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2013-2014年度  第１９号               ２０１４年４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 

★当クラブ家族会員第１号の入会が承認

されました。 

 第１５回理事会および４月第１例会の

際において西山会長の奥様：西山ひとみ

様の家族会員の入会が承認されました。

４月第２例会でも数名の家族会員・賛助

会員について入会を検討いたします。今

後も、正会員の会員増強に励みつつ家族

会員・賛助会員につきましても、多数の

方の入会をお待ち申しております。 

 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★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。 

★５月１４日（水）  於：目黒雅叙園 

第 17回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

1226回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

講師例会 
西山会長のご紹介で、神職をお持ちでかつ女

優でもある吉木誉絵様を講師としてお招きし

てご講演を頂く予定です。ぜひ皆様ご出席の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

会長挨拶   

 ４月になっても不安定な天候が続いていま

す。まだまだ朝晩冷え込むので片付けた厚手

の上着を再び出して着込む日があります。コ

ンディション維持も大変な今日この頃です。

神社に奉職する神職・巫女は、１年で一番忙

しい１１月の七五三シーズンから参拝者の多

い年末年始、更に２月から４月までは行事で

神社奉仕優先の時期になります。従って風邪

を引かないようにするために体調管理に気を

遣う時期でもあります。特に、冬の早朝６時

の起床と境内清掃は厳しいものがあります。

寒さ対策と同時に夜更かしは禁物で一日の生

活習慣をきちんと守ることも仕事の一つなっ

てきます。体調管理と生活習慣を守るという

ことの重要性は、もう一つの意味も持ち合わ

せています。神社境内は聖域とも言われます

ので神職・巫女も日々身を清めること＝体調

管理・生活習慣を守ることなのです。また、

神職・巫女は、「禊をして奉仕する」「清浄に

努め奉仕する」ことが大切で、「祭りを奉仕」

する前には必ず禊ぎをします。「神様」の鎮ま

る場所で神事を執り行うので身を清め奉仕す

るというわけです。更に「祭り」を「祈祷」

に置きかえて考えるとわかりやすいと思いま

す。「厄祓」をうける時、身を清めた清楚な神

職に祓ってもらった方が厄を祓ってもらえた

と実感するのではないでしょうか。ライオン

ズクラブの奉仕も同様で、清い気持ちで活動

しなければならないことを会長として改めて

学んだ１年でもあります。まだまだメンバー

皆様からご指導をいただきながら努めてまい

りたいと思っていますのでよろしくお願いし

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１５回理事会報告     ４月９日 於 目黒雅叙園 ２Ｆ「華しずか」 

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 河俣、 

L 諸見里、L 中村信行、L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 田中、 

L 手塚、L 山本、L 吉田、L 吉崎、YCE 生アーム君（計２０名＋YCE 生１名） 
  

第１５回理事会が４月９日(水)１７：３０より目黒雅叙園２Ｆ「華しずか」にて開催されました。 

■審議事項■ 

１．会計報告として会計Ｌ大竹より、クリスマス例会と移

動例会会計について報告を頂きました。 

２．４月１日～１０日ＹＣＥ生受け入れの件についてＬ田

中より、帰国が当初発表されていた１２日ではなくて、

１０日であるとご報告を頂きました。会計など詳細な記

録はまた後日とのことです。 

３．４月２０日（日）３３０－Ａ地区第６０回記念年次大

会の件について西山会長及びＬ進藤より最終確認を致しました。代議員は西山会長・Ｌ阿部・

Ｌ村田・Ｌ大竹の４名、アワードは青年アカデミー優秀賞（クラブ：受賞者：西山会長）と

個人賞はＬ進藤およびＬ田中が受賞、物産展はＬ山本とＬ田中が中心で販売し、物産展チケ

ットは原則としてＬ山本保管のもと現地ブースに置いておき、各メンバーが随時利用するこ

ととなりました。 

４．５月１１日（土）３３０複合地区第６０回年次大会の件について西山会長及びＬ進藤より確

認を致しました。代議員は西山会長・Ｌ阿部・Ｌ亀川・Ｌ須藤の４名で、そのほかにＬ進藤・

Ｌ田中が運営側（部会員等）として参加します。 

５．５月１８日（日）潮来ＬＣ合同食育アクティビティの件について西山会長より日程が５月１

８日（日）と決定したことと、チャーターバスの利用を検討しているとご提案を頂きました。 

６．４月２１日（月）１２クラブゴルフ大会幹事会の件について西山会長よりご説明を頂き、意

見を集めましたが、今後は参加が難しいとの方向性でご返答することとなりました。 

７．５月２０日（火）会員増強セミナーの件について西山会長よりご説明頂き、Ｌ進藤が参加す

ることとなりました。 

８．５月３１日・６月１日東京都障害者スポーツ大会の件について西山会長からご説明頂き、Ｌ

進藤が参加することとなりました。 

９．６月７日（土）ファミリーナイトの件について西山会長よりご説明頂き、Ｌ諸見里が参加す

ることとなりました。 

１０．来期役員選挙の件について指名委員長Ｌ石上よりご説明頂き、修正案で承認されました。 

１１．家族会員・賛助会員の件について西山会長およびＬ進藤からご説明頂き、あらためて西山

会長の奥様、西山ひとみ様の家族会員としての入会を承認しました。また、小暮特別名誉会

員のご子息の家族会員入会について検討しました。 

１２．次年度キャビネット役員選出の件について西山会長よりご説明頂き、来期のキャビネット

役員として既に声がかかっているメンバーとしてＬ諸見里・Ｌ桂・Ｌ進藤・Ｌ田中・Ｌ手塚

の５名の名前が上がりました。 

１３．３３０－Ａ地区名簿校正の件についてＬ進藤から第一次名簿校正原稿が来ているとの説明

ののち、各自チェックしていただくよう呼びかけがありました。 
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第１２２４回４月第１例会（選挙教室)報告 ４月９日 於 目黒雅叙園「華しずか」 

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 磯辺、L 亀川、L 河俣、 

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 高橋、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉田、L 吉崎、 

ビジター 330-B 地区厚木 LC 安藤通胡会長、石井均 L、大橋夫美恵 L、梶谷美雄 L、 

   柴田豊 L、角田英樹 L、武井博 L、古澤告夫 L、富塚正美 L、立花利浩 L 

330-B 地区厚木さつき LC 斉藤良治 L 

330-B 地区厚木マルベリーLC 北村利根会長、落合朱身 L 

東京番町 LC 吉岡龍見 L、YCE 生アーム君  

メーキャップ：L 阿部、L 桂、L 諸見里、L 村井 

(メンバー２３名、ビジター１４名、YCE 生１名、メーキャップ４名、計３２名) 
  

1. 第１２２４回４月第１例会（選挙例会）が４月９日（水）

１８時３０分より目黒雅叙園２Ｆ「華しずか」にて開催さ

れました。本日海外出張の阿部幹事に替わり、Ｌ須藤が司

会進行を行いました。西山会長に開会のゴングを鳴らして

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の歌を斉唱いたしました。 

2. お客様のご紹介はＬ進藤が行いました。本日は、Ｌ進藤が

２月に３３０－Ｂ地区７Ｒ３Ｚにてオリエンテーション

セミナーを行った際に例会訪問の約束をお受けしたこと

もあり、厚木ＬＣから安藤通胡会長・石井均Ｌ・大橋夫美

恵Ｌ・梶谷美雄Ｌ・柴田豊Ｌ・角田英樹Ｌ・武井博Ｌ・古

澤告夫Ｌ・富塚正美Ｌ・立花利浩Ｌ、厚木さつきＬＣから

斉藤Ｌ、厚木マルベリーＬＣから北村利根会長・落合朱身

Ｌと３３０－Ｂ地区の３クラブから１３名ものお客様が

お越しになったうえ、３３０－Ａ地区東京番町ＬＣから３

３０－Ａ地区東日本復興支援委員会副委員長 吉岡龍見Ｌ、

さらにタイからのＹＣＥ生アーム君が参加されました。皆

様お忙しいところ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。西山会長は大勢のお客

様をお招きできる喜びと３月１６日の少年サッカー教室

が老田実行委員長のもと無事開催できた御礼をまず述べ

られました。そして、１月末に実施した薬物乱用防止教室

に触れて、青少年育成を大切に考えていること、昨今の小

中学生では動物園にも行ったことがなくマントヒヒをイ

ノシシの仲間だと思っている生徒さえいるというエピソ

ードから、親がディスニーランドが好きでも子供が小中学

生のうちに動物園や植物園やコンサート等に連れて行く

ことの重要性を強調されました。また、大リーガーの家庭

教育の共通項として①家では靴下を履かせない、②食事を
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父親含めて家族全員で摂るということ、ここで年功序列や

年配者に対する尊敬の念が生まれることをご紹介され、再

度青少年育成の重要性を強調してご挨拶とされました。 

4. ここで、お客様からご挨拶を頂きました。３３０－Ｂ地区

からお越しの３クラブの方から代表して１名ずつご挨拶

を頂きました。まず、３３０－Ｂ地区厚木ＬＣ会長 安藤

通胡Ｌより、３３０－Ｂ地区キャビネット開催のマスター

ズセミナーおよび厚木地区でのセミナーでのＬ進藤の講

演から例会訪問へとつながった経緯をご説明頂きました。

また、厚木ＬＣが再来年に５０周年を迎えること、５０周

年アクティビティ委員長予定者として記念アクティビテ

ィについて真剣に考えていること、クラブで若いメンバー

が増えて現在５４名となっており、この勢いを生かしたい

ということで勉強に来たとお話しされました。また４月４

日～５日の３３０－Ａ地区の企画で宮城県への被災地視

察に参加した時に東京番町ＬＣの吉岡Ｌにお会いしたこ

ともご紹介されてご挨拶とされました。 

5. 次に、３３０－Ｂ地区 大会参加委員会委員兼ゾーン幹事 

厚木さつきＬＣ第２副会長 斉藤良治Ｌは、以前例会訪問

にお越しになった鈴木泰堂Ｌと同じクラブであること、２

月７日に３３０－Ｂ地区７Ｒ３Ｚ合同オリエンテーショ

ン企画で講師としてＬ進藤に来てもらい、好評だったこと

から５月にもオリエンテーションの講師をお願いしてい

ることを話されました。厚木さつきＬＣはスポンサークラ

ブは厚木ＬＣで、現在メンバー数４５名で再来年に３５周

年となること、厚木ＬＣ石井均Ｌとともにその年の会長予

定者であること、世田谷ＬＣのアクティビティも参考にで

きればと考えていることを話されてご挨拶とされました。 

6. 次に、３３０－Ｂ地区 行事運営委員会副委員長 厚木マ

ルベリーＬＣ会長 北村利根Ｌは、厚木マルベリーＬＣが

約３年前に厚木さつきＬＣの支援を受けて支部として発

足したこと、当初は女性１２名のところ、現在は男性８名

も含む３２名のメンバーが在籍していること、支部を立ち

上げて１年半の試行錯誤ののち一昨年１１月にチャータ

ーナイト（認証状伝達式）を行ったこと、手探りながら様々

なアクティビティを行っていることなどを話されてご挨

拶とされました。 

7. 最後に、３３０－Ａ地区 東日本復興支援委員会副委員長 

東京番町ＬＣ 吉岡龍見Ｌは４月４日～５日の東北復興

支援のイベントに続けて、５月１９日に紀尾井ホールで開

催されるチャリティコンサートの告知をされました。内容

として、第一部では宮城県東松島市の震災被災者の方々が

日本や世界に「ありがとう」と発信するミュージカルがも

ととなって、東松島市の被災者が石田純一氏をナビゲータ

ーとして対談を行うとともに「ありがとう」のＤＶＤを流
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し、また第二部では視覚障碍者のバイオリニスト増田太郎

さんとご自身吉岡Ｌとご家族（吉岡ファミリー）で癒しの

コンサートを開催する、と話されました。入場券５０００

円として得た収益から被災地の子供たちにこどもハウス

を寄贈するという計画をご披露されました。そして、吉岡

Ｌはここで尺八を一曲ご演奏下さいまして、場内を感動さ

せました。 

8. ここで、選挙例会ということで指名委員長Ｌ石上より、来

期役員案について発表がありました。特に前回の指名例会

からの修正した点として、副ライオンテーマ―がＬ河俣か

らＬ岩瀬に変更、Ｌ河俣は一年理事となり、また、副出席

委員長にＬ佐々木が追加されました。そのほか委員会構成

の変更点も発表したうえで、会場から満場の拍手にて承認

されました。 

9. 本日はウィサーブのご発声はタイからのＹＣＥ生アーム

君をホストとして受け入れているＬ田中にお願いしまし

た。まず、ＹＣＥ生アーム君と西山会長でクラブバナーの

交換を行いました。その後Ｌ田中から、アーム君が３月２

８日から４月１０日までの予定でタイから来ていること、

本人はタイ語と少しの英語ができるくらいで日常会話は

ほとんどジェスチャーで行ったこと、言葉のギャップが大

きかったことなどをお話しされてから、高らかにウィサー

ブのご発声を頂きました。 

10. 会食中、ＹＣＥ生アーム君とＬ田中、そしてそれぞれの日

中を担当したメンバーからご報告を頂きました。Ｌ須藤・

Ｌ畠山とともに行ったスカイツリー、Ｌ高橋の職場と花見、

Ｌ進藤らとともに行った４月４日５日の仙台でのメンバ

ーフォーラムとステージイベントおよび被災地・閖上地区

の視察、Ｌ諸見里と行った浅草、さらにはＬ手塚らととも

に行ったジャイアンツ戦などの報告と、Ｌ田中から補足と

して最初のキャンプや家の中での様子などが報告されま

した。アーム君、そして皆様、大変お疲れ様でした。 

11. 幹事報告を本日の幹事代理であり次期幹事予定者として

承認されたＬ須藤が行いました。例会の直前に開催された

第１５回理事会の審議事項を報告し満場の拍手にて承認

されました。皆様ありがとうございました。 

12. 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高橋はゴルフ先から駆け付けてく

ださいました。本日のファインは２３００円、ドネーショ

ンは３０７００円、計３３０００円でした。同も皆様有難

うございました。 

13. Ｌ畠山から、厚木マルベリーＬＣ落合朱身Ｌが世田谷ＬＣ

のフィリピンアクティビティのために歯ブラシをご持参

くださったことをご紹介し御礼を述べました。 
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14. ここで、お客様から一言ずつご挨拶を頂戴しました。厚木

ＬＣ石井均Ｌは、２年後の周年会長であること、本日の例

会が勉強になったこと、メンバーの輪を広げたいと思って

いるとご挨拶されました。厚木マルベリーＬＣ落合朱身Ｌ

は、次期会長としてますます勉強したいとご挨拶されまし

た。厚木ＬＣ角田Ｌは２か月前に交わした例会訪問の約束

を果たせたこと、例会場入口の出席表やドネーションの方

法も勉強になり今後真似したいとご挨拶されました。 

15. 厚木ＬＣ（以下全て厚木ＬＣメンバー）柴田豊Ｌは、世田

谷ＬＣの例会が雰囲気よく和やかで楽しかったとご挨拶

されました。大橋夫美恵Ｌは例会でアルコール類が出たの

に驚き、地元と比べて和やかな雰囲気に感じたこと、さら

に「ライオンズクラブの歌」をメロディーも歌詞も初めて

聞いて驚いたと話されました。武井博Ｌは入会後１年に満

たないメンバーであり、初めての例会訪問で感激し、今後

も様々な例会訪問をして吸収したいとご挨拶されました。 

16. 富塚正美Ｌは、入会２年目で知らないことも多く、例会訪

問でわかることがあると知ったと話され、さらにＢ級グル

メの「Ｂ１グランプリ」第４回大会でグランプリを受賞し

た「しろころ」を提供したのはご自身であるとご挨拶され

ました。梶谷美雄Ｌは他クラブへの例会には結構訪問して

いるが本日も真似したい点が多くあったうえ楽しかった

と話され、ぜひ厚木にも来てほしいとご挨拶されました。

古澤告夫Ｌは目黒雅叙園に来られて美味しい食事ができ

新しい仲間ができて嬉しく思い、ぜひ厚木に来てもらって

友達になりたい、とご挨拶されました。立花利浩Ｌは１２

月に入ったばかりの新入会員で出身が静岡であること、Ｂ

級グルメでは富士宮焼きそばも美味しいとご挨拶されま

した。皆様、どうもありがとうございました。 

17. 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委員として参加した仙台での

イベントで、４日のメンバーフォーラムに全国１８準地区

から４００名集まったこと、５日のステージイベントでは

千昌夫さんとおりも政夫さんのコンサートに１３５０名

が集まり、自分がキッズダンスチームの担当だったこと、

とても感動的なイベントだったことを述べてから出席率

を発表されました。本日の在籍者数は４８名、不在会員１

名、終身会員４名、出席者２３名、ビジター１４名、ＹＣ

Ｅ生１名、メークアップ４名で出席率は６２．８％でした。 

18. ここで日本のアニメが好きなアーム君に、Ｌ今尾から奥様

井上あずみさんのＣＤがプレゼントされました。 

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「またあう日まで」を歌い、お客様をお見送りして無事

お開きとなりました。本日も皆様お疲れ様でした。 
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第１０回障害者施設見学ツアー報告        ４月１１日 於 区内障害者施設 

出席者 L 進藤､東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、厚木さつき LC 鈴木泰堂 L、当事者２名、 

世田谷区民１名   （計６名） 
  

１．４月１１日、東京三軒茶屋ＬＣとの共催事業として

第１０回障害者施設見学ツアーを実施しました。今回

は、当クラブからＬ進藤１名、東京三軒茶屋ＬＣから

藤村貞夫Ｌ、３３０－Ｂ地区厚木さつきＬＣから鈴木

泰堂Ｌのほか、当事者２名に世田谷区民１名の計６名

が東急田園都市線用賀駅改札に集合しました。 

２．Ｌ進藤の運転するワゴン車で移動して、まず用賀駅そ

ばの、若者中心の就労移行支援事業所『Ｔ＆Ｅ企画』

を見学しました。一般企業に匹敵するようなレベルの

製品管理と速いスピードの作業の実際を見学したほか、

とくに就労後の定着率が９割を超えているというご説

明を頂き、さらには就労したメンバーのグループの集

いの重要性などのご説明も頂きました。 

３．次に、桜新町のサザエさん通りにあり、リサイクルシ

ョップも運営している就労継続支援Ｂ型事業所『すと

ぉりぃ』を見学しました。『すとぉりぃ』は主にアルコ

ール依存症や薬物依存症の方を対象とした施設で、厚

木さつきＬＣの鈴木泰堂Ｌから「自分も薬物依存症の

方々の相談を受けるが・・」とかなり専門的な質問が

なされました。また宮城県南三陸町ののぞみ福祉作業

所に贈呈したものと同じタイプの紙漉き機を見学させ

て頂き、紙漉き作業の流れをご説明頂きました。 

４．続いて、東急大井町線駅尾山台商店街にある喫茶店型

就労継続支援Ｂ型事業所『パイ焼き茶房』を見学しま

した。この日は大変混んでいてカウンターにてコーヒ

ー等を注文しながらご説明を受けました。喫茶店のそ

ばに分室を設け、まずそこで喫茶作業の基本の練習を

してから喫茶店での作業に移るとのことでした。 

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。今回は初めて障害者施設を見学された方も多く、

当事者の方は「さらに他の施設も見てみたい」と興味

を持ったり、また他県からの参加となった鈴木Ｌも「世

田谷区の施設連携に感心するとともに厚木でも何がで

きるか検討する」とのご感想でした。複数回参加経験

のある藤村Ｌは「時間が経つと施設が移転していたり

して変化が見える」とのことでした。皆様、お疲れ様

でした。次回は５月９日（金）の予定です。 
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３３０－Ａ地区第６０回記念年次大会報告   ４月２０日 於 東京プリンスホテル 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 亀川、L 桂、L 諸見里、L 村井、L 大竹、L 進藤、 

L 須藤、L 田中、L 手塚、L 山本、阿部幹事   （計１４名） 
  

１．４月２０日、東京プリンスホテルで行われた３３０－Ａ地

区第６０回記念年次大会に当クラブから１４名が参加しま

した。まず、設営側・大会事務局としてキャビネット副幹事

Ｌ進藤が７時には集合して打合せに臨み、７時３０分の部会

員集合の際には、第６０回記念年次大会委員会副委員長 兼 

アワード部会長Ｌ諸見里、会場部会としてＬ亀川・Ｌ畠山・

Ｌ石上・Ｌ手塚の４名も到着し、打合せを行いました。 

２．８時３０分からは代議員登録が始まり、当クラブの代議員

として西山会長・阿部幹事・大竹会計・Ｌ村井の４名が登録

し、代議員大会と分科会に参加しました。代議員大会ではガ

バナーエレクトとして東京田無ＬＣ塩月藤太郎Ｌが、次期第

１副地区ガバナーとして東京八王子陵東ＬＣ近藤正彦Ｌが、

次期第２副地区ガバナーとして東京数寄屋橋ＬＣ村木秀之

Ｌがそれぞれ選出されました。 

３．一方１０時からは隣接する増上寺境内安国殿前にて東日本

大震災被災地復興支援物産展が開催され、当クラブからも宮

城県南三陸町の「さんさん商店街」の商品と「のぞみ福祉作

業所」の手漉き絵はがきとタオル、総額２５万円程度の販売

を行いました。世田谷ＬＣブースはＬ山本・Ｌ田中・Ｌ須藤

を中心として設営・販売を行い、昼休みには代議員大会会場

から駆けつけたクラブメンバーも手伝って、１４時ごろには

ほぼ完売となりました。 

４．１４時からは東京プリンスホテルで式典が行われ、小泉新

次郎衆議院議員の大変わかりやすく記憶に残る記念講演や、

明治小学校マーチングバンドによるスタンディングオベー

ションを引き起こすほどの感動的な演奏が行われました。前

期キャビネット幹事団としてＬ山本が表彰されたほか、塩月

藤太郎ガバナーエレクトの入場行進ではＬ桂も次期キャビ

ネット幹事団の隊列に加わっていました。 

５．１７時からのアワード表彰では、東京世田谷ＬＣは青年ア

カデミー優秀賞をクラブとして受賞して西山会長が賞品を

受け取ったほか、同じく青年アカデミー優秀賞の個人賞をＬ

進藤とＬ田中が受賞して表彰されました。 

６．１８時からの祝宴ではプリモの演奏や日体大チアリーディ

ングチームによる演舞があり、観客を楽しませたほか、Ｌ諸

見里がラッキーカードの司会として大活躍していました。早

朝から夜までたくさんのプログラムがありましたが、参加し

た皆様、大変お疲れ様でございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ４月３日 福山松永ＬＣ例会訪問報告           （Ｌ山本） 

広島県東端に位置する福山市は面積５１８平方キロメ

ートル（世田谷区のおよそ９倍）に人口約４６万人を擁

する県内２番目の中核都市で、福山市街地から車で約４

０分の瀬戸内海を臨む町が私の故郷です。 

今回はお墓参りのために６年ぶりに帰郷するにあた

り、地元ライオンズクラブを訪問させて頂きました。 

当日は好天に恵まれ、早朝に訪れた福山城では３５年

ぶりとなる故郷の満開の桜を楽しんだ後、墓参を済ませ

て晴れ晴れした気分で例会場に向かいました。 

３３６-Ｃ地区１Ｒ２Ｚ所属の福山松永ＬＣは１９６

０年に地区内１０番目に結成された歴史あるクラブで、

薬物乱用防止教室、球技大会等の青少年健全育成や環境

保全事業、チャリティーゴルフなどの収益事業をはじめ

として地域に根ざした奉仕活動を積極的に展開している

クラブです。 

午後１２時１５分より開催された第１２８１回例会

は、今期会長スローガン「今でしょ！ＷｅServe」を掲げ

られたＬ小林修蔵会長の快活な会長挨拶の後、松永ＬＣ

と世田谷ＬＣのクラブバナー交換に続いて、ビジタース

ピーチを拝命した私より、自己紹介並びに東京世田谷Ｌ

Ｃの活動を簡潔に紹介させて頂きました。 

会場には福山松永ＬＣメンバーに加えて福山グリーン

ＬＣ、福山ニューセンチュリーＬＣ、福山沼南ＬＣより

ビジター７名が出席され、８月３０日に開催予定の３ク

ラブ合同記念大会（チャーターナイト）のご案内があっ

たのですが、４５年、４０年、１０年と結成年度が異な

るクラブがチャーターナイトを合同で行うという取り組

みは有意義な印象を受けました。 

今回の訪問のきっかけは、４年前のライオン誌に掲載

されていた福山のクラブ紹介記事でした。 

１６才の時に家族で福山を離れても誕生地への愛着は

変わらず、故郷との新たな繋がりを求め、こうして念願

が叶ったのも福山松永ＬＣメンバーの皆様の温かいご配

慮のお蔭と心より有り難く思います。 

そしてまた、得難い機会を得る事ができたのはライオ

ンズクラブに所属させて頂いたからこそと心より感謝し

ております。次回帰郷の折にもご訪問できるように、ラ

イオニズムの研鑽に精進する所存ですので、今後ともご

指導を宜しくお願い申し上げます。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ ４月１１日 伊勢神宮参拝報告               （Ｌ石上） 

 

 さる４月１１日（金）快晴の中、Ｌ畠山、Ｌ阿部、Ｌ田

中、Ｌ村井、Ｌ手塚、Ｌ手塚の御友人である菊池様そして

私Ｌ石上の７名は、早朝６時半に品川駅で集合しました。

出発時間にギリギリで新幹線に飛び乗るメンバーやら朝

からハイテンション？間違いなく泥酔状態と言うのでし

ょうか？なメンバーもおり、ドタバタしながらの出発では

ありましたが・・・（笑）伊勢神宮への参拝に行って参り

ました。 

私自身は約３０年くらい前に伊勢神宮へ行った事があ

ったのですが、当時は若く？前夜祭？からの多大な影響に

よる、それこそ泥酔状態であったが為、砂利敷きの長～い

参道くらいしか記憶に残っておらず、まったくの初心者の

気持ちで参拝をして参りました。 

道中は新幹線の名古屋駅から近鉄線に乗り継ぎ、伊勢市

駅へ下りたつと駅前から風情ある街並みを眺めつつ、まず

は外宮へ・・・そして各々が入口にて神宮式年遷宮への奉

賛をし「特別参宮章」をいただき、外宮そしてバスを乗り

継ぎ行く内宮に於いても各所を参拝するのですが、それぞ

れの御垣内特別参拝では、柵の外には多くの一般参拝者が

見ている中、少しだけ中へ・・少しだけ近く参拝する事が

できまして（多くの先輩Ｌ方々は、もっと中へ、もっと近

くまでいかれるではないかと思いますが・・）そして現在

はまだ新旧の建物が左右に並んでおりますので各々を見

比べる事も出来、本当に貴重な体験をいたしました。 

更には参拝だけではなく、内宮を出ますと腹も減り、昼

食を兼ねて「おかげ横丁」をブラブラと・・美味しい食事

と観光を満喫する事が出来ました。また、その日は電車を

乗り継ぎ鳥羽に宿泊しましたが、同行したメンバーとは酒

や食事と共に色々と語り合い、本当に楽しい・・そして長

～い有意義な１日でございました。。。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆ ３月１３日 ３３３－Ｃ地区 銚子ＬＣ５０周年記念例会 参加報告（西山会長） 

 さる３月１３日、３３３－Ｃ地区７Ｒ１Ｚ銚子ライオンズク

ラブＣＮ５０周年記念式典にＬ進藤とＬ西山そして東京三軒

茶屋ＬＣ藤村Ｌの３人で出席してまいりました。１３日は、香

取神宮の大祭が予定されているとのこと。混雑を避ける為に、

朝６時に藤村Ｌの運転する車で三軒茶屋を出発しました。“そ

なえよつねに”のボーイスカウト精神(藤村Ｌはボーイスカウ

ト出身)で早めに出発したので銚子ＬＣのＣＮ５０式典会場で

ある犬吠埼ホテルには８時３０分頃に到着しました。 

１０時３０分受付まで時間があるので、まず犬吠埼ホテル内

レストランで美味しい海の幸の朝食をいただき、その後犬吠埼

灯台まで散策することができました。更に銚子ＬＣ島田Ｌが、

ぜひとも島田郷土資料館を見学してきて欲しいとのことでし

たので、車で５分ほど走らせたところにある島田Ｌの郷土資料

館を見学してきました。島田Ｌの母上様の歯切れの良い説明を

受け銚子の歴史を勉強してまいりました。「和歌山と銚子は縁

が強い」「ヒゲタ醤油のマーク、左肩についている“上”の字

は、江戸時代からその品質の良さを評価され最上醤油の称号を

与えられ、その名残が現在のマークに示されていると言われて

いる。」等々の興味深い内容の説明に聞き入りました。島田Ｌ

の母上様ありがとうございました。 

さて、ＣＮ５０周年記念式典ですが、１０時３０分第１部ア

トラクションの部：銚子商業高校のブラスバンド部演奏からス

タートしました。第２部１１時３０分より式典の部が金島幹事

司会で開催されました。開式のことばから閉式のゴングまで２

０もの盛りだくさんの次第がありましたが１時間３０分で終

了するというスピーディな式典でした。それは、木内嘉津央会

長から始まる越川信一市長、林幹雄衆議院議員、正木守ガバナ

ー、元国際理事ＧＬＴ会則地域副リーダーの後藤隆一Ｌ、スポ

ンサークラブの船橋ＬＣ大貫秀一会長、そして３００－Ａ２区

台北市龍山国際獅子会の林建聴Ｌまでの７人の挨拶が、「銚子

時間」「未来を切り開く３つの物語」「銚子の日本一」の話等と

分担でもしたかのように５分以内で終わるという内容のある

話だったのです。更にアトラクション、式典を見てまさに地元

銚子市と共に歩んできたクラブの様子を垣間見ることができ

ました。第３部祝宴の部では、銚子沖で捕れたマグロの解体シ

ョーがあり、２６０人近い出席者に新鮮な刺身が振る舞われま

した。美味しい海の幸をいただきながら３３３－Ｃ地区のライ

オンズメンバーと楽しい交流ができました。 

丸一日内容の濃い銚子ライオンズクラブのＣＮ５０周年を

堪能してきました。あらためてあめでとうございました。そし

てありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆ ４月１５日 東京三軒茶屋ＬＣ例会および第１回ＣＥＰ参加報告   （Ｌ進藤） 

 

 さる４月１５日（火）東京三軒茶屋ＬＣにてＣＥＰ（クラブ向

上プロセス）の１回目のワークショップを私Ｌ進藤がファシリテ

ーターとして実施させて頂きました。ＣＥＰは大体１時間ずつ４

回のワークショップを行います。今回は３３３－Ｃ地区第２副地

区ガバナー吉原稔貴Ｌからお送りいただいたパワーポイントファ

イルを加工して行いました。 

内容的には、まず、ワークショップの進め方の説明をして、「ブ

レーンストーミング」「少人数グループ討議」それぞれの説明と例

題（テーマは「元気なクラブはなぜ元気なのか？」など）を行い、さらにあらかじめコピーして

おいた地域社会奉仕ニーズ調査の説明と体験、最後に「ニーズ調査は誰を対象にしたらいいでし

ょう？」というブレーンストーミングを行って「実際に次回までの宿題です」という形式の進行

でちょうど１時間の流れでした。 国際協会のワークブックも配布しました。 

 １０人未満の参加者でこじんまりとしてはいましたが、予想以上に本音のにじみ出た発言が多

く出て、身が引き締まる思いでした。実は今回見学希望の方が多くいらしたところをご遠慮頂い

ていたのですが、もし見学者がいたらこのやりとりは難しかったかもしれないとも思いました。 

その後は例会にも続けて参加させて頂いて、楽しく過ごさせて頂きました。どうも有り難うご

ざいました。 

 

☆ ４月１８日 東京江戸川ＬＣＣＮ５０例会参加報告         （Ｌ亀川） 

 

さる４月１８日（金）帝国ホテルにおきまして、東京江戸川ＬＣ

ＣＮ５０周年記念式典に西山会長、Ｌ諸見里、Ｌ進藤、Ｌ山本とと

もに私Ｌ亀川が出席して参りましたのでご報告致します。 

当日は例会振替クラブも多数あり、参加者はなんと４７０名と盛

大な式典となりました。第一部記念式典は幹事の田中Ｌの司会で始

まりました。続いて川村廣会長の開会のゴング！・・・・・がない！

というちょっとしたハプニングもありましたが（汗）、ご来賓の挨

拶も終わり、式典は閉会となりました。 

 続いて第二部の記念演奏は総勢２０名による津軽三味線で、その

迫力ある演奏で会場の皆をくぎ付けにしていました。 

 続いて第三部の祝宴が始まりました。アトラクションではフラダ

ンスショーとあの「伯方の塩」でおなじみの高城靖雄Ｌ（３３３－

Ｃ地区のライオンズメンバーなのだそうです）のコミカルで非常に

楽しい歌謡ショーで会場は盛り上がりました。そしてライオンズロ

ーアに続いて副実行委員長の新井寛一Ｌによる閉会の言葉で祝宴

の幕は閉じました。 

 今回一番驚いたのは、東京江戸川ＬＣが東日本大震災が起こった年になんと１億円以上のドネ

ーションを行ったと発表されたことです。これは私だけではなく会場にいる皆様も驚いていまし

た。なんと全日本のライオンズが寄付した金額の約１割にあたるそうです。私も世田谷ライオン

ズクラブに入会後、様々な周年行事に参加させて頂いておりますが、本当に素晴らしい活動をし

ているクラブが幾つもあります。今後も勉強をさせて頂き、今後のライオンズ活動に活かせてい

ければと思っております。  
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥ 

 

☆ バリ島報告         （Ｌ阿部） 

さる４月４日から４月１０日まで東京都税理士協同組合からご招待

頂き、バリ島に行って参りました。さて、バリは結構遠いです。約７

時間のフライトで現地に着いたのが夕方、空港からホテルの間でバリ

料理を頂いて１日目終了。２日目は島内観光で遺跡や寺院を見学して

きました。驚いたのがバイクの多さ！ＨＯＮＤＡのシェアが一番高い

そうで、現地の方はバイクのことをホンダと言うそうです（笑）。そし

て信号機の少なさ！結構大きい交差点でも信号がなくほぼアイコンタ

クトで往来している様がアジア感満点でした。３日目４日目はホテル

の近場でのんびり過ごしました。スパやマッサージ三昧です。驚く程

安価で質も良いです。バリの貨幣はルピアでざっくり１円が１００ル

ピア位です。５００ml の水が３０００ルピアとかで売られています。

何だか高く感じてしまうのは私だけでしょうか（笑）。そんなこんなで

あっという間に帰路に着くわけですが、今回ご一緒させて頂いた都税

協の役員の皆様には本当に良くして頂きました。この場を借りて御礼

申し上げます。 

 

■ 行事予定 

４月２３日（水）４月第２例会（講師例会：原田浩太郎Ｌ）       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（講師例会：吉木誉絵様）        於：目黒雅叙園 

５月２８日（水）５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。 

今回、バリ島への海外出張が重なり、幹事を拝命してから初めて理事会例

会をお休みさせていただきました。須藤次期幹事予定者はじめ、フォローし

て頂いたメンバーの皆様には大変感謝しております。どうもありがとうござ

いました。バリ島報告につきましても今回のニュースに書かせて頂きました

のでそちらもどうぞご覧いただければ幸いです。 

                  （阿部鉄平） 


