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2012-2013年度  第２１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。 

★６月１３日（木）  於：目黒雅叙園 

ＣＮ５０実行委員会 １６：３０～１７：２０ 

第 1８回理事会  １７：３０～１８：２０ 

1204回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

内容につきましては検討中です。 

☆来期準備理事会 

６月６日（木）、銀座アスター三軒茶屋賓館に

て来期の準備理事会が開催されます。メンバ

ーの皆様、ぜひご参加くださいますようお願

い申し上げます。 

６月６日（木）  １８：００開場 １８：３０開宴 

於：銀座アスター三軒茶屋賓館 

 世田谷区三軒茶屋 1-39-7 ﾍﾞﾙｱｰｼﾞｭ 2F 

 TEL03-3418-3421 
 
 

 

会長挨拶   

去る５月の第１例会（５月９日）では、講

師例会として警察庁の櫻澤健一様をお招きし、

現在担当されている国際テロリズム対策等の

話を含め、無償にて御講演いただきました。

記憶に新しいところでは、ボストン爆弾テロ

事件等の例もあり、出席されたメンバーやゲ

ストの方々にも非常に興味深いお話だったの

ではないでしょうか？御講演ありがとうござ

いました。そして５月１９日（日）は、近年

恒例となりました潮来ライオンズクラブとの

合同食育アクティビティで田植え・いも苗植

え体験を行って参りました。間近の週間天気

予報では当日の天気が心配され、特に昨秋の

稲刈り体験では雨天による中止だった経緯も

ありましたので、当日は素晴らしい天気に恵

まれ、ホッと一安心でございました。尚、例

年このような貴重な体験等を提供いただき、

たくさんの御土産まで頂戴し、潮来ライオン

ズクラブをはじめ潮来市大規模稲作研究会、

ＪＡなめがた、潮来市等の関係者の皆様には

改めて感謝を申し上げます。有難うございま

した。 

早いもので今期も残りあと１ヶ月余りとな

りましたが、三役の引き継ぎ等も含め、来る

来期のＣＮ５０周年記念式典（９月２８日・

土曜日）に向けて充実したラ

イオンズ活動を続けて参りた

いと思いますので、メンバー

の皆様ならびに関係者の皆様

に於かれましては引き続きの

御指導・御鞭撻の程、宜しく

お願い申し上げます。
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 第１６回理事会報告             ５月９日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 福島、L 岩瀬、L 磯辺、L 桂、L 亀川、L 諸見里、L 中村、 

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 鈴木、 

L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、畠山幹事        （２２名） 
  

第１６回理事会が、５月９日（木）１７：３０より目黒雅叙園４階「清風」にて開催されました。 

また、理事会に先立ち、第６回ＣＮ５０実行委員会が石上会長・Ｌ阿部・Ｌ磯辺・Ｌ岩瀬・Ｌ桂・

Ｌ亀川・Ｌ小塚・Ｌ諸見里・Ｌ中村・Ｌ西山・Ｌ進藤・Ｌ白石・Ｌ須藤・Ｌ鈴木・Ｌ田中・Ｌ山

本・Ｌ吉崎・畠山幹事の１９名で開催され、会場設営や危機対応、当日の食事内容、招待状のデ

ザイン、当日のアトラクションなどについて話し合いました。 

■審議事項■ 

１．４月収支決算について会計Ｌ須藤よりご報告頂き、ご承

認いただきました。 

２．５月１９日潮来ＬＣとの合同アクティビティ（田植え）

について参加者を確認致しました。 

２．５月２０日締切の薬物乱用防止教室に関するアンケート

につきましては石上会長一任となりました。 

３．５月２１日新ホームページに関するセミナー開催の件に

つきましてはＬ進藤よりご説明頂き、Ｌ佐々木とＬ須藤が

出席することとなりました。 

４．５月２６日第３７回わんぱく相撲世田谷大会協賛の件に

つきまして、Ｌ進藤よりご説明頂き、例年通り３万円協賛

することとなりました。 

５．５月２７日次期三役セミナー開催につきましては、次期

三役とも出席することとなりました。 

６．６月３日第４回青年アカデミーメンバー交流会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阿部・Ｌ亀川・Ｌ諸見里・Ｌ須藤・Ｌ進藤が出席することとなりました。 

７．畠山幹事よりのご提案で、官庁と同一日程でクールビズを実施することとなりました。 

８．南三陸町見学ツアーについて畠山幹事よりご提案頂き、５月２６日の「福興市」に合わせ、

畠山幹事とＬ亀川が南三陸町に行くこととなりました。正式なツアーは別途組む予定です。 

９. 来期例会日について西山会長予定者よりご提案頂き、例会日を第２第４水曜日に戻すことで

承認されました。 

１０．来期キャビネット役員選出の件につきまして、Ｌ進藤（キャビネット副幹事）、Ｌ山本（会

員会則委員会副委員長）、Ｌ諸見里（年次大会委員会副委員長）、Ｌ桂（広報委員会副委員長）、

Ｌ亀川（緊急アラート委員会委員）、Ｌ手塚（青年アカデミー委員会委員）、Ｌ田中（ＹＥ委

員会委員）の７名をクラブから推薦することとなりました。 

１１．その他、クラブホームページに例会写真をアップしてほしいという意見を頂きました。ま

た５月１２日の３３０複合地区年次大会に代議員としてＬ福島・Ｌ西山・Ｌ阿部・Ｌ進藤の

４名が、部会員としてＬ桂・Ｌ諸見里の２名がそれぞれ参加することが確認されました。 
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 第１２０２回 ５月第１例会報告        ５月９日  於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 福島、L 岩瀬、L 磯辺、L 亀川、L 諸見里、L 中村、 

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 鈴木、 

L 田中、L 手塚、L 吉崎、畠山幹事 

メーキャップ： L 桂、L 山本、L 手塚 

330-C 川越初雁 LC：柳澤一美 L、川越つばさ LC：沼田浩正 L、五十嵐冬樹 L、 

330-A 東京フューチャーLC 渡辺智大 L 

（出席２０名、メーキャップ３名、ゲスト１名、ビジター４名、計２８名） 
  

1 第１２０２回５月第１例会が５月９日（木）、１８時３０

分より目黒雅叙園４Ｆ「清風」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）・

ライオンズクラブの歌・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、講師として警察庁警備局外事情報部国際テロリズ

ム対策課長 櫻澤健一様、さらに３３０複合地区青少年

育成・ライオンズクエスト委員会委員・川越初雁ＬＣ幹

事 柳澤一美Ｌ、３３０－Ｃ地区８Ｒ２ＺＺＣ 川越つ

ばさＬＣ沼田浩正Ｌ、３３０－Ｃ地区青年アカデミー委

員会 川越つばさＬＣ五十嵐冬樹Ｌ、３３０－Ａ地区緊

急アラート委員会委員 東京フューチャーＬＣ渡辺智大

Ｌの５名にお越し頂きました。皆様お忙しいところ誠に

ありがとうございました。 

3 石上会長より会長挨拶を頂きました。石上会長は、お客

様への謝意を述べたのち、本日の講師としてお越し頂い

た櫻澤様のご紹介をされました。桜澤様とは池尻小学校

のおやじの会がご縁でお会いして、今までも薬物乱用防

止教室・ビオトープメンテナンス・子供マラソン大会な

どにご参加頂いていましたが、石上会長の次のおやじの

会（８８会）の会長であるだけでなく、実は警察の偉い

方でいらっしゃるということで、講演をお楽しみいただ

きたいと話されてご挨拶とされました。 

4 本日はお時間の関係もあり、お客様挨拶は会食中に頂く

こととして、講師である警察庁警備局外事情報部国際テ

ロリズム対策課長 櫻澤健一様からご講演をいただきま

した。櫻澤様は四半世紀以上警察に勤務され、現在は国

際テロを取り締まるために海外を飛び回っているとのこ

とです。 

5 櫻澤様はまず、日本の警察機構についてご説明をされま
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した。戦前は国家警察制度だったものが、戦後は都道府

県単位の警察制度となり、国の機関たる警察庁が、全国

警察の調整事務や県をまたぐ事件などの指揮監督を各都

道府県警察に対して行っているとのことです。警察庁や

都道府県警察の上には、政治的中立性と民主的管理のた

め、それぞれ国家公安委員会、都道府県公安委員会が置

かれています。 

6 櫻澤様は、国際テロリズム対策課の業務について触れら

れました。外事警察の本来の機能は外国からのスパイを

捕まえることですが、他にも、産業スパイから国を守る、

大量破壊兵器の拡散を防ぐ、テロから守るなどの機能を

持っています。国際テロリズム対策課は、国内外の情報

の収集、分析、評価やテロ組織の動向及びテロの手法な

どの分析を行っており、世界中から収集した情報を政策

決定者（総理大臣など）に提供し、テロ容疑者の追跡・

事件化・無害化などを行っているとのことです。全体を

通じて強調されていたのは、スパイ映画のような派手な

世界ではなく、多くの人に会ってじっくり話を聞いたり、

協力者を見つけ出して秘密裏に話を聞くことや、一般に

公開されている情報を丹念に分析することがテロ対策の

上でとても大切とのことでした。 

7 櫻澤様は次に、現在の国際テロ情勢についてさまざまな

実例をもとにご説明されました。イスラム過激派組織「ア

ル・カーイダ」やその関連組織などによるテロだけでな

く、昨今は過激化した個人によるテロ（「ローン・ウルフ」

「ホーム・グローンテロリスト」というようです）が増

えてきており、先日のボストンマラソン爆弾事件もこれ

に当たるとのことでした。 

8 日本はアメリカの同盟国ということでテロ組織から名指

しされていることや、アルジェリアのガスプラントでの

テロ事件や「悪魔の詩」翻訳者殺害事件など、日本人が

犠牲となったテロ事件も含めて多数の実例を挙げてご説

明されました。 

9 テロに対抗する手段としては平成１６年から政府全体で

の取組みがなされており、テロリストを入国させないた

めの入出国管理に加え、各種管理者に対して対策を行っ

ていて、爆薬の原料となりうるもの（たとえば肥料）を

見知らぬ人間が大量に買いに来た場合には通報してもら

うようにしたり、旅館やホテル経営者には外国人の本人

確認を励行したりなど、官民一体型のテロ対策を行って

いるとのことでした。櫻澤様はテロを防ぐには、テロに
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ついて「知る」「備える」「行動する」の３つの対策を挙

げ、何かあったら最寄りの警察にまずは通報することが

大切であると強調されてスピーチを締め括られました。 

10 質疑応答では、警察に入った動機や、飛行機や新幹線に

ついての安全性、さらにはテロリストに共通する精神構

造について、また警察・刑事ドラマなどについてなど多

数の質問が出て盛り上がりました。桜澤様、誠にありが

とうございました。 

11 ここで、ウィ･サーブのご発声をＬ田中とＬ岩瀬のお二人

にお願いしました。Ｌ田中は、先日例会訪問した川越つ

ばさＬＣの例会のテンポの良さについて触れ、Ｌ岩瀬は、

車の運転中にパトカーに止められたエピソードをご披露

されたのち、お二人で声を合わせて高らかにウィサーブ

のご発声を頂きました。 

12 会食の中で、お客様からご挨拶を頂戴しました。まず、

３３０複合地区青少年育成・ライオンズクエスト委員会

委員・川越初雁ＬＣ幹事 柳澤一美Ｌは、当クラブにＬ

諸見里が所属していたと知って驚いたと告白されました。

また、ライオンズクエストについて内容をご説明頂き、

３３０－Ｃ地区で８校から１０校がクエストのプログラ

ムをとりいれているとご紹介されてご挨拶とされました。 

13 ３３０－Ｃ地区８Ｒ２ＺＺＣ 川越つばさＬＣ沼田浩正

Ｌは、母方の実家が世田谷区深沢にあり、父方の叔父様

の会社が目黒本町にありさらに世田谷でボランティアを

していたと、世田谷・目黒とのご縁をご披露されました。

またご自身が初代会長であった川越つばさＬＣが２０１

０年５月に結成された若いクラブであるとご紹介をされ

てご挨拶とされました。 

14 ３３０－Ｃ地区青年アカデミー委員会 川越つばさＬＣ

五十嵐冬樹Ｌは川越つばさＬＣ二代目会長であること、

個人的に参加していた、がん患者を支援して２４時間歩

き続けるリレーフォーライフに、現在はクラブとしても

参加しているとご紹介されてご挨拶とされました。 

15 ３３０－Ａ地区緊急アラート委員会委員 東京フューチ

ャーＬＣ渡辺智大Ｌはご自身のクラブとの比較をされ、

本日の感動を自クラブに持ち帰って検討したいとご挨拶

されました。 

16 会食中に畠山幹事より幹事報告を頂きました。畠山幹事

は直前に開催された第１６回理事会の審議事項を上程し、
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拍手にて承認されました。皆様有難うございました。 

17 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

佐々木にお願いしました。Ｌ佐々木は本日お越しになっ

たゲスト・ビジターの皆様とのご縁についてそれぞれ披

露されました。講師の桜澤様の出身である藤枝東高校が

サッカーで有名であること、Ｌ佐々木の４番目のお嬢様

が静岡県でおこなわれている清水カップを目指して女子

サッカーで頑張っていること、さらにはこの４月から浦

和レッズのスクールに行き始めて、送り迎えに行くよう

になって埼玉県ともご縁ができたこと、先日の川越つば

さＬＣ例会で柳澤Ｌからクエストの話を伺ったこと、川

越つばさＬＣの例会が１時間以内に例会を終わらせると

いう「つばさルール」があり、訪問した日も３３分でテ

ンポよく進行したこと、フューチャーＬＣ渡辺Ｌの青年

アカデミー交流会でのエピソードなど披露されました。 

18 本日のファインは２０００円、ドネーション３１０００

円、計３３０００円でした。皆様有難うございました。 

19 出席率の発表は出席委員長のＬ中村にお願いしました。

Ｌ中村はご自身の内装工事の関連でディズニーランドの

仕事をした際にアメリカから来た左官屋の技術の高さと、

それをまた日本人の左官屋が技術を習得していくのに感

嘆したとのエピソードをご披露されたのち出席率の発表

を頂きました。在籍者数４３名、不在会員１名、終身会

員４名、出席者２０名、メークアップ３名、ゲスト１名、

ビジター４名で出席率は６０．５％でした。 

20 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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潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え・イモ苗植え）報告  ５月７日 於：潮来 

出席者：石上会長、L 亀川、L 進藤、L 手塚、畠山幹事、 

東京三軒茶屋 LC 水谷力 L、藤村貞夫 L、里森久由 L、 

石上会長ご同伴（池尻小学校関連）３家族６名、L 西山ご関連（池尻稲荷神社関連：湯

川様３名、大江様、佐藤様２名、山井様２名、酒井様、和田様、黒田様）７家族１１名、

L 手塚ご同伴（インドネシア実習生３名含む）４家族５名、藤村 L ご同伴３家族６名 

         （計２５家族３７名） 
  

５月１９日（日）、潮来にて潮来ＬＣとの合同食育アクテ

ィビティ（田植え＆イモ苗植え）を実施致しました。全国

的に雨が心配されていましたが、天気予報とは裏腹に大変

気持ち良い晴天となりまして、世田谷からは２５家族３７

名が集結致しました。例年ご参加頂いている池尻稲荷神社

チーム７家族１１名様に加え、池尻小学校ＯＢチームや東

京三軒茶屋ＬＣ水谷会長、里中Ｌさらには藤村Ｌご家族ご

親戚一同様、さらに今年はＬ手塚の会社に実習に来ている

インドネシアからの実習生たちも加え、性別も年齢も国籍

もバラエティに富んでおりました。 

いつものようにＪＲ潮来駅前ロータリーに集合、３３３

－Ｅ潮来ＬＣの皆様とご挨拶したのちに、現地に向かいま

した。潮来大規模稲作研究会主催で、潮来ＬＣやＪＡなめ

がた、潮来市役所の皆様の大々的なご協力をいただきまし

て、かすみの郷公園のそばの田んぼにて田植えを、そして

水郷県民の森の畑にてイモの苗うえを行いました。 

今年は現地の延方小学校の皆さんをはじめとして子供た

ちもたくさんいて、歓声を上げながら田植えをしたり、カ

エルを取ったり、泥だらけになりながら全力で楽しんでい

ました。 

交流会では柗田千春・潮来市長自らが、「一番星」と「あ

やめちゃん」でできた２種類のおにぎりについてご説明頂

き、両方を食べ比べるかたちで交流会は進みました。また、

お米、みそ、イモなど大量のお土産を頂きました。 

ここで一応解散となったのですが、その後、２５名の大

所帯で、あやめ園で行われているあやめ祭りへ移動しまし

た。あやめはまだちらほら咲いている程度でございました

が、幸運なことにこの日ご結婚される方がいらっしゃって、

嫁入り船を（しかも柗田市長直々の解説で）拝見すること

ができました。今や年間３０数回の予定に全国から７０名

以上が応募する人気企画となっているとのことです。松島

会長をはじめとする潮来ＬＣの皆様、柗田市長をはじめと

する潮来市の皆様、大変お世話になりまして誠に有難うご

ざいました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ５月８日 ３３３－Ｃ地区佐倉中央ＬＣ例会参加報告    （Ｌ進藤） 

さる５月８日、３３３－Ｃ地区佐倉中央ＬＣに、当クラブＣＮ

５０周年の告知を兼ねて、Ｌ亀川・Ｌ手塚と私Ｌ進藤の３名で例

会訪問致しました。ライオンネットやフェイスブックを通じて千

葉県佐倉に若手を中心とした大変元気のよい「佐倉男気軍団」と

いう集団があると知り、また若手フォーラム等でも是非例会訪問

に、という流れとなって、お伺いいたしました。東京からは他に

東京三軒茶屋ＬＣの藤村貞夫Ｌ、さらに市川ＬＣから３３３－Ｃ

地区第二副地区ガバナー予定者の吉原稔貴Ｌ、酒々井ＬＣから御

園生浩士Ｌ、そのほか佐倉ＬＣから数名と佐倉むらさきＬＣから

数名が加わって、総勢約４５名のにぎやかな例会でした。 

まず、会費が１５００円（二次会も４０００円）と安いのに驚

きました。しかも他クラブからはそれ以外ドネーションを受け取

らないというシステムでした。 

まず桐生政広会長のご挨拶で、「東京からお客様が来るのは歴

史的できごと」とご紹介されました。第二副地区ガバナーの吉原

Ｌのご紹介に立った、現地のゾーンチェアパーソン、密本高志Ｌ

が「みなさまこんばんは。佐倉が生んだスーパースター、Ｌ密本

です」と自己紹介されたのには度肝を抜かれましたが、のちにク

ラブの諸先輩方にお訪ねしたところクラブをあげてバックアッ

プされていることがひしひしと伝わってまいりました。吉原Ｌの

ご挨拶では、複合地区をこえてビジターが来る意義、遠くに友達

を作って行き来できる喜び、「佐倉の奇跡」と「世田谷の奇跡」

の話などが話されました。お客様挨拶では世田谷ＬＣからの３名

で５０周年告知のご挨拶をさせて頂きました。  

乾杯のご発声では、御園生Ｌが「佐倉の奇跡や世田谷の奇跡で

すが、何年も前はどのクラブも活気があった。やはり若手を入れ

ると活性化する」というお話をされまして、乾杯となりました。  

その後行われた田中茂Ｌによる講話では、千葉県の佐倉と山形

のつながりについて、江戸時代に堀田というお殿様が佐倉城と山

形城の城主として統治していたという歴史をわかりやすくお教

えくださって、大変勉強になりました。  

テールツイスタータイムは、「ハシで１０粒の豆をつまんで別

皿に移し替える」速さを競うゲームで、各テーブル代表が出たの

ですが、世田谷ＬＣのＬ亀川が優勝！賞品はピーナッツでした。 

例会後、隣駅そばのスナックに場所を変えて開かれた二次会では、佐倉名物の男気ジャンケン

が行われ、じゃんけんで勝った福島Ｌが３万以上支払って、男気金バッジを贈呈されていました。

さらに、お弁当４つ分くらいあるボリューム満点でゴージャスな「男気弁当」もお土産に頂いて

満腹となりました。佐倉中央ＬＣはじめ佐倉の皆様、お世話になりましてどうも有難うございま

した。  
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ ５月１２日 ３３０複合地区年次大会参加報告       （Ｌ進藤） 

 

５月１２日、ホテルニューオータニにて開催された３３０複合

地区年次大会に参加しました。クラブから代議員４名が参加する

予定だったのですが、１名が朝になって発熱してしまい、結局Ｌ

阿部・Ｌ西山・Ｌ進藤の３名で登録しました。また受付では登録

部会のＬ諸見里が、記録部会ではＬ桂が活躍していました。  

１０時半から登録時間でしたが、Ａ・Ｂ・Ｃ地区のいろいろな

方たちにお会いすることができました。１１時半から代議員総会

が始まり、役員・来賓のご紹介・ご挨拶のあとは分科会の部屋ご

とに分かれました。私のいた分科会は、指導力育成、青少年・ラ

イオンズクエスト、ＹＥ、青年アカデミー分科会でした。①「老

荘青の世代間協調について」②「新設された青年アカデミー委員

会の役割と方向性について」③「青少年・ライオンズクエスト委

員会の複合地区の準地区の連携及び今後の活動について」④ＹＥ

委員会の呼称ＹＣＥ委員会へ変更について」の４つのシンポジウ

ムが行われ、非常に活発に論議が交わされました。その後は代議

員総会の再開。各分科会の審議結果が報告されました。 

１５時半からの式典では、最初に今回の大会テーマを全員で叫

ぶ、という時間がありまして、「和～奉仕でつなぐ希望の灯り」 と

声を揃えました。河合大会会長挨拶＆年次報告では河合議長の動

きを中心に、スライドで複合地区の動きが報告されました。アト

ラクションの明治小学校の演奏会は素晴らしいもので、満場の拍

手でアンコールとなりました。続けて３ガバナーエレクト入場！

Ａ地区：鈴木定光Ｌ、Ｂ地区：川手寅平Ｌ、Ｃ地区：大屋保Ｌの

入場を見守りました。次期協議会議長はＢ地区の佐藤精一郎ガバ

ナーと発表されました。 

その後行われた懇親会ではあちこち挨拶に行きまして、とくに

山梨アカデミーＬＣの皆様と二次会もご一緒致しました。長い一

日となりましたが、様々な地区のいろいろな方に出会える喜びを味わえました。皆様ありがとう

ございました。 

☆ ５月１４日 東京恵比寿ＬＣ例会参加報告           （Ｌ進藤） 

さる５月１４日、当クラブのＣＮ５０の告知もかねて、同じリ

ジョンの東京恵比寿ＬＣの昼例会に訪問致しました。例会場では、

２代目というライオンのぬいぐるみがお出迎えしてくれました。

私は、旗の位置に注目しました。国旗が真ん中に、そしてクラブ

旗が三脚に。普段よく見るライオン旗はありません。先日ある方

から、例会でゲストを迎えるときはこういう旗の配置が正式なの

だと伺ったばかりでしたので、非常に勉強になりました。  

 私はいつものように世田谷ＬＣＣＮ５０の告知をさせて頂きま

した。東京恵比寿ＬＣは例会出席人数こそ１０名程度で、１テーブルなのですが、常に出席率は

９０％以上とのことで、大変すばらしいと思いました。恵比寿ＬＣの皆様、お世話になりまして、

誠にありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆５月１２日出雲大社参拝報告                   （Ｌ須藤） 

 

さる５月１２日、かねてより念願の出雲大社に、畠山幹事、Ｌ田

中文太郎と須藤家族の４名で参拝致しました。当日は雲一つない快

晴で、神様から歓迎していただいているような…とても素晴らしい

１日となりました♪  

出雲大社は、今年６０年に一度の『遷宮』を迎え、２日前に遷宮

されたばかりの神様に、たくさんの方が参詣にいらしていましたが、

人混みも感じさせないほどの澄み切った空気…不思議な空間でし

た。 

間近で見たしめ縄は、ものすごい迫力で、海を大切にする出雲の

風習により、普通の逆側、海側の左側から編まれているそうです。

そして、出雲大社では２礼４拍手１礼でお祈りするなど、お作法が

違うのですね。 

ツアーを申し込むと、出雲で生まれ育ったガイドさんが丁寧にプ

チ情報を織り交ぜながら案内してくださいますので、短い時間でぎ

ゅっぎゅっと出雲大社が堪能できるのでオススメです♪ 

私は大阪から車で向かいましたので、宍道湖畔に前泊してゆった

りとした行程で、松江・出雲を堪能しました♪ 

そして、翌日、畠山幹事とＬ田中を『出雲縁結び空港』まで迎え

に行きました。須藤家族は、１２月の『クリスマス家族例会』に参

加させていただいておりましたので、久しぶりに畠山幹事とＬ田中

とお会いでき、とても喜んでおりました。こうした輪が広がるのも

ライオンズクラブの良いところですね♪ 

お昼には、混雑しているお店に畠山幹事がサクサクと予約を入れ、

呼びに来てもらえるよう段どってくれたおかげで、階下のテラス席

でゆったりとビールを飲みながら待ち、しっかり『出雲そば』をい

ただきました。こしがあって、とても美味しかったです。 

そして… 

旅の途中では、ちょっとしたハプニングもあり、とても想い出深

い旅となりました(*^_^*) 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆５月１５日 会員増強・女性セミナー参加報告       （Ｌ亀川） 

さる５月２０日（月）霞が関ビル３５Ｆ「レストランけや

き」、におきまして、「会員増強・女性セミナー」に、石上会

長、Ｌ山本と私Ｌ亀川の３名で参加して参りましたのでご報

告致します。女性セミナーという事で、決してへんな下心を

持って行ったのでは有りません（笑）。参加の理由としまして、

当世田谷ＬＣがモデルクラブとして表彰されるという事、や

はりこれからのライオンズは女性の力は必須だと思った事と、

以前より親交のありました東京蒼天ＬＣ三根Ｌ（ディックミ

ネＪr.）のシャンソンライブが開かれるとの事で参加して参

りました。当日は「女性セミナー」ですが、やはり女性は少

なく、６割は男性メンバーでした。まずは「すったもんだは

あってもこの日本とライオンズクラブには女性の力が必要」

とのテーマで、過去にテレビ朝日の報道番組「ニュースステ

ーション」でキャスターをされていた、若林正人氏の講演が

ありました。今までに培われた経験とユニークなジョークを

組み合わせ、これからの日本、またはライオンズにおいての

女性の必要性を分かりやすく講演して頂きました。 

 次に約２０クラブのモデルクラブの表彰があり、当クラブ

からは石上会長が代表で受け取りました。懇親会が始まり、

円卓を囲んでの女性メンバーを増やすにはどうすればよい

か？などをテーマにディスカッションをしたのですが、やは

り会費問題、ある程度のステータスの女性しか入れない、ま

た家族会員で入会しても例会費を自費で払っていると結局は

年会費より高くなってしまうので正会員になったなど、「なる

ほどなぁ」と思う事ばかりでした。 

 そしてシャンソンライブが始まりました。最初に蒼天ＬＣ

三根Ｌ（あの有名な歌手「ディックミネ」の御子息）の歌で

始まりました。続いて東京上野南ＬＣ鈴木智子Ｌ、東京自由

が丘ＬＣ河津延樹Ｌ、３名のライブが終わり、セミナーも終

了となりました。 

 私見ですが、会費の問題も有りますが、ライオンズクラブ

は男性社会と思われがちです。まずは各クラブが女性の入会

しやすい環境を整えることが重要で、基本ですが、女性メン

バーとはお互い対等のルールを崩さないことが重要だと思い

ました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤ 

☆５月１７日 ３３０－Ｃ地区深谷ＬＣ移動例会参加報告       （Ｌ田中） 

さる５月１７日、３３０－Ｃ地区の深谷ＬＣの例会に、Ｌ進

藤と私Ｌ田中で訪問してまいりました。なんと移動例会に参

加！しかも「ボートピア岡部」という競艇場外発券売り場なの

でした。例会は奥の会議室で行われ、３３０－Ｃ埼玉流なので

しょうか、お弁当を先にいただいて、例会開始。移動例会用の

開会の小さいゴングを、嶋村勝興会長が鳴らして始まりました。

国歌、ライオンズヒム斉唱の後、会長挨拶。複合年次大会のご

感想と、アワード（アイデア賞）の紹介、そして地区年次大会

でのアワードも紹介され、「賞品で頂いた盾は事務局に置いてお

いても埋もれてしまうので、ほしい方持って帰って飾ってくだ

さい」（笑）ということで、剱持紀雄Ｌが持って帰りました。そ

のあと幹事報告で、「今日は、耳ざとい人たちがいて、どこから

聞きつけたのか（笑）、東京は世田谷ＬＣから二人、この移動例

会の視察に見えられています（笑）」と紹介されました。 

 私達からは、Ｌ進藤からは深谷ＬＣの故・山本国広Ｌが世田

谷ＬＣに例会訪問に来て下さったこと、お返しに例会訪問を決

めていたが、事故があって大変残念だったこと、また私Ｌ田中

からは支店の一つエイブル深谷店が駅前にあり、関係が深く、

たまに出没することなどをお話しいたしました。このボートピ

アの社長様がご挨拶をされ、ロータリークラブでもこの会場を

例会に使用したと、話されていました。 

 そしていよいよテールツイスタータイム！舟券の買い方「１

００円から買える」等、と簡単なルール説明を聞いて、２階の

来賓席（特別観覧席）に上がりました。Ｌ進藤も私も初競艇…

買い方からわからず、「私達、初めてなんです」と深谷ＬＣの方々

に話すと、意外に初めての人が多かったです。(安心…)当然初心

者二人組は、オッズも解析も出来ないので、インが有利(ボート

１)と聞いたＬ進藤は、１流しで購入。私は好きな数字を三連複。

結果は、ボート１がやはり来て、Ｌ進藤はトントン。ピンポイ

ントを狙った私は、撃沈でした。心の中で叫ぶ「来い、来い」、

それなりに面白さが味わえました。１１・１２の２レースを楽

しみ、終了。各々解散しました。 

剱持Ｌと藤村久雄Ｌと二次会。剱持Ｌはフィリピン人の奥様

をもつライオンであると分かり、しかも奥様は、我が妻Ｌジェ

ニファーの後輩で(やばい世間は狭い)、Ｌ進藤のきわどい質問も

出て、話が大変盛り上がりました。今度はホーム例会にお邪魔

する宣言をしました。なかなか一人では出来ない経験をさせて

頂き、ありがとうございました！  
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥ 

☆ ５月２０日 ３３０－Ｃ岩槻ＬＣ例会参加報告          （Ｌ進藤） 

５月２０日は３３０－Ｃ岩槻ＬＣの例会に、東京巣鴨ＬＣ有

山賢Ｌとともに例会訪問致しました。３３０－Ｃ若手フォーラ

ムの時、グループファシリテーターの岩槻ＬＣ濱野Ｌと同じテ

ーブルだったのがご縁で例会訪問となりました。東武野田線岩

槻駅そばの武蔵野銀行の会議室が会場で、銀行側の都合で７時

から８時までという１時間で例会をすべて終わらせるとのこと

でした（第１例会は別会場で時間に余裕があるとのこと）。 

東京巣鴨ＬＣの有山賢Ｌは来期キャビネット幹事仲間の予定

なのですが、お亡くなりになったお父様が以前岩槻ＬＣメンバ

ーで、ご自身も旅行会社勤務だったころに岩槻ＬＣの韓国ツア

ーを複数年手がけていたとのことで、クラブの半分以上の方と

顔見知りでいらっしゃいました。 

例会食費が何十年も１０００円と大変安く固定されているこ

とにも驚きましたが、斬新だったのは「例会当番」のエプロン

をつけたメンバーが２名いらっしゃってかいがいしく準備をさ

れていたことです。毎回持ち回りで、以前は最後にお茶碗を洗

ったりもしていたのだそうです。 

例会のあとは２次会会場として定番となっているパン屋さん

山本徹舟元ガバナーや濱野Ｌらと長く話し込みました。どうも

ありがとうございました。 

 

☆ ５月２１日 東京自由が丘ＬＣ例会参加報告          （Ｌ進藤） 

さる５月２１日、自由が丘の南国飯店で開催された、東

京自由が丘ＬＣの移動例会に参加しました（普段は原宿の

南国酒家が例会場なのだそうです）。移動例会ということで

ゴング等のグッズや歌はなく、中華料理をそれぞれ一品頼

んだりして、非常にフランクな進行でした。  

私からは世田谷ＬＣの５０周年告知をしたのですが、周

年例会を開催する意義や、今期のゾーン再編について様々

な質問が出まして、真摯に意見交換させて頂きました。そ

の後も幅広い話題で大いに盛り上がりました。東京自由が

丘ＬＣの皆様、どうも有り難うございました。 
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 【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。 

 

■ 行事予定 

 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（木）13：00～ 第１２回障害者施設見学ツアー      於：区内障害者施設 

 ６月 ６日（木）18：30～ （来期）準備理事会           於：銀座ｱｽﾀｰ三軒茶屋賓館 

 ６月１３日（木）18：30～ ６月第１例会              於：目黒雅叙園 

 ６月２６日（水）18：30～ ６月第２例会（最終例会）        於：六本木ヒルズクラブ 

 

■ 

 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

先日、今年で５年目を迎えた潮来ライオンズクラブとの合同アクティビテ

ィ「食育アクティビティ 田植え」に、毎年少しずつではありますが参加者

が増え、メンバーやそのお知合いの家族など、総勢３７名の方と参加してき

ました。 

今回は「あやめ祭り」見学や「潮来道の駅」地元食産物の購入など一日中、

潮来の良さを感じる事ができました。その中でも「潮来花嫁さんは舟で行く」

の歌で知られる嫁入り舟を見る事が出来て、感動しました（１９日読売新聞

の１面に掲載）。 

但しまだ一部の地域では、東日本大震災の傷跡が残っている場所もあり、

復興が遅れていている事を残念に思いました。 

そして、５月２５日～２６日には世田谷ＬＣ有志メンバーと南三陸町へ行

き、「何か出来る事がないか？」を探しに行こうと思っています。（有志で出

掛ける事が多いと思われる方も、いらっしゃるでしょうが…「いつ行く…？

いまでしょ！」（笑）そんな、世田谷ＬＣメンバーの行動力が私は大好きです。） 

早いもので今期も残すところ…あと１ヶ月と少しになりましたが、素敵な、

そして素晴らしい「世田谷ＬＣメンバーの皆様」どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

夏日みたいな日もあれば、まだ肌寒い日もあります。この時期の紫外線は

真夏と同じ位の注意が必要だと言われておりますので、日焼け・熱中症など

に十分注意し、お身体を崩さないように、お身体ご自愛下さい。 

 

      2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山 


