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2013-2014年度  第１４号               ２０１４年２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 

★２月１２日（水） 於：目黒雅叙園 

少年ｻｯｶｰ教室実行委員会１６：３０～１７：２０ 

第 13回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

1220回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

落語例会 ＆ 入会式 
手帳の予定と異なり、通常通り第 2 水曜日

に目黒雅叙園で行います。三遊亭永楽さま

に落語をしていただく予定です。皆様ご期

待ください。また、理事会前に第３回少年

サッカー教室実行委員会が開催されますの

でご出席のほどお願い申し上げます。 

 また、本日、株式会社カートプロモーシ
ョン 代表取締役社長の柿崎裕治様の

入会式がございます。メンバーの皆様、

ライオン帽をお忘れなきように、お願い
申し上げます。 

★２月２６日（水）  於：渋谷ｴｸｾﾙ東急 

1220回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

１０Ｒ２Ｚ合同例会 

渋谷エクセル東急 ６Fプラネッツルーム 

渋谷区道玄坂 1-12-2 TEL03-5457-0109 

ゾーン再編後初めての１０Ｒ２Ｚ合同例会とな

ります。原子力規制庁長官・元警視総監 池

田克彦さまの講演を企画しております。 

ぜひ皆様ご出席のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

 

会長挨拶   

旧暦の上では、２月節分が過ぎ４日立春で
新しい年を迎えることになります。昔は正月
の前に神棚そして家中を掃除して、神棚に新
しい神札を祀り更に玄関には松飾りを付けて
歳神様を迎える準備をしました。現代社会で
は、新暦１２月に大掃除をして正月を迎えま
すが、これらの習慣はとても大切な意味があ
ります。年末に大掃除をして１年の汚れ（罪
穢れ）を落として区切りをつけ、新年に新た
な生命力をいただいて再生する、そうした生
活のリズムを持っています。それは、死と再
生の儀式でもありました。今期２０１３年７
月に会長に就任して６ヵ月は良いリーダーシ
ップを取れたかというと、どうも疑問符がつ
きます。自分自身１２月に厄落としをしまし
た。２０１４年１月を迎え再生のためにリッ
セトボタンを押し邁進していく心構えはでき
ていますが、どうも空回りをしている状態が
続いています。どうしてなのかと考えてみた
ところ、休養を取っていないことがわかりま
した。神社という職業柄、年末年始はゆっく
り休むことができません。１２月は正月に向
けて神札の奉製作業や御神矢に絵馬を付けた
りと忙しい日々を送ります。１月は一番参拝
者が多い時期で、神札や御守り、御神矢など
の授与から厄祓い・商売繁盛などの祈祷奉仕
と一息つく間もなく２月節分を迎えます。２
月節分を過ぎても参拝者は多いので、我々が
正月休みを取るのは３月後半から４月頃にな
りますが、今年は２月に少し休養をとること
にしました。それはライオンズクラブの活動
がすこしでもスムーズにいくようにと考えた
からです。会長期後半はもう少し会長らしく
リーダーシップをとり満足いく活動ができる
ように努めていきますのでよろしくお願いい
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１２回理事会報告     １月２２日 於 目黒雅叙園「サロンドソレイユⅠ」 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 岩瀬、L 亀川、L 桂、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 白石、 

L 須藤、L 杉村、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事   （計２２名） 
  

第１２回理事会が１月２２日（水）１７：３０より目黒雅

叙園８Ｆ「サロンドソレイユⅠ」にて開催されました。 

■審議事項■ 

１.ＣＮ５０例会の最終収支報告について会計Ｌ大竹から
ご報告頂きました。会計上の最終人数は４７２名、不足
分については事業費から補填するということでご承認
いただきました。 

２.３月２５日(火)東京スバルＬＣＣＮ１０記念例会の件に
ついて西山会長からご報告頂き、会長幹事についてはクラブ負担、その他のメンバーは内規
に従っての参加となりました。 

３.１月２５日(土)わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」の件についてＬ進藤より出席者の確
認を行い、Ｌ須藤、Ｌ進藤、Ｌ庄司、Ｌ吉崎、Ｌ亀川（遅参）となりました。 

４.１月２７日(月)池尻小学校薬物乱用防止教室の件について西山会長より出席者の確認を行い、
午後１時集合で６年生５６人対象であることを確認いたしました。「ＤＶＤ上映＋西山会長に
よる講義＋寸劇」形式で実施します。横断幕・薬物見本・下敷きは手配済みです。 

５. 家族会員・賛助会員内規整備の件について西山会長からご提案頂きました。たたき台として
は、家族会員（２人目以降）は、「国際協会地区役員には立候補できない」「投票権認めない」
「大会での代議員はなれない」「年会費は１万円とする（国際協会費のほか、クラブバッジ等
があるため）」「退会時は納入済みの年会費は返納せず」「会費は運営費に参入し、残額も事業
費には参入しない」「慶弔規定は適用せず」となっております。また賛助会員については、「賛
助会員は入会金ゼロ＋年会費３万円」となっております。このたたき台をもとに質疑応答が
活発に行われ、「家族会員の入会金はなし」「例会費は実費」「理事にはなれないがアクティビ
ティ参加はあり。費用負担があれば実費」などの意見でまとまりました。また、内規の中に
「例会及びアクティビティに年１回以上参加を奨励」と文言を入れるという意見が出たほか、
年齢制限は「２０歳以上」とし、文言を整理のうえ次回以降継続審議となりました。 

６. 次年度キャビネット役員選出の件について西山会長から、次期地区役員に推薦されているメ
ンバーは理事会を通すようにと提案があり、３名のメンバーから報告がありました。 

７. 南三陸見学ツアーの件についてＬ亀川からご報告頂きました。Ｌ藤原が所属する合唱団「メ
ンネルコールけやき」は、３月８日はホテル観洋、９日はさんさん商店街で歌うそうです。
当クラブは後援ということで承認いただき、ツアー参加者を募りました。 

８. フィリピン災害支援アクティビティ－の件について西山会長から、会長幹事とＬ田中で相談
の結果、慌てずに時間をかけて内容を再検討・再企画し意見を聞いたうえで進めることにな
りました。ＬＣＩＦ交付金の可能性も考え、次期会長幹事とともに検討するとのことです。 

９. 第２回フィリピン災害支援現地視察の件についても西山会長から、チャリティボウリング大
会でチャリティされたお金はプールし、２月に現地に行くのであれば個人負担となりました。 

１０.１月２５日(土)チャリティボウリングの件について、実行委員長Ｌ岩瀬および西山会長・阿
部幹事から、１月２２日時点で９８名の参加となっているとご報告を頂き、賞品やルール（女
性と子供に３０ピンハンディ）について確認を行いました。その結果、予約は３０レーンと
し、ご挨拶や始球式、さらには第二部についても式次第の内容を検討いたしました。 
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第１２１９回１月第２例会(講師例会)報告   １月２２日 於 サロンドソレイユⅢ 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 岩瀬、L 亀川、L 桂、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 白石、 

L 須藤、L 杉村、L 高橋、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事  

330-C 大宮北 LC 中村泰久 L、小沼利夫 L、根岸昌樹 L 

「かものはしプロジェクト」村田早耶香様、竹内しおり様、浅田愛加様 

メークアップ：L 藤原、L 福島、L 磯辺、L 老田、L 庄司、L 鈴木 

（メンバー計２３名、メークアップ６名、ビジター３名、ゲスト３名、計３５名） 
  

1. 第１２１９回１月第２例会（講師例会）が、１月２２日（水）

１８：３０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。開会のゴングを西山会長に鳴らして頂

き、全員で国歌君が代、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. お客様のご紹介を本日司会の阿部幹事より致しました。本

日のお客様は、３３０－Ｃ地区大宮北ＬＣから、３３０－

Ｃ地区前地区ガバナー・名誉顧問会議長・３３０複合地区

青年アカデミー委員長 大宮北ＬＣ中村泰久Ｌ、３３０複

合地区クラブサクセス・会員維持委員会委員・大宮北ＬＣ

第１副会長 小沼利夫Ｌ、大宮北ＬＣ第４４代会長 根岸

昌樹Ｌの３名、また本日ご講演を頂く「かものはしプロジ

ェクト」から、村田早耶香様、竹内しおり様、浅田愛加様

の３名、計６名にお越し頂きました。皆様、お忙しい中誠

に有難うございました。 

3. 会長挨拶を西山会長に頂きました。西山会長はご来会いた

だいたゲスト・ビジターの皆様への感謝ののち、年末年始

休みなく働かれていること、大相撲観戦やキャビネット新

年賀詞交歓会のご報告に続き、会長職は読書もままならな

いほど多忙であり、本気でライオンズに取り組んでいると

ご披露さ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－Ｃ地区前

地区ガバナー・名誉顧問会議長・３３０複合地区青年アカ

デミー委員長 中村泰久Ｌは世田谷ＬＣの５０周年に対

して改めてお祝いを述べられたのち、世田谷ＬＣはベテラ

ンと若手がうまく調和して活性化が進んだクラブである

とお褒めの言葉を頂きました。また２月１５日に行われる

３３０－Ｃ地区青年アカデミーフォーラムの告知を頂い

て、ご挨拶とされました。続いて、３３０複合地区クラブ

サクセス・会員維持委員・大宮北ＬＣ第１副会長 小沼利

夫Ｌは例会訪問の緊張と、入会して最初の移動例会が目黒

雅叙園であったことを紹介されてご挨拶とされました。そ
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して、大宮北ＬＣ第４４代会長 根岸昌樹Ｌは、大宮北Ｌ

Ｃクリスマス例会でＬ須藤が賞品として提供したネック

レスが奥様にあたったことに対するお礼を述べられたの

ちに、大宮北ＬＣの成り立ちや、今期の会長方針「行動こ

そ夢の入り口」と会長スローガン「クラブライフ充実度１

００％」や青少年ソフトミニバスケ大会・盲導犬・献血な

どのアクティビティのご紹介を頂きました。またこの日が

「カレーの日」であること、「ＪＡＺＺの日」であること

のご紹介もされてご挨拶とされました。 

5. 講師よりご講話を頂きました。本日は「かものはしプロジ

ェクト」代表 村田早耶香様からご講演を頂きました。村

田様には２０１１年１２月第２例会でも子供が売られる

問題についてスピーチを頂きましたが、今回は２０１０年

ごろから始まったインドでの活動についてもスライドを

用いてご紹介頂きました。 

6. 村田様はまず「かものはしプロジェクト」の活動のご紹介

をされました。同団体が児童売春・買春を無くそうとして

いること、そのきっかけとなった、１２歳で売春宿に売ら

れてＨＩＶに感染して２０歳で亡くなったという女性の

話から講話を始められました。村田様はこの話を１９歳で

聞き、問題が最も深刻だったカンボジアで活動を開始した

とのことです。児童買春の被害者数が１５０００人と言わ

れ、たった１万円の借金のカタに売られて売春宿に搾取さ

れ、村に戻っても差別される女の子たちの話をされました。 

7. そして「かものはしプロジェクト」が子供を売らせないた

め、そして買わせないために、カンボジアで職業訓練所を

作る活動から始めたそうです。大人向けに仕事を作って父

母を雇用し、子供を売らせないようにしたわけです。数年

かけて成果が出て、ある地域では全員の子供が小学校に通

えるようになったとのことです。また、貧しいために体の

小さい女性や、このプロジェクトで１日３食食べられるよ

うになった子供の写真もご紹介されました。 

8. 続いて子供を買わせない活動としては、カンボジア政府と

も協力して、警察官に法律を学んでもらい、加害者の現行

犯逮捕や証拠品押収の実習をしてもらうような教育活動

を行っているとのことです。加害者の摘発は２００１年に

比べて８２人から７２０人までと９倍になり、十分に抑止

力となってきたそうです。 

9. この５年で事態は劇的に改善（警察の取り締まり＋農村の

貧困層が減少）され、国・企業・本人・コミュニティ・サ

ポーター・ＮＧＯなどがきちんと手を組んで取り組んでい

けば海外の酷い問題も無くせるのだと学んだそうです。 

10. そこで、次に事態が酷い国としてインドにも活動を広げて
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いるとご紹介されたのち、活動を広げるためにサポーター

になってほしいと呼び掛けられました。 

11. 質疑応答では、Ｌ高橋から「なぜカモノハシというのか」

と質問が出て、「カンボジアと日本の懸け橋になりたい」

という理由から語感が似ている「かものはし」とし、「短

期間で終われるように」プロジェクトと名付けたと回答を

頂きました。Ｌ山本からはインドでの具体的活動を教えて

ほしいと質問が出て、インドにおける活動について詳細な

ご報告を頂きました。Ｌ進藤からは偏見の打破についての

質問が出て、被害者自身の自尊心が高まるようなカウンセ

リングやビジネスの支援をしていると回答を頂きました。

村田様、貴重なお話をどうも有り難うございました。 

12. ウィサーブのご発声は、チャリティボウリング実行委員長

のＬ岩瀬にお願いしました。Ｌ岩瀬は一人でウィサーブの

発声を行うのが初めてで緊張していること、目前に迫った

チャリティボウリング大会の告知と皆様の協力に対する

お礼を述べ、またキャビネット会議で先日のフィリピン視

察の映像が発表されたことにも感謝を述べたのち、声高ら

かにウィサーブのご発声を頂きました。 

13. 会食中に阿部幹事より幹事報告を頂きました。阿部幹事は

例会直前に開催された第１２回理事会の審議事項を報告

され、皆様に拍手でご承認いただきました。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テールツイスターＬ高

橋にお願いしました。Ｌ高橋は「本日は埼玉県やインドか

ら駆け付けて頂いて有難うございます」とまず笑いを取り、

例会の日取りをうっかり忘れていたというエピソードを

話されたのち、ドネーションの発表を頂きました。本日の

ファイン４３００円、ドネーションが中村前地区ガバナー

のビッグドネーション含め３６７００円となり、計４１０

００円となりました。有難うございました。 

15. ここで、「かものはしプロジェクト」村田様から、Ｌ山本

が会社で１０万円寄付されたことと当クラブメンバー７

名が会員登録したことについてお礼を述べられました。 

16. 出席率の発表は出席委員長Ｌ手塚にお願いしました。Ｌ手

塚は青年アカデミー委員会つながりで中村前地区ガバナ

ーとあちこちでお会いする機会があると紹介されたのち、

出席率を発表頂きました。在籍者数４７名、不在会員１名、

終身会員５名、出席２３名、メークアップ６名、ビジター

３名、ゲスト３名、出席率は６９．０％でした。 

17. 閉会のゴングを西山会長に鳴らして頂き、全員で輪になっ

て「また会う日まで」を歌い、無事にお開きとなりました。

皆様どうもお疲れ様でした。 
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第２回少年サッカー教室実行委員会報告  １月２２日 於 目黒雅叙園 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、L 進藤、L 白石、L 杉村、 

L 手塚、阿部幹事              （計１２名） 
  

１．１月２２日（水）１６：３０から目黒雅叙園８Ｆ

「サロンドソレイユⅠ」にて第２回少年サッカー

教室実行委員会が開催されました。西山会長以下

１２名が参加致しました。 

２．今期の少年サッカー教室は２０１４年３月１６日

（日）駒沢オリンピック公園陸上競技場にて開催

されます。当日式次第に沿って当日の流れと役割

分担を確認いたしました。当日はクラブメンバー

は８時３０分集合となります。９時３０分に開会

式ですが、司会は阿部幹事、開会宣言は副実行委

員長のＬ畠山が行います。「開会の言葉」は当クラ

ブ西山会長と、ＦＣ東京社長阿久根謙司様にお願

いし、優勝カップ返還・優勝カップレプリカ贈呈

を経て、「来賓代表挨拶」を保坂展人区長、堀恵子

教育長、鈴木定光ガバナーにお願いすることとな

りました。 

３．当日雨天の場合は、協議の上、幹事が連絡を回す

ことになりますが、室内に場所を変更して行うか

をＦＣ東京都協議することとなります。全体中止

の場合には指名委員会も中止の予定です。 

４．昨年は当クラブからＣＤ形式にて販売した「写真」

ですが、今期写真販売を行うかどうかを協議しま

した。既に機材の向上などもあり、必要な方は各

自撮影しているのが現状でもあり、今期はクラブ

としての写真販売は行わないことと致しました。 

５．次に備品の確認を致しました。「表彰状」の手配

はＬ小塚にお願いすることとなりました（筒は予

備があるので中身のみ）。トロフィーについては世

田谷区と協議の上、クラブで作成する分について

はＬ飛田にお願いすることとなりました。 

６．次回の実行委員会は２月１２日（水）１６時３０

分から、ＦＣ東京・久保田淳様、世田谷少年サッ

カー連盟・古川進一様をお招きして行う予定です。

皆様お疲れ様でした。 
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わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」報告  １月２５日 於 わんぱくクラブ駒沢 

出席者 L 進藤、L 庄司、L 須藤、L 吉崎、L 吉崎ご家族２名（計６名） 
  

 １月２５日、「わんぱくクラブ駒沢」にて、わんぱくクラブ

育成会「２０歳を祝う会」が開催されました。 

 

１．「わんぱくクラブ育成会」は知的障害者の居場所を作って

いる団体ですが、その中でも、（保育園に相当する年代や学

童保育に相当する年代を超えて）成人になった知的障害者た

ちのグループ「ひかり」に対して当クラブは２００８－２０

０９期（山本会長期）より継続的に支援を行っています。「２

０歳を祝う会」はなかなか通常の成人式に出席できない「わ

んぱくクラブ育成会・ひかりグループ」の中でその年に２０

歳を迎えた方に対してお祝いをしようというものです。今期

２０歳を迎えた方は男女１名ずついらっしゃいます。 

２．例年は「２０歳を祝う会」に先立ち、通常の活動に対して

当クラブから複数名が見学参加を行うのですが、今期は日程

が合わず、通常活動見学は行えませんでした。しかし、１０

月に開催された「わんぱく秋祭り」への協力や、例年の活動

の協力もあって、「わんぱくクラブ育成会」のメンバーの皆

様とは温かくご挨拶を交わしました。 

３．「２０歳を祝う会」当日は、当クラブからはＬ進藤・Ｌ庄

司・Ｌ須藤・Ｌ吉崎とＬ吉崎のご家族２名（奥様の吉崎恵美

様、お嬢様の吉崎唯菜様）と計６名が参加致しました。９時

３０分から設営のお手伝いを一部行いました。いつものよう

に通常活動の曜日ごとに色分けされたチームとなって整列

し、２０歳を迎えたメンバーが入場（緊張のあまり？入場を

渋ったりしていらっしゃいました）ののち、メンバーによる

司会のもと、「２０歳を祝う会」は進行いたしました。当ク

ラブからもご挨拶ののち、あらかじめ購入しておいたお祝い

の「リュックサック」を贈呈させて頂きました。 

４．その後、ハプニングがあって本人ご紹介ビデオは割愛とな

りましたが、チームごとの出し物としての歌と踊りがあり、

それぞれのチームの個性的なダンスやその中でも特にうま

いメンバーの踊りに目を奪われました。 

５．そして全員で職員のオルガンに合わせて何曲かダンスやゲ

ームを行いました。当クラブメンバーも参加して汗をかきま

した。最後の手遊びゲームの時間にはわんぱくクラブの皆様

の積極性に大変感心致しました。「２０歳を祝う会」は無事

終了し、また次の機会をお約束してお開きとなりました。  



8 

 

フィリピン台風災害支援チャリティボウリング報告  １月２５日 於 品川プリンス 

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

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

L 白石、L 鈴木、L 田中、L 山本、L 吉崎、阿部幹事（計２２名） 

他クラブライオンズメンバー４４名、その他４５名    （計１１１名） 
  

 １月２５日（土）、品川プリンスホテルボウリング場にて、

「フィリピン台風災害支援チャリティボウリング大会」が開催

されました。１月になってからの急な告知にもかかわらず、鈴

木定光ガバナー・近藤正彦第２副地区ガバナーはじめ、１１１

名もの皆様にご参加頂きまして誠に有難うございました。特に

遠くは３３５－Ｂ地区早瀬徹Ｌはじめ、３３３－Ｃ地区安見一

美Ｌ、３３０－Ｃ地区森川明治郎Ｌ・八木拓也Ｌ・鶴岡治洋Ｌ

など他地区の皆様にも多数お越し頂き、深く感謝申し上げます。

また、ＧＭＴ家族会員開発エリアリーダー（東日本）石井征二

元ガバナー・ＧＭＴ女性会員開発エリアリーダー（東日本）河

合悦子元ガバナーをはじめ、友好クラブである川越つばさＬＣ

会長金子敏恵Ｌほか多数の皆様からドネーションを頂戴致し

まして、誠に有難うございました。必要経費を除いたチャリテ

ィ総額としましては約４４万円強が集まりました。 

以下は実行委員長Ｌ岩瀬からの報告です。 

 

１．１月２５日（土）世田谷ライオンズクラブ初の開催となる、

チャリティボウリング大会が開催され、私Ｌ岩瀬が初の実

行委員長をさせていただきました。 

２．今回のチャリティの目的は、『フィリピン被災地支援』で

す。昨年１２月、台風３０号の影響で甚大な被害が出たフ

ィリピンの子どもたちへ、クリスマスプレゼントを届ける

アクティビティを行い、緊急アラート委員会のメンバーの

方々と協力して現地視察に行ってまいりました。訪問先の

ボホール島では、台風で被災する１ヶ月前に、Ｍ７.２の地

震も発生しており、多くの家屋が倒壊していました。そん

な状況を目の当たりにして、なにができるのかを考えまし

た。様々な意見が出る中、第一歩として、今回のボウリン

グ大会となりました。 

３．正月の三が日に実家に帰省しておりましたが、合間を見て

計画を書き出し１月第１理事会にかけ、ご承認をいただき

ました。２月に再度現地視察を行う予定があったために、

その前にボウリング大会を開催したほうが良いとの意見も

あり、１月２５日に開催となりました。 

４．それからは案内文の作成、会場の手配、開催告知の方法す

べてが大忙しでした。中でも、参加人数の把握には、一番
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時間がかかり、確定したのは前日の夜でした。そんなバタ

バタな中、先輩ライオンに貴重なご意見やアドバイスを頂

き、手伝って頂きながら当日を迎えることが出来ました。 

５．当日は１１１名の方が参加してくださいました。最初に実

行委員長（私）の挨拶があったのですが、当日の朝まで全

く文面が決まらず、会場についてから考え、iPhone のメモ

帳に書き込んでおりました。ところがいざ挨拶の時になっ

てマイクを握ったら、iPhone の画面は真っ暗、再度パスワ

ードの入力を求められる始末。すでに『皆さんこんにち

は！』と言ってしまっていたので、そこからパスワードな

ど入れることもできずに、全ては思いつくままに挨拶させ

ていただきました。 

６．お忙しい中駆けつけてくださった鈴木定光ガバナー（しか

も結果は個人３位）のご挨拶に続き、第２副地区ガバナー

近藤正彦Ｌの見事なストライクの始球式と、当クラブ会長

Ｌ西山が一度やってみたかったという開始のホイッスルと

ともにゲームはスタート。皆さん２ゲームずつ投げられま

したが、それぞれのレーンでかなりの盛り上がりでした。 

７．ボウリング場の上階に位置する宴会場には円形のステージ

と多数のモニターがあり、当クラブのアクティビティＤＶ

Ｄなどを流させて頂きました。ここで行われた表彰式では、

東京ＬＣの須山誠一郎Ｌが３７１点（１８５・１８６）で

優勝され、優勝賞品として、液晶テレビを獲得されました。

１人で抱えるには大きな商品でしたが、無事に持って帰れ

たのでしょうか？また、団体では東京新都心ＬＣが優勝さ

れて横断幕とともに周年例会の告知をされたほか、賞を頂

いた多数の皆様から様々な告知を頂いたり、歌の一節を歌

っていただいたりと華やかな表彰式となりました。 

８．今回実行委員長やってみて、ああした方が良かった、こう

したほうが良かったと思うことはたくさんありましたが、

全ては、次へつながる貴重な財産を手にしたと思っており

ます。今回ご協力いただきました、すべての方にお礼申し

上げます。本当にありがとうございました。 
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薬物乱用防止教室報告            １月２７日    於 池尻小学校 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 老田、L 進藤、L 白石、L 庄司、L 高橋、 

L 吉崎、（計１０名） 
  

 １月２７日（月）、１３時３５分から１５時１０分まで、池

尻小学校にて、第５時限・第６時限を利用して６年生５８名を

対象に薬物乱用防止教室を実施しました。 

 

１． 池尻小学校の学校公開に合わせての薬物乱用防止教室も

恒例となりました。今回も西山会長以下１０名が参加し、

「講義と寸劇」という形式にて行いました。 

２． 当日準備段階で、予定していたノートパソコンからＤＶＤ

の音声が出ないというアクシデントがあり、学校からパソ

コン機材を急遽お借りしてなんとか開始時刻に間に合う

ことができました。 

３． 例年と同様、司会はＬ進藤が行い、最初の第５時限は「麻

薬覚醒剤防止センター」の「ダメ！ゼッタイ！ＤＶＤ」を

鑑賞したのち、まさに職場（神社）から駆け付けた、とい

ういでたちの西山会長が薬物についての講義を行いまし

た。薬物の見本や新聞記事などを活用してわかりやすく興

味深い講義となっていました。 

４．  ２時間目となる第６時限は寸劇をおこないました。サラ

リーマン風バイニンにＬ石上、先輩風バイニンにＬ吉崎、

誘惑される小学生にＬ進藤、そしてナレーターは（いきな

りですが）入会間もないＬ庄司、という布陣で行いました。

Ｌ庄司は先日開催された薬物乱用防止教育認定講師講習

に参加して感動し、「この（薬物乱用防止の）アクティビ

ティをやりたい！」という感想をお持ちでしたので、ナレ

ーターに抜擢、いわゆる「デビュー戦」となります。 

５． Ｌ庄司の初めてとは思えないスムーズなナレーショ

ンのもと、寸劇の見本をお見せした後、子供たちの出番と

なりました。今年は例年になく積極的な学年で、男子も女

子も次々と手を挙げて、質疑応答の時間を取る間もなく何

名もの児童が寸劇に挑戦していました。先輩風バイニンに

「先輩、大好きですー」と抱きつく方法や、女子５人組が

サラリーマン売人をいきなり無視して歩き去るとか（笑）、

大変工夫されていて、みんな拍手喝采でした。子供たちの

元気な姿にクラブメンバーも元気をもらうような薬物乱

用防止教室でした。皆様お疲れ様でした。 
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第８回障害者施設見学ツアー報告  ２月７日 於 区内障害者施設 

出席者 L 進藤、L 吉田、当事者１名、ライオン誌関係者２名      （計５名） 
  

１．２月７日（金）、東京三軒茶屋ＬＣとの合同アクティビ

ティである、第８回障害者施設見学ツアーを実施しまし

た。この日は、当クラブから２名、施設を探している当

事者が１名、また「障害者雇用」をテーマとして「ライ

オン誌封入」を取材されたライオン誌ライターの砂山さ

んとカメラマンの田中さんが、関連性があるとのことで

「障害者施設見学ツアー」に取材を兼ねて乗りました。 

２．翌日は大雪との天気予報の中、この日は寒いながらも

晴天のもと、午後１時に小田急線成城学園前駅改札に集

合しました。まず成城学園前駅そばの居場所的要素を持

つ地域活動支援センター「陽だまりの庭」を見学しまし

た。成城の高級住宅地の一角にある瀟洒な一戸建ての

「陽だまりの庭」では屋内の作業はなく（屋外の公園清

掃のみ）、この日は午前中は散歩、午後はフリーという

ことでトランプや料理、雑談に皆さん興じていらっしゃ

いました。散歩の途中で頂いたというお餅からおかきが

その場で作られておやつとして提供されました。 

2 次に駒沢大学駅そばの就労移行／就労継続支援Ｂ型事

業所「Ｎａｖｉｏけやき」に移動しました。ダイレクト

メール封入やゴルフボールの仕分け、さらにはパソコン

による編集や印刷製本などの作業を見学させて頂きま

した。作業の多さと利用者の皆様が非常にまじめに作業

している様子にツアー客の皆様は感銘を受けました。 

3 そして小田急線梅ヶ丘駅そばの就労継続支援Ｂ型事業

所「Ｃｒａｚｙ Ｃａｔｓ」に移動しました。ネジ詰め

などの下請け軽作業の部屋と、ステージや楽器があって

音楽を中心にライブなども行う部屋とを見学させて頂

きました。施設の成り立ちから２部屋借りるようになっ

た理由まで経緯をうかがうとともに、作業をたくさんし

ている施設でなくても障害者就労へ至る利用者もかな

りいるという事実を教えて頂きました。 

4 最後に、Ｌ進藤から、精神障害者福祉の歴史と世田谷区

におけるネットワークの現状や制度の進捗状況などに

ついてご説明させて頂きました。当事者の方は再度利用

してみたいとの感想を述べられました。ライオン誌の取

材については４月号に掲載される可能性があるそうで

す。次回は３月１１日（火）の予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

 

☆ １月２０日 臨時第１回キャビネット会議・新年賀詞交歓会参加報告 （Ｌ進藤） 

 

 さる１月２０日（月）、東京プリンスホテルにて３３０－Ａ地

区臨時第１回キャビネット会議とそれに引き続いて新年賀詞交

歓会が開催されました。今回はキャビネット構成員だけでなく

各委員や複合地区委員も参加し、人数の多い中で会議が開催さ

れ、補正収支予算や今期途中までの収支報告、４月４日５日の

年次大会記念事業「東日本復興支援イベント」のメンバーズフ

ォーラムや被災地視察などについての詳細な情報が出ました。

また委員長報告では緊急アラート委員会から当クラブメンバー

も同行した「フィリピン台風災害被災地視察＆クリスマスプレ

ゼント配布」の映像報告などがありました。その後の新年賀詞

交歓会では、現・前・元・副地区ガバナーの皆様による鏡開き

で開会し、お琴の演奏、リトル清原やプリティ長島のコント、

さらにはキャビネット役員（Ｌ半谷・Ｌ古川・Ｌ荻野）の伴奏

のもと三貴哲成（みよしてっせい：以前の芸名は三好鉄生）様が歌を披露し、鈴木定光ガバナー

も飛び入りでステージ上で歌うなど、数々のアトラクションで会場が盛り上がりました。 

 

☆ １月２２日 ３３０複合地区臨時代議員会懇談会参加報告  （Ｌ進藤） 

 

１月２２日（水）、関内ホールにて３３０複合地区臨時代議員総会が開催される・・・予定で

した。山田實紘第二国際副会長の方針もあって、現在全国の複合地区・準地区で会員増強が進め

られておりますが、３３０複合地区ではＡＢＣ各準地区における家族会員（２人目以降）地区費

免除に続き、複合地区としても下半期から家族会員２人目以降から（複合地区）年会費を免除す

るという議案のもと、代議員に招集がかかり、臨時代議員会を開催することになっていたのです。 

私はガバナー協議会運営委員会の運営委員として当日は設営や議事録作成などの仕事があり、

早めに会場入りして準備を行っておりましたが、なんと代議員の登録者数が少なくて臨時代議員

総会が不成立となり、開会ができませんでした。 

３３０複合地区ガバナー協議会議長佐藤精一郎Ｌの状況説明とお詫びに続いて、「会は不成立

だが懇談会と名称を変えて意見交換をするべきだ」との声も多く、そのまま「臨時代議員懇談会」

となりました。 

フロアのご意見としては「集まっている人だけでとりあえず採決を取り、後ほど欠席代議員に

委任状を取るのはどうか」「複合年次大会まで待てない。文書による紙上総会を開催してはどう

か」というような手続きに関するご意見や、「ライオンズには委任の考えはない」「紙上総会は東

日本大震災の時のように緊急時だけである」というような反対意見、「家族会員の年会費免除な

どして複合地区会計が圧迫されるのではないか」というようなご質問、「家族会員年会費免除に

より正会員の年会費値上げなどになったら本末転倒である」などの内容に踏み込んだご意見など

も活発に頂戴して、「臨時代議員懇談会」は１時間程度で終了致しました。 

遠方より会場に足を運ばれた皆様、本当にお疲れ様でした。本来協議審議される議案につきま

しては、５月の通常の複合地区年次大会において審議される方向とのことです。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ １月２８日 東京八王子陵東ＬＣＣＮ１５記念例会参加報告   （西山会長） 

 

１月２８日（火）、京王プラザ八王子ホテルで開催されまし

た東京八王子陵東ＬＣＣＮ１５周年記念式典にＬ諸見里、Ｌ

進藤、Ｌ手塚、Ｌ西山の４名で出席してまいりました。都心

より若干寒いといわれる八王子に夕刻到着しましたが、比較

的暖かな日でしたのでそれほど寒いという感じではありませ

んでした。 

１８：００、東京八王子陵東ＬＣ松永貴光会長の開会のゴ

ング～細野利昭チャーターナイト１５周年実行委員長開式の

辞～「君が代」「ライオンズヒム」斉唱～物故ライオンに黙祷

～来賓紹介～ブラザークラブ紹介そして、松永会長の挨拶と

プログラムがスムーズに進んでいました。来賓挨拶では、石

森孝志八王子市長、３３０－Ａ地区鈴木定光ガバナー、ＧＭ

Ｔ第５会則地域副リーダー・元国際理事・元地区ガバナー山

浦晟暉名誉顧問が登壇されました。次に記念事業発表～記念

事業目録贈呈～公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センタ

ーの阿部俊三理事より謝辞があり、塚本主恵夫第一副会長の

閉会の辞そして閉会のゴングで第１部式典が終了しました。

ボリュームのある式次第を１時間で粛々とこなされチームワ

ークのあるクラブであるという印象を受けました。 

第２部「遙かなる道」という演題で演歌歌手の北島三郎氏

が「歌手を目指し高校卒業と共に北海道を旅立ち今日に至る

までの人生について」エピソードを交えて講演されました（北

島様の奥様は東京八王子陵東ＬＣメンバーでいらっしゃいま

す）。紅白歌合戦引退のお話は北島三郎氏の優しさと他人への

気遣いがわかり大変感動しました。 

第３部祝宴は予定通り１９：００のスタート。この場を借

り、失礼ではありましたが１月２５日の当クラブチャリティ

ボウリングに参加されました方々にお礼の挨拶を含め多くの

ライオンズメンバーに挨拶することができました。また同席

しました東京新宿ＬＣの中井会長、大竹Ｌ、堀久保Ｌ、まる

もＬとは話がはずみ、楽しい時間を過ごすことができました。

午後９時すぎにお開きとなり、大変勉強になった東京八王子

陵東ＬＣのチャーターナイトでした。皆様ありがとうござい

ました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆ ２月５日 東京浜松町ＬＣ例会参加報告           （Ｌ畠山） 

 

２月５日（水）、品川プリンスホテルにて開催された

東京浜松町ＬＣ２月第１例会に世田谷ＬＣからＬ進藤、

Ｌ手塚、Ｌ亀川、そして私Ｌ畠山と私の長女（中学２

年生）と参加して参りました。遠方からは、３３５－

Ｂ大阪すみのえＬＣから早瀬Ｌ、酒井Ｌなど総勢２５

名の他クラブライオンズメンバーを含むゲスト・ビジ

ターが参加されました。 

なぜそんなに多くのメンバーが参加されたか、とい

うと・・・東京浜松町ＬＣの例会場が東京プリンスホ

テルから品川プリンスホテルへと移動し、記念すべき

第１回例会という事もありますが、何よりＹＥＳレオ

クラブの活動報告と、ゲストスピーカーでは東京都立

つばさ総合高校ＩＳＯ委員会から「環境問題に取組む

プロジェクト」の報告というプログラムが興味深く、

たくさんのメンバーが集まったのだと思います。 

普段、ライオンズの活動や環境問題の事などイマイ

チ分からない娘もＹＥＳレオクラブのメンバーや、つ

ばさ総合高校の生徒と話をしているうちにライオンズ

の事や環境問題に取組む高校生がいると知るなど、娘

にとって中学生活の中では経験できないことを感じた

り体験したりできたことはとても良かったと思いまし

た。そして娘もはじめは嫌々オヤジに付き合った感が

いっぱいだったと思っていましたが・・・他のメンバ

ーと笑顔で話をしている姿を見て安心しました。さす

が、ライオンズメンバー！最後に「また会う日まで」

で手を繋ぎながら歌った時は、いつもとは違う、感動

した気持ちになりました。（中学２年の娘と最近は手を

繋ぐ事がないので・・・（笑）） 

例会訪問へ娘を連れて行く・・・？ 少し抵抗があ

る方もいらっしゃるとは思いますが、今回の東京浜松

町ＬＣの例会はこれからの次世代を育てる為の例会だ

と感じさせられて、今のライオンズにとても必要な「次

世代の会員増強」「若手のメンバーの入会」「家族会員」

などをコンセプトとした、私は刺激をもらえた素晴ら

しい例会でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆ ２月７日 ３３０－Ｂ地区７Ｒ３Ｚ合同オリエンテーション参加報告 （Ｌ進藤） 

 

２月７日（金）、小田急線本厚木駅そばの「厚木市商工

会議所」にて開催された、３３０－Ｂ地区７Ｒ３Ｚ「合

同オリエンテーション」に講師として招かれて講演をし

て参りました。「アクティビティの創出とクラブ活性化」

というタイトルで、東京世田谷ＬＣの実例をもとに講演

させて頂きました。これは先日の厚木さつきＬＣへの例

会訪問をきっかけに厚木さつきＬＣ矢嶋秀昭Ｌや鈴木泰

堂Ｌを中心に当該ゾーンにて企画されたものなのだそう

です。 

講演の中では、（３３０－Ｂマスターズセミナーで使用

したものをさらに編集した）パワーポイントを用いなが

ら、当クラブが５０周年を迎えつつ若手も多数入会して

「老・荘・青」バランスの取れた布陣となっていること、

この５年間で８つもの新しい労力アクティビティを創出

したこと、アクティビティ創出にあたっては現場を見て

実際のニーズを聞き出すことを大切にしていること、「例

会準備会」や「新規アクティビティ実行委員会」など柔

軟な話し合いができる会議にて話を煮詰めていくこと、

実施されたアクティビティを他のクラブメンバーも共有

できるように例会で報告したり、クラブニュースやフェ

イスブック等を活用してクラブ内外に情報発信している

ことなどを、「障害者施設見学ツアー」「南三陸町支援」

などを例にお話しさせて頂きました。のぞみ福祉作業所

の「笑はがき工房世田谷」看板設置に至る話など、真に

ニーズに基づくアクティビティがいかに相手に喜ばれ、

それが自分たちにも感動をもたらすかという話は伝わり

やすかったようです。そして昨今もフィリピン台風被害

をうけて、募金や現地視察、さらにはチャリティボウリ

ング大会開催と新しい大きな流れができてきていること

をご報告してスピーチを終了しました。 

質疑応答の時間でも大変活発に質問が出まして、盛り

上がりました。その後の懇親会でも多数の新しい出会い

がありました。またこの会をきっかけに４月第１例会に

厚木ＬＣから安藤通胡会長以下６名・厚木さつきＬＣか

らは斉藤良治Ｌなど多数の方に例会訪問頂くお約束を頂

きました。さらに鈴木泰堂Ｌには障害者施設見学ツアー

にご乗車いただくお約束を頂きました。どうも有り難う

ございました。 
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■ 行事予定 

 ２月１２日（水）18：30～ ２月第１例会（落語例会）         於：目黒雅叙園 

 ２月２２日（土）     池尻小学校マラソン大会協力        於：池尻小学校 

 ２月２６日（水）18：30～ ２月第２例会（１０Ｒ２Ｚ合同例会）    於：渋谷エクセル東急 

 ３月 ８日（土）～９日（日）南三陸町視察              於：南三陸町 

 ３月 ９日（日）     新宿中央公園震災被災地支援イベント    於：新宿中央公園 

 ３月１６日（日）     少年サッカー教室・世田谷ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ  於：駒沢陸上競技場 

 

■ 幹事 阿部より一言  

  皆様いつもお世話になっております。今回の一言は生まれて初めてインフ

ルエンザに罹りましたので、そのお話をさせて頂きます。 

 １月３１日(金)、体のだるさと節々が痛かったので、薬局でユンケルと風邪

薬を購入し自宅で寝ていました。一日半丸々寝ていましたが、一向に熱が下

がらないので、インフルエンザっぽいなと思い、２月２日(日)に日曜診察して

いる病院を受診しました。ぱっと見７～８人の方が待合室にいたので、待っ

ても３０分くらいかなと目算しましたが、結局２時間程待ってから診察にな

りました。順番を予約で取っておいて後からくる方々が多かったのです。お

子さん連れのお母さん達が多くいらっしゃって待合室も殺伐とした雰囲気

(笑)の上、３９°Ｃオーバーの発熱で待っていたので、だいぶ具合が悪くなりました(涙)。「日本に居

ながらこんな事になるのだから、内戦中のシリアは気の毒な状況なのだろうな」なんてことを考えな

がらただ時が過ぎるのを待っていました。 

 そしてやっと診察！気さくなお爺ちゃん先生でホッとしました。ご承知の方も多いと思いますが、

インフルエンザ検査は鼻の奥に細い管の様な物を突っ込んで菌を採取して調べます。これが結構キツ

い！結果、案の定インフルエンザ反応陽性。しかもＡ型。今年のインフルエンザはＡ型・Ｂ型・新型

とあるそうで、Ａ型は３つの中では発熱が続く患者が多いタイプだそうです。３種類治し方があるか

らどれが良いかと先生に聞かれたので、一番早く治る方法と即答しましたが、どの方法も治る速さは

同じだよと諭されながら(笑)、「イナビル」という吸引器のような薬を吸って治療終了という手段を

選びました。 

 「２月５日水曜日までは仕事しちゃダメ」と先生に言われた通り、そこまでお休みを頂戴しました。

最後の１日は熱が下がっていたので、暇で暇で困りました。丸５日も自宅待機を強いるインフルエン

ザ恐るべし！ 

またまたプライベート話で失礼しました。皆様もご自愛くださいませ。   （阿部鉄平） 

 

 

 

 


