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2013-2014年度  第８号                ２０１３年１１月発行 

今年度スローガン 

ライオニズムを大切に！仲間とともにWe Serve 

 

トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★１１月１７日（日）  於：箱根はつはな 

12１４回 例 会 １８：００〜２０：３０ 

 移動例会 

１１月第１例会は、移動例会として、箱根湯本

のホテルはつはなを予定しております。翌日

にはゴルフ同好会のコンペもございます。メン

バーの皆様、合わせてご参加くださいますよう

お願い申し上げます。 

 小田急ホテルはつはな  

  神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 20-1 

  TEL.0460-85-7321 

会費 1万円、二次会 1万円 

★１１月２７日（水） 於：目黒雅叙園 

第８回 理 事 会 １７：３０～１８：２０ 

第 1215 回 例 会 １８：００〜２０：４０ 

会員増強例会 

年に何回か計画する「会員増強例会」。

今回はメンバーのご友人をゲストとして

お呼びした際の会費をクラブ負担としま

すので、多数のゲストをお呼びください

ますようお願い申し上げます。 

また、吉田雅美様の入会式を予定して

おります。メンバーの皆様はライオン帽

をご持参ください。 

会長挨拶   

元巨人の桑田真澄投手が、アメリカ大リー

グに挑戦したときに日本とアメリカの野球の

違いについて次のように語っていました。『大

リーグではモノを大切にしない。グラブは投

げる。バットは蹴る。ユニホームはグシャグ

シャ。グラブを磨いていると「なんでそんな

ことをする？新しいのを買えばいいじゃない

か！」と。アメリカは消費文化であると思う

が、僕は「野球道具は大切に！」と教わって

きたので、グラブは大切にしたい。子供たち

にも野球を教えるときに最初に「道具は大切

にしてほしい」と伝えている。練習中に水を

飲んだ紙コップはどこにでも捨てる。ガムの

包み紙やひまわりの種がたくさん落ちている。

それを僕が拾ってゴミ箱に入れると、「そんな

ことしなくていいよ！掃除するヤツがいるか

ら」と言う。そうかもしれない。しかし、少

しでもきれいに使えば掃除をする人が楽にな

る。それが人助け。相手を思いやる心だと思

う。』（スポーツ報知より抜粋）日本人は精神

的な部分を大切にする民族であると思います。

桑田さんが言っている「心」は、古くから日

本人が大切にしてきたことです。勝負事は、

勝つことが第一で、そのために練習に励むこ

とは重要です。しかし、柔道・剣道・空手道

等は、礼に始まり礼に終わり、決して勝つこ

とだけにとらわれているのではないと思いま

す。野球の技術向上と共に、「心」を大切にす

る桑田さんの野球は、まさに野球道ではない

かと思いました。日本人が忘れかけている

「心」を大切に奉仕して参りたいと思います。

「ライオニズム大切に 仲間と共にＷｅ Ｓ

ｅｒｖｅ」で、ご協力をお願い致します。 

  （Ｌ西山和範） 

東京世田谷ライオンズクラブニュース 
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第７回理事会報告          １０月２３日 於 目黒雅叙園 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、 

L 宮崎大二郎、L 諸見里、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、L 小野一郎、 

L 大竹、L 進藤、L 庄司、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、 

L 吉崎、阿部幹事                   （計２５名） 
  

第７回理事会が、１０月２３日（水）１７：３０より目黒雅

叙園にて開催されました。 

■審議事項■ 

１. 本年度会計予算案について大竹会計よりご提案頂きまし

た。ドネーション額・交際費額を修正した予算案で、質

疑応答の末、承認されました。 

２. 会計報告の件につきましては、大竹会計より次回まとめて行う旨ご報告頂きました。 

３.１０月２６日２７日わんぱくクラブ育成会秋祭りバザーにつきましてはＬ進藤およびＬ須藤

より前日準備と当日設営の流れについてご説明いただきました。 

４.１０月１７日移動例会につきまして、西山会長より会場が箱根はつはなである旨ご確認いた

だき、登録料１万円、二次会費１万円で承認いただきました。 

５.２０１４年３月少年サッカー教室開催日の件につきまして、西山会長より日程決定に至る経

緯のご説明を頂きました。ＦＣ東京の試合如何によって日程が未定でしたが、当クラブで予

約が取れることとなり、交渉の結果３月１６日（日）と決定致しました。 

６.ＣＮ５０当日記録ＤＶＤの件について西山会長よりご説明を頂きました。当日受付メンバー

が式典をほとんど見られなかったことと、ＣＮ６０の時の参考にするために記録ＤＶＤ作成

を検討しているとご提案頂き、保存版ブルーレイを１枚クラブ負担で作成し、希望する個人

はブルーレイ３０００円、ＤＶＤ１５００円にて購入することとなりました。 

７.１０月２６日東京ピースＬＣチャリティボウリング大会の件について西山会長よりご説明頂

き、Ｌ小塚・Ｌ村井・Ｌ佐々木・Ｌ河俣・Ｌ諸見里とご友人が参加することとなりました。 

８.１２月２日東京２１世紀ＬＣＣＮ１０例会（銀座ケントス・１万円）について西山会長より

ご説明頂き、出席者を募りました。西山会長・Ｌ畠山・Ｌ亀川・Ｌ小塚・Ｌ諸見里・Ｌ白石・

Ｌ手塚が参加することとなりました。 

９.１２月１７日渋谷ＬＣクリスマス例会（帝国ホテル・１万円）について西山会長よりご説明

頂き、出席者を募りました。西山会長・阿部幹事・Ｌ進藤が参加することとなりました。 

１０.南三陸見学ツアーの件についてＬ亀川よりご説明頂き、１１月の「福興市」についてはホ

テルが満室で予約できず、年明けでを検討することとなりました。） 

１１.１１月１６日（土）「世田谷にみどりいっぱいコンサート」についてＬ藤原よりご説明頂き、

３５００円チケットをクラブで１０枚購入することとなりました。 

１２．１１月２２日（金）青年アカデミー委員会交流会についてＬ手塚よりご説明頂き参加者を

募りました。 

１３．河俣勝様の入会しついて審議し、承認されました。 
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第１２１３回・１０月第２例会(講師例会)報告 １０月２３日 於 目黒雅叙園 

出席者 西山会長、L 福島、L 畠山、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、L 宮崎大二郎、 

L 村井、L 諸見里、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、L 小野一郎、L 大竹、 

L 進藤、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事 

新入会員：L 河俣勝、入会候補：吉田雅美様 

ゲスト：清水原光様（講師）ほか１名 

ビジター：335-B 大阪すみのえ LC 早瀬徹 L、東京江戸川東 LC 茅島純一 L 

メークアップ：L 藤原、L 石上、L 庄司、L 高橋 

（メンバー２５名、ゲスト３名、ビジター２名、メークアップ４名、計３４名） 
  

1. 第１２１３回１０月第２例会（講師例会）が、１０月２３

日（水）、１８：３０より目黒雅叙園にて開催されました。 

2. 開会のゴングを西山会長に鳴らして頂き、国歌君が代およ

びライオンズヒム、世田谷ライオンズクラブの歌を斉唱い

たしました。 

3. お客様のご紹介を致しました。本日のお客様は、講師：清

水原光様、入会予定者の吉田雅美様、３３５－Ｂ地区４Ｒ

２Ｚ大阪すみのえＬＣ早瀬徹Ｌ、３３０－Ａ地区ＹＣＥ委

員会委員長 東京江戸川ＬＣ茅島純一Ｌ、他１名の合わせ

て５名でした。皆様お忙しい中誠に有難うございました。 

4. ここで、河俣勝様の入会式を執り行いました。メンバーが

ライオン帽着帽のもと、会員委員長Ｌ山本、スポンサーＬ

宮崎大二郎、そして河俣勝様が厳かに入場されました。 

5. スポンサーＬ宮崎大二郎より、河俣勝様のご紹介がござい

ました。河俣勝様は大変お若く２６歳で、不動産賃貸業の

株式会社トラストホームの取締役で他に飲食店を２軒経

営されていらっしゃいます。趣味はスポーツ全体（主にサ

ッカー）のほか、将棋・旅行をされるとのことです。続け

て会員委員長Ｌ山本より、本日開催された会員委員会と資

格審査の結果、人物略歴ともライオンズメンバーとしてふ

さわしいとご報告頂きました。 

6. 西山会長の先導に従って、河俣様がライオンズの誓いを述

べたのち、西山会長より世田谷ＬＣオリジナルラペルピン

をつけて頂き、晴れてＬ河俣の入会と相成り、クラブ三

役・スポンサーとともに記念撮影を致しました。 

7. 新入会員Ｌ河俣よりご挨拶を頂きました。Ｌ河俣は、Ｌ宮

崎大二郎のご縁で入会できたことの喜びと今後誰かのた

めに役立ちたいという抱負を述べられてご挨拶とされま

した。 

8. 西山会長より会長挨拶を頂きました。西山会長は大勢のお
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客様への感謝と新入会員Ｌ河俣を迎えられた喜びを述べ

たのち、本日の講師のご紹介をされました。講師の清水原

光様は西山会長の中学高校時代のバスケ部の後輩であり、

当時の顧問の厳しい指導と生徒への深い信頼のもと６年

間ともに活動されたとのことです。また、西山会長は、当

クラブが青少年育成に力を入れていることに触れ、アメリ

カインディアンの３つの教え「励ましを受けて育った子は

自信を持つ」「褒められる中で育った子はいつも感謝を知

る」「人に認められる中で育った子は自分を大事にする」

を紹介しつつ、当クラブの５０周年式典準備の中で自らの

スポンサーＬ磯辺、名誉実行委員長Ｌ諸見里から頂いた励

ましの言葉や、式典における会長挨拶についてのＬ田中の

コメントなどをご紹介されて、ご挨拶とされました。 

9. ここで、講師 清水原光様より「脳腫瘍－死の淵からの脱

出」というテーマでご講演を頂きました。清水様は、健康

には自信がありましたが、ある日突然眩暈が来たかと思っ

たら立てなくなってしまったのだそうです。救急病院で受

診したところ「余命１年」と宣告され、東大病院でバスケ

関係の大先輩でもある医師に手術を執刀して頂いたこと、

いったん開頭してアストロサイトーマという非常に難し

い脳腫瘍だとわかり、２度目の手術で９割は切除できたも

のの右足の神経が切れてしまったため足が一部不自由に

なったこと、残った腫瘍が再び育って「余命１年」と言わ

れつつ退院されたことなど淡々と話されました。 

10. 清水様は様々な書籍を読み漁った末、「尿療法」に突き当

たったそうです。ご自身の尿を飲むとピンポイントで免疫

力が上がるとのこと。自宅でコップ１杯から試してみたと

ころ初日は不味くて飲んですぐ吐いてしまい、翌日はビー

ルと思って飲んだものの下痢に襲われたそうです。ここで

「これは悪いものを浄化してくれている」と感じ、１年間

下痢と闘いながら継続したところ、なんと！腫瘍が消失し

たのだそうです。東大病院の医師は清水様の生存を知って

驚き、学会で発表したいとの申し出があったとのことです。  

11. 清水様は、飲尿は免疫力を高めるだけでなく、糖尿病にも

高血圧にも有効で、さらに顔を洗うと尿素のおかげで顔が

ピカピカになるとご紹介されました。ご自身のお仕事であ

る鍼灸マッサージでも患者３名に試されたところ持病が

治ったとのことです。また、医食同源という言葉から食事

の大切さを説かれ、穀類・野菜類を中心で肉類は８分の１

程度がよいこと、発酵食品は身体に良いこと、乳糖分解酵

素の減少のため大人には牛乳は悪いので摂取したいなら

ヨーグルトが良いことなどをご説明されて話を締め括ら

れました。 
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12. 質疑応答では多くのメンバーが質問しました。Ｌ宮崎が癌

告知からの生存年数を質問したところ、清水様は告知から

７年経過していると手術痕の残る頭を見せながら教えて

くださいました。Ｌ進藤・茅島Ｌ・Ｌ諸見里からは「尿は

朝一番がいいのか」「１杯でいいのか」「匂いは大丈夫なの

か」など質問があり、朝一番が濃いので飲むのに適してい

ること、量は１杯で十分なこと、匂いはビールに似ている

ことと回答されました。Ｌ宮崎からミルクについての質問

があり、清水様から赤ちゃんの時は乳糖が主食でも、日本

人については（欧米人と異なって）１２歳を過ぎると乳糖

分解酵素が減少すると回答されました。Ｌ磯辺からは関係

者が末期癌であるとの告白があり、清水様から飲尿療法が

進められました。 

13. ここで会食に移りました。ウィサーブのご発声はＬ磯辺に

お願いしました。Ｌ磯辺は、ご自身も知人も尿療法を試し

た経験があること、身体が悪くないために中断はしている

が飲めないわけではないとご紹介され、本日の参加者の健

康と繁栄を祈念して、高らかにウィサーブのご発声を頂き

ました。 

14. 会食中に、ＹＣＥ委員会委員長 茅島純一Ｌよりパンフレ

ットに基づいてＹＣＥのご説明を頂きました。３３０－Ａ

地区でも今期から名称が変わってＹＣＥとなったこと、１

９６２年から続いているプログラムで１６歳から２１歳

まで参加できること、そのほか渡航費用や帰国後報告会に

ついて、さらには派遣生の成長やホストファミリーを受け

るにあたっての魅力などをご説明頂きました。東京世田谷

ＬＣでも派遣生１名以上、ホストファミリーを１家族以上

受けてほしいとの依頼を頂戴さしました。 

15. 続いて、大阪すみのえＬＣの早瀬徹Ｌよりご挨拶を頂きま

した。目の覚めるような青ジャケットを着こなした早瀬Ｌ

もＹＣＥ委員をされていて、ＭＤ３３５が派遣や受け入れ

に非常に熱心であること、受け入れにあたっては大阪だけ

でなく広島の原爆ドームなども見学させること、早瀬Ｌの

リジョンでは持ち回りで担当クラブがまわってきて「受け

入れない」という選択肢は各クラブにはないことを説明さ

れました。また大阪すみのえＬＣの例会場は「住吉大社」

だそうで、例会訪問も歓迎とのことです。 

16. テールツイスターの活躍の時間は、同じＹＣＥ委員である

Ｌ田中にお願いしました。Ｌ田中はＹＣＥがインターナシ

ョナルアクティビティであること、当クラブでも１人派遣

し、１人受け入れる方向で考えてほしいことをまず話され

ました。またＬ藤原が理事会中に早退されたもののＣＮ５

０で永年表彰を受けられたことでドネーションをされた
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ことも紹介されました。本日のファインは２４００円、ド

ネーションが６６６００円、計６９０００円でした。皆様

有難うございました。 

17. 出席率の発表は出席委員長Ｌ手塚が行いました。Ｌ手塚は

はるばる大阪から来られた早瀬Ｌとの知り合ったきっか

けは、プロ野球読売ジャイアンツのファンとしてフェイス

ブックで知り合ったこと、大阪で仕事があった時に大阪な

みはやＬＣの例会二次会にお邪魔して交流が始まったこ

と、これがご縁となり、先日のＣＮ５０にも大阪から５名

お越しになっていたこと、これも自クラブの先輩方の雰囲

気がよいためであり、深く感謝していると話されました。

本日は在籍者数４６名、不在会員１名、終身会員４名、出

席者２５名、メーキャップ４名、ゲスト３名、ビジター２

名で出席率は７０．７％でした。 

18. 閉会のゴングを西山会長が打ち鳴らし、最後に全員で輪に

なって「また会う日まで」を歌い、お開きとなりました。

本日も皆様お疲れ様でした。有難うございました。 
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わんぱくクラブ育成会秋祭りバザー報告 １０月２６日・２７日 於 三軒茶屋 

出席者（２６日）西山会長、L 石上、L 進藤、L 庄司、L 須藤、L 高橋、L 手塚、L 吉崎 

   （２７日）西山会長、L 亀川、L 中村謙介、L 進藤、L 須藤 （述べ１３名） 
  
さる１０月２７日（日）、知的障害者の居場所を作っている「わん

ぱくクラブ育成会」の秋祭りバザー『わんぱくまつり』を協力のア
クティビティを実施しました。 

『わんぱくまつり』は、毎年この時期に開催され、東京世田谷Ｌ
Ｃは、会場の設営などの労働的なお手伝いや、販売品の手配、呼び
込みなど、様々な形でサポートしています。 

今年は特に、毎年レンタルをお願いしている業者からテーブルと
椅子が手配出来ないという事態が発生したため、当クラブがビオト
ープ(生態観測池)を設置したり、薬物乱用防止教室を実施している
池尻小学校の校長に、元ＰＴＡ会長であったＬ石上が依頼して、テ
ーブル４０卓、椅子１３０脚をお借りする事ができました。そして、
当日は韓国出張のＬ畠山が、社員のご実家の生産品『新鮮たまご』
をドネーションしてくださいました。 

前日は、大雨の中でのテーブルや椅子の運搬でしたが、Ｌ手塚が
トラックを出して、「わんぱくクラブ育成会」のスタッフやご父兄の
皆様と協力して楽しみつつ行いました。 

そして、当日は、毎年の楽しみとなりつつある、着ぐるみを着ての呼び込みを行いました！こんな
格好で街をウロウロ出来るなんて、またとない機会です（笑）。今期入会のＬ中村も、着ぐるみデビ
ューしました。お近くにお住まいの東京三軒茶屋の藤村貞夫Ｌも、私のフェイスブックへの投稿をご
覧になり、応援に駆け付けてくださいました。来年も、ぜひ皆さま、ご家族ご友人と遊びにいらして
ください！ 

後日、スタッフの方から、こんなお礼のメッセージをいただきました。 

～一部抜粋＞この度は、テーブル等の手配や物品寄附、会場設営、準備及び片付け、そして着ぐ
るみ…などなど、本当にお世話になりました。ありがとうございました。雨の中の荷下ろしなど、
決して楽しい作業ではないにも関わらず、ライオンズクラブの方々がイヤなお顔せず、むしろ楽し
そうにやっておられたことに、感謝・感服致しました。それから、須藤さんの「晴れ女」ぶりにも
感動しました！皆様に、よろしくお伝え下さるようお願い致します。～ 

これからも、わんぱくクラブ育成会やご父兄の皆様と協力して、秋祭りチャリティバザーを盛り
上げていきたいと思いました。【Ｌ須藤】 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

 

☆ １０月２２日 大阪すみのえＬＣ 早瀬徹Ｌアテンド報告 （Ｌ畠山） 

 

１０月２２日（土）、来京された「大阪すみのえＬＣ」早瀬Ｌをアテン

ドいたしました。早瀬Ｌと東京世田谷ＬＣのＬ手塚は昨年の９月にフェ

イスブック（ＦＢ）で知合いまして、その２人のお蔭で私Ｌ畠山もＬ早

瀬と親しく交流をさせていただいております。先日大阪へ行った時にＬ

早瀬より「東京世田谷ＬＣ例会訪問へ行きたいやねん」と言われまし

て･･･「では、その時は必ず前ノリして」と伝えると、約束通り例会の前

日に来京してくださった、Ｌ早瀬をばっちり江戸にてアテンド致しまし

たのでご紹介させて頂きます。 

まずは、２２日来京された早瀬Ｌを、「ザ・プリンスパークタワー

東京」３３階ラウンジへご案内しました。そこにはわが世田谷

ＬＣのメンバー、阿部幹事をはじめ、Ｌ亀川・Ｌ田中・Ｌ石上・

Ｌ須藤が待っておりまして、早瀬Ｌとの再会を果たしました。

これらのメンバーはこの夏に大阪に出かけて行って花火大会を

楽しませて頂くなど、３３５－Ｂ地区のメンバーの皆様と交流

のあるメンバーなのです。そして、われわれは東京の夜景を楽

しみながら、久しぶりの再会で大変盛り上がりました。 

しかしながら・・・われわれが一次会だけで終わるメンバー

ではないことは既にみなさまご承知だとは存じますが・・・（笑）。

当然のことながら２次会は、夜の街・六本木の馴染みのバーへ・・・。そして、そこで、な、な

んと！ Ｌ手塚とＬ村井も合流、この団結が、わが世田谷ＬＣの個人的に大好きなところです（世

田谷ＬＣの場合は２次会や３次会から参加も多いのです）。さらに３次会では、東京平成ＬＣの

小幡Ｌまでもが合流して、西と東のライオンズについて長く深く語り合いました。 

翌日は、東京の名所のひとつで、世田谷ＬＣの最終家族例会でも例年お世話になっている「六

本木ヒルズ」の「ヒルズクラブ」へＧＯ！ 当日は天気も良く、まずは、ヒルズ屋上展望台へ行

きました。３６０度、東京を見まわしながら・・・早瀬Ｌが一言「やっぱりオリンピックは東京

だな・・・大阪では、まだまだやな～」と言われたのがとても印象に残りました。 

そして前日のお酒も抜けてきて、お腹がすいたので、ヒルズクラブでのランチをすることに

しました。そして、そこには「お・も・て・な・し」の好きなＬ田

中・Ｌ須藤・Ｌ岩瀬も一緒に合流、やはり楽しい時間を過ごしまし

た。 

そのあとは・・・やはり江戸と言えば、昨年オープンした「ス

カイツリー」へ！Ｌ岩瀬の車で都内観光をしながら、向いました。

私も東京に住んでいながらスカイツリーへは初めてだったので、と

てもドキドキでした。スカイツリーへのチケット手配等は、L須藤

のお蔭で、まったく待ち時間なしで入場できたので、とても良かっ

たです（平日なのにやはりまだまだ人が多くて驚きました）。関係

者の皆様、ありがとうございました。「感 謝」 Ｌ岩瀬は高所恐

怖症のため、展望台へ行けないと断念・・・残るメンバーで展望デ

ッキ経由で展望回廊の４５１．２ｍの最高到達点へ行きました。そ

こでは昨日から行動したエリアを眺めながら一言・・・「やっぱり

東京やねん」と思わず口ずさんでしまいました。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ １０月２６日ＣＥＰファシリテーター養成講座参加報告 （Ｌ手塚） 

 

１０月２６日（土）、東京駅そばのハロー会議室東京駅

八重洲にて開催された３３０・３３３複合地区によるＣＥ

Ｐファシリテーター養成講座を、Ｌ進藤とともに受講して

参りました。当日は、午前中わんぱく育成会秋祭りの準備

運搬作業もあり、少しだけ遅れての参加となりました。 

ます、ＣＥＰとは、ＣＬＵＢ ＥＸＣＥＬＬＥＮＣＥ 

ＰＲＯＣＥＳＳの略でクラブ向上プロセスを意味してお

りまして、ライオンズクラブ国際協会が、現在行っている

中で最も急速に拡大し最大の成果を上げている取り組み

の一つだそうです。クラブの会員の減少など衰退しつつあ

るクラブなどに会員の満足度を高め地域社会への奉仕を

改善するためのワークショッププログラムでそのワーク

ショップの仕切り役ファシリテーター養成をする講座で

した。 

講師は、ＧＬＴ東日本エリアコーディネーター 大野元

裕Ｌで約４時間３０分の長時間の講義でしたが、たいへん

お話がうまく、実践のワープショップをやりながらの講義

だったので飽きることなく聞くことが出来ました。 

私も、全く知識がないまま青年アカデミー委員会の交流

会のワークショップでファシリテーター役を数回務めた

ことがありましたが、具体的な議論の手法や進め方などお

聞きして、なるほど、今までの反省点や気づかずに実践し

ていたことが、きちんと手法として名前があったのだとい

うことなどが良くわかり、とても勉強になりました。 

ＣＥＰの入り口である自分のクラブの現状を知るとい

うことは、衰退しつつクラブだけでなく、全部のクラブが

考えるべきであり、そういう意味でも活動を見直すきっか

けとなりました。 

自分がＣＥＰファシリテーターとして参加することが

今後あるかどうかわかりませんが、少なくとも今後の交流

会などの時にファシリテーター役になった時にも大変役

立つ講座でした。 

その後、いつもの通り懇親会で盛り上がり楽しく終了致

しました。参加メンバーの皆様、講師の大野元ガバナー、

どうも有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆ １０月２６日東京ピースＬＣチャリティボウリング大会参加報告 （Ｌ佐々木） 

 

１０月２６日、田町ハイレーンにて開催されました、第

一回東京ピースＬＣホシノプロジェクト・チャリティボウ

リングへ伺いました。 

ホシノプロジェクトとは、オリンピックバラリンピック

へ向けて強化プログラムの適用が望ましいにもかかわら

ず、競技によっては充分な予算が確保できず、思うように

練習環境が整わない選手たちをバックアップするプロジ

ェクトです。 

今回のチャリティボウリングでは、当クラブからの５名

（Ｌ小塚・Ｌ諸見里・Ｌ村井・Ｌ佐々木・Ｌ河俣）を含む

２００名が参加し、楽しみながらいつの間にかボランティ

アしていたという、自然な空気に心地よく触れることがで

きました。 

「私はクラブ賞４０位のＬＥＤライト耳掻きが欲しい

です！」と公言してみたところ、なんと５０チーム中４０

位に！(笑) 決してスコアは振るわなかったものの、的中したことに何か手応えを感じました。 

千円ドネーションでブロボゥラーに一球投げてもらうサービス（？）もありました。もちろん

当クラブのＬ小塚は一番先に頼まれました。実際にボールを投げるプロの振りかぶり具合には圧

巻です。 

 第一回という記念すべきアクティビティに参加させていただきましたこと、大変嬉しく感じ

ております。６月に結成されたばかりの東京ピースＬＣの今後の活動も楽しみです。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆ １０月２１日 ３３０－Ｂ 厚木さつきＬＣ例会参加報告     （Ｌ進藤） 

 

さる１０月２１日（月）、厚木レンブラントホテルに

て開催された、３３０－Ｂ地区厚木さつきＬＣ例会に

参加して参りました。先に行われた３３０－Ｂ地区の

リーダーシップ研修会若手フォーラムにて、同クラブ

の 鈴木泰堂Ｌと例会訪問のお約束をさせていただい

たものです。 

こちらの例会では、ゲストは部屋の外で待ち、ゲス

トの紹介の後、会食があり、ゲストによる講演が行わ

れたらゲストは退場してしまいました！また、テール

ツイスタータイムで自ら手をあげて発現するパターン

でしたので私も挙手して自クラブの概要やアクティビ

ティの説明をさせて頂いてドネーションして参りまし

た。 

その後二次会なども設営して頂いて、非常に楽しい

例会でした。厚木さつきＬＣの皆様、ありがとうござ

いました。 

 

☆ １０月２２日 東京府中ＬＣ例会参加報告            （Ｌ進藤） 

１０月２２日(火)、府中の大國魂神社の結婚式場にて

開催された、１２Ｒ１Ｚ東京府中ＬＣの例会に、リジョ

ン担当のキャビネット副幹事として参加して参りまし

た。この日は１２ＲＣ中嶋文夫Ｌ、１２Ｒ１ＺＺＣ宍戸

大三Ｌなど多くのビジターがお見えでした。 

東京府中ＬＣ例会の目玉は美味しい食事が大層ご自

慢ということで、実際に非常に華やかでかつ健康的なメ

ニューに目を取られておりますと、会場の職員の方が私

に挨拶されました。「お久しぶりです。駒場

エミナースです」以前当クラ

ブが例会会場にしていた駒場

エミナースの職員の方だった

のです。偶然の再会を喜び合

い、私も大変うれしく思いま

した。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤ 

 

☆ １０月２４日 東京吉祥寺ＬＣＣＮ９例会参加報告      （Ｌ進藤） 

 

１０月２４日（金）、吉祥寺第一ホテルにて開催され

た、１２Ｒ１Ｚ東京吉祥寺ＬＣＣＮ９例会に参加して

参りました。東京吉祥寺ＬＣは東京武蔵野ＬＣをスポ

ンサーとしてエクステンションしましたが、設立以来

毎年チャーターナイト例会を行っているのです。フェ

イスブックでの呼びかけもあり、３３３－Ｃ地区から

も第二副地区ガバナー吉原稔貴Ｌはじめ３名の方がお

見えになっていました。 

このクラブは「金銭アクティビティはしない」とい

う方針のもと、井之頭公園の清掃などの労力アクティ

ビティを次々行い、年齢的にも平均年齢が５０歳代と

若くて世田谷ＬＣと似たところがあります。 

懇親会では、目を見張るような外国人ダンサーによ

るアトラクションなどもあり、硬軟織り交ぜた記念例

会を楽しませて頂きました。来年は１０周年というこ

とでさらにパワーアップされるそうですので、期待し

ております。 

 

☆ １０月２７日 子供宣言集会参加報告             （Ｌ進藤） 

 

１０月２７日(土)、都庁広場にて開催された、献眼

献腎臓器移植委員会主催・青少年育成委員会共催の「子

供宣言集会」に西山会長とともに参加して参りました。 

子どもと大人合わせて４００名ほどの参加者が都庁

前広場に集い、中山新宿区長、鈴木定光ガバナーのご

挨拶、臓器移植委員会の坂本医師からグリーンリボン

の説明と質問タイムののち、少年野球チームや消防少

年団などの子供たちのチームがそれぞれ、「命を大切

に」との宣言や歌・踊りなどのパフォーマンスを披露

しました。下の写真は消火器を用いた消防訓練のパフ

ォーマンスです。 

最後には、すべてのチームがステージに上がり、全

員で「世界に一つだけの花」を斉唱し、会場もともに

盛り上がって一体化して、子供宣言集会は幕を閉じま

した。皆様お疲れ様でした。 
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■ 行事予定 

１１月１７日（日）18：00～ 移動例会（１１月第１例会）      於：箱根・はつはな 

１１月２５日（月）12：30～ 第 2回キャビネット会議        於：ＡＰ西新宿 

１１月２５日（月）17：00～ バリーパーマー国際会長公式訪問    於：ニューオータニ 

１１月２７日（水）18：30～ １１月第２例会            於：目黒雅叙園 

 

■ 幹事 阿部より一言  

  

 

 

 

皆様、いつもお世話になっております。 

東北楽天イーグルス初優勝おめでとうございます！歴代の日本シリーズの

中でもここまで見応えのあるシリーズはかつてなかったのではないでしょう

か！私はこてこてのジャイアンツファンです。東京ドームでは第３戦第５戦と

スタンドで観戦しましたが、２戦とも楽天に負け悔しい思いをしました。しか

しながら、第６戦の田中投手の鬼気迫る投球、粘り強い打線、仙台Ｋスタジア

ムの楽天ファンの応援をテレビで観ていると「本当にいいチームだなぁ」と感

じました。第６戦は巨人が競り勝ち、舞台は第７戦、序盤に杉内投手が楽天打

線に捕まり、２-０、３-０と中盤終盤へと楽天先発の美馬投手も見事でした。

投手リレーもありえなく美馬－則本―そして９回の田中投手へと・・・田中投

手がマウンドに向かう際にスタンドからの地鳴りのような声援が今でも耳に

残っています。そして９回の投球を観ていると自然と涙が出てきました。まさ

かですが、「田中抑えてくれ！」と思ってしまっていました。そして最後に矢

野選手からスプリットで空振三振でゲームセット。本当に素晴らしい試合を観

させて頂きました。有難うございました。田中投手には日本を代表するピッチ

ャーから世界一のピッチャーになってもらいたいと願い幹事一言とさせて頂

きます。                      （阿部鉄平） 

 


