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2013-2014年度  第１７号               ２０１４年３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 
 

★３月１６日（日） 於：駒沢陸上競技場 

1223回例会（少年サッカー教室：振替例会） 

世田谷ＬＣカップ＆少年サッカー教室 

  世田谷少年サッカー連盟・当クラブのメインア

クティビティ「世田谷ライオンズクラブカップ＆

少年サッカー教室」を３月第２例会として開催

します。午前中は東京ＦＣ普及部コーチによる

少年サッカー教室、午後は世田谷少年サッカ

ー連盟の「世田谷ライオンズクラブカップ」とな

ります。「指名例会」として来期役員案の発表

もあります。みなさまぜひお越しくださいませ。 

★４月９日（水）  於：目黒雅叙園 

第 15回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

1224回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

選挙例会 
来期役員を決定する例会です。また、当クラ

ブでは久しぶりに受け入れることになったＹＣ

Ｅ生が例会に出席予定です。ぜひ皆様ご出席

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

★４月２３日（水） 於：目黒雅叙園 

第 16回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

1225回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

講師例会 
東京神宮前ＬＣの原田浩太郎Ｌにお越し頂

き、ゲストスピーチを頂く予定です。皆様

ご出席のほどお願い申し上げます。 

会長挨拶   

３月も不安定な天気が続いています。例年
以上の寒波と大雪や大雨の様子をニュースで
見ますと地球温暖化の影響なのでしょうか。
良い自然環境を将来の日本に残すために今何
をすればいいのでしょうか。自問自答してい
ます。サッカー教室に参加する子供たちが、
未来の日本のために働く人になってもらいた
いという気持ちで実施しています東京世田谷
ライオンズカップ＆サッカー教室が、本日１
６日(日)いよいよ開催の運びとなります。メ
ンバー皆様のご協力をお願いいたします。さ
て、私自身３月は卒業式のことを思い出すと
申し上げましたが、サッカー教室を見ている
と教員時代のクラブ活動のことを思い出しま
す。高校のバスケットボール部を長年指導し
てきましたので、子供たちの、上手くなりた
い、試合に勝ちたいという気持ちが手に取る
ように伝わってきます。ただ、技術が向上し
て試合で活躍して勝てればいいのかというと、
それだけではいけません。チームの仲間を信
頼すること、そして相手チームを尊重し正々
堂々と戦うこと等を教えることが大切です。
私自身中学高校とバスケットボール部で活動
してきたとき、コーチの言葉で「バスケット
は名シューターが一人でやるものではない。
５人のチームワークが大切で、脇役に撤して
踏み台になる者がいてこそ、そのシューター
が生きてくる。おまえはパスの練習をしっか
りやって脇役に撤しろ。」と言われたことを覚
えています。そのためにルールブックを何度
も読み熟知してパス練習をしていました。い
いパスを出すことでシュートが打ちやすくな
るからです。チームのための踏み台を知った
体験を活かして教員時代もチームを指導して
きました。ルールを守ることで自分を律する
ことができるようになります。チームワーク
の大切さを知ることで相手を思いやる気持ち
が身に付きます。このアクティビティで参加
する子供たちがこれらのことを学んでくれる
ことに期待したいと思っています。（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１４回理事会報告     ３月１２日 於 目黒雅叙園 ４Ｆ「清風」 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 桂、L 中村信行、 

L 老田、L 小野一郎、L 進藤、L 庄司、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 高橋、 

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

第１４回理事会が３月１２日（水）１７：３０より目黒雅叙園４Ｆ「清風」にて開催されました。 

■審議事項■ 

１．第６０回地区年次大会 被災地復興支援物産展 物産購入

チケット事前販売ご協力の件について西山会長よりご説

明頂き、当クラブはキャビネット構成員（１万円）１名、

その他の地区役員（５千円）６名がいますので、７名分４

万円を購入することとしました。 

２. ３月２９日海の森植樹参加のお願いの件について西山会

長からご説明頂きましたが、参加できるメンバーがおりま

せんでした。 

３. ３月２８日日本赤十字血液センター見学のご案内の件に

ついて西山会長からご説明頂きましたが、参加できるメン

バーがおりませんでした。  

４. ３月３１日第１０回青少年英語スピーチコンテスト観覧

のご案内の件について西山会長からご案内頂き、行けるメ

ンバーが行くということになりました。 

５. ４月４日～５日被災地視察・ライオンズメンバーフォーラ

ムのご案内の件について西山会長及びＬ進藤よりご説明

頂き、当クラブからはＬ進藤・Ｌ亀川・Ｌ手塚が参加することになりました。 

６. ３月７日増上寺安国殿前イベント出展打ち合わせ会についてＬ進藤が報告致しました。 

７. 家族会員内規の確認を行いました。クラブ名簿への写真掲載については基本は掲載とするも

のの特例も認めることとなりました。文言を確認の上、家族会員・賛助会員内規は承認され

ました。その上で、家族会員ラペルピンの件について西山会長からご説明頂きましたが、当

クラブはクラブバッジもあるため、家族会員にはクラブバッジを贈呈することとなりました。 

８.第６０回３３０複合年次大会代議員の件についてＬ進藤からご説明を行い、西山会長・阿部

幹事・Ｌ亀川・Ｌ須藤の４名が選出されました。  

９.次期クラブ役員の件について会長予定者Ｌ亀川から提案を頂きました。クラブのメンバー数

が増え、全員が理事だと理事会が成立しないという危険性が増えるため、理事総数を制限し、

出席率の良いメンバーを理事とするという意見を頂戴しました。 

１０.次期キャビネット役員の件について西山会長からご説明頂き、各委員会で次期委員として

声掛けされているメンバーがそれぞれ報告致しました。 

１１.ＹＣＥ生受け入れの件について西山会長からご説明を頂きました。今期（久しぶりに）タ

イ人のＹＣＥ生を受け入れ、４月１日から１２日の間、Ｌ田中の家に泊まるとともに日中活

動についてはメンバーで交替して日替わりで担当することとなりました。 

１２．その他、ＦＣ東京の試合チケットの配布、３月２４日ガバナー諮問委員会出席者決定、消

費税増税に伴う例会場費の値上げ（６０００円⇒６２００円）について協議しました。 
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第１２２２回３月第１例会(南三陸町報告例会)報告 ３月１２日 於 目黒雅叙園 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 桂、L 村井、 

L 中村信行、L 老田、L 小野一郎、L 進藤、L 庄司、L 白石、L 須藤、L 鈴木、 

L 高橋、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉田、L 吉崎、阿部幹事 

ゲスト：益田和嘉子様、東京青年会議所世田谷区委員会 岡部健一様、臼井淳一郎様 

メークアップ：L 佐々木・L 諸見里・L 中村謙介 

（メンバー２４名、メークアップ３名、ゲスト３名、計３０名） 
  

1. 第１２２２回３月第１例会（南三陸町報告例会）が、２月

２６日（水）１８：３０より目黒雅叙園４Ｆ「清風」にて

開催されました。開会のゴングを西山会長に鳴らして頂き、

全員で国歌君が代・ライオンズクラブの歌・世田谷ライオ

ンズクラブ歌を斉唱しました。 

2. 阿部幹事からお客様のご紹介を行いました。本日のゲスト

は、音楽家 益田和嘉子様、公益社団法人東京青年会議所

世田谷区委員会 事業担当副委員長 岡部健一様と同じ

くわんぱく相撲担当副委員長 臼井淳一郎様にお越し頂き

ました。お忙しい中、誠に有難うございました。 

3. 西山会長より会長挨拶を頂きました。西山会長はゲストの

来会に謝意を述べたのち、３月８日～９日の南三陸復興支

援ツアーについてＬ藤原の歌声を聴いて充実した２日間

だとお話しされました。続いてゲストの益田和嘉子様と井

上あずみさんのチャリティコンサートの際にパーカッシ

ョン担当だったことからお声掛けをし、西山会長が大ファ

ンでもある宝塚でのご演奏もあるというご縁もあり、何度

かお呼びして１年かけてお越し頂けたという話をされま

した。また、この日の理事会で「家族会員・賛助会員の内

規」の承認を得たこと、ゲストの臼井様は（お父様が当ク

ラブ終身会員ということもあり）家族会員になって頂ける

ようご期待申し上げてご挨拶とされました。 

4. ここでお客様からご挨拶を頂戴しました。まず、益田和嘉

子様は、パーカッションという打楽器を演奏しているほか、

マリンバ（木琴）やビブラホン（鉄琴）の演奏も行うこと、

井上あずみさんのコンサートでご縁があり来会されたこ

と、演奏を通していろんな方に笑顔になってほしいと思っ

ていらっしゃるとお話しされてご挨拶とされました。 

5. 続いて、公益社団法人東京青年会議所世田谷区委員会から

事業担当副委員長 岡部健一様・わんぱく相撲担当副委員

長 臼井淳一郎様にご挨拶頂きました。まず臼井様から、

５月１１日に世田谷区立総合運動場で１年生から６年生

まで３５０～４００名くらいの参加者で行うこと、ご協賛

のお願いとお子さん・お孫さんで小学生の方がいらっしゃ
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ったらぜひ大会にご参加頂きたいとご挨拶頂きました。続

けて岡部様は、昨年行った児童養護施設における事業のご

説明と今年の目標「社会的養護」にむけて地域の大人とし

ての参加呼びかけを頂いてご挨拶とされました。ありがと

うございました。 

6. ウィサーブのご発声はＬ老田にお願いしました。Ｌ老田は

南三陸町復興支援ツアーでの様々なエピソードをご紹介

され、また１６日に開催される当クラブ最大の青少年育成

アクティビティ：少年サッカー教室・世田谷ライオンズク

ラブカップの告知と各メンバーへの協力を要請して声高

らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

7. 会食にあたって、阿部幹事より先日の西山会長・Ｌ諸見

里・Ｌ亀川・Ｌ阿部で参加したチーム河合のチャリティボ

ウリングでチーム３位の賞品「久保田の万寿」、またＬ畠

山より純米吟醸「鶴齢」と芋焼酎「純芋」のドネーション

を頂きました。有難うございました。 

8. 会食中、３月１４日のホワイトデーにちなんで、男性メン

バー全員から本日出席の女性メンバーＬ須藤・Ｌ庄司・Ｌ

吉田に対して、Ｌ小塚が伊勢丹ギフトで選んでいただいた

素敵なギフト「フラワーギフト・メルロー」を代表して西

山会長から贈呈いたしました。 

9. Ｌ老田および阿部幹事より、理事会前の少年サッカー教室

実行委員会にて協議した、サッカー教室当日の役割分担に

ついて模造紙を用いてご説明を頂きました。 

10. 続いてＬ亀川から３月８日から９日にかけての南三陸復

興支援ツアーについてスライドを用いてご紹介頂きまし

た（詳細な内容は前回と今回のニュースに記載しました）。

当クラブのＬ藤原が所属する合唱団「メンネルコールけや

き」が南三陸町で開催したスプリングコンサートの応援を

兼ねて１８名で南三陸町を訪れたこと、８日ホテル観洋・

９日さんさん商店街でのコンサート、８日夜の南三陸志津

川ＬＣとの交流懇親会、９日に南三陸町から海岸沿いに南

下して大川小・雄勝・女川・石巻・東松島などの被災地を

視察したとご報告頂きました。 

11. Ｌ藤原からは「メンネルコールけやき」の被災地支援活動

と今回のコンサートに至った経緯、南三陸町戸倉小学校の

校長先生との絆や当日歌った歌、なかでも小学生たちが作

詞した楽曲についてのご説明などを頂きました。 

12. 南三陸復興支援ツアーの参加者からご感想を頂きました。

まず、Ｌ磯辺は、一番ショックだったのは大川小であった

こと、校庭のすぐ脇が山で３分もあれば登れたはずなのに、

過去に津波の被害がなく大川小自体が避難所になってい

たことが７４名もの犠牲者を出す原因となったこと、「逃

げさせてくれ」といった小学生の言葉があったことを考え
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ると、上に立つ者の情報処理能力で多数の人間の運命が変

わる、これは自分たちの会社経営にも通じると述べられま

した。 

13. Ｌ中村信行は、大川小で遺族会の方が掃除をされていてな

んと声をかけていいのか悩んだ末、最終的に「ご苦労様」

と言ったのが精いっぱいだったこと、子供のなくなった親

御さんの気持ちを考え涙したこと、地域によって復興のス

ピードにかなり差があると実感したこと、そのほか「見え

張る事件」「パンツ事件」「携帯忘れ事件」などの楽しいエ

ピソードもあったことをお話しされました。 

14. Ｌ福島は、百聞は一見にしかずと思ったこと、大川小で涙

したこと、南三陸志津川ＬＣで全財産を津波で失いつつラ

イオンズで奉仕を続けているメンバーの姿を見て、自分に

も何ができるだろうか考えたこと、などを話されました。

またクラブニュースの会長挨拶に感動したとお話しされ

ました。南三陸町に行かれた皆様、お疲れ様でした。 

15. Ｌ進藤より、３月９日の新宿中央公園における南三陸町特

産品販売とミキベイビーのステージ及びＣＤ販売につい

てご報告いたしました。食べ物がすべて売れて１６万円強

の売り上げがあったことをご報告し、売れ残ったタオルや

絵葉書を例会中にドネーション頂きつつ配布致しました。 

16. 阿部幹事より、本日開催された第１４回理事会の審議事項

をご報告頂き、会場の拍手にてご承認いただきました。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テールツイスターＬ高

橋にお願いしました。Ｌ高橋は大震災の死者の話と身近な

大橋町会長の死を結び付けて死が案外身近であるという

話をされてからドネーションの発表をされました。本日の

ファインは２４００円、ドネーションはＬ藤原のビッグド

ネーションを含み４２６００円、絵葉書３２００円、タオ

ル１２０００円、合計６０２００円でした。皆様有難うご

ざいました。 

18. 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

塚は南三陸町復興支援ツアーのなかで戸倉小学校の校長

先生の言葉で、子供たちが毎日当たり前の生活をできるこ

とに有難うという気持ちを大事にしているとを聞いて、自

分たちも毎日当たり前に暮らせることに感謝しなければ

ならないと思いつつ帰ってきたことを話されてから出席

率を発表されました。在籍者数４８名、不在会員１名、終

身会員４名、出席者数２４名、ゲスト３名、メークアップ

３名で出席率は６２．８％でした。 

19. 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」を斉唱し、お客様をお見送りして本

日の例会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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南三陸町復興支援ツアー報告（後半）     ３月８日－９日 於 宮城県南三陸町 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 村井、L 中村信行、 

L 老田、L 進藤、L 白石、L 杉村、L 鈴木、L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事 

事務局 水戸     （メンバー１７名、事務局１名、計１８名） 
  

１．さる３月８日（土）世田谷ＬＣ宮城県南三陸町復興支

援ツアーに、西山会長以下１８名で行って参りました

ので、幹事となりました私Ｌ亀川が前回に続き後半を

ご報告致します。 

２．ツアー２日目（３月９日）、私達はホテルチェックア

ウト後、世田谷ＬＣメンバー、Ｌ藤原の所属するコー

ラスグループ「メンネルコールけやき」のミニコンサ

ート会場となる、南三陸町さんさん商店街へと応援に

向かいました。前日とは一味違ったアットホームなコ

ンサートで、そこでも私達は精一杯の応援をさせてい

ただき、コンサートも盛況のうちに終わりました。Ｌ

藤原、２日間大変お疲れ様でした。きっと南三陸町の

方々も勇気付けられた事でしょう。そして私達は盛り

土もあちこちで始まった南三陸町を後にし、被災地視

察に向かいました。 

３．まず向かったのは、石巻市雄勝町の大川小学校でした

（写真なし）。大川小学校は、校庭にいた児童１０８名

のうち７４名、教員１３名のうち１０名が津波の犠牲

になりました。大川小学校は海からは５キロも離れて

おり、教員の方々も油断してしまったのでしょう。メ

ンバーからも、「隣の裏山に逃げればきっと皆助かった

だろう。」また「リーダーの判断が誤まらなければ、子

供達は犠牲にならずに済んだのに」などの子供達を哀

れむ声が聞こえてきました。私達は皆、そっと手を合

わせ、そこを後にしました。 

４．その後雄勝町町庁舎後、女川町、石巻市中心部、東松

島を視察し、帰路に着きました。女川町では今も横倒

しになったビルが２つ残っていました。以前は３つあ

りましたが最終的には１つだけ残るそうです。 

５．私は今回の視察ツアーを通して、メンバー皆が何かを

感じ取ってもらえたと思います。そして被災地に対す

る想いを共有することが出来たと思いました。私達は

忘れない、そして今後も被災地との関係を保ちつつ、

今後を見守り続けたいと思います。東日本大震災で亡

くなられた方々に合掌。     【Ｌ亀川】 
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第４回少年サッカー教室実行委員会報告   ３月１２日 於 目黒雅叙園 

出席者 西山会長、L 桂、L 老田、L 庄司、L 進藤、L 須藤、L 鈴木、阿部幹事 

（メンバー８名） 
  

３月１２日（水）１６時３０分より目黒雅叙園「清風」にて第４回少年サッカー教室実行委員会

が開催されました。 

１．実行委員長Ｌ老田により、今期初めて準備会の時

に作成した模造紙による「役割確認表」を用いて、

当日のスケジュール確認とメンバー各自の役割確

認がなされました。 

２．３月１６日当日に向けて目黒雅叙園から持ち帰る

べき備品の確認を行いました。国旗や横断幕、ラ

イオン旗や横断幕などを確認したほか、特に君が

代のＣＤの所在確認や、当日までに購入が必要な

備品、ステ看板などの届け先などの確認を致しま

した。 

３．君が代や当日流す音楽のＣＤやカセットテープの

動作確認を行いました。 

 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

東京世田谷ＬＣでは、青少年健全育成アクティビ

ティとして、平成９年から世田谷区および教育委員会、

並びに世田谷区少年サッカー連盟等の賛同を得まし

て「東京世田谷ライオンズクラブカップ 少年サッカ

ー教室」を継続開催しております。毎年世田谷区内の

小学生と同伴の父兄を合わせて数百名もの御参加を

頂き、更にはプロサッカーチーム「ＦＣ東京」様の選

手から指導を受けると共にミニサッカーゲーム等を

行っております。今年も盛大に開催できる様、準備に

取り組んで居りますので、多くの方にご参加頂ければ

幸いです。 

開 催 日：平成２６年３月１６日（日） 

開 会 式：午前 ９ 時３０分から 

      （１５時５０分 終了予定） 

開催場所：駒沢オリンピック公園 陸上競技場 

      世田谷区駒沢公園１－１（公園事務所 03-3421-6199） 
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第９回障害者施設見学ツアー報告         ３月１１日 於 区内障害者施設 

出席者 L 進藤､当事者３名、関係者２名   （計５名） 
  

１．３月１１日、東京三軒茶屋ＬＣとの共催事業、第９

回障害者施設見学ツアーを実施しました。今回は当

日当事者の方がキャンセルされまして、当クラブか

らメンバー１名のほか、当事者３名と他区施設関係

者２名の計６名が小田急線千歳船橋駅改札に集合し

ました。 

２．今回は車の都合がつかなかったため、レンタワゴン車

を借りましてＬ進藤が運転し、まず千歳船橋駅そば、

成城警察署裏のＩＴ特化型就労移行支援事業所『さら

就労塾＠ぽれぽれ』を見学しました。パソコン教室を

中心として２年以内に一般企業への就労を訓練してい

るわけですが、期間限定の教室に合わせてだけでなく

随時入所ができるように方針が変更されていました。

基礎コースのメンバーに課題の説明を頂いたりもしま

した。 

３．次に、祖師ヶ谷大蔵のウルトラマン商店街にある喫茶

店型の就労継続支援Ｂ型事業所『ざしきわらし』を見

学しました。壁の大きなスクリーンでは珍しく「怪獣

ブースカ」が上映されていました。３０分ごとに出席

メンバーが自分たちで○×をつけていくシフト表に、

他区施設関係者はいたく感心し、大変参考になったと

のことでした。また、ウルトラマングッズの販売も含

めて時給３００円以上とかなり工賃が上がってきてい

るのがわかりました。 

４．続いて、千歳船橋駅そばの庭付き一戸建てのゆったり

した居場所型就労継続支援Ｂ型事業所『風の谷プロジ

ェクト』を見学しました。食事作りや様々なプログラ

ムなど、就労継続支援の事業所でありながら居場所的

雰囲気を継続するあり方や、工賃ノルマを達成するた

めの計算の工夫などに、他区施設関係者はずいぶん参

考になったようでした。 

５．最後にＬ進藤から精神保健福祉の歴史と世田谷区にお

ける精神保健福祉ネットワークについてご説明しまし

た。今回は当事者の方はパソコン作業に興味を持った

り、他区施設関係者は作業所運営が非常に参考になっ

たりと学びの深い回だったようです。次回は４月１１

日（金）の予定です。 
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■ 行事予定 

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（指名例会） 於：駒沢陸上競技場 

４月 ９日（水）４月第１例会（選挙例会）              於：目黒雅叙園 

４月１１日（金）第１０回障害者施設見学ツアー            於：区内障害者施設 

４月２０日（日）第６０回３３０－Ａ地区年次大会           於：東京プリンスＨ 

４月２３日（水）４月第２例会（講師例会）              於：目黒雅叙園 

５月 ９日（金）第１１回障害者施設見学ツアー            於：区内障害者施設 

５月１１日（日）第６０回３３０複合地区年次大会           於：横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸＨ 

５月１４日（水）５月第１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。いよいよ当クラブ青少年育成のメイン

アクティビティである世田谷ライオンズクラブカップ少年サッカー教室が３

月１６日(日)に駒沢競技場にて開催されます。今回で１２回目を迎える本大会

の準備に際し、世田谷区サッカー連盟、ＦＣ東京、東京コカコーラの担当者

の皆様のご協賛、ご尽力に感謝申し上げます。当日の小学校高学年の選手達

のハツラツとしたプレイに期待し、チームのコーチの方々、ご父兄の皆様の

大会運営に対するご協力を願います。参加者全員でいい教室、大会にしてい

きましょう！         （阿部鉄平） 


