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2013-2014年度  第１０号               ２０１３年１２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 

★１２月４日（水）  於：ＵＲＡＫＵ青山 

12１６回 例 会 １８：００〜２０：３０ 

 クリスマス家族例会 

１２月第１例会は、クリスマス家族例会として、

ＵＲＡＫＵ青山を予定しております。メンバーの

皆様、ご家族ご友人をお誘い合わせの上ご参

加くださいますようお願い申し上げます。 

 ＵＲＡＫＵ青山  

  東京都港区北青山２丁目７−１３ 

  TEL.03-5411-0111 

東京メトロ銀座線 外苑前駅下車 徒歩 1分 

会費５０００円、同伴 1万円、中高生５０００円 

 
★１２月７日（土）・ 
１２月８日（日） 於：三軒茶屋 

両日とも１０：００～１２：００ 

および １３：００～１５：００ 

フィリピン台風災害支援募金 
先の台風３０号により、L 田中文太郎の奥様

の実家のある、フィリピン・レイテ島・タクロバ

ンが甚大な被害を受けました。１２月７日８日

の両日、三軒茶屋駅前（交番付近）にて街頭

募金を行います。集まったお金はクラブの寄

付口座に集まった寄付金とともに、翌週末、

現地：フィリピン・セブ島に持参し、支援物資を

購入して配布する予定です。参加されるメン

バーの皆様はクラブベストをご着用下さい。 

 

会長挨拶   

今年を振り返るその② 

ライオンズクラブに入会して７年目になり

ますが、今年ほど多方面渡りアクティビティ

に積極的に取り組んだことはなかったと思い

ます。積極的に参加することで、いろいろな

ライオンズメンバーとご縁をいただくことも

できました。更に多くのライオンズクラブの

アクティビティをいつもとは違う別の角度か

ら取り組むこともできました。当クラブのア

クティビティはバラエティーに富んでいます。

その中でも特に青少年育成活動の一環として

力を入れて取り組んでいる薬物乱用防止教室

があります。自分自身３年前より小学生の前

に立ち講義をしていますが、最初は薬物につ

いての知識に薄く勉強したことの半分しか伝

えることができませんでした。もっと勉強し

なければと思っているところに昨年８月に東

京都福祉保健局の講習に参加することができ、

薬物専門講師の資格を取得することもできま

した。今年はありがたいことに「エキスパー

ト指導者養成講座」が、年６回開講され早速

申込み、半分の３回目まで参加しています。

来年１月の池尻小学校での薬物乱用防止教室

までに指導の精度を高めていきたいと思いま

す。ライオンズクラブに入会しているからこ

そできるアクティビティの一つであると思い

ますので、青少年育成のためにパワーアップ

していくつもりです。これからも積極的にア

クティビティに取り組んでいきたいと思って

います。「ライオニズムを大切に 仲間と共に 

Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」で、ご協力をお願いいた

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９回理事会報告          １１月２７日 於 目黒雅叙園「孔雀」 

出席者 西山会長、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 河俣、L 小塚、 

L 諸見里、L 中村謙介、L 中村信行、L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 庄司、 

L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 高橋、L 田中、L 山本、L 吉崎、阿部幹事 

（計２３名） 
  

第９回理事会が１１月２７日（水）１７：３０より目黒雅叙園４Ｆ「孔雀」にて開催されました。 

■審議事項■ 

１ ２０１３年７月収支報告と納涼例会の収支報告を大竹

会計より頂き、承認されました。 

２.１２月２５日１２月第２例会会場の件につきまして西山

会長からご説明頂き、少年サッカー実行委員会を開催す

るため、場所を目黒雅叙園に変更することとなりました。 

３.２月２６日１０Ｒ２Ｚ合同例会の件につきまして西山会

長よりご説明頂き、１０月２６日（水）エクセル東急に

て開催される１０Ｒ２Ｚ合同例会について、当クラブの

例会をこれに充てることが承認されました。 

４. ２月に予定されていた東京三軒茶屋ＬＣとの合同例会

の件につきまして、西山会長より前項の１０Ｒ２Ｚ合同

例会をもってこれに充てることと致しました。 

５. ネームプレートの件につきまして、西山会長よりご説明

いただき、今期キャビネットで使用している形式に準じ、

茶色をベースとして白抜き文字とすることで新しく作

製することとなりました。 

６.１月２８日東京八王子陵東ＬＣＣＮ１５例会につきまし

ては、個人参加とすることと致しました。現在出席予定

者は５名です。 

７. 少年サッカー教室実行委員会の件につきまして、西山会

長よりご説明頂き、本来はこの理事会前日の準備会をも

って充てることを検討していましたが日程が合わず、第

２項とも関連しますが、１２月２５日（水）１６時３０

分から開催することとなりました。 

８. 「伊豆大島台風土砂災害義援金のお願い」と「フィリピ

ン台風災害救援義捐金のお願いの件」につきましては、

西山会長よりご説明頂き同時に協議しました。両方合わ

せてクラブで２万円協賛するだけでなく、本日の例会出

席者のドネーションから、出席メンバー×１０００円を

加えた金額を協賛することとなりました。 

９. フィリピン災害支援アクティビティアクティビティに

つきまして、Ｌ田中よりご説明頂きました。先日３３３
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－Ｃ地区が現地に赴いたときのスライドを利用して悲

惨な現状をご説明頂き、①支援物資を確保するために募

金活動を行う、②そのお金にクラブからのドネーション

を足して現地（セブ島）に持参し、現地で支援物資を購

入し、支援物資を配布する、③ドネーションのための口

座は当クラブの大口口座を活用する、の３点が決定しま

した。①の募金は１２月７日（土）８日（日）の１０時

～１２時と１３時～１５時に行うこととし、シフトを決

定しました。道路使用許可はＬ畠山がとることとなりま

した。当日はベスト着用、のぼりも利用することとしま

す。②現地に赴く日につきましては（理事会時点では）

１月初旬から中旬となりました（その後緊急アラート委

員会から現地に赴く話が出て、協力して１２月中に行く

案となりそうです）。 

なお、募金シフトは以下の通りとなっております。 

★１２月７日（土）午前：Ｌ田中･Ｌ今尾･Ｌ河俣･Ｌ庄

司･Ｌ白石･Ｌ高橋･Ｌ山本･Ｌ吉崎 

★１２月７日（土）午後：Ｌ田中･Ｌ阿部･Ｌ畠山･Ｌ亀

川･Ｌ小塚･Ｌ諸見里･Ｌ中村謙介･Ｌ大竹 

★１２月８日（日）午前：Ｌ田中･Ｌ畠山･Ｌ亀川･Ｌ西

山･Ｌ進藤･Ｌ鈴木 

★１２月８日（日）午後：Ｌ田中･Ｌ石上･Ｌ亀川･Ｌ小

野一郎･Ｌ吉田 

１１.わんぱくクラブ育成会コンサート広告の件につきまし

てＬ進藤からご説明頂き、例年通り当クラブからも６０

００円の広告協賛を出すこととなりました。 

１２.２月２２日池尻小学校マラソン協賛の件につきまして

Ｌ石上よりご提案頂き、例年通り７万円程度の協賛の上、

当日のお手伝いを行うこととなりました。 

１３.吉田雅美様の入会について審議し、承認されました。 

１４.西山会長より、移動例会参加のお礼と、朝食の時間が

融通が利かずゴルフ参加組が朝食を摂れなかったこと

に対してのお詫びを頂きました。 
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第１２１５回・１１月第２例会(会員増強例会)報告 １１月２７日 於 目黒雅叙園 

出席者 西山会長、L 畠山、L 東村、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 河俣、 

L 小塚、L 諸見里、L 中村謙介、L 中村信行、L 小野一郎、L 大竹、L 佐々木、 

L 進藤、L 庄司、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 高橋、L 田中、L 山本、L 吉崎、 

阿部幹事、L 吉田雅美（新入会員） 

ゲスト（新入会員候補者）：柿崎裕治様、伊藤つかさ様、眞田忠弘様 

ビジター：330-B 厚木さつき LC 鈴木泰堂 L、東京浜松町 LC 会長 野坂貢一 L 

     YES レオクラブ会長 松本華奈 L、同クラブ 大野美咲 L 

メークアップ：L 手塚   

（メンバー計２６名、メークアップ１名、ゲスト３名、ビジター４名、計３４名） 
  

1. 第１２１５回１１月第２例会（会員増強例会）が、１１月

２７日（水）１８：３０より目黒雅叙園４Ｆ「孔雀」にて

開催されました。西山会長に開会のゴングを鳴らして頂き、

国歌（君が代）・ライオンズヒム・世田谷ライオンズの歌

を斉唱いたしました。 

2. お客様のご紹介を行いました。本日は会員増強委員会とい

うことで、新入会員候補として、株式会社カートプロモー

ション代表取締役 柿崎裕治様、同所属女優 伊藤つかさ

様、池尻三宿鍼灸整骨院院長 眞田忠弘様の３名がお越し

になりました。また、ビジターとして、３３０－Ｂ地区青

年アカデミー委員会委員 厚木さつきＬＣ 鈴木泰堂Ｌ、

３３０－Ａ地区青年アカデミー委員会委員 東京浜松町Ｌ

Ｃ会長 野坂貢一Ｌ、ＹＥＳレオクラブ会長 松本華奈Ｌ、

ＹＥＳレオクラブ 大野美咲Ｌの４名がお越しになりまし

た。皆様、ご多忙のところ、誠に有難うございました。 

3. 阿部幹事の進行で、吉田雅美様の入会式を執り行いました。

メンバーがライオン帽を着帽し、入口から会員委員長Ｌ山

本・スポンサーＬ田中・新入会員候補 吉田雅美様の順に

厳かに入場が行われました。続いてＬ田中より吉田様の略

歴が紹介されました。吉田雅美様は昭和４９年６月生まれ

の３８歳、杉並区在住で、勤務先はナチュラルオーガニッ

クライフという、エステティック・美容健康指導・サプリ

メント販売などを行う会社です。趣味は銭湯温泉巡りで、

Ｌ田中とＬ佐々木が中学の同級生ということでした。会員

委員長Ｌ山本より本日執り行われた入会審査の結果、人

物・略歴・資格とも国際協会にふさわしいとご報告を頂き

ました。吉田雅美様は西山会長とライオンズの誓いを唱和

し、当クラブオリジナルピンとライオン帽の贈呈を行って、

めでたくＬ吉田雅美の誕生となりました。 

4. 新入会員Ｌ吉田雅美よりご挨拶を頂戴しました。Ｌ吉田は、
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Ｌ田中と中学からの同級生であること、ＣＮ５０例会に参

加して活動を知ったこと、当クラブが参加型で社会奉仕が

できるという環境にあることに感銘を受けて入会を決め

たことを話されてご挨拶とされました。続けて、当クラブ

三役とともにクラブ旗の前にて記念撮影を致しました。 

5. ここで、お客様からご挨拶を頂戴しました。まず、３３０

－Ｂ地区厚木さつきＬＣ 鈴木泰堂Ｌからご挨拶を頂きま

した。鈴木Ｌは３３０－Ｂ地区青年アカデミー委員会所属

で、Ｂ地区の若手セミナーにてＬ進藤との出合いがあって

先月にはＬ進藤が厚木さつきＬＣに例会訪問したこと、ご

自身が入会５年目３８歳の僧侶であること、１２歳で僧職

についてから、現在示限寺の住職の２代目のを務めつつ、

その間学んできた様々な御仏に対する奉仕がライオンズ

の奉仕と合致していて、ライオンズが素晴らしい集まりだ

と考えられること、本日初めて地区を超えて例会訪問し、

入会式などが勉強になり自クラブに報告したいと考えて

いることなどを話されてご挨拶とされました。 

6. 次に、３３０－Ａ地区青年アカデミー委員会委員 東京浜

松町ＬＣ野坂貢一Ｌから、世田谷ＬＣを見ることが大変勉

強になると思い、東京浜松町ＬＣがスポンサーしたＹＥＳ

レオクラブから会長の松本華奈Ｌと大野美咲Ｌの２名を

お連れしたとご挨拶を頂きました。 

7. ＹＥＳレオクラブ会長 松本華奈Ｌから、かねてより野坂

Ｌに世田谷ＬＣの活動を聞かされてぜひ例会訪問したい

と希望していたこと、先日の青年アカデミー委員会交流会

にも参加して、世田谷ＬＣＣＮ５０のビデオもご覧になっ

たことなどお話しされ、ご挨拶とされました。 

8. ここで、会食に移りました。ウィサーブのご発声は、クラ

ブ内の会員増強委員長 Ｌ小野一郎にお願いしました。Ｌ

小野は、伊勢神宮での式年遷宮の行事に参加し、２０年ご

との式年遷宮によって社殿を造り替え、その美しさを保ち

続けてきた「常若（とこわか）」と呼ばれる考えに触れら

れ、当クラブでも常に新しい若いエネルギーを得るからこ

そ存続していくことができると話されました。そして、入

会者は素晴らしいメンバーからいろいろ学び、人脈も得ら

れると強調して入会を推奨したうえで、声高らかにウィサ

ーブのご発声を頂きました。 

9. 会食中に、Ｌ畠山より焼酎のドネーションを、Ｌ進藤より

ＯＳＥＡＬフォーラムシンガポール大会のお土産のチョ

コレートを、そしてＬ田中よりライオン誌への原稿掲載お

礼の焼き菓子のドネーションを頂きました。 

10. 会食中に、当クラブがＣＮ５０例会にて放映したアクティ
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ビティの映像を改めて放映し、ゲスト・ビジターの方への

アクティビティ紹介と致しました。 

11. そのうえで、ゲストの方から一言ずつご挨拶を紹介いたし

ました。３名のゲストの方は皆様西山会長が招待したゲス

トで、西山会長からのご紹介によると、柿崎裕治様は西山

会長とは１０年来のお付き合いで多くの会社を経営し、株

式会社カートプロモーションは芸能プロダクションで、伊

藤つかさ様が「奇々怪々～老ノ坂のもののけ達～」という

舞台公演で主演であること、別の警備会社では世界的に著

名な要人の警護もしているとのことでした。また、眞田忠

弘様は整骨院院長で西山会長が腰痛の治療に数年通院し

ているとのことです。 

12. ここでＹＥＳレオクラブ 大野美咲Ｌからもご挨拶を頂き

ました。ＹＥＳレオクラブは都内クラブからのご支援でア

メリカやヨーロッパに留学させて頂くＹＥの経験者を中

心に４月に設立されレオクラブであること、当クラブの積

極的なアクティビティに学び、１２月７日８日のフィリピ

ン募金についてもお手伝いを行うとご挨拶されました。 

13. 会食中にＬ今尾から１１月２４日の井上あずみさん３０

周年コンサートへの協力のお礼が、Ｌ進藤からＯＳＥＡＬ

フォーラムシンガポール大会の報告がされました。 

14. テールツイスターの活躍の時間は、テールツイスターＬ高

橋辰三にお願いしました。Ｌ高橋は、レオクラブにかけて、

「レオと聞くとお父さんのパンジャを思い出す」とテレビ

アニメ『ジャングル大帝レオ』の話をされました。また、

井上あずみさん３０周年コンサートに、Ｌ小塚、Ｌ畠山、

Ｌ佐々木それぞれの一家とともに参加したこと、Ｌ高橋は

Ｌ今尾一家と家族ぐるみの付き合いで、「辰ライオン」と

呼ばれたり、まだライオンになりきれていないということ

で「辰キャット」と呼ばれたりしていることを明かしてド

ネーションの発表をされました。本日は鈴木泰堂Ｌから頂

いたビッグドネーションを含め、ファイン２６００円、ド

ネーション７５４００円、計７８０００円でした。皆様有

難うございました。 

15. 出席率の発表は、副出席委員長のＬ小塚にお願い致しまし

た。Ｌ小塚はゲストの皆様のご入会を願いつつ出席率を発

表されました。本日の在籍者数４７名、不在会員１名、終

身会員４名、出席者２６名、メークアップ１名、ビジター

４名、ゲスト３名で出席率は６４．３％でした。 

16. 閉会のゴングを西山会長に鳴らして頂き、「また会う日ま

で」を大きな輪になって斉唱し、お客様をお見送りして、

本日も無事お開きとなりました。皆様お疲れ様でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

 

☆ １１月１８日 会員増強の夕べ参加報告            （Ｌ進藤） 

 

１１月１８日（月）、横浜の大桟橋からでる、クリスマス

使用にデコレートされたエンターテイメントレストラン船

「ロイヤルウイング」での会員増強クルーズに参加いたし

ました。当クラブにも新入会員が数名おりますが、皆さん

都合が合わなかったので、私だけの参加となりました。 

今期は特に会員増強が叫ばれており、今期早くも１０名

近くスポンサーした個人と、会員を倍増させたクラブが表

彰されました。期首から早くも会員倍増をできたクラブが

東京新宿ＬＣ、東京葵ＬＣ、東京ピースＬＣ、東京数寄屋

橋ＬＣ、東京八王子陵東ＬＣ、東京みやこＬＣ、東京ウィ

ルＬＣと７つもあるそうです。そのうち乗船していた６ク

ラブが表彰されていました。 

当クラブは家族会員の枠を作るところからですが、先日

の移動例会にて「家族で入りたいという人がいるならいい

のでは？」と初めて枠が認められましたので、これから家

族会員のクラブ会費等について検討しつつも、正会員の増

強にも力を入れていこうと思います。 

 

☆ １１月２２日 薬物乱用防止教室教育認定講師養成講座参加報告   （Ｌ庄司） 

 

１１月２２日（金）代々木青少年センターにて開催された、薬物乱用防止教室教育認定講師養

成講座に西山会長と私Ｌ庄司で参加して参りました。 

薬物はどこか遠い場所での出来事、自分とは関わりのない世界、たまにニュースで聞こえて

きてもそれはやはり他人事・・でした。しかし、東京都福祉保健局の阿部哲也様の講義では、都

内各所に「脱法ハーブ」を扱う店が乱立、覚せい剤よりも怖

い薬物が、未成年のお小遣いの範囲で買える程安い値段で売

られている現実を知りました。隠れて売買していたのは過去

の話です。 

前国連・麻薬犯罪事務局事務局長の藤野彰様からは、世界

中の薬物製造現場の現状をお聞きしました。以前は特定の場

所でしか製造されなかった薬物も、今では私たちがよく知っ

ている世界中のリゾート地が、製造場所になりつつあるとの

ことです。 

「知らない」では済まされないと思いました。 

大人が正しい知識を得、子供たちに伝えていくこと、ライ

オンズが実施している「薬物乱用防止教室」がいかに重要で

あるかを再認識しました。 

今回の講習で多くのことを学びましたので、今後はどのよ

うに子供たちに伝えていくかを習得し、より多くの子供たち

に伝えていきたいと思います。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ １１月２２日 青年アカデミー委員会交流会参加報告      （Ｌ中村） 

 

さる１１月２２日（金）に、ライオンズクラブ国際協会

３３０‐Ａ地区の青年アカデミー・メンバー交流会に、Ｌ

手塚・Ｌ須藤・Ｌ進藤・Ｌ杉内・Ｌ村井・Ｌ河俣と私Ｌ中

村謙介の 7名で参加いたしました。 

８月の会合につづき、私自身は２回目の参加となります。

前回の会合でお知り合いになった方とはご挨拶する機会も

あり、なごやかな雰囲気で参加することができました。 

当日は６～８名のグループに分かれグループセッション

を行いましたが、私のグループには、３３３－Ｃ地区元地

区ガバナーの習志野ＬＣの吉田政勝Ｌをはじめ、東京浜松

町ＬＣの野坂貢一Ｌ、東京江戸川東の茅島純一Ｌ、東京新

都心ＬＣの高橋昌幸Ｌ、東京志村ＬＣの梶原慎一Ｌ、東京

ピースＬＣの荻野桂一Ｌがいらっしゃり、①自クラブのア

クティビティ、②今後の方向性、の２つのテーマについて、

ディスカッションを行いました。 

また、グループセッションの前には、Ｌ手塚から当クラ

ブのアクティビティ紹介がなされ、参加者からの評判も

上々でした。 

当グループでは、茅島Ｌからの薬物乱用教室のアクティ

ビティをはじめ、各々の自クラブのアクティビティの事例

紹介がなされましたが、自クラブだけの活動だけだとどう

しても限界があるという意見もありました。そのため、自

クラブのアクティビティに終始するのではなく、合同アク

ティビティも有効的に取り組んでいくことで、自クラブ、

及びライオンズクラブ全体が盛り上がっていくことにつな

がるということを共通認識として共有することができまし

た。 

ちなみに、３３３－Ｃ地区元地区ガバナーの吉田政勝Ｌ

からは、ライオンズ必携の会則の内容にまつわる裏話等も

聞けて、非常に面白かったです。 

さらに、その後の懇親会では、他クラブの方々といろい

ろな話をさせていただきましたが、その中で茅島Ｌがお互

いの顔写真を使って、ダンスのアニメーションを披露する

という iPhoneのアプリで大いに盛り上がりました。ここで

写真をご紹介できないのが残念ですが。 

青年アカデミーの交流会に参加して思うことは、懇親会

での盛り上がりも含め、みなさん若いなと。東京世田谷Ｌ

Ｃの先輩ライオンも十二分に体力・考えが若い方々ばかり

ですが、まだまだライオンズクラブ、奥が深いなと感じた

交流会でした。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆ １１月２１日 東京玉川ＬＣＣＮ４５参加報告          （Ｌ進藤） 

 

さる１１月１８日、霞が関ビル３５階にある東海大学校

友会館で開催された東京玉川ＬＣＣＮ４５に、西山会長・

阿部幹事・Ｌ亀川・Ｌ手塚と私Ｌ進藤が参加しました。東

京玉川ＬＣＣＮ実行委員長山下新一Ｌからあらかじめ「チ

ャーターナイト周年例会を障害者支援の場としたい」との

ご希望を頂き、区内の玉川地域にある身体障害者施設「岡

本福祉作業所玉堤分場」と「社会就労支援センターパイ焼

き窯」から３名ずつご招待頂いただけでなく、当日の参加

者へのお土産９０個と、そのほかに受付の脇では両障害者

施設の焼き菓子詰め合わせ２０００円相当の品を東京玉川

ＬＣが全品買い取って１０００円で販売する（差額分が玉

川ＬＣのアクティビティとなる）という企画を立てました。 

当日は４時過ぎから両施設職員及び利用者も現地に到着

して、一緒にお土産セットを袋づめしたりして和気藹々と

楽しく準備し、登録開始とともに来場者への販売を行い、

無事に完売となりました。皆様ご協力ありがとうございま

した。式典中、玉堤分場の職員・越川則行様には代表して

ご登壇いただきました。また、当日のアトラクション、ク

ロスマジックショーではマジシャン「ＧＯ！」の繰り出す

さまざまなマジックのお手伝いとしてパイ焼き窯の職員佐

藤依子様が壇上に上がり、選んだカードが未開封のペット

ボトルに入ってしまうという不思議なマジックを体験でき

ました。両施設から招待された皆様も「料理がおいしい」「ま

た来てみたい」と非常に喜んでいらっしゃいました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆ １１月２４日 井上あずみさん３０周年コンサート参加報告   （Ｌ畠山） 

 

いつも世田谷ＬＣのアクティビティでお世話になっていて最近では

世田谷ＬＣＣＮ５０周年例会でも歌を披露していただいた、「天空の城

ラピュタ」「となりのトトロ」などで有名な、「デビュー３０周年 井上

あずみ 親と子のファミリーコンサート」（１１月２４日文京シビック

ホール）へ、Ｌ小塚とお嬢様２名、Ｌ佐々木とお子様２名とお子様の

お友達２名、Ｌ高橋辰三、それに私と長男の合計１１名で観に行って

きました。 

当日は沢山の親子で会場がいっぱいになっておりました。コンサー

トが始まると、井上あずみさんワールドで会場の親子がすぐに盛りあ

がりました（このコンサートは一緒に歌や踊りがＯＫなので）。と同時

に…以前、私が世田谷ＬＣでチャリティコンサートの実行委員長をしていた時の事を思いだして

しまいました。 

途中、あずみさんの記念コンサートお祝いに、体操の佐藤弘道さん・篠崎正嗣さんとカレイド

スコープアンサンブル・ダンスチームＴＯＹ☆ＳＡＴＧＥ・ワタナベフラワー＆ゆーゆ（あずみ

さんのお嬢様）、ゲスト出演して、歌・踊り・会話ありのコンサートでした。 

最後に「さだまさし」さん 書き下ろしの新曲「愛の本当のこと」を聞く事ができ、本当に素

敵で素晴らしいコンサートを観ることができて良かったです。そしてまたメンバーと良い時間を

共有できた事にも感謝です。「ありがとうございます。」 

 

☆ １１月２５日 第２回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議・ﾊﾞﾘｰﾊﾟｰﾏｰ国際会長公式訪問参加報告（Ｌ進藤） 

 

１１月２５日（月）、１２時３０分からＡＰ西新宿にて３３０－Ａ

地区の第２回キャビネット会議、続いて１６時からホテルニューオ

ータニにて開催された、バリーパーマー国際会長公式訪問に参加し

て参りました。 

キャビネット会議では審議事項が家族会員地区費無料化について

のご承認などてんこ盛りでしたが、あとに国際会長公式訪問が控え

ておりますのでテンポよく審議が進みました。国際会長公式訪問で

も受付要員ということで、キャビネット会議の審議事項が終わって

休憩に入ったところで、急ぎホテルニューオータニへ移動しました。 

 国際会長公式訪問には、ＭＤ３３０からＭＤ３３３（北海道・東

北・関東）という東日本全体から約３８０名もの出席がありました。

当日、国際会長たってのご希望で追加されたプログラムで、国際会

長がシールを配布し、参加者全員が今期の会員増強目標人数をシー

ルに書いて胸に貼り、全員に登壇してもらって国際会長から国際会

長ピンを渡すという演出がありました。ピン贈呈つきの握手会のようで、参加者全員が国際会長

と握手するというのはかつてなかったらしく、国際会長を身近に感じることができました。 
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 ☆ クリスマス家族例会 ・フィリピン台風災害支援アクティビティ 告知

 

☆第１２１６回 １２月 第１例会（クリスマス家族例会） 
  日  時 ：１２月４日（水）１８：３０ ～ ２０：３０（登録１８：００～） 

  場  所 ：ＵＲＡＫＵ青山 

        〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-13 

        （銀座線外苑前駅 2 番出口より徒歩 1 分）  

        電話：03-5411-0111   

会  費 ：メンバー５０００円、 

同伴者１万円 

（中高生５０００円、小学生以下無料） 

 

★フィリピン台風災害アクティビティ 

  街頭募金 ：１２月７日（土）１０：００～１２：００ 

        １２月７日（土）１３：００～１５：００ 

        １２月８日（日）１０：００～１２：００ 

        １２月８日（日）１０：００～１２：００ 

        場所：三軒茶屋駅近辺（交番付近） 

  寄付口座 ：みずほ銀行  京橋支店 普通 1178810 

セタガヤライオンズクラブ 

（お手数ですが振込人は「個人名 クラブ名」の順でお願いします） 

 

■ 行事予定 

１２月 ４日（水）18：30～ １２月第１例会（クリスマス家族例会）   於：ＵＲＡＫＵ青山 

１２月 ６日（金）13：00～ 障害者施設見学ツアー           於：区内障害者施設 

１２月 ７日（土）10：00～ フィリピン災害支援募金          於：三軒茶屋 

１２月 ８日（日）10：00～ フィリピン災害支援募金          於：三軒茶屋 

１２月２５日（水）18：30～ １２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。先日、当クラブが所属する１０Ｒ２Ｚ

のガバナー諮問委員会が行われました。様々な決議事項の中で、特に家族会員

について活発な意見交換が交わされました。そして各クラブのアクティビティ

報告の中て゛当クラブが積極的に検討しているフィリピン災害支援に関する

話が出来ました。一緒に何か出来ないかといってくださるクラブもありまし

た。クラブの垣根を越えて同じゾーン内で共同でアクティビティが出来たらい

いですよね。そんな状況に感謝しつつ幹事一言とさせて頂きます。 

      （阿部鉄平） 

 


