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2012-2013年度  第２２号                ２０１３年６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 

★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 

アクティビティを振り返る予定です。南三陸町

やフィリピン来訪についてもご報告頂きます。 

★６月２４日（水） 於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ 

第 1205 回  例  会 １８：３０〜２１：００ 

最終家族例会    
 ６月の第２例会（今期最終・家族例会）は、

今年もＬ老田の御尽力により六本木ヒルズの

会員制施設にて行います。ご同伴の皆様にも

お楽しみ頂けます様、恒例のビンゴゲームや

今期中に行われました多数のアクティビティを

振り返る企画等を検討して居ります。 

*受 付 １８：００～  

 六本木ヒルズ 52階・東京シティビューからの

絶景をお楽しみいただけます！ 

*場所：六本木ヒルズクラブ 

   東京都港区六本木６－１０－１  

   六本木ヒルズ森タワー ５１階 

   バンケットルーム Ⅱ・Ⅲ    

 ０３－６４０６－６００１ 

*会  費 ： メンバー ￥５，０００－ 

 同伴者 ￥１０，０００－（中学生・高校生

は￥５，０００－）（小学生以下は  無料 ） 

 
 

 

会長挨拶   

思い起こせば、観測史上３番目？（でした

っけ？）に早い梅雨入り宣言・・・などと聞

いた日からは暑い晴天が続くという奇妙な現

象が続いておりましたが、いよいよ本格的に

梅雨到来の様ですね。その梅雨時期の６月と

言えば、早いもので今期も残り１ヶ月をきり

ました。そして、来る６月２６日（水）には

当クラブの今期最終例会を今回もＬ老田の御

尽力（私が幹事を務めておりました３年前か

ら利用させていただき、今回で４年連続お世

話になっております m(__)m）により、六本木

ヒルズクラブにて開催いたします。先日、ラ

ンチを兼ねてその最終打ち合わせに行って参

りましたが、天気も良い日で素晴らしい眺め

と美味しい料理を満喫して参りました。当日

は例会の前後どちらの時間帯でも六本木ヒル

ズ５２階・東京シティビューを御利用いただ

けますので、メンバー並びに御同伴の皆様、

多数お誘いあわせの上、明るい時間帯での絶

景や素晴らしい夜景等をお楽しみいただけれ

ばと思います。梅雨時期ではございますが、

ただただ当日の晴天

を祈りつつ・・・多

数の御出席をお待ち

して申し上げます。 
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 第１７回理事会報告             ５月２２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 大竹、L 小野一郎、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        （２１名） 
  

第１７回理事会が、５月２２日（水）１７：３０より目黒雅叙園８階「サロン・ド・ソレイユⅠ」

にて開催されました。 

■審議事項■ 

１．ＣＮ５０周年の件につきましては、Ｌ山本より送り状

封筒のデザインの確認を頂いたほか、振込口座について

は独立口座とすることとなりました。 

２．５月２９日（水）キャビネット懇親ゴルフ大会の件に

つきましては畠山幹事よりご提案を頂いて、Ｌ今尾・Ｌ

高橋・Ｌ亀川の３名が参加することとなりました。 

３．６月６日（木）準備理事会につきましては、次期会長

予定者Ｌ西山より場所を銀座アスター三軒茶屋賓館に

て開催することを決定したとご案内頂きました。 

４．６月１０日（月）２０１２～２０１３年度３３０－Ａ

地区「懇親会」につきましては、クラブからは次期三役

のＬ西山・Ｌ阿部・Ｌ大竹の３名が参加することとし、

３名の参加費についてはクラブ負担とすることとなり

ました。 

５．東京世田谷ライオンズクラブ内規の件につきまして、次期幹事予定者Ｌ阿部よりご提案を頂

き、特に会費未納者について「請求日より６０日以内に未納の場合、退会扱いとする。ただ

し本人の希望により会長預かりとする。」との文言を入れる方向で検討することとなりました。

また支払方法はみずほファクターの自動引き落としを推奨し、次期の後期から移行すること

となりました。 

６．来期納涼例会の件につきまして、次期会長予定者Ｌ西山より、「ルアール東郷」（原宿警察署

の裏）を仮押さえしているとご紹介があり、承認されました。日程につきましても８月７日

の８月第１水曜日と決定しました。 

７．来期クリスマス例会についても、Ｌ西山より①アメリカンクラブ、②「ＵＲＡＫＵ ＡＯＹ

ＡＭＡ」（外苑前徒歩１分：港区北青山２－７－１３／０３－５４１１－０１１１）で検討し

ているとのご報告を頂きました。 

８．その他、当クラブについて「ライオン誌６月号」１２ページに記事が掲載されていることの

紹介があったほか、５月２５日東京フューチャーＬＣ主催のＡＥＤ講習やボーイスカウト育

成協力会への寄付について検討が行われましたが、両方とも今回はご辞退させて頂くことと

なりました。 

９．畠山幹事よりクラブベスト製作についてご提案頂き、紫と黄色のクラブベスト見本がご紹介

されました。１枚１２０００円ということですが、個人名を入れてほしい人は（半額負担で）

名前を入れて、あとは名前なしの（クラブ費用で）クラブ所有のベストを製作することとな

りました。採寸はＬ田中にお願いすることとなりました。 
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 第１２０３回 ５月第２例会（会員拡大例会）報告 ５月２２日 於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L 阿部、L 福島、L 東村、L 岩瀬、L 磯辺、L 桂、L 亀川、L 小塚、 

L 諸見里、L 中村、L 西山、L 老田、L 大竹、L 小野一郎、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  

330-A 東京ひかりえ LC 菅純一郎 L、 

石上会長ご同伴２名、L 畠山ご同伴２名、L 須藤ご同伴１名、L 田中ご同伴１名、 

L 手塚ご同伴２名 （出席２４名、ゲスト８名、ビジター１名、計３３名） 
  

1 第１２０３回５月第２例会が５月２２日（水）、１８時３

０分より目黒雅叙園８Ｆ「サロン・ド・ソレイユⅢ」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。本日は会員

拡大例会ということでゲストの方の例会食費をクラブで

負担するシステムとなっており、大変多くのゲスト及び

ビジターの方にお越し頂きました。ビジターとしては東

京ひかりえＬＣから菅純一郎Ｌ、ゲストは、石綿モータ

ース 代表取締役 石綿俊哉様、有限会社 奨建築 取締役 

中川将利様、全日本給油株式会社 東京客室部 内山眞由

美様、キャスコ株式会社 取締役 内山美穂様、株式会社

ＢＩＳ企画演出部長 秋吉佳代子様、松葉歯科医院 松葉

浩志様、司法書士 横田裕貴様、ルイヤンスタイル代表 孫 

瑞陽様の９名にお越し頂きました。皆様、お忙しいとこ

ろどうも有り難うございました。 

3 石上会長から会長挨拶を頂きました。石上会長は多数お

越し頂いたお客様への御礼を申しのべたのち、５月１９

日に実施された、潮来ＬＣとの合同食育アクティビティ

（田植え）について、天気が良く、日焼けしたことをご

報告頂きました。また、９月に５０周年記念式典を迎え

るため、本日を「会員拡大例会」として会員拡大を図っ

ていること、本日お越しのゲストの皆様で奉仕の心が芽

生えましたら是非ご入会頂きたいと勧誘の言葉を述べら

れてご挨拶とされました。 

4 ここでお客様ご挨拶としてまず、ビジターとしてお越し

頂いた東京ひかりえＬＣ菅純一郎Ｌからご挨拶頂きまし

た。菅Ｌは当クラブへは２度目の訪問となること、青年

アカデミー委員Ｌ手塚と仲良くなり、例会訪問に回るよ

うになったこと、ご自身が東京ひかりえＬＣの次期幹事

となる予定であること、アクティビティを活発に行うク
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ラブとの連携を期待しているとご挨拶頂きました。 

5 メンバースピーチとして、Ｌ進藤より、潮来ＬＣとの合

同食育アクティビティについてプロジェクターを用いて

写真を披露しながらご紹介を頂きました。Ｌ進藤は手短

に、大変天気が良かったこと、２５家族３７名もの参加

が世田谷からあったこと、田んぼでは茨城県の小学校の

児童も含め子供たちが楽しみながら田植えを行ったこと、

畑でサツマイモのイモ苗植えを行ったこと、交流会のの

ちに「あやめ祭り」に場所を変えて、当日結婚式を迎え

た新婦さんの「嫁入り船」を柗田市長のご説明を頂きな

がら拝見できたことなどを発表されました。 

6 ウィ･サーブのご発声をＬ白石に頂きました。Ｌ白石は、

社会奉仕について説きおこし、人間のＤＮＡには本来的

に奉仕をすると脳内物質ドーパミンが生産されて幸福

感・喜びを感じるようになっている、とご説明頂きまし

た。そしてゲストに対して社会奉仕を強く勧めたのち、

高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

7 会食に移りましたが、この日もお酒のドネーションを頂

きました。Ｌ進藤から潮来土産の焼酎「三人笑」、Ｌ亀川

から「薩摩白波」「いいちこ」、Ｌ畠山から「米焼酎の甕

だし」、Ｌ手塚からは伊勢土産として「二階堂」をドネー

ション頂きました。ありがとうございました。また、Ｌ

磯辺から「東京オリンピック招致バッジ」を３つドネー

ション頂きました。 

8 会食中にＬ進藤より「ライオン誌６月号１２ページの記

載記事」についてのご紹介と、畠山幹事からクラブベス

トの見本のご披露がありました。 

9 幹事報告を畠山幹事より頂きました。直前に開催された

第１７回理事会の審議事項が満場の拍手によって承認さ

れました。皆様有難うございました。 

10 ここで、残りのゲストの皆様からご挨拶を頂戴しました。

まず、石上会長のゲストのお二人からご挨拶頂きました。

石綿モータース 代表取締役 石綿俊哉様からは、３０数

年前に横浜でレオクラブに参加していたこと、大橋ジャ

ンクションそばで「石綿モーターズ」という自動車修理

工場を経営し、先代と合わせて約６０年頑張っていると

ご挨拶頂きました。有限会社 奨建築 取締役 中川将利様

からは、石上会長に誘われて参加したこと、奉仕につい

て考える機会が今まで少なかったこと、これから奉仕を

頑張ろうという気になられたことをご紹介され、ご挨拶
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とされました。 

11 続いて畠山幹事のゲスト２名からご挨拶頂きました。全

日本給油株式会社 東京客室部 内山眞由美様からはご自

身が畠山幹事の小学校・中学校の同級生であること、フ

ェイスブックで連絡を取り誘われたこと、すでにご自身

の企業としては社会奉仕をしているものの、同級生のよ

しみで身近な地域密着の奉仕についても検討してみると

ご挨拶されました。キャスコ株式会社 取締役 内山美穂

様からは、内山眞由美様の妹さんであること、自宅でお

父親が経営されていたリース会社を、父親亡き後、引き

継いだ母親を手伝って働いていること、畠山幹事からの

奉仕の誘いが増えており、交流できればよいと考えてい

るとお話しされました。 

12 続けてＬ手塚のゲスト２名からご挨拶頂きました。司法

書士 横田裕貴様からは渋谷で事務所を引き継いで１年

ほど経過したところであること、今後交流を深めていき

たいとご挨拶頂きました。松葉歯科医院 松葉浩志様から

は、東中野で歯科を開業していること、先々代から引き

継いで自分の代で現在１６年となっていること、大学の

先輩後輩が皆歯科医で他の業種の人となかなか話さない

業種であるのでＬ手塚と知り合ったことがきっかけで今

回参加したこと、今後の交流を希望していることを話さ

れてご挨拶とされました。 

13 続けてＬ須藤のゲスト、ルイヤンスタイル代表 孫 瑞陽

様からは、中国出身でカフスボタンの会社を経営してい

ること、人との縁を大切にしていることがご紹介されま

した。最後にＬ田中のゲスト、株式会社ＢＩＳ企画演出

部長秋吉佳代子様からは、六本木でテレビコマーシャル

を製作していること、昨今は予算カットもあり奉仕をし

ているかのようであること、Ｌ田中の高校の同級生の中

学の同級生であることがご紹介されました。皆様有難う

ございました。 

14 テールツイスターの活躍の時間は、Ｌ須藤より先日参加

された「新ホームページセミナー」のご報告を頂きまし

た。Ｌ須藤からは３３０－Ａ地区のホームページがリニ

ューアルされて、ノンライオンの方にも興味を持ってい

ただける形となっていること、メンバーが気軽に記事を

投稿できる画面があること、スマホで同じ画面が見られ

ることが紹介され、アクセスも毎日かなりあるとご紹介

されました。また、「投稿」画面でのクラブのアクティビ

ティ報告の仕方について具体的にご案内頂きました。 
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15 ここで、Ｌ進藤から、綾瀬ＬＣに転籍した藤川Ｌからま

た新入会員候補のご紹介を頂き、上野ＬＣに一緒に例会

訪問することとなったとご報告頂きました。 

16 ドネーションの発表もＬ須藤にお願い致しました。本日

のファインは２４００円、ドネーションは３５６００円、

計３８０００円でした。皆様有難うございました。 

17 出席率の発表を出席委員長Ｌ中村から頂きました。Ｌ中

村は、スカイツリーが開設１年経ったこと、ご自身も２

回のぼってみて、１回は晴天でもう１回は雨だったとご

紹介頂きました。在籍者数４３名、不在会員１名、終身

会員４名、出席者数２４名、ビジター１名、ゲスト８名

で出席率は６３．２％でした。 

18 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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東京都障害者スポーツ大会参加報告      ６月１日・２日 於：駒沢陸上競技場 

出席者：L 亀川、L 諸見里、L 佐々木、L 進藤、L 手塚        （計５名） 

６月１日（土）、２日（日）に、駒沢オリンピック公園陸

上競技場にて、東京都障害者スポーツ大会（知的障害者部

門）が開催されました。３３０－Ａ地区第５９回年次大会

記念アクティビティでもあり、当クラブからも６月１日に

Ｌ進藤が、６月２日にはＬ亀川・Ｌ諸見里・Ｌ佐々木・Ｌ

進藤・Ｌ手塚の５名が参加しました。 

この大会は全国大会の予選を兼ねていて、数週間にわた

って開かれる東京都障害者スポーツ大会の中でもライオン

ズは知的障害者部門の大会を何年にもわたって応援してお

り、本大会にも約３００名のライオンズメンバーが手伝い

に参加したようです。開会式では阿久津ガバナーのご挨拶

が、閉会式では鈴木ガバナーエレクトの万歳三唱が行われ

ました。 

例年雨に祟られるとの伝説もありましたが、２日ともほ

ぼ快晴に近い晴天となり、２日間にまたがって開かれた競

技では、１００メートル走・２００メートル走・８００メ

ートル走などの徒競走や立ち幅跳び・走り幅跳び、走り高

跳びなどのジャンプ競技、さらにはソフトボール投げなど

の投擲競技、そしてリレーなどと多種多様な競技が繰り広

げられました。 

ライオンズクラブは社会福祉・障がい者委員会を中心に、

ゴールののちの表彰台におけるメダル授与と「万歳三唱」

を担っていて、競技が進むについて２つの表彰台を駆使し

て万歳三唱を次々と行いました。２日目には東京表参道Ｌ

Ｃを中心とした応援チームが観覧席に陣取り、競技をして

いる障害者たちへの応援・声援を精力的に行っていました。 

走り高跳びなど大会新記録が出た競技もありましたが、

それだけでなく、周回遅れに近いほど遅れたランナーに対

しても惜しみない声援が贈られました。障害を持ちながら

も一所懸命スポーツに取り組む姿から多くの感動を得るこ

とができました。 

世田谷区内の障害者施設も数か所参加しておりましたの

で、また来年は多くのメンバーで参加できればと思います。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ５月２３日 東京山手ＬＣ例会参加報告    （Ｌ進藤） 

５月２３日（木）、新宿のヒルトン東京ホテルにて開催さ

れた東京山手ＬＣの例会に、当クラブのＣＮ５０記念例会

の告知を兼ねて、例会訪問して参りました。記念例会の告

知以外にも、今期１０Ｒで行われたゾーン再編や新クラブ

結成にまつわる事柄に対して多数ご質問や厳しめのご意見

も頂きました。様々なことを決定するにあたって、各クラ

ブの意志をきちんと聞き取ることの重要性を深く感じる例

会訪問でございました。東京山手ＬＣの皆様、誠に有難う

ございました。 

☆ ５月２４日 東京江戸川中央ＬＣＣＮ４０例会参加報告    （Ｌ進藤） 

さる５月２４日（金）、錦糸町の東武ホテルレバント東

京にて開催された東京江戸川中央ＬＣＣＮ４０記念例会に

参加致しました。記念講演としてツリークライミングを行

っているジョン・ギャスライト様のご講演を拝聴しました

が、流暢な日本語で、カナダでの生い立ちや吃音によるい

じめのこと、お祖父様に教わった木登りの快感、海岸に漂

着した漂流物から感じた日本への憧れと、夢をかなえて来

日した後、ツリークライミングの普及や障害児への啓発に

至るまで、大変感動的な講演でございました。 

☆ ５月２５日 東京表参道認証状伝達式参加報告         （Ｌ佐々木） 

さる５月２５日（土）、渋谷東武ホテルにて、東京表参道ライオンズクラブ認証状伝達式が行

われました。若いメンバーの多いこのクラブは、元々障害者ボランティアの活動を共にしていた

数人が中心となり、結成されたそうです。この日はメイン

アクティビティである、「ドレミファダンスコンサート」が

先に行われておりました。子供の運動会の為、残念ながら

拝見出来ませんでしたが、他クラブの方々のお話では大変

な盛り上がりだったとか。私のご紹介しました障害者ご家

族も、思いきり踊って唄って大満足だったと喜んでくださ

いました。その疲れも一切見せず、お客様を元気にもてな

す姿勢に今後の表参道ＬＣのご活躍を感じた気が致します。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ ５月２５日２６日 南三陸町来訪報告               （Ｌ亀川） 

 

さる５月２５日（土）２６日（日）宮城県南三陸町へ畠山幹

事と共に視察に行って参りましたのでご報告致します。 

交通手段としまして、東北新幹線（くりこま高原駅）よりレ

ンタカーにて南三陸町に向かいました。 

２５日は「南三陸町さんさん商店街」にて、チリ共和国より

送られたモアイ像の除幕式があるという事で、まずはそちらに

向かいました。なぜ南三陸にモアイ像かと申しますと、１９６

０年のチリ地震の時、南三陸町が津波の被害を受け、友好国で

あったチリよりモアイ像が送られたのですが、今回の震災によ

りそのモアイ像が壊れ、そして今回また送られたという事で

す。本物のモアイ像が海外に送られる事は今回が初めてだとい

う事です。 

除幕式では、南三陸志津川ＬＣ阿部会長と小坂前会長にお会

いする事ができ、その後の町の様子などをうかがう事が出来ま

した。 

そして我々は「のぞみ福祉作業所」に移動しました。そこで

私たちは驚いたのですが、モアイ像をモチーフにしたハガキを

世田谷ＬＣと南三陸志津川ＬＣ協同で寄贈した紙漉き機です

でに制作していたのです。さらに進化していた事に感動しまし

た。そしてこの作業所も近々移転する事か決まっている事を畠

山所長から聞き、今現在ハガキの生産が間に合わないなど、今

後の世田谷ＬＣとしての支援のヒントを得て、モアイのハガ

キ、モアイをモチーフにしたタオルを数セット購入し、作業所

を後にしました。この日はモアイ像除幕式や、あくる日の福興

市がある事で南三陸町のホテルはほぼ満室で、気仙沼のホテル

に泊まりました。 

明けて２６日は、南三陸町歌津地区では初めて「福興市」が

開催されるという事でそちらに向かう事にしました。福興市は

相変わらずの盛況ぶりで、みなさんご存じの「miki.baby」の

ライブなどがあり多くの人達で賑わっていました。 

そして我々は南三陸町を後にするのですが、今回、移動途中

がれきの山が依然残っていたり、南三陸志津川ＬＣ阿部会長と

の話の中で、山間部の宅地造成は始ってはいるのですが、そこ

から出る残土を今の法律でいくと沿岸

部などに転用できないなど、以前の法律

が今だ生きたままで、なかなか前に進め

ない、法の整備が必要など、まだまだ

様々な問題が復興の妨げになっている

のだと実感した今回の視察でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆ ５月２５日 フィリピン３０１複合地区年次大会参加報告  （Ｌ田中） 

 

さる５月２５日、Ｌ手塚、Ｌ阿部と私Ｌ田中で、フィリピ

ンマニラ３０１複合地区年次大会に行ってきました（注）。 

日本とは全然違って、学校を貸し切り、各教室に地区が別

れ、アルファベット順にクラブが呼ばれ投票を行います。黒

板に書きながら即日開票され、次期ガバナーが決定します。 

すごい人、すごい熱気でリアルさを実感致しました。写真

は我々と、田中妻であるマニラＬＣのＬジェニファーと、マ

ニラＬＣ所属地区である３０１－Ａ１ガバナー、チューア

（Ruth Chua）さんです。気さくで飾らない、とても美しく、優しいガバナーです！  

（注：Ｌ田中はマニラＬＣの準会員でもあります） 

 

 

☆ ５月２７日 次期三役セミナー参加報告       （Ｌ阿部） 

 

５月２７日（月）、東商会館にて開催された、新三役セミ

ナーが行われました。当クラブからは次期会長予定者Ｌ西

山・次期会計予定者Ｌ大竹と次期幹事予定者である私Ｌ阿部

と新三役予定者揃って参加させて頂きました。第一部は三役

の実務について該当キャビネット委員会委員長予定者の方

からレクチャーして頂きました。第二部は鈴木定光ガバナー

エレクトから次期キャビネット運営方針の発表があり、各委

員会から趣旨説明がありました。セミナー後に新三役予定者

で来期予算について打ち合わせして参りました。Ｌ西山、Ｌ

大竹、お疲れ様でございました！ 

 



11 

 

 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆６月３日青年アカデミー交流会参加報告           （Ｌ須藤） 

 

去る６月３日、石上会長はじめ、畠山幹事、阿部次期幹事、

ライオン歴２５年のベテランＬ諸見里、Ｌ進藤、Ｌ村井、Ｌ佐々

木まどか、青年アカデミー委員Ｌ手塚と共に９名で、第４回 青

年アカデミー交流会に参加させていただきました。Ｌ手塚がと

ても熱心に委員会活動をされているので、当クラブからは毎回

大所帯での参加となります。親戚ぐるみで応援に行っている感

じですね(笑)。 

私は、３回目となる出席でしたが、毎回、青年アカデミー委

員会の皆さまが、たくさんのライオンの皆さまとお友達になれ

るよう会をコーディネイトしてくださっているので、会とその

後の２次会で楽しく交流させていただき、更には交流会の後も、

チャリティコンサートにお邪魔したり、当クラブに例会訪問に

いらしていただいたりと、おかげさまで輪が広がっております。 

 この日のグループディスカッションのテーマは、【今後行う

べきアクティビティの方向性と震災支援のアクティビティに

ついて】でしたので、我が東京世田谷ＬＣで行っているアクテ

ィビティについて発表させていただくと、他クラブの方々から、

そのアクティビティの多さと運営について感心していただき

ました。発表をしてみて、我がクラブの良いところは、それぞ

れのアクティビティに特徴があり、身体を使うもの、あまり身

体に負担にならないもの、時間の掛かるもの、短時間のもの、

学習を主としたもの、レジャー的にファミリーで楽しみながら

学習できるもの、とお仕事とのバランスを見ながら、楽しく参

加できるアクティビティが多数あるという事に気が付きまし

た。 

ちなみに…、東京世田谷ＬＣメンバーの中には、全アクティ

ビティに参加される勢いの素晴らしいメンバーもいらっしゃ

いますが(#^.^#) 

こうした他クラブのライオンのみなさまと交流できる機会は、他クラブ様の良いところ、問題

点などをお聞きし、自クラブに持ち帰る事が出来き、また、自クラブの事を改めて第三者的に傍

観できるところにあるように思います。 

そして、２次会は近くの居酒屋さんで開催され、更に気さくに皆さまと交流ができます。この

日は、阿久津ガバナーはご挨拶をされると、同日、神楽坂で開催されていた『緊急アラート委員

会』の会にも行かれ、ワープでもされたのか、いつの間にかまた戻ってきてくださり、１卓１卓

テーブルを回られお声掛けくださいました。本当に素晴らしいお心遣いですね。お酒が入りなが

らも、真剣にライオンズクラブの在り様について語られる皆さまも本当に熱い！ 

今回もとても有意義な時間を過ごさせていただきました♪戸部委員長をはじめ、青年アカデミ

ー委員会の皆さま、１年間、本当にありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤ 

 

☆５月２９日キャビネット懇親ゴルフ参加報告         （Ｌ高橋辰三） 

 

さる５月２９日、龍ヶ崎カントリー倶楽部で開催されたキャビネッ

ト懇親ゴルフ大会に東京世田谷ライオンズクラブを代表して、Ｌ亀川、

Ｌ今尾と私Ｌ高橋の３名で参加してきました。Ｌ高橋は、前回のラウ

ンドで遂に念願の１００切りを果たしたため、井上誠一設計の名門コ

ースを前に前夜からテンション MAX でした（お誘いいただいたＬ山

本には、若き世田谷のライオンの威信をかけて１００切り宣言ととも

に参加表明しました）。当日早朝は、Ｌ今尾のご自宅（Ｌ高橋の事務所

もある）のビル一階の駐車場に集合し、Ｌ亀川、Ｌ高橋がＬ今尾の外

車にの同乗し、早速ゴルフ談義が始まりました。 

Ｌ亀川とＬ今尾が、「これからの季節ラフが伸びてくるよ、ラフから

のショットでフライヤーが出るのでアイアンの番手を悩むよね」と話

していたので、フライヤーという言葉が初耳だったＬ高橋は「フライ

ヤーってなんですか」と質問をし、コンペに向かう車で、初めてフラ

イヤーという現象を知りました。 

龍ヶ崎カントリー倶楽部に着くと、クラブハウスでは、早速井上誠

一の肖像がお出迎え。我々は、最終のスタートだったのですが、ライ

オンズマンらしく真面目に８時前にはクラブハウスへ到着していまし

た。なお、実際には、集合時間には、他クラブのみなさんは集合時間

には、それほど集まっていませんでした。 

スタートまで約２時間待ちで待ち疲れてしまった感もありました

が、スタートになるとキャディーさんが非常に可愛くて、３人のライ

オンたちは嬉々としてラウンドを開始しました。コースは乗用カート

がなく、山あり谷ありのコースをずっと歩きながらのラウンド。Ｌ亀

川は、日ごろの鍛錬のせいか特に文句は言っていませんでしたが、乗

用カートに乗りなれたＬ今尾は、歩きはキツイと愚痴をこぼしていま

した。Ｌ高橋は泣き言をいうＬ今尾を千尋の谷に突き落とそうかと思

いましたが、シャンクが出てボール探しを最優先したため、そんな暇

もありませんでした。 

その後、キャディーさんに３人のライオンズメンは、やたらキャデ

ィーさんにグリーンのラインを聞きながらラウンドを進めていました

が、みんなドライバーショットが精彩を欠き、ラフに入れることが多

く、いつも賞品をかっさらっていくＬ今尾も、いまいちスコアが伸びませんでした。 

一方のＬ高橋は、ラフに入れてもライオンズマンらしく果敢にパーオンを狙っていきました

が、ラフの芝が長く、フライヤーが出るわ出るわ、私のゴルフ人生でこんなにフライヤーという

言葉を使ったのは間違いなくこのコンペが初めてでした。 

さて、結果ですが、キャディーさんと話しが弾みすぎたことが原因かどうかわかりませんがＬ

今尾は２１位で珍しく入賞を逃しました。一方、Ｌ亀川は隠しホールにうまく当たり、１９位入

賞。Ｌ高橋は、途中でＬ亀川・Ｌ今尾がキャディーさんが結婚して子供もいるということを聞き

出してしまったショックで、後半崩して１０８ストロークでもちろん入賞できず。 

Ｌ高橋の煩悩がまだまだ続きそうな楽しいライオンズコンペになりました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥ 

 

☆６月４日 東京調布ＬＣ例会参加報告            （Ｌ進藤） 

さる６月４日（火）、調布駅前のクレストンホテルにて開

催された、東京調布ＬＣの例会に訪問して参りました。私が

仕事で時々訪れる病院のそばに谷田部Ｌの家があり、散歩の

時にちょうど通っていたということがわかって、例会訪問を

お願いしたものです。この日は、別のクラブから転籍を予定

しているメンバーもいらっしゃったほか、テールツイスター

タイムでは産経新聞で行っていた「創作漢字宛あてゲーム」

が行われ、大変楽しく過ごすことができました。東京調布Ｌ

Ｃの皆様、ありがとうございました。 

☆６月６日 東京芝ＬＣＣＮ５５記念例会参加報告         （Ｌ諸見里） 

さる６月６日（木）、パレスホテル東京にて開催された東

京芝ＬＣＣＮ５５記念例会にＬ進藤と私Ｌ諸見里が参加致し

ました。おなじ東京ＬＣをスポンサークラブとする兄弟クラ

ブで、当クラブよりもさらに歴史が古いクラブです。きっち

り１時間のみという短い式典は運営面からみてさすがだと感

じたほか、祝宴での料理はパレスホテルだけあって大変美味

しいと感嘆しました。 

☆６月７日 ３３０－Ａ地区１０Ｒ合同正副幹事会参加報告     （Ｌ進藤） 

さる６月７日、南国酒家迎賓館にて３３０－Ａ地区１０Ｒ合

同正副幹事会が開催され、当クラブからはＬ石上、Ｌ畠山、Ｌ

Ｌ西山、阿部、Ｌ村井とＬ進藤の６名が参加しました。最終正

副幹事会でもゾーン再編や新クラブ（東京表参道ＬＣ）の件に

ついて質疑があったものの、経緯をご説明して来期からは東京

表参道ＬＣも正副幹事会にお呼びすることとなりました。その

代り、来期は新１Ｚと新２Ｚと別々に正副幹事会を行うという

案が出ております。 

☆６月９日 東京原宿ＬＣ旅行例会参加報告            （Ｌ進藤） 

さる６月９日、箱根南風荘で開催された東京原宿ＬＣの旅行

例会に（当クラブＣＮ５０告知も兼ねて）Ｌ畠山・Ｌ西山・Ｌ

阿部と私Ｌ進藤で参加致しました。南風荘の前オーナーが原宿

ＬＣのメンバーだったこともあり、創業以来４０数年南風荘で

旅行例会をされているのだそうです。引き継ぎ例会を兼ねてい

て、チャーターの引き継ぎや新三役へのバッジ贈呈も行われま

した。宴席では食べきれないくらいの豪華な料理に夜遅くまで

のカラオケと大変楽しませて頂きました。有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＺＣ  

☆ ６月１０日 第４回キャビネット会議報告          （Ｌ進藤） 

６月１０日、東京プリンスにて第４回キャビネット会議が

開催されました。今期最終キャビネット会議ということもあ

り、地区役員、複合地区役員の方も参加され、また審議事項

も委員会からの提出案件に対して活発な議論が行われました。

詳細につきましては、１０Ｒガバナー諮問委員会を６月２４

日（月）１８時より原宿南国酒家迎賓館にて開催しますので、

そちらでご報告させて頂きます。 

また、続けて懇親会が隣室にて行われ、当クラブからも次

期三役が出席し、他クラブとの交流を深めました。 

 

■ 行事予定 

 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

ズメンバーの皆様、いつもありがとうございます。 

早い…もう６月も１０日が過ぎました…クラブ幹事のお仕事…もぅ少しで

終わりと思うと、早い…１年が経つのが…でも考え方を変えると充実した時

間を過ごしたから早かったのだと思います。 

５月の終わりには…南三陸町へ「何か出来る事がないか？」ツアーに行っ

た時にタイミングよく「モアイ像」贈呈式に立合えたり、「福興市 ｂｙ志津

川」などを見て来ましたが、まだまだ、復興にはまだまだ時間が掛かると思

いました事と別に感じる事が一つありました、それは現地の人の「話を聞く・

会話をする」アクティビティも良いのではと思いました。（今回、現地の方よ

る食事をする機会が有ったので…） 

先週末は初めて他クラブの宿泊例会に参加させていただきました。 

「東京原宿ＬＣ」会長・幹事をはじめメンバーの皆様、お世話になりまし

て本当にありがとうございました。通常例会訪問では考えられないくらい楽

しい時間を共有できた事、すごく良い思い出になりました。 

残すところ今期も後少しですが…世田谷メンバーの皆様よろしくお願いし

ます。 

梅雨に入りましたが、今年は梅雨らしい日がないようですが…夏日みたい

な日もあれば、肌寒い日もあります。体調管理に十分注意し、お身体を崩さ

ないように、お身体ご自愛下さい。 
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