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2013-2014年度  第２２号               ２０１４年６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 

★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。 
六本木ヒルズクラブ  
東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒル
ズ森タワー ５１階バンケットルーム Ⅱ・Ⅲ  
  ０３－６４０６－６００１ 
１７時 展望フロア見学可・１８時 開場 
１８：３０ 開演 （２１：００終了予定） 
会費 ： メンバー ￥５，０００－ 
    ご家族 ￥１０，０００－（中・高校生は 
    ￥５，０００－・小学生以下は無料） 
    ビジター ￥１５，０００－ 

会長挨拶   

 会長として６月を迎えいよいよ最終コーナ

ーから直線コースを走っているという実感が

湧き始めました。６月１日は第８１回日本ダ

ービーが開催されました。私自身競馬ファン

ではありませんが気になるレースでもありま

した。今回は皇太子様が７年ぶりにご観戦さ

れるというある意味特別な日本ダービーでも

ありました。優勝は横山騎手のワンアンドオ

ンリー(一番人気のイスラボニータは２着)で

した。ここでまた特別な繋がりがありました。

ワンアンドオンリーと前田幸治オーナー、そ

して横山典弘騎手は、皆２月２３日生まれと

のことです。皇太子様のお誕生日と同じにな

ります。横山騎手は皇太子様に馬上で一礼さ

れました。皇太子様も「優勝おめでとうござ

います」との祝意を伝えられたといいます。

この日の優勝は、この上もない喜びであった

ことでしょう。もう一つの繋がりですが、池

尻４丁目に馬神の碑があります。毎年日本ダ

ービー出走の日に、この碑の前で慰霊祭を行

います。今年も６月１日出走前の午後３時に

氏子有志が参列して神事を執り行いました。

そして、参列した方々に馬券を配ります。私

がいただいたのは、「枠連①―⑦」でした。み

ごと①―⑦が当たりました。ＣＮ５０周年に

あたる今期、会長に就任したことで多くのラ

イオンズメンバー共にアクティビティができ

た経験を大切にしたいと思っています。そし

て個人的に更なる繋がりができたことに感激

しています。今後も当クラブのメンバーとの

繋がりに感謝しながら自覚を持って活動して

いくつもり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１８回理事会報告     ５月２８日 於 目黒雅叙園 ３Ｆ「オリオン」 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 亀川、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 鈴木、 

L 田中、L 手塚、L 吉崎、阿部幹事            （計２０名） 
  

第１８回理事会が５月２８日(水)１７：３０より目黒雅叙園３Ｆ「オリオン」にて開催されまし

た。 

■審議事項■ 

１．３３０－Ａ地区ガバナーとガバナーエレクトを囲む会・

ジャパンレセプションの件について西山会長よりご案内

頂き、西山会長と奥様、Ｌ田中、Ｌ進藤４名とも申し込む

こととなりました。 

２.２０１４－２０１５年度地区委員推薦・同地区会員増強委

員会 次期委員推薦の件について西山会長よりご説明頂

き、地区委員の推薦としては製作・中長期計画委員会にＬ

中村謙介、会員増強委員会に西山和範会長が出向すること

で承認されました。 

３. 最終家族例会の件について西山会長およびＬ小塚よりご

説明頂き、六本木ヒルズクラブで開催すること、ゲストと

してマイク真木さんをお迎えすること、子供向けのアトラ

クションを検討中であること、出席８０名を目標にオーピ

ン例会として行うこととなりました。 

４.６月１６日(月)ガバナ－諮問委員会の件について西山会長

よりご説明頂き、今期及び次期の会長・幹事４名がクラブ

費負担で出席することとなりました。 

５.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

会長およびＬ田中よりご説明頂き、前回理事会より精査し、

トランス（変圧器）４台（７６３４０円）、トタン５００

枚を贈呈すること、１１７９９２円が予算超過となること、

次期亀川期の８月か９月初旬に歯ブラシアクティビティ

を兼ねてこれらの物品を持っていくことになることとな

りました。 

６.Ｌ佐々木が経済的理由により一時退会することが承認さ

れ、Ｌ佐々木から必ず戻ってきたいとご挨拶を頂きました。 

７.その他、次期障害者施設見学ツアーについては次回の理事

会にてスケジュール案を出すこと、本日の講師謝礼金額の

検討、来期名簿記載内容の確認、クラブバッジ納期確認、

さらなる家族会員の入会の検討などを行いました。 



3 

 

 
   

第１２２７回５月第２例会（講師例会)報告 ５月２８日 於 目黒雅叙園「オリオン」 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 亀川、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 白石、L 須藤、L 鈴木、L 田中、 

L 手塚、L 山本、L 吉崎、阿部幹事 

ゲスト：講師・岡本翔馬様、日高見ヒビキ様 

ビジター：330-C 地区 川越 LC 中込昌宏 L、戸田 LC 齋藤友希 L、 

    東京ウエスト LC 柳井由香里 L、庄司守 L、谷山光俊 L、矢追秀紀 L 

メーキャップ：L 佐々木 

（メンバー２０名、ビジター６名、ゲスト２名、メーキャップ１名、計２９名） 
  

1. 第１２２７回５月第２例会（講師例会）が５月２８日（水）

１８時３０分より目黒雅叙園３Ｆ「オリオン」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. 阿部幹事よりお客様のご紹介を行いました。本日のお客様

は講師講演を頂く 特定非営利活動法人桜ライン３１１ 

代表理事 岡本翔馬様、北辰一刀流玄武館 師範 日高見ヒ

ビキ様、３３０複合地区ガバナー協議会運営委員会委委

員・３３０－Ｃ地区キャビネット会計 川越ＬＣ 中込昌宏

Ｌ、３３０複合地区ＩＴ・ＰＲ情報委員会委員・３３０－

Ｃ地区ＩＴ・ＰＲ推進委員会副委員長 戸田ＬＣ 齋藤友

希Ｌの４名にお越し頂きました。お忙しい中有難うござい

ました。 

3. 西山会長より会長挨拶を頂きました。西山会長は会長とし

てもうすぐ一年となること、この一年旅行やほかの付合い

を控えてきたこと、会長職を勤め上げたのちにいろいろな

ところから会合その他のオファーが来ているとしたうえ

で、今後も今期親交を得た方との友好・交流を深めていき

たいとされてご挨拶とされました。 

4. お客様よりご挨拶を頂きました。まず、３３０複合地区Ｉ

Ｔ・ＰＲ情報委員会委員・３３０－Ｃ地区ＩＴ・ＰＲ推進

委員会副委員長 戸田ＬＣ 齋藤友希Ｌは、当クラブへの

例会訪問が初めての通常例会の訪問となることをお話し

され、これをきっかけにさらに様々な例会に訪問したいと

抱負を述べられてご挨拶とされました。 

5. 講師講演にあたり、まず講師の紹介者としてＬ手塚より日

高見ヒビキ様と岡本翔馬様のご紹介を頂きました。Ｌ手塚
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は、ご友人である北辰流の日高見ヒビキ様は、建設関係の

同業者であるとともに、かつ幼稚園訪問などのボランティ

ア活動を活発に行われていて、ＮＰＯ法人桜ライン３１１

の植樹にも協力していることをご紹介されました。また

「桜ライン３１１」は、陸前高田市で津波が押し寄せたと

ころがわかるように植樹活動をしていること、現在の岩手

県陸前高田の現状と活動についてお話をしていただくと

ご紹介頂きました。 

6. 続いて日高見ヒビキ様よりご挨拶を頂きました。日高見様

は北辰一刀流玄武館師範であること、北辰流の千葉周作先

生が陸前高田の生まれということもあり、デモンストレー

ションとして毎年１回陸前高田で演舞をしていること、ご

自身の故郷が岩手県二戸市でもあり、震災の翌月から陸前

高田市に行き、震災物資・震災支援金などことあるごとに

行っていることをお話し頂くとともに、当クラブの賛助会

員となることもご承諾いただきました。 

7. ここで講師のＮＰＯ法人「桜ライン３１１」岡本翔馬様よ

りご講演を頂きました。岡本様は「桜ライン３１１」の代

表として岩手県陸前高田市で津波の到達地点に桜を植え

る活動をしていること、ご自身は陸前高田の出身で、震災

当時は東京で建築系の仕事をされていたこと、故郷の助け

となるために東京の仕事を辞めて陸前高田に帰って「桜ラ

イン３１１」の立ち上げに絡み、昨年７月から代表理事を

されていると自己紹介されました。 

8. まず講演にあたって「桜ライン３１１」の１５分ほどの映

像を流して頂きました。映像では東日本大震災発生後のい

たるところに電柱と瓦礫の山である陸前高田市が映って

いました。津波の最高到達点を結ぶと１７０キロにも及ぶ

こと、そこに１０メートル間隔で１７０００本の桜（大島

桜・大山桜・紅枝垂桜の３種類）を植えるという壮大な計

画にもとづいて桜の植樹を行っているそうです。病気の発

生を防ぐため葉っぱのない時期に植えること、年間を通じ

て寄付を受け付け、苗を購入するとともに春と秋に全国か

ら集まる植樹ボランティアとともに植樹会をしていると

のことです。 

9. 植えた時期や種類を将来に伝えられるように協力して下

さる企業もある代わりに、植えるための土地の所有者を探

して許可を得るところに苦労していること、桜の名所とな

ることで桜の意味が後世に伝わることを期待しているこ

となどが映像で紹介されました。 

10. 岡本様は、陸前高田市がたびたび津波に襲われていること、
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今回の津波で人口２４０００人のうち２２００名弱が亡

くなったこと、植樹の活動とともに全国各地に今回の教訓

を共有できるよう普及啓発を行っていることを紹介され

ました。実際の復興はスタートラインに立ったばかりで、

高台移転にも数年かかること、今回の地震・津波で故郷に

残っていて消防団や商工会青年部など地域を支えていた

友人が亡くなってしまい、その遺志を継がねばならないと

思ったことが活動の強い動機となっていると述懐されま

した。自分たちの寿命よりも長く３００年くらい生きる桜

の品種を植え、どのように語り継いでいってもらうかが課

題であり、陸前高田市を多くの方が訪れたいと思える街に

したいと抱負を述べられてスピーチを締め括られました。 

11. 質疑応答では、西山会長より植樹の時期や本数について質

問があり、岡本様からは病気の少ない１１月中旬から３月

が植樹の時期であること、植える場所の確保が難しく、被

災者でもある地権者に許可を取ることが大変であること

と、行政の土地は面積は広いものの、復興計画が固まって

いないと許可も下りないと、回答されました。 

12. ここで、本日のビジターでもある、３３０複合地区ガバナ

ー協議会運営委員会委委員・３３０－Ｃ地区キャビネット

会計 川越ＬＣ 中込昌宏Ｌが到着され、ご挨拶をされまし

た。中込Ｌは仕事のために大幅に遅参したことに対するお

詫びを述べられたのち、一年前に深谷ＬＣの故・山本国広

Ｌと当クラブに例会訪問されたことに触れられ、また当ク

ラブメンバーの活躍をフェイスブックでご覧になってい

ることや、各委員会・セミナーでの協力へのお礼も述べら

れてご挨拶とされました。 

13. 会食となり、ウィサーブの掛け声はＬ諸見里にお願いしま

した。Ｌ諸見里は今月が誕生月であること、３年半前に大

病を患い人生観が変わってきたこと、愛犬との散歩を日々

行い、新たにスキューバダイビングの講習も受けていると

ご披露されて、声高らかにウィサーブのご発声を頂きまし

た。 

14. 会食中に阿部幹事より幹事報告を頂きました。阿部幹事か

ら理事会直前に開催された第１８回理事会の審議事項が

紹介され、拍手により承認されました。皆様ありがとうご

ざいました。 

15. ここで、同じ目黒雅叙園を例会場としていて、たまたまこ

の日同じフロアにて例会を開催していた東京ウエストＬ

Ｃから、会長・柳井由香里Ｌ、社会福祉障がい者支援委員

会委員長・谷山光俊Ｌ，青少年健全育成レオ・ライオンズ
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クエスト委員会委員長・庄司守Ｌ、広報委員会副委員長・

矢追秀紀Ｌの４名がお越しになり、それぞれご挨拶を頂き

ました。どうも有り難うございました。当クラブからも東

京ウエストＬＣ例会場に、西山会長、Ｌ諸見里、Ｌ進藤、

Ｌ田中がお邪魔してご挨拶して参りました。今後ともどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

16. テ－ルツイスタ－の活躍の時間は副テールツイスターＬ

白石にお願いしました。Ｌ白石はユーモアあふれる話術で

会場の注目を集めるとともに、集団的自衛権に憲法につい

てのご自身のご意見を述べられたのち、ドネーションの発

表を行いました。本日のファインは２０００円、ドネーシ

ョンは４２０００円、合計４４０００円でした。 

17. 出席率の発表は出席委員長Ｌ手塚が行いました。本日は、

在籍者数５２名、うち不在会員１名、終身会員４名、家族

会員３名、賛助会員１名で出席者２０名、ゲスト２名、ビ

ジター６名で本日の出席率は５０％でした。 

18. 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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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ５月２０日 ゴルフ同好会コンペ報告 ～久しぶりの優勝の味   （Ｌ老田） 

２歳下の弟が大学でゴルフ部に入ったため、そ

の影響で学生の頃からゴルフを始めました。４６

年前の話です。クラスメートに高校時代にゴルフ

部だったというのがいて、大宮近辺の河川敷コー

スによく出かけましたが、体育会の武道のクラブ

で身体だけは鍛えていたので、飛ばすだけに興味

を持って、練習らしいものなしに、ぶっつけ本番

ばかりでした。一応ゴルフらしくなってきたのは、

サラリーマン時代に上司のシングルメンバーから

厳しく鍛えられてからです。最初の勤務地は四国

で、瀬戸内海の離れ小島でした。周囲４キロの小

島でしたが、明治時代から続く精錬所の島でした。基本を習

った後、ドライバーは、子会社のゴルフ練習場から送っても

らったダンボール箱に一杯入った使用済みゴルフボールを海

に向かって力一杯ドンドン打っていきます。「あの漁船に目掛

けて打て」とか「石鎚山の頂上を狙え」とか。公害問題が起

こるずっと昔の時代です。４０年経ったら、ゴルフボールは

溶けてなくなっているのでしょうか？海岸沿いのグランド

は、直線で９０メートルしかありません。超えれば、海に落

ちてしまいます。小中学生がマラソンを始める早朝６時には終わるように、Ｓ、Ｐ、９番のショート

アイアンの練習です。隣の空き社宅の庭にバケツや洗面器に水を張って、塀越しにこちらの庭からに

８番でアプローチします。見えないので、ポチャンという音で距離を確認します。止めるアプローチ

は、島の頂上にある神社の奉納相撲に使う土俵です。いろんな距離の雑草の上から土俵めがけてアプ

ローチして狭い土俵で止めるボールを打つ練習を繰り返しました。どんな所でも、ヤル気と、工夫が

あれば、練習はできるものです。 

５年前、６２歳のとき、高校時代の同級生４人と、７８歳で「エイジシュートをしよう」と硬い契

りを交わしました。直ぐにクラブを買い換え、９度のドライバーや高額なアイアンセットを買った奴。

家を改造して、部屋の中にバンカーを作っても、バンカーで７回を繰り返す奴。身体を鍛えるといっ

て、闇雲に、走り始めて、膝をおかしくして病院に直行した奴、などなど。あれから３年、腕力に任

して振り回すショットを続けてきました私も、６０歳を過ぎてから筋力はみるみる衰えてきて、飛距

離どころか、方向性も覚束無くなってきて、とうとうスイング改造に１昨年前から、手を付けました。

他のメンバーに内緒で。腰から始動し、腰の回転で打つことを基本に少しづつ、改造していきますが、

２年経っても、若い時に瀬戸内海の離れ小島で身に付けた腕力スイングはなかなか抜けません。今回、

ライオンズコンペで、優勝という思いがけない結果に、「とうとう成果が出たか」と喜んでいますが、

磯辺会長、Ｌ小野、Ｌ白石、という最強メンバーに恵まれたことと、特上の天候に助けられたおかげ

で、まだまだ他力本願です。優勝スコアも９０です。９０歳９０なら、エイジシュートですが…。９

０歳までゴルフはやり続けたいが、やり続ける自信は今のところはないですね。７８歳まで、「あと

１２年」。この間に、何とか「あと１２」スコアを縮めるよう、ズボンのポケットに穴を開けておい

たり、大きく足を振らないで白杭からボールを蹴飛ばす力を付けるのではなく、腰始動のゴルフ道に

精進したいと思います。ホームコースを持たないエイジシュートを目標に、これからもライオンズの

メンバーの皆さんと楽しく、ご一緒させていただいて、「あわよくば」と年寄りが夢想している今日

この頃です。有り難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ ５月２９日 ３３０－Ｃ三郷鳰鳥ＬＣ例会参加報告       （Ｌ進藤） 

さる５月２９日、３３０－Ｃ三郷鳰鳥ＬＣに例

会訪問しました。２月の大雪の日に開催された３

３０－Ｃ地区交流会の懇親会で同じテーブルだっ

たご縁で例会訪問に至ったこともあり、３３０－

Ｃ地区前地区ガバナー中村泰久Ｌ、３３３－Ｃ地

区安見一美Ｌ、さらに３３０－Ｃ地区の与野中央

ＬＣから３名、八潮コスモＬＣから３名が一緒に

ゲストとしてきていました。私はゲストスピーカ

ーとして、「他クラブへの例会訪問で見えてきたも

の」というテーマで３０分ほどお話を致しました。

例会訪問で地区や複合地区の壁を超えて交流がで

きること、その中でライオンズの素晴らしさを知

ることができること、自クラブの情報も発信できること、交流が進むとクラブが活性化すること、さ

らには例会訪問が良き新人教育となることなどをお話しさせて頂きました。また多くの方が当クラブ

の例会にもお越しくださるとのことです。誠に有難うございました。 

☆ 東京都障害者スポーツ大会参加報告            （Ｌ中村謙介） 

さる５月３１日（土）・６月１日（日）に、駒沢オリン

ピック総合運動公園においてライオンズクラブ国際協会

３３０－Ａ地区が特別協賛を行う「第１５回東京都障害

者スポーツ大会」が開催されました。私は５月３１日に

短い時間でしたが参加させていただきました。 

当日は駒沢公園に向かう途中、Ｌ進藤が公園の入り口

で看板を抱え、手を振って迎えていただきました。この

日は真夏と錯覚するような汗ばむ天候でした。実際に競

技場の中に入ると、さらに日差しを強く感じ、私でもず

っと立っているのが厳しい状況でしたが、競技場の中で

は東京各地から選手やご家族の方がいらっしゃってお

り、大きな声援の中、楽しい雰囲気だったのが印象的で

した。 

そんな中、選手の皆様は各々の競技に全力で取り組ん

でおり、上位者の選手はライオンズのメンバーからバン

ザイ三唱を受け、お互いの栄誉を称えあっていました。 

このアクティビティの存在をお聞きする前は、障害者

の方達のこういう大会があること自体全く知らなかった

のが正直なところです。ちょうど先日、私の子供の運動

会があり、子供達の想像以上の真剣さに軽い感動を覚え

ましたが、今回の障害者の方々のスポーツ大会を見ても、

やはりスポーツを通して、人がひたむきに打ち込む姿や、

それを応援する姿は、周りの人にも感動を与えるものだ

と改めて認識いたしました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

☆ ５月３１日 東京ピースＬＣ チャリティボウリング大会 参加報告 （Ｌ須藤） 

さる５月３１日（土）、東京ピースＬＣのチャリティボウリング大会が田町ハイレーンにて開

催され、Ｌ諸見里・Ｌ畠山そしてＬ畠山のご友人の小林様、林様と参加させていただきました。 

このチャリティボウリング大会は、ＨＤＰ(Hoshino Dreams Project  ホシノドリームズ プ
ロジェクト http://hoshinodreams.com/)をサポートする主旨で開催されており、オリンピッ

ク・パラリンピック・デフリンピックを目指す若きアスリートを応援しています。６年後には東京

オリンピックも開催されますし・・・私たちが応援した選手が活躍！なんてことも・・・♪ 楽

しみですね。 

個人的には、人生初のネットスコア１１３(女子はハンデ５０をいただけるので、グロススコ

アは１６３)と、１００越えできて、とても嬉しかったです♪同じチームのＬ畠山は右手負傷の

ため、ナント利き手でない左手で好投♪ にもかかわらず、１ゲーム目は、チーム内で一番の成

績でした。そして、「ピタリ賞」も射とめました。持ってますね～♪そんな私も、「チームのピタ

リ賞」で光る耳かきをいただきました♪今度、大切な人を膝枕で耳かきしてあげようと思います

(笑) お隣のレーンで子供のようにはしゃぎながら好投されていた大先輩のＬ諸見里は、意外に

も(失礼！)ボウリングがお上手で、時折、こちらのレーンまではみだしながら(笑)楽しんでおら

れました。 

ボウリングは、誰もが気軽に楽しめるスポーツで、そして、誰かを支援できる。本当に良いア

クティビティですね♪ 本日集まられた１００名の皆様全員が、本当に笑顔で楽しんでおられま

した。また次回も楽しみです。このチャリティに後押しされた選手のみなさまのご活躍を心から

お祈りしております！ 

 

 

http://hoshinodreams.com/
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

☆ ５月３１日 ３３０－Ｂ地区熱血大交流会参加報告       （Ｌ進藤） 

さる５月３１日、横浜大さん橋ホールで開催された、３

３０－Ｂ地区熱血大交流会に参加して参りました。北は宮

城県、西は大阪府から駆け付けたメンバーも含め約１７０

名程度が集まり、当クラブからもＬ手塚と私Ｌ進藤の２名

が参加しました。会が始まると、３３０－Ｂ地区の年齢と

経歴が様々な４名の方がライオンズについて熱く語るパネ

ルディスカッションののち、元国際理事後藤隆一ＬＣ、ラ

イオン誌編集委員団英男Ｌ、３３３－Ｃ地区次期第一副地

区ガバナー吉原稔貴Ｌの講評をいただき、休憩ののちに、

私から「例会訪問のススメ」というテーマで３０分ほどス

ピーチさせて頂きました。特に例会訪問に慣れるまではど

のように例会訪問していたか、具体的な例会訪問の方法（初

心者向け・上級者向け）、他クラブとの交流が増えることで

クラブが活性化されることなどをお話しさせて頂きまし

た。その後、お互いのメンバー同士が知り合うためのゲー

ムで大変盛り上がり、各地で例会訪問の約束が取り交わさ

れたようでした。どうも有り難うございました。 

 

 

☆ ６月２日 ３３０－Ｃ岩槻ＬＣ例会参加報告    （Ｌ進藤） 

 

 さる６月２日、３３０－Ｃ岩槻ＬＣに例会訪問しまし

た。お父様がかつて岩槻ＬＣに所属していた東京巣鴨Ｌ

Ｃ有山賢Ｌ、古くから岩槻ＬＣと交流がある東京三軒茶

屋ＬＣの藤村貞夫Ｌ、先日の周年例会のお礼を兼ねて奥

さまご同伴で来られた東京浅草ＬＣ菱岡敏光Ｌとともに

訪問させて頂きました。 

当日偶然４１歳の方と５２歳の方と２名の方の入会式

が厳かに執り行われて、白手袋・ろうそく型ペンライト

で入場された新入会員は、濱野雅司会長から「新入会員

の証」、そして「ガバナーからのお祝いの言葉」が賞状の

形で手渡され、見ている私たちも身の引き締まる思いを

するとともに、入会式もクラブによっていろいろとやり

方が違うことがよくわかりました。岩槻ＬＣの皆様、お

世話になりまして、どうも有り難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤ 

☆ ６月４日 東京ピースＬＣ 例会訪問報告 （Ｌ須藤） 

さる６月４日（水）、汐留ロイヤルパークタワーホテルにて開催された、東京ピースＬＣの例

会訪問をさせていただきました。東京ピースＬＣは、月２回の例会の内１回は、インターネット

による参会しない例会を開催されており、今回は、今年度、参会する最終例会となりました。先

日チャリティボウリング大会に参加させていただいたばかりですし、結成式、チャーターナイト

と出席させていただいているので、メンバーの皆様とは以前から親しくしていただいており、私

にとってはいとこたちとの楽しい会食会という感じでした。 

初代会長の阿部かな子Ｌは、「愛」をコンセプトに、とても精力的に活動され、その会長の熱

意にほだされたメンバーの皆様は、いつも本当に楽しそうにアクティビティを実施されていま

す。その活動は、東北の被災地でも盛んで、当日は３３２複合地区 ALERT委員会 副委員長/３３

２－Ｃ地区 ALERT・IT委員会 委員長の石巻中央ＬＣ 阿部 浩Ｌもその功績を讃えに、わざわざ

石巻からご出席されていました。中でも、設営したコインランドリーに、東京ピースＬＣが太陽

光パネルを寄贈され、今では電力量のキャッシュバック益により、運営は順調であるとのご報告

をされていました。一過性に終わる支援ではなく、永続的に利益を生み出す支援・・・本当に素

晴らしいですね。 

そして、東京ピースＬＣは、結成 1年足らずで、数々の賞を受賞されています。中でも、会員

増強については圧倒的な増員数にて、３３０－Ａ地区のみならず、３３０複合地区でも表彰され

ていらっしゃいます。そんな名誉に、東京ピースＬＣの結成に尽力された１ＲＲＣ芳澤 幸男Ｌ

も、感謝状を贈られ、「私は当然の事をしただけです。」と照れながらも、子供の立派な成長ぶり

を喜ぶ親のように、とても穏やかに喜んでおられました。 

阿部かな子会長からお世話になった皆様、そして、熱心に活動されたメンバーの皆様全員に、

感謝の盾や「感謝」というラベルのワインをお一人お一人に丁寧に渡され、会も和やかに終宴と

思いきや・・・舘村次期会長から、「初代会長」という重責を立派に果たされた阿部かな子会長

へサプライズの花束贈呈がされました。そのサプライズに阿部会長の目にはじんわりと涙が・・・。

全員がファミリーのような、本当に温かいクラブです。列席させていただいている私までもが感

無量になりました。ご挨拶のスピーチの中でも述べさせていただきましたが、東京ピースＬＣと

は、ぜひ、合同アクティビティなど、コラボレーションが実現できたらと思います。 

 今後も皆さまのご活躍を心からお祈りしております！そして、これからもどうぞよろしくお願

い申し上げます。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥ 

 

☆ ６月５日 東京新橋ＬＣ例会参加報告           （Ｌ進藤） 

 

 さる６月５日、帝国ホテルで開催された、

東京新橋ＬＣ例会に訪問いたしました。キ

ャビネット幹事戸部研一Ｌを始めキャビ

ネット幹事団７名のほか青森ライオネス

クラブから波多野里奈様もお越しでした。

ゲストスピーカーとして、末期腎臓がんか

らの回復や難病の子供達との交流を通じ

て命の大切さを語ってくださった俳優・タ

レントの小西博之様と、風呂敷の有用性を

ご説明・ご実演下さったフロシキスタイル

の小山田千鶴様のすばらしいスピーチに

感動し、大変思い出深い例会でした。誠に

有難うございました。 

 

■ 行事予定 

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。感じのいい幹事を目指し始まった今期

も残すところ 1 ヵ月を切りました。振り返りますと期初めにまずは移動例会

まで（当クラブは例年 11 月）幹事として邁進しよう。それが終わったら少年

サッカー教室（例年 3 月に行われる当クラブのメイン ACT）まで頑張ろうと

考えておりました。長いようで短い？この 1年は幹事という役職を通じて色々

な方とお会いしました。次回はお世話になった方々のことを書かせて頂きま

す。                      （阿部鉄平） 


