

人の皆様をご同伴いただきたく存じます。メン

バーの皆様、是非広くお声掛けのほどよろしく

お願い申し上げます。 

☆潮来ＬＣ合同食育ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ（田植え） 

例年行っている３３３－Ｅ地区潮来ＬＣと合同

での食育アクティビティとして、田植え、イモ

の苗植えを行う予定です。５月１９日(日)予定 
 

 

会長挨拶   

今年のＧＷは全国的に天候も良く、皆様に

於かれましては様々なレジャー等によりリフ

レッシュされましたでしょうか？ 

さて、そんなＧＷ中での出来事として、去

る５月５日（子供の日）はＧ党の私としまし

ては本当に特別な日でございました。東京ド

ームで行われた長嶋氏と松井氏の国民栄誉賞

ならびに安部首相・原監督を交えた始球式は、

ジャイアンツファンのみならず、アンチＧの

方でも注目されるような２人のスター性と功

績が多地域やチームの垣根を超え、本当に日

本のプロ野球ファンを魅了し続けた存在であ

った事を改めて認識するセレモニーだったよ

うに思えました。（祝）・・・ 

話は比較になりませんが、地域の垣根を超

える・・・という意味では、当クラブもこの

数年、様々な地域のクラブと交流を続けて参

りまして、特には５年連続で行っている潮来

ライオンズクラブとの合同食育アクティビテ

ィでは、潮来市大規模稲作研究会をはじめ、

ＪＡなめがた、潮来市の御協力を得て、来る

５月１９日（日）に田植え・いも苗植え体験

を致します。お子様にとっては本当に貴重で

楽しい体験が出来ます

ので、是非ともライオン

ズクラブ関係者のみな

らず、多数の方 （々特に

お子様は大歓迎です）を

お誘いあわせの上、御参

加いただきたく、宜しく

お願い申し上げます。 
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 第１５回理事会報告             ４月２４日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 亀川、L 桂、L 諸見里、 

L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 高橋、L 田中、L 手塚、 

L 山本、L 吉崎、畠山幹事 （計１９名） 
  

第１５回理事会が、４月２４日（水）１７：３０より目黒雅叙園２階「華しらべ」にて開催され

ました。 

■審議事項■ 

１．５月１５日会員増強セミナー参加の件につきましてＬ

進藤よりご説明頂き、石上会長・Ｌ山本・Ｌ亀川が参

加することとなりました。 

２．５月１９日潮来ＬＣ合同アクティビティ田植えの件に

つきましてＬ進藤よりご説明頂き、石上会長・畠山幹

事・Ｌ進藤・Ｌ山本・Ｌ亀川・Ｌ手塚が現時点で参加

することとなりました。さらに多くの方のご参加お待

ちしています。 

３．６月１・２日障害者スポーツ大会参加の件についてＬ

進藤よりご説明頂き、１日についてはＬ山本・Ｌ亀川・

Ｌ進藤、２日についてはＬ諸見里・Ｌ進藤が参加する

こととなりました。 

４．６月５日１２クラブゴルフの件につきまして、Ｌ進藤

からご説明頂き、当クラブゴルフ同好会で正式のコン

ペとして３組程度メンバーを募ることとなりました。 

５．７月２０日～２１日山梨アカデミーＬＣ・川越つばさ

ＬＣ、友好クラブ合同例会の件につきましてＬ進藤よ

りご報告頂きましたが、５０周年式典も控えているこ

とから、来期以降は時期について再検討することも視

野に次回理事会で再び協議することとなりました。 

６．クラブ旗修理の件につきまして、Ｌ山本より破損状況

のご報告と補修および新規発注の見積もりについてご

説明頂き、三脚・旗棒については速やかに発注するこ

とが承認されました。 

７．南三陸町見学ツアーについてＬ進藤からご提案頂き、

日程調整することとなりました。 

８. 来期の例会日について再度、第２第４水曜日に戻すべ

きではないかというご意見を頂き、再検討することと

なりました。 
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 第１２０１回 ４月第２例会報告        ４月２４日  於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 今尾、L 亀川、L 桂、L 宮崎宏之、 

L 小野一郎、L 大竹、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 高橋、L 田中、 

L 手塚、L 山本、L 吉崎、畠山幹事 

メーキャップ：L 岩瀬、L 木下、L 諸見里、L 西山 

東京 LC：追原篤男 L、東京シティ LC：重信眞一 L 

（出席２０名、メーキャップ４名、ビジター２名、計２６名） 
  

1 第１２０１回４月第２例会が４月２４日（水）、１８時３

０分より目黒雅叙園２Ｆ「華しらべ」にて開催されまし

た。開会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、国歌（君

が代）・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 お客様のご紹介を畠山幹事より頂きました。本日のお客

様は、３３０－Ａ地区会員増強委員会副委員長 追原篤男

Ｌ（東京ＬＣ）、３３０－Ａ地区会員増強委員会副委員長 

副委員長 重信眞一Ｌ（東京シティＬＣ）の２名にお越し

頂きました。お忙しいところ有難うございました。 

3 会長挨拶を石上会長より頂きました。石上会長は、２名

のお客様ご来訪に対して謝意を示した上で、特に、東京

ＬＣが当クラブにとって親クラブに当たること、先日の

フィリピンアクティビティで歯ブラシ５００本を寄贈頂

いたことに感謝いたしました。また、９月２８日の５０

周年記念式典への出席をお願いするとともに、理事会前

に行われたライオン誌の取材についても触れられて、ご

挨拶とされました。 

4 お客様からご挨拶を頂きました。まず、３３０－Ａ地区

会員増強委員会副委員長 東京ＬＣ 追原篤男Ｌは、当ク

ラブの歌について触れられ、東京ＬＣにもワルツがある

とご紹介されました。また、昨年の東京ＬＣ６０周年式

典でご紹介したアクティビティのなかで、マニラにおい

てＬＣＩＦ基金を利用して貧困家庭向けのデイケアセン

ターを建設したわけですが、世田谷ＬＣが歯ブラシを提

供して歯磨き衛生指導をおこなうということでご協力に

至ったという経緯をご説明頂いたうえで、今後の継続が

重要であると強調されました。また、東京ＬＣが発祥し

たパレスホテルには、１９６８年のライオンズクラブ東

京国際大会の時建立した「ライオンズクラブ発祥の地」

というプレートがあったわけですが、ホテルの建て直し

のため撤去されていたものが昨年８月にお堀端の大手門
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という目立つ位置に再設置されていること、また世界的

に有名な流政之氏（彫刻家）が製作した黒い石でできた

ベンチについてもご紹介され、ご挨拶とされました。 

5 続いて３３０－Ａ地区会員増強委員会副委員長 東京シ

テイＬＣ会長 重信眞一Ｌは、５月１５日の会員増強イベ

ントについて告知をされ、世田谷ＬＣが「先輩が後輩の

メンバーを指導しながらよくまとまっているクラブ」と

いうことでモデルクラブとして表彰予定であるとご案内

頂きました。また当クラブの５０周年記念例会への例会

振替での参加したいと触れられてご挨拶とされました。 

6 先日入会された、Ｌ高橋辰三よりメンバースピーチを頂

きました。高橋Ｌは２８歳で入会されましたが３月で誕

生日を迎えられ２９歳とのことです。ご出身は群馬です

が、大学生の時と弁護士として独立した時に縁が深い池

尻大橋をテーマとして選ばれました。 

7 高橋Ｌは、３月３０日に目黒区大橋ジャンクションの屋

上に完成した天空庭園の開所イベントを扱った東京新聞

の記事の中で、新聞一面でご紹介されているとのことで、

やや興奮気味にご紹介されました。この取材を受けたの

は「ＮＰＯ法人大橋エリアマネジメント協議会（以下、

協議会）」というＮＰＯ法人なのですが、Ｌ高橋が事務所

開設後すぐに散歩していた時拾ったチラシが縁で見つけ

た団体です。次第にかかわっていくうちに縁が深くなり、

今では２日に一回は畑に水やりをやるようになるくらい

になってしまい、本業に支障が出るのではと思うくらい

忙しくなったのだそうです。 

8 この天空庭園ではワインと野菜をつくっているとのこと

ですが、畑の管理を「協議会」が目黒区から委託されて

いて、しかもＬ高橋自身が責任者なのだそうです。そこ

でＬ高橋が好きな野菜を選んで植えることができるため、

現在栽培されているのは、枝豆やアスパラガスなど、ワ

インに合う野菜なのだそうです。「協議会」の活動が自分

にとっていったい何の役に立つのかと疑問がわく時もあ

るそうですが、「ワインづくりをしている」というのは女

性の関心も高い話題でもあり、きっといつか芽が出るこ

ともあるだろうと考えつつ、地域に密着した弁護士の務

めと信じて継続されていると話されて、スピーチを締め

括られました。Ｌ高橋、有難うございました。 

9 ウィ･サーブのご発声はＬ高橋のスポンサーでもあるＬ

今尾にお願い致しました。Ｌ今尾は、Ｌ高橋の積極的な
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性格はライオンズに非常に合っている、２９歳最若手で

これから世田谷ＬＣを背負って立つ人材である、とエー

ルを送り、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

10 会食中、畠山幹事より幹事報告を頂きました。直前に開

催された第１５回理事会審議事項を上程し、拍手にて承

認されました。皆様有難うございました。 

11 テールツイスターの活躍の時間は、副テールツイスター 

Ｌ田中にお願いしました。Ｌ田中は川越つばさＬＣ例会

訪問のご報告に加え、フィリピンの話をされました。フ

ィリピンでは毎日のように景気が上昇し、ご自身もフィ

リピンでマンションを購入したいそうですが、見積もり

を取っている間に売れてしまうほどなのだそうです。ま

た、フィリピンは日本と縁が深く、４時間で行ける身近

な国であり、英語が公用語なので言語が通じやすいうえ、

英語を学ぶのに最適であるとご紹介されました。また、

大手デベロッパーが活躍していて３つのカジノが間もな

く完成するほか、日本企業の進出も目覚ましいという話

をしてくださいました。 

12 ３３０－Ａ地区年次大会で頂いたアワードのお披露目を

行いました。当日代理で受賞したＬ進藤から石上会長に

「会員指導力育成賞」が手渡されました。 

13 ドネーションの発表はＬ桂が行いました。Ｌ桂は近況と

して、先ごろ結婚されたあるタレントのご結婚にちなん

だ仕事をされ、生年月日が全部一緒で驚いたという話を

されてドネーションの発表をされました。本日のファイ

ンは２０００円、ドネーションは４２０００円で計４４

０００円でした。皆様、ありがとうございました。 

14 ここで、久しぶりに例会に出席されたＬ宮崎宏之からも

ご挨拶頂きました。Ｌ宮崎は前日に川越つばさＬＣの例

会に参加されたこと、不動産業のＬ田中のご紹介で自社

の川越部門に力を注ぐべく、川越で単身赴任を始めたこ

とをご紹介され、ご挨拶とされました。 

15 出席率の発表は副出席委員長のＬ吉崎にお願いしました。

在籍者数４３名、不在会員１名、終身会員４名、メーク

アップ４名、ビジター２名で出席率は６３．２％でした。 

16 閉会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、全員で大きな

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１１回障害者施設見学ツアー報告      ５月７日 於：区内障害者施設 

出席者：L 西山、L 進藤、当事者１名、関係者１名        （計４名） 
  

５月７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を実施致しました。京

王線芦花公園駅にＬ西山・Ｌ進藤と当事者１名、関係者１

名が集合しました。 

まず徒歩にて、近くの就労継続支援Ｂ型施設『ちぐさ企

画』を見学しました。広いワンフロアで数種類の下請け軽

作業が行われていました。製菓会社の箱折や、ダイレクト

メールの封入、さらには機械やピンセットを利用しての細

かな作業など様々な作業が用意されていました。 

続いて、Ｌ進藤の運転する車で八幡山駅近辺の都立松沢

病院内にある、喫茶店型の就労継続支援Ｂ型事業所『喫茶

室パイン』を見学しました。『喫茶室パイン』は以前は大変

お客様でにぎわっていたそうなのですが、松沢病院で行わ

れている退院促進事業による患者数減少や、精神医療セン

ターへの転換に伴う新病棟建設により、人の流れが少なく

なってしまったそうです。そこで、２０１２年度からは隣

駅上北沢そばに部屋を借りて『CotoCoto』というお弁当屋

さんを始めたところ、そちらが大変忙しくなっているとの

ことでした。今回ツアーに乗ってきた当事者の方にも「通

所可能ですよ」と強く誘っていらっしゃいました。来年 1

月には裏の古い病棟部分がすべて芝生の公園になるとのこ

とで今後の動きにも注目です。 

最後に、祖師ヶ谷大蔵に移動して、居場所的雰囲気の地

位活動支援センター『サポートセンターきぬた』を見学し

ました。３月いっぱいで世田谷区からの指定委託相談支援

事業終了にともない、電話相談は終了したとのことですが、

パソコン教室や健美操（健康にも美容にも効く体操のよう

なもの）などのプログラムで利用者さんが多数訪れている

とのことでした。 

最後にＬ進藤より、精神障害者福祉に関する歴史や現在

の世田谷区の現況をご説明いたしました。参加された当事

者の方が、「今日は初めて施設を見学したけれども、また別

の施設も見学してみたい」と積極的な発言をされ、次回の

ご利用も予約されました。また施設関係者の方からは「ぜ

ひ来期も継続してほしい」とご希望を頂きました。次回は

今期最終回、６月６日の予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ４月２３日 ３３０－Ｃ地区川越つばさＬＣ例会参加報告    （Ｌ佐々木） 

さる、４月２３日、友好クラブである、３３０－Ｃ地区川越つ

ばさＬＣに、当クラブＣＮ５０周年の告知を兼ねて、Ｌ岩瀬、Ｌ

宮崎宏之、Ｌ進藤、Ｌ田中と私Ｌ佐々木の５名で参加致しました。

この日は３３０－Ｃ地区第二副地区ガバナー予定者になった神

田Ｌのいらっしゃる坂戸ＬＣから４名、ほかにも川越初雁ＬＣ・

川越中央ＬＣ・大井ＬＣなど多数のゲストがお見えでした。 

同クラブは「つばさルール」として審議は１時間以内としてい

るらしく、この日の例会も３３分というスピードでした。また、

先に食事を済ませてから例会という形をとられており、クラブに

より（地区により？）それぞれこんなに違うのかと驚くとともに、

若い現役のメンバーも集まりやすいように時間や予算の努力を

なさっていると感じました。女性メンバーも多数在籍なさってお

り、意見も活発に交換され、活気がありました。 

例会ののち、隣室にて開催された懇親会にも参加し、同じく例

会訪問におみえになっていた３３０―Ｃ地区のキャビネット幹事団をご経験なさった方々とも

交流させていただきました。そのなかで、ベテランメンバーや若手メンバーの在り方など、３３

０―Ａ地区でも話題に上るお話を沢山教えて頂くことができました。５月第一例会には、ご訪問

頂ける方もいらっしゃるとのことで、大変楽しみです。皆様どうも有り難うございました。 

☆ ４月２５日 ３３０－Ｃ地区新座中央ＬＣ参加報告       （Ｌ進藤） 

４月２５日、東武東上線志木駅すぐの「ベルセゾン」にて開催

された、３３０－Ｃ地区新座中央ＬＣに例会訪問致しました。２

月に開催された３３０－Cの若手フォーラムで「同じテーブルの

人のところに例会訪問する約束をしてください」と言われたの

で、お隣にいらした新座中央ＬＣの田嶋ライオンにお願いして実

現したものです。 

この日は講師の方に卓話をお願いしている特別例会というこ

とでテーブルもスクール形式、さらに最初の３０分間は食事時間ということで先に席に用意され

ていた弁当を頂きました。 

岩沢満会長、谷修幹事ほか多くの方と名刺交換し、そして隣には私の紹介役となった田嶋Ｌが

「本当に来ましたね」と笑いながら出迎えてくださいました。  

例会のレジュメは「理事例会」となっており、報告事項・審議事項満載です。それにしても出

席者が多いと思って理由を尋ねてみますと、この日は「全員出席例会」という指定なのだそうで

した。今日のメインの卓話は、朝霞台中央総合病院の村田順院長から「がんで死なないために」

というご講演をいただき、「ガンは早く見つけてとりきれば死なない。見つけたらすぐに治療。

手遅れになりたくなければ検査を励行」という有難いお話を伺いました。 

他地区の例会訪問もまた大変勉強になりました。新座中央ＬＣの皆様、誠にありがとうござい

ました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ ４月２６日 東京渋谷ＬＣ例会参加報告           （Ｌ進藤） 

４月２６日、エクセル東急ホテルで開催された東京渋谷ＬＣ例

会に、当クラブＣＮ５０周年告知を兼ねて石上会長と私Ｌ進藤で

参加致しました。  

４月１１日の当クラブの例会のテールツイスタータイムで行っ

た 「被災地支援アクティビティを例にとった新規アクティビティ

の創出 ～世田谷ＬＣの場合」という発表を、ちょうどに例会訪問

に来られていた訪問されていた東京渋谷ＬＣ幹事 森亮介Ｌが、例

会訪問に来るのならぜひ発表してほしいとおっしゃってスクリー

ンやプロジェクターを用意して下さっていました。したがって、

ＣＮ５０告知も行いつつ、ゲストスピーチもさせて頂いたという

次第です。 

当日は昼例会でその次に屋外でのアクティビティも控えていらっしゃるとのことでしたが、例

会振替でのご参加についてもご検討いただけるかもしれないとのことでした。東京渋谷ＬＣの皆

様、ありがとうございました。 

 

☆５月１日 ３３０－Ｃ地区坂戸ＬＣ例会参加報告         （Ｌ田中） 

さる、３月２７日と５月１日、３３０－Ｃ坂戸ＬＣに、Ｌ進藤

と私Ｌ田中で、例会訪問してまいりました！３３０－Ｃ地区の若

手フォーラムでの例会訪問励行の宿題を、坂戸ＬＣ池田Ｌと同じ

テーブルだったＬ進藤が生真面目に守ろうとしたことがきっか

けとなり、坂戸ＬＣの森川幹事にもお願いして実現致ししました。 

私にとって坂戸ＬＣ例会場は、営業所の一つと自宅が近くでも

あり、是非挨拶に行きたい、とても楽しみにしていた例会でした。 

いろいろなクラブに例会訪問させて頂くと、クラブによって進

行がさまざまで、とても勉強になります。今回は最初から席にお弁当が用意されていて、「開会

の挨拶」「開会のゴング」のあとに「会食」があり（！）、そのあと「国歌斉唱」「ライオンズヒ

ム斉唱」と続く式次第となっていましたので少し驚きました。 

幹事報告や審議事項はテンポよく進み、テールツイスタータイムは、脚立の上から落とされた

紙片を床に落ちる前にピンセットでつまみとるルールのちょっと体を動かす工夫がされている

ゲーム形式で、すごく充実した例会でした。会食の時間も含めて１時間１０分くらいで例会が終

了しまして、大変早いと感じました。 

二次会や三次会までご一緒させて頂き、ハンブルグ国際大会のこと、クラブの会員数のこと、

国際結婚のこと（森川幹事も私も国際結婚組）などで大変盛り上がりました。 

今度は坂戸ＬＣの皆さんが複数で世田谷ＬＣ例会訪問に来て下さるとのこと。交流が深まって

嬉しいです。 

坂戸ＬＣの皆様、大変お世話になりましてありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ ５月３日 代官山春花祭参加報告                （Ｌ亀川） 

さる、５月３日金曜日、代官山で毎年行われている「代官山

春花祭」に行って参りましたので、ご報告致します。 

 この春花祭は５月３日～６日まで行われているイベントで、

東京代官山ＬＣが、ひまわりの種まき等、全般にわたってお手

伝いしていらっしゃるイベントです。当日私は一人で行くのも

寂しいので（笑）、「代官山に美味しいパスタを食べに行こう」

との掛け声に乗っかってきた三人娘を連れて（笑）行ってまい

りました。 

ここ数年で代官山も再開発され、さらにお洒落な街へと変わ

りました。先ずは娘達に約束のパスタをご馳走し（笑）、以前世

田谷ＬＣとしても種をまかせて頂いたひまわりガーデン、そし

て各イベント会場を回りました。途中、東京代官山ＬＣの相野

谷Ｌ、中島Ｌとお会いする事もでき、最後に東日本大震災復興

支援として、物産展も開催されていたので、南三陸ブースで買

い物をし、代官山を後にしました。 

 地元の商店街振興会、そして新しいアパレル業界などが、 

一丸となり、皆んなで代官山を盛り上げていこうという気持ち

が大変良く伝わってきました。まさに新旧の融合。。どこの世界

でも大切だと思いますが（汗）。。代官山は見事に成功した街だ

と思いました。 

 

 

 【告知】ＣＮ５０記念例会    

２０１３年９月２８日（土）          目黒雅叙園 「舞扇」（予定） 
  

東京世田谷ＬＣは、１９６３年３月に結成式を行い、同年９月２８日に認証状伝達式が行わ

れました。このチャーターナイトからまもなく５０年となりますことを祈念致しまして、ＣＮ

５０記念例会を開催いたします。 

＊ 日時 ２０１３年９月２８日（土）登録１７時００分、開会１８時００分 

＊ 場所 目黒雅叙園 ２Ｆ「舞扇」 

＊ 会費 １２０００円 

世田谷ライオンズクラブらしい「手作り感あふれる」記念例会にしていけるよう、メンバー

全員で協力・推進していく所存です。皆様どうぞお楽しみに。 
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■ 行事予定 

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

 ５月１９日（日）10：00～ 潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え）於：潮来 

 ５月２２日（水）18：30～ ５月第２例会 （会員拡大例会）     於：目黒雅叙園    

 ６月 ６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 

 

■ 

 幹事 畠山より一言  

  

 

 

 

世田谷区ライオンズメンバー皆様、そして日本中のいや世界中のライオン

ズメンバーの皆様、いつもありがとうございます。 

先日、ＬＩＯＮ誌の取材を受けていて、ふと思った事があります。それは

「東京世田谷ライオンズクラブ」は本当に良いクラブだと再認識できた事で

す。それは自クラブの活動を一番だと思っているメンバーが多い事…メンバ

ーがメンバーの事を常に考えている事など…今期はそのクラブの幹事を出来

た事で、とても良い経験ができたことに、メンバーのみなさまに感謝してお

ります。 

もう残すところ今期はあと４回の例会と２つのアクティビティしか残って

いません、その１つは「潮来ライオンズクラブとの合同食育アクティビティ 

田植え」です。ここ近年、私をはじめ、世田谷メンバーやその家族、子供達

はとても楽しみしています。潮来ライオンズクラブ会長・幹事・クラブメン

バー及びその関係者の方々そして世田谷のメンバーのみなさま、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

ＧＷも終わり本来ならばとても過ごしやすい時期ですが…日本列島、夏日

を感じさせる地域もあれば雪の降る地域もありますので、朝夕の気温の差に

は十分注意をしてお身体を崩さないように、皆様、お身体ご自愛下さい。 

 

      2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山 


