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2013-2014年度  第２１号               ２０１４年５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 

★５月２８日（水）  於：目黒雅叙園 

第 1８回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

1227回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

講師例会 
Ｌ手塚のご紹介で「認定ＮＰＯ法人桜ライ

ン３１１」代表理事 岡本翔馬様からスピ

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。 

★６月１１日（水） 於：目黒雅叙園 

第 19 回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

1228回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

メンバースピーチ 
Ｌ磯辺からメンバースピーチを頂きます。

メンバーの皆様、是非ご出席のほどお願い

申し上げます。 

★６月１８日（水） 於：ラリアン 

準備理事会   １８：００〜２０：００ 
チャイニーズ ダイニング ラリアン 
東京都世田谷区池尻 2-31-18 ２F 
03-3795-6511 

準備理事会 
亀川次期会長予定者の企画で準備理事会を

池尻大橋駅徒歩２分のチャイニーズダイニ

ング「ラリアン」にて開催します。皆様ご

出席のほどお願い申し上げます。 

★６月２５日（水）  於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ 
オープン例会です。ご期待下さい。 

会長挨拶   

 ５月１８日日曜日に恒例の食育アクティビ

ティ「田植え＆芋苗植え」をメンバー並びに

家族総勢５０名強で体験して参りました。友

好クラブでもあります潮来ライオンズクラブ

のご尽力で楽しい１日を新緑の中で過ごして

きました。潮来ライオンズクラブの皆様、誠

にありがとうございました。さて、当クラブ

のアクティビティもこれで９割方終了するこ

とができました。思い起こせば、９月２８日

のＣＮ５０周年式典の準備ではじまりました。

２０１３年７月会長に就任してからは、猛暑

の中、メンバーと共に準備の打ち合わせとご

案内のために例会訪問の日々を送っていたこ

とを思い出します。そして記念アクティビテ

ィとして、植樹＆ベンチ寄贈アクティビティ

を９月初旬に炎天下の中、世田谷公園で行い

ました。ＣＮ５０周年記念式典では４６８名

のお客様の出席で開宴しました。目黒雅叙園

の会場で、会長挨拶では先輩ライオンが築き

あげたクラブ５０年の思いを述べさせていた

だきました。懸案事項の手話は一部自己紹介

で入れることをサプライズでさせていただき

ました。式典祝宴では、会長としての未熟さ

をメンバー皆様に補っていただきました。そ

の後のアクティビティも計画通りにこなすこ

とができました。メンバーの活躍があっての

こと本当に感謝しております。此処まで会長

として責任を果たすことができたのかと常に

思うところです。残されたミッションは会員

増強です。メンバーのご理解・ご協力に頼る

ところですので、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１７回理事会報告     ５月１４日 於 目黒雅叙園 ４Ｆ「清風」 

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

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

FC 東京久保田淳様            （計２３名＋ゲスト１名） 
  

第１７回理事会が５月１４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．理事会開会にあたり、ＦＣ東京久保田淳様からご挨拶頂

き、先日の少年サッカー教室のお礼の言葉を頂くとともに、

サポーター会員登録のお願いと、昨今のＦＣ東京の現況に

ついてご報告を頂きました。 

２．２０１４年２月までの収支状況について会計Ｌ大竹から

ご報告頂きました。 

３．５月２３日ＩＴセミナ－の件について西山会長よりご説

明頂きましたが、今回は参加可能なメンバーがいませんで

した。 

４．２０１４－２０１５年度地区委員および会員増強委員会

委員推薦の件につきまして、西山会長からご説明頂き、次

期会長幹事で相談して指名、会長と次期会長に一任するこ

ととなりました。 

５．５月２７日次期三役セミナ－の件について西山会長より

ご説明頂き、亀川次期会長と須藤次期幹事が参加すること

となりました。 

６．５月３１日第１５回東京都障害者スポーツ大会支援参加

の件について西山会長よりご説明頂き、お弁当は不要とな

るものの５月３１日は西山会長とＬ進藤、６月１日はＬ進

藤・Ｌ手塚・Ｌ中村謙介が参加することとなりました。 

７．６月１９日東日本復興支援キャビネット主催チャリティ

ゴルフ大会の件について西山会長よりご説明頂きました

が、ゴルフ会会長Ｌ磯辺とも相談し、当クラブゴルフコン

ペと時期も重なっていることを考慮して出欠をご返信す

ることとなりました。 

８．６月２０日アイバンクセミナー及び献眼・臓器移植登録

会の件について西山会長よりご説明頂きましたが、今回は

参加可能なメンバーがいませんでした。 

９．第１回薬物乱用防止教育ゴールド認定講師更新申請の件

について西山会長よりご説明頂きましたが対象者がいま

せんでした。 
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１０．５月３１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須藤・Ｌ亀川・Ｌ畠山が参加することとＬ中村謙介が参加を検討することとなりまし

た。 

１１．６月２１日３３０－Ｂ小田原白梅ＬＣＣＮ３５例会について西山会長よりご説明頂き、Ｌ

田中とＬ進藤が参加することとなりました。 

１２．５月１８日潮来ＬＣ合同食育アクティビィティについて出席者を再確認するとともにドネ

ーション金額を５万円といたしました。 

１３．６月２５日最終家族例会の件について西山会長よりご説明頂き、ゲストとしてマイク真木

さんにご出演頂くとともに出演料・設営費・オペレーター費用などのご説明があり、合計で

２２万円以上となるため、登録料の増額やオープン例会として参加者を募るなどして上記経

費をまかない、必要以上に予算（剰余金）を使わないようにすることとなりました。 

１４．クラブバッチ追加発注の件について阿部幹事よりご説明頂き、２社から見積もりを取った

結果、安価なフジマキネクタイ社にて５００個発注することとなりました。 

１５．６月１８日準備理事会の件について次期会長予定者Ｌ亀川よりご説明頂き、１８時より池

尻大橋駅徒歩２分のチャイニーズダイニング「ラリアン」にて開催することとなり、例会時

に出欠をとることと致しました。 

１６．フィリピン災害支援アクティビィティ―の件について西山会長よりご説明頂き、資料提示

の上で、チャリティボウリング収益４６０６４９円を用いて、クラブ名入りの充電式インパ

クトドライバー（電動工具）およびトタン屋根４３６枚を発注して、現地ボホールＬＣを経

由して支援することとなりました。 

１７．その他として、Ｌ佐々木の会費未納による休会もしくは退会の件についてスポンサーＬ進

藤より現在の状況のご報告があり、Ｌ磯辺よりいったん退会しても再入会費はとらないのだ

から、現状を鑑みて後期会費は再入会の時に払ってもらえばよいのではないかとご意見を頂

きました。 
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第１２２６回５月第１例会（講師例会)報告 ５月１４日 於 目黒雅叙園「清風」 

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

L 諸味里、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 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事 

講師：吉木誉絵様 

ビジター：333-C 地区銚子 LC 安藤 L、島田政典 L、宮崎保行 L、塚原重晴 L 

     東京江戸川 LC 原田貞機 L 

メーキャップ：L 石上、L 桂、L 村井 

（メンバー２４名、ビジター５名、ゲスト１名、メーキャップ３名、計３３名） 
  

1. 第１２２６回５月第１例会（講師例会）が５月１４日（水）

１８時３０分より目黒雅叙園４Ｆ「清風」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、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. お客様の紹介を行いました。本日ご講演頂く吉木誉絵様、

３３３－Ｃ地区銚子ＬＣからはＣＮ５０周年式典実行委

員長 安藤英夫Ｌ、５０周年式典実行委員長補佐 島田政

典Ｌ、第２副会長 宮崎保行Ｌ、テーマヘッド塚原重晴Ｌ、

さらに東京江戸川ＬＣから３３０複合地区会員増強・エク

ステンション委員会委員 原田貞機Ｌと６名の方にお越し

頂きました。皆様、お忙しい中誠に有難うございました。 

3. 西山会長から会長挨拶を頂きました。西山会長は来会され

たお客様への謝意を示されたのち、クラブニュースのご挨

拶にも書かれたボーイスカウトの話をされました。中学生

までボーイスカウト、その後大学ではローバースカウトを

され、国学院大学では現在も顧問として活動され、会員増

強が課題であること、例会と同様な集会を行っていること、

「備えよ常に」というスローガンと３つの誓いを持ってい

ること、活動がボランティアやイベントなど、ライオンズ

クラブによく似ているため、この１年間会長として活動し

てきてどこかで見てきたと常に思いながら来られたたこ

とと、会長職もあと２ヶ月弱となったと感慨を述べられま

した。また、本日の講師吉木さまのご紹介として、神職も

持ち、女優かつ歌手であること、古事記について勉強され

ていて、留学経験もあり、日本のアイデンティティを見直

したり日本の良さを改めてみていこうというお話を頂け

ると思うとご紹介されて、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、３３３－Ｃ地区銚
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子ＬＣＣＮ５０周年式典実行委員長 安藤英夫Ｌから、Ｃ

Ｎ５０にて西山会長・Ｌ進藤が参加したことへの御礼に加

え、３３３－Ｃ地区交流会で銚子ＬＣメンバーが参加して

それがご縁で世田谷ＬＣＣＮ５０への参加に繋がったこ

と、世田谷ＬＣＣＮ５０記念誌から１９６４年の９月２７

日チャーターナイト。チャーターを下さったのは世田谷の

Ｌ迫水だったということで大いなる縁（えにし）を感じる

とご挨拶頂きました。続いて銚子ＬＣ第２副会長 宮崎保

行Ｌから、次の５５周年の時にもマグロの解体ショーを行

うのでぜひ参加してほしいとのご挨拶を頂きました。 

5. また、３３０複合地区会員増強・エクステンション委員会

委員 東京江戸川ＬＣ 原田貞機Ｌからは、世田谷ＬＣの

メールニュースをよくお読みになっていらっしゃること、

東京江戸川ＬＣも４月１９日にＣＮ５０例会を開催、当ク

ラブからの多数参加のお礼を兼ねて参加されたこと、５月

２０日ある会員増強セミナーの告知を頂いてご挨拶とさ

れました。皆様有難うございました。 

6. ここで、吉木誉絵様から講師講話を頂きました。吉木様は

歌手・女優・神職であり、平成２３年に立ち上げた「古事

記１３００プロジェクト」の代表を務められ、平成２４年

にはフランスのジャパンエキスポにて古事記のステージ

を「佐久弥レイ」という名前でご披露され、ＣＤデビュー

もされたとのことです。吉木様は、当クラブの歌の斉唱を

すがすがしい面持ちで聞いたとお褒めになった後、若者に

日本の神話を伝えたいという活動をしていると自己紹介

されました。昨今の若者の保守化については、様々な例を

挙げて示され、若者が日本のいいところに気づき始めてい

ると話されました。その一方で何も日本の素晴らしさを知

らない若者もいるので楽観はできないとされました。 

7. 吉木様は、若者に古事記を伝えたいと思った理由を述べら

れました。吉木様は高校時代にアメリカのノースダコタ州

に留学され、日本人どころか、英語が母国語でない人もご

自身のみという経験をされ、食事前の挨拶「いただきます」

の意味を「自分の命を生かすために別の生き物の命を頂い

ている。感謝の気持ちを込めて食べ物・命に対していただ

きますといっている」と告げたところ、ホストファミリー

も感動してそれ以降「アーメン・いただきます」と言うよ

うになった、というエピソードを紹介されました。 

8. このように世界で見直されてきている素晴らしい日本の

精神のルーツについて、吉木様は日本精神のルーツは神話

であり、日本を理解するためには神話を理解する必要があ
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ること、お父様が出雲出身で幼少時より「因幡の白ウサギ」

「ヤマタノオロチ」などに親しんでいたこと、日本では古

来より１回も宗教戦争が起きたことがなく神話の時代か

ら現代まで同じ国が続いていることが世界史から見たら

奇跡であること、八百万の神様が戦争することなく物語と

して生きていること、出雲・熱田・伊勢などそれぞれの街

にあった信仰をまとめてひとつの物語にしてしまったの

が神話であり、これは人類史の奇跡であると考えられると

おっしゃいました。 

9. 古事記のことを若者に伝えるために、ももいろクローバー

Ｚの作曲もしている作曲家にお願いして歌を作っていた

だきイベントで歌おうと思ったこと、これがきっかけでジ

ャパンエキスポの出演依頼が来たこと、しかしながら交通

費は全額自分持ちと知り、企画書をたくさん書いて奔走し、

多くの会社から協賛を頂いてジャパンエキスポに参加で

きるようになったことを述べられました。 

10. また今は「勤労感謝の日」となっている１１月２３日が本

来「新嘗祭」という祝日であり、天皇陛下は米を頂けるこ

とを神様に感謝してこの祭りの日までは新米は頂かない

ということから、自分たちも１１月２３日を新米解禁パー

ティーのように考えてイベントを行ったところ、お米の大

切さが参加者に伝わったことを述べられ、米作りは古事記

の原体験を追体験できる場所であると強調されました。 

11. 最後に、日本という平和な国に生まれ、先人や神様に見守

られてきたことへの感謝と、神話を伝えねばならないとい

う危機感を示され、「自分のために」「家のために」ではな

く「国のために」を考えられる若者を育てたいと述べられ

て講演を締め括られました。 

12. 質疑応答では、Ｌ小野一郎から選挙権を１８歳で持つこと

の可否についてのご質問があり、吉木様は２０歳以上でも

投票率が低かったり「国のためにどうしてくれるのか」と

いう目線で見ていない人も多いので、１８歳選挙権は個人

的には早いと思うと回答されました。またＬ磯辺より憲法

改正について質問があり、吉木様は改正すべきだと思うし

とくに男女平等条項の２４条にも問題が大きいとされま

した。吉木様、貴重なお話を有難うございました。 

13. 会食に移りました。ウィサーブのご発声はＬ藤原にお願い

しました。Ｌ藤原は「世田谷ライオンズクラブの歌」につ

いて初期のメンバーが作詞作曲した歌であること、一時期

音源テープが伸びてしまい、作り直すときにソニーの合唱

団とともにＬ藤原も加わって一緒に歌ったものが音源と
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されているとご紹介されました。また、５月に誕生日を迎

えられて７０歳の古希となり、ライオン歴も３３年となり、

ＣＮ５０で記念品でもらった名前入りのクリスタルグラ

スを愛用されていること、ライオンズで楽しい友達に恵ま

れたと日本人として生まれたことにも感謝されいるとお

話しされ、声高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

14. 会食にあたり、Ｌ進藤から焼酎やウィスキーなど多数のア

ルコール類のドネーション頂きました。 

15. 会食中、阿部幹事より幹事報告を頂きました。例会直前に

開催された第１７回理事会審議事項の発表があり、満場の

拍手にて承認されました。皆様有難うございました。 

16. また、Ｌ進藤より銚子ＬＣについて補足説明させて頂きま

した。例会訪問した時の様子を含め、銚子が日本で最も早

く日の出を見られるところであること、銚子ＬＣが固有の

ライオンズ会館を持っていること、周年例会では銚子近海

で取れて一度も冷凍されていない生のマグロの解体ショ

ーが銚子ＬＣメンバーの手によって行われたことなどを

ご説明いたしました。 

17. ビジターの皆様には目黒雅叙園のお食事をお楽しみいた

だきながら、当クラブメンバーとの懇親を深めていただき

ました。テールツイスタータイムは、Ｌ今尾にお願いしま

した。Ｌ今尾は昨今の中国杭州２泊３日の旅で文化思想な

どありとあらゆることに驚き、日本人で良かったと感じた

と告げられたのち、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５２６００円、

計５５０００円でした。皆様有難うございました。 

18. そのほか、阿部幹事より６月２５日に六本木ヒルズクラブ

で開催される最終家族例会がオープン例会となることの

告知とお誘いを頂きました。 

19. 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

銚子ＬＣ・東京江戸川ＬＣ・当クラブと５０歳のクラブが

集まって楽しい例会になったこと、吉木様のスピーチに対

する感謝を述べたのち出席率を発表されました。在籍者数

５２名、不在会員１名、終身会員４名、出席者数２４名、

家族会員３名、賛助会員１名、ゲスト１名、ビジター４名、

メーキャップ３名で出席率は５８．８％でした。 

20. 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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潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え）報告  ６月１８日 於 区内障害者施設 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 亀川、L 中村謙介、L 手塚、L 吉崎、阿部幹事 

東京三軒茶屋 LC 藤村貞夫 L、 

西山会長ご同伴（池尻稲荷神社関連）７家族１６名、L 中村謙介ご家族３名、 

L 石上ご同伴（池尻小学校関連）５家族１３名、L 手塚ご同伴５家族６名、 

L 吉崎ご同伴（２家族５名）、藤村 L ご同伴３家族６名（計２７家族５９名） 
  

１．５月１８日（日）、潮来にて潮来ＬＣとの合同食育アクティ

ビティ（田植え＆イモ苗植え）を実施致しました。大変気持

ち良い晴天となりまして、世田谷からはなんと２７家族５９

名（そのうち子どもが２２名）が集結致しました。例年ご参

加頂いている池尻稲荷神社チーム７家族１７名様に加え、池

尻小学校ＯＢチームや東京三軒茶屋ＬＣ藤村Ｌご家族ご親

戚一同様、さらにＬ手塚の会社に実習に来ているインドネシ

アからの実習生たちも加えて、性別も年齢も国籍もバラエテ

ィに富んだ形で、初参加から６年目にして５０名を超えると

いう、大変大きなアクティビティとなりました。 

２．いつものようにＪＲ潮来駅前ロータリーに集合、３３３－

Ｅ潮来ＬＣの皆様とご挨拶したのちに、現地に向かいました。

潮来大規模稲作研究会主催で、潮来ＬＣやＪＡなめがた、柗

田千春・潮来市長はじめ潮来市役所の皆様の大々的なご協力

をいただきまして、かすみの郷公園のそばの田んぼにて田植

えを、そして水郷県民の森の畑にてイモの苗うえを行いまし

た。今回は一家で参加されたＬ中村謙介にご報告頂きます。 

３．【Ｌ中村】５月１８日日曜日に潮来市にて潮来ＬＣとの合同

食育アクティビティに参加いたしました。このアクティビテ

ィは、食育を通じて子供達に食に対する健全な心を養うべく、

毎年実施しているものです。私は昨年、田植えには参加せず、

秋の稲刈りと芋掘りだけ参加し、文字通り美味しいところだ

け頂いたという状況でしたので、今年は田植えにも娘２人を

含む家族を連れだって参加いたしました。 

４．田植え会場に着くと、すでに潮来ＬＣや潮来のＪＡの方々

が準備を進められています。会場では地元の日の出小学校の

子供達や父兄の方々、行政関係者の方々もいらっしゃって、

地元に根付いた活動であることが実感できました。ＪＡなめ

がたの方々や潮来市の柗田市長のご挨拶の後、さっそく田植

えの体験が始まりです。 

５．私自身、小学校以来２５年ぶりぐらいに田んぼに素足で入

りましたが、思った以上にドロドロ（当たり前ですが）して

いて何とも言えない感触でした。子供２人も最初は頑張って

素足で田んぼに入っていましたが、３歳の下の子は開始１０
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分で「田んぼから出たい」という始末。普段家で見せるじゃ

じゃ馬っぷりは影を潜めておりました。 

６．６歳の上の子も、最初は不安な顔を見せていたものの、大

好きなＬ阿部にも交じっていただき一緒になって田植えを

行うことができました。一方、途中離脱の下の子は、その間、

Ｌ畠山に面倒を見ていただきました。田んぼから出る時、父

親には普段見せないような笑顔でＬ畠山と話をしている下

の子の姿を見て、父親としての嫉妬を覚えたりもしましたが

（苦笑）、無事田植えは終了しました。（Ｌ畠山、Ｌ阿部、本

当にありがとうございました。） 

７．ちなみに田植えでは、周りの子供達がみんなサンダルでイ

ベントに参加している中、私の子供達だけは長靴で参加して

いるという、お恥ずかしい都会っ子ぶりを発揮してしまいま

したが、次回はちゃんとサンダルで参加しようと思います。 

８．続いて、イモの苗植え会場に移りました。ＪＡの方から渡

された苗はごくごく普通の葉の付いた茎でして、こういう苗

から秋には大きなイモができることを子供達にも実感させ

ることができ、いい経験をさせてもらったと思っております。 

９．最後に懇親会会場にて、地元のお米を使ったおにぎりと豚

汁、子供達にはかき氷とポップコーンまでいただき、楽しく

気持ちのいい時間を過ごすことができました。懇親会では、

潮来ＬＣ・潮来市の皆さんからお米と味噌のお土産まで頂き、

改めてこの場でも御礼を申し上げたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ５月１６日 東京法政ＬＣＣＮ１０例会訪問報告        （Ｌ進藤） 

５月１６日、ＪＲ品川駅そばのグランドプリンスホテル高

輪にて開催された東京法政ＬＣＣＮ１０例会に、当クラブか

らＬ諸見里、Ｌ桂とともに私Ｌ進藤が参加しました。東京法

政ＬＣは３３０－Ａ地区に５クラブあるユニバーシティクラ

ブのひとつで、会場の周りに明らかに現役大学生と分かる法

政大学の学生さんたちがいらっしゃいました。来賓も４割は

法政大学関係者で通常のクラブの周年例会とはずいぶん違う

雰囲気でした。周年記念アクティビティも法政大学の様々な

運動部に対する寄付や法政二中高の男女共学化に対する寄付

など学校に関する物が多く、さらにはアトラクションも現役

法政大学応援部・吹奏楽部・チアリーディング部の皆さんの

アトラクションでした。極めつけは５つのユニバーシティク

ラブのそれぞれが最後にステージで各々の大学の校歌を歌うということで、東京桜門ＬＣ（日本大

学）、東京セントポールＬＣ（立教大学）、東京駿河台ＬＣ（明治大学）、東京白門ＬＣ（中央大学）、

そして最後に東京法政ＬＣ（法政大学）のそれぞれのＯＢ・ＯＧがステージにて校歌を歌う姿が圧巻

でした。わが出身大学のライオンズクラブは現在まだありませんが、あったらまた面白いだろうな、

と思わせるに充分な、興味深い周年例会でした。 

 

 

☆ ５月１８日 ３３２－Ｂ地区年次大会参加報告          （Ｌ進藤） 

 

 さる５月１８日、岩手県一関市にて開催された３３２－

Ｂ地区年次大会に参加しました。というのも代議員会が開

催される時間帯に行われるセミナーのひとつ「ヤングライ

オンセミナー」で講演講師のご指名を受けたからです。東

北新幹線一ノ関駅からドラゴンレール大船渡線に乗って

猊鼻渓（げいびけい）駅で降り、東山地区センターにて世

田谷ＬＣを例に挙げながら、アクティビティや例会訪問の

ことを話してきました。 

続けて東山総合体育館に移動し、体育館のアリーナで開

催された、記念年次大会式典・祝宴・懇親会（二次会）と

参加させていただきました。３３２－Ｃ地区ガバナー佐々

木賢治Ｌ、大会実行委員長（元協議会議長）高橋義太郎Ｌ

はじめ、３３２－Ｂ地区の皆様の温かさを心から感じると

ともに、イノベーションセミナーの講師をされた後藤忍Ｌ

や、途中から駆けつけてくださった３３０－Ｃ地区の齋藤

友希Ｌ、ずっと司会をしていた藤原岩手ＬＣ福地恵理子Ｌ

をはじめ多くの方と交流を深めることができました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ ＬＣ Gathering in Kansai 第５回交流会 参加報告 （Ｌ須藤） 

さる５月２１日（水）、大阪・なんばの蓬莱本館にて開催された 335-B地区ＬＣメンバーの皆
様を中心とした交流会に、石上前会長、畠山前幹事とＬ須藤の前三役で参加させていただきまし
た。そして、同じ 330-A地区からは、坪谷青年アカデミー委員長もいらっしゃっていました。 
元々は、１年半ほど前、我がクラブのＬ手塚が大阪に出張された際に、335-B地区・大阪すみ

のえＬＣの早瀬Ｌと懇意になられ、そこから輪が広がり、それから幾度となく多数のメンバーが
来阪、また、大阪からもたくさんの方が我がクラブの 50周年式典にご出席くださったり、例会
訪問してくださったり、早瀬Ｌにおかれましては、最近開催した「チャリティボウリング大会」
にわざわざご参加いただくなど、大変懇意にしていただいております。ですから、今回もまた、
新しいご縁にワクワクしながらの参加となりました。 
会場に到着すると、総勢５０名のメンバーのみなさまが集まられ、それぞれ、笑顔でご挨拶を

交わされて、早くも盛り上がっていました。わたくし達も、既に顔見知りの方々、初めてお会い
する方々と、忙しくご挨拶させていただきました。ソーシャルメディアの発達のおかげで、「初
めまして♪」とご挨拶しながらも、「お互いにもう、よく知っていますね(笑)」などと会話する
のも、最近では珍しくなく、こうしてすぐに打ち解けられるのは、本当にありがたい事です。 
そして、会は和やかに始まり、今回のメイン講話、335-B地区川野浩史次期第２副地区ガバナ

ー予定者が、今後の方針、抱負を熱く語られました。お話の中で、やはり、地域色豊かな様々な
アクティビティをされている事が分かりました。とりわけ「大和川」の水質改善には、たくさん
のライオンのみなさまが尽力されており、今では、川底まで透けて見えるほど水が綺麗になった
との事です。川野次期第２副地区ガバナー予定者からは、「『例会訪問』だけでなく、ぜひ、『ア
クティビティ訪問』をされてください。」とのご招待(？)をいただいたので、大阪出張の多い私
は、ぜひ、いつか参加させていただきたい！と思いました。そして、ちょうど近々に、誰でも気
軽に参加できる水質改善アクティビティの活動報告講演会が開催される事が紹介されたので、開
催場所近くに住む友人(ノン・ライオン)に講演会を通知し、参加してもらいました。こうした活
動も、本当に素晴らしいですね。神戸から駆け付けられた 335-A地区・団元ガバナーも、皆様の
活動を讃えておいででした。 
そして、こちらの交流会への参加は初めてでしたので、後日、早瀬Ｌに、会の主旨等個人的に

お話をお伺い致しました。 
早瀬Ｌ「元々この会は、大阪西ライオンズクラブのアクティビティを紹介するもので、ライオ

ン、ノン・ライオンに集まっていただいて、忌憚のない意見を交わす場として始まったんですよ。
そして、クラブ、ゾーン、リジョン、地区の垣根を越えて、その交流の輪を広げようとしている
んです。」 
Ｌ須藤「会の中で、330-A地区のＬＣ情報なども紹介されていましたけど、本当に良くご存知

ですね。」 
早瀬Ｌ「そうですね。あちこちの地区の例会訪問や行事に参加させていただいて、たくさんの

ライオンと情報交換させていただいているから。この間も『緊急アラート in 神戸』で、北は青
森から、南は沖縄の LCメンバーのみなさんと交流できたしね。大阪地区の弱いところは活発な
クラブや他地区のみなさんから情報収集して大阪にフィードバックしたり、大阪地区の強いとこ
ろは、他地区のみなさんに共有していただいたり・・。日本全体でライオンズが盛り上がると良
いと思ってね。」 
本当に素晴らしいです！あくまでも自クラブをベースに、良いものは取り入れ、弱いところは

他クラブ、他地区から補って改善していく・・そして、その輪をノン・ライオンにも広げ、やが
てライオンへと育てていく・・。 
私も自クラブでの活動を大切に、日本、そして、世界のライオンのみなさまと協力して、ライ

オンズ活動を盛り上げていく一員となれるよう努力しよう！・・改めてそう思いました。 
早瀬 L、335-B地区ライオンのみなさま、参会されたみなさま、本当に素晴らしい機会、ご縁

をありがとうございました！また、次回お会いできます事、楽しみにしております♪ 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ ５月２１日 ３３０－Ｂ７Ｒ３Ｚオリエンテーションセミナー報告 （Ｌ進藤） 

５月２１日、本厚木の厚木商工会議所の建物で開催され

た、３３０－Ｂ地区７Ｒ３Ｚの今期２回目のオリエンテー

ションセミナーで「楽しい例会」というテーマで講演をし

てまいりました。厚木ＬＣや厚木さつきＬＣなどが所属す

るこの地区のオリエンテーションセミナーに招聘されたの

は２月に続いて２回目でした。 

今回は入会以来さまざまなクラブへの例会訪問を通して

感じたことを、①例会を楽しくすることが会員増強や会員

維持にもつながる／②メインプログラムのあれこれ／③テ

ールツイスタータイムの分類と工夫／④他クラブの例会を

見に行ってみよう、という流れでまとめ、各地のクラブ例

会訪問の際に撮ってあった数年分の写真をパワーポイント

ファイルに編集して、ご説明させていただきました。 

その後、懇親会にも参加させて頂き、クラブの在り方や

ライオニズムについて深く考えさせられる話題をもとに、

熱く語り合いました。３３０－Ｂ地区７Ｒ３Ｚの皆様、大

変お世話になりましてありがとうございました。 

 

☆ ５月２４日 東京小金井ＬＣ結成３５周年記念式典参加報告    （Ｌ進藤） 

 

 さる５月２４日、京王プラザ南館５階エミネンスホー

ルで開催された、東京小金井ＬＣ結成３５周年記念式典

に参加して参りました。当日は東京北ＬＣも周年例会と

いうことで、鈴木定光ガバナーはじめ幹事団数名は東京

北ＬＣに参加し、塩月藤太郎ガバナーエレクトと幹事団

数名が東京小金井ＬＣの方に参加でした。また、この日

は宮城県南三陸町から佐藤仁町長と元会長の小坂克己Ｌ

も出席されていて、周年記念アクティビティを受け取っ

ていらっしゃいました。 

また、各種来賓の方からのご挨拶や２名のチャーター

メンバーに対するアワード表彰があったほか、アトラク

ションでは、クラブメンバーが舞う（獅子舞のもととな

ったという）「祝いの舞」が勇壮に披露されたり、打って

変わって妖艶なベリーダンスが会場の客も巻き込みなが

らでご披露されたりして、硬軟織り交ぜた素敵な構成と

なっていました。東京小金井ＬＣの皆様、ありがとうご

ざいました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆ ５月２５日 ３３０－Ｂ南アルプスＬＣＣＮ５０例会参加報告    （Ｌ進藤） 

 

 さる５月２５日、山梨県南アルプス市の桃源文化会館で

開催された３３０－Ｂ南アルプスＬＣＣＮ５０例会に参

加しました。友好クラブである山梨アカデミーＬＣの親ク

ラブに当たり、当クラブのＣＮ５０例会にもお越し頂いて

いたからです。階段状のコンサートホールで行われた式典

では、緞帳が開くとステージ上にご来賓が並んでいらっし

ゃり、パイプオルガンの生伴奏とともに歌を歌うという形

式で驚きました。式典終了後、一般市民が多数入場し、陸

上自衛隊の第一音楽隊によるコンサートの演奏が２時間

にわたり行われ、幅広いジャンルの素晴らしい演奏と歌に

３曲ものアンコール曲が演奏され、大きな感動を呼び起こ

していました。続いて部屋を変えて行われた祝宴では来場

者によるカラオケやラッキーカード抽選会で盛り上がり

ました。どうも有り難うございました。 

 

 

■ 行事予定 

５月２８日（水）５月第２例会（講師例会：認定ＮＰＯ法人桜３１１様） 於：目黒雅叙園 

６月１１日（水）６月第１例会（メンバースピーチ）          於：目黒雅叙園 

６月１８日（水）準備理事会                     於：ラリアン 

６月２５日（水）６月第２例会（最終家族例会）            於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ 

 

■ 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５月１８日（日）の潮来ＬＣとの

合同食育アクティビィティには我々世田谷ＬＣ関係者で５０名超が参加しま

した。潮来市、ＪＡ、潮来ＬＣの関係者の皆様ありがとうございました。お

陰様で回を増す毎に参加人数が増えていっていて大きなアクティビティにな

ったことをうれしく思います。さて、今期も一か月余りとなりました。６月

２５日（水）最終家族例会の企画を皆様に楽しんで頂ける様練っているとこ

ろです。数多くのご参加お待ちしています。  

                      （阿部鉄平） 


