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2013-2014年度  第２３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２５日（水）  於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ 
１２２９回例会： 
  最終家族例会（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－ 

 

◎ 来期 理事会・例会等のご案内 

★７月９日（水） 於：目黒雅叙園 

第 1回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

1230回 例 会 １８：３０〜２１：００ 

会長就任式 
次期会長Ｌ亀川賢一の会長就任式を執り行

います。メンバーの皆様、是非ご出席のほ

どお願い申し上げます。 

★クラブ事務局が変わります！  

７月１日からの新事務局： 

菅原いつ子（スガハラ イツコ） 

〒158-0086 世田谷区尾山台 3-9-15 

TEL/FAX：０３－６８０９－７１０３        

ﾒｰﾙ：tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp 

会長挨拶   

 ６月２５日水曜日東京世田谷ライオンズク

ラブ第２例会今期最終例会となりました。 

会長として本日までの例会・アクティビティ

共に大きな事故無く、なんとか舵取りができ

ました。これひとえにメンバー皆様のお陰と

改めてお礼申し上げる次第です。さて、ここ

までの道のりはやはり大変ではありましたが、

充実した１年であったと思います。ＣＮ５０

周年記念式典は忘れることができない生涯の

思い出になりました。特に３分間の会長挨拶

を考えること１カ月。「ああでもないこうでも

ない」と何十回と挨拶文章を校正し直した

日々を思い出します。３分間にまとめること

が難儀でしたが、手話を入れることができな

んとか自分の思いを述べることができました。

ＣＮ５０周年記念アクティビティとして世田

谷公園での植樹＆ベンチ寄贈もメンバー皆様

のご協力でスムーズにできました。青少年育

成サッカー教室＆東京世田谷ライオンズカッ

プでは、３月の日程が思うように決められず

に右往左往しましたが、決定後の準備は、阿

部幹事が奔走してくれたことにより開催が間

に合いました。一番の心配事は、当日の天候

でしたが、晴天の下で小学生の元気な声が響

き渡り、会長幹事共にホッとした一日でもあ

りました。自分自身が力を入れて勉強してい

る薬物乱用防止教室では、今期エキスパート

講師育成講習会６回に全て出席できたこと…

よく仕事と両立しながら出席できたものだと

思っています。この一年で少しはお役に立て

たのではないかと自分で自分を褒め称えてい

るところです。今期スローガン「ライオニズ

ムを大切に！仲間と共にＷｅ Ｓｅｒｖ

ｅ！」で残りの日々、会長の仕事を全うする

所存です。     （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１９回理事会報告     ６月１１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 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 桂、 

L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 庄司、L 白石、L 須藤、L 鈴木、L 田中、 

L 山本、L 吉崎、阿部幹事            （計２０名） 
  

第１９回理事会が６月１１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．会計報告について２０１４年５月途中までの収支報告が

会計Ｌ大竹よりご報告頂きました。 

２．３３０複合地区６０回年次大会慰労懇親会開催について

西山会長よりご説明頂き、Ｌ田中・Ｌ進藤のうち出席でき

るものが内規に従って参加することとなりました。 

３．クラブ役員用襟章について西山会長よりご説明頂き、前

会長・前幹事・前会計の分１セット発注することとなりま

した。 

４．家族会員・賛助会員・ビジターの例会時の実費金額の件

について、西山会長より消費税アップにともない目黒雅叙

園からの要請があり、今後の消費税増税も考えて実費を６

５００円とすることとなりました。 

５．来期の障害者施設見学ツアーの件についてＬ進藤よりご

提案頂き、今期と同様、毎月１回１２回実施することとな

りました。 

６．ＹＣＥ収支報告・受け入れの件について西山会長よりご

提案頂き、収支報告はまだ上がってきていないが予算８万

円の中で収支報告書を出して頂き、不足分についてはその

日担当したメンバーのドネーションということとなりま

した。また次回受け入れにつきましてはその都度審議する

こととなりました。 

７．フィリピン災害支援の件についてＬ田中よりご説明を頂

き、チャリティボウリングの収入のうち、４９７８７１円

を用いてトタンと工具を贈ること、電動のこぎりもドネー

ションにより７月に申請を行い９月に現地入りを考えて

いることなどが承認されました。 

８．その他、来期の地区ＩＴ委員会から委員要請がありまし

たが該当者がおりませんでした。友好クラブ山梨アカデミ

ーＬＣの現状報告、最終例会の確認、ドナルドマクドナル

ド世田谷増室工事募金名簿委員会委員推薦の件について

のご説明がありました。 
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第１２２８回６月第１例会（メンバースピーチ)報告 ６月１１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 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 桂、L 小塚、 

L 小野一郎、L 中村謙介、L 大竹、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 吉崎、阿部幹事 

賛助会員：L 岡村里織 

メーキャップ：L 今尾、L 石上、L 宮崎大二郎、L 宮崎宏之、L 諸見里、L 村井、 

L 中村信行、L 老田、L 小野景彦、L 杉村 

（メンバー２３名、賛助会員１名、メーキャップ１０名、計３４名） 
  

1. 第１２２８回６月第１例会（メンバースピーチ）が６月１

１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. 西山会長より会長挨拶を頂きました。西山会長は６月を迎

えての今期５０周年会長としての思い、薬物乱用防止教室

エキスパート講師の６回の研修についてのご報告、現在巫

女としての就職を希望している女性に対しての宮司とし

ての指導と、かつて高校教師として指導したキャビンアテ

ンダント志望の教え子が志望する航空会社に合格し初フ

ライトを迎えた際のエピソード、さらには日本ダービーの

ご報告などを頂いてご挨拶とされました。 

3. 本日は、Ｌ磯辺よりメンバースピーチを頂きました。Ｌ磯

辺は若い会員に向けてのメッセージとして「経営者とは」

というテーマでスピーチをされました。Ｌ磯辺は２０歳の

時に磯辺工務店を継いで社長になり売り上げを増やした

ものの、まず第一次石油ショックで大変苦労したこと、３

０歳で神鋼建設を設立し、売り上げを増やしていったもの

のバブル時代の後の総量規制で売り上げが激減し大変な

思いをしたこと、ライオンズクラブに入会してから自分の

給料もとれないくらい大変な時期もあったものの、「社長

の器が大きくないと会社は伸びない」ということを知って

いるため続けてきたという経験の中から、若いメンバーに

伝えておきたいという話を、資料を基にされました。 

4. まず、１番目に「経営とはお経を営むこと」。自分さえよ

ければよいのでなく皆さんが幸せになるということを毎

日考えながら生きることであること。２番目に（「儲かる」

という字から）、「信者が集まれば儲かること」。経営者は

一人で経営するのでなく心底ファンになっている部下が
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必要であること。３番目に「収入以上に支出をしてはいけ

ない」わけで決算書を自分の通信簿と思って見ながら事業

計画を考えるべきであること。４番目に「経営とは変化に

対応すること」であり、５年先１０年先の世の中の流れを

知るためにも情報処理能力が必要であることを、戦国時代

の織田信長が今川義元を討伐したエピソードをもとにお

話しされました。 

5. Ｌ磯辺はさらに、人を育てるには本当の包容力が必要なこ

と、経営には正しいものの見方が必要なこと、先人の知恵

を頂くために成功した人の書物を読むこと、経営は本来怖

いものであって現実を直視し現実から逃げないことが必

要であることをお話しになりました。 

6. 最後に、日本人の特性として「過去の嫌な話についても相

手を許しかつ忘れることができる」という長所があり、こ

れが３００年も長く継続する企業を作っているという話

をされてスピーチを締め括られました。 

7. 本日は会食にあたってのウィサーブのご発声もＬ磯辺に

頂き、高らかにウィサーブのご発声を頂きました。 

8. 会食中、阿部幹事より例会直前に開催された第１８回理事

会の審議事項についてご報告頂き、拍手によりご承認を頂

きました。皆様有難うございました。 

9. また、賛助会員Ｌ岡村より６月２６日から始まるカートプ

ロモーションの舞台『帰ってきた蛍』のＰＲを頂きました。 

10. 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

橋にお願い致しました。Ｌ高橋は仕事が忙しく体調を壊し

てお酒を控えていることを紹介されてドネーションの発

表をされました。本日のファインは２４００円、ドネーシ

ョンは４７６００円、合計５００００円でした。皆様あり

がとうございました。 

11. 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

大阪の早瀬ＬとのＬＩＮＥでの交流をご紹介されてから

出席率を発表されました。在籍者数４７名、不在会員１名、

終身会員４名、出席２４名、家族会員３名、賛助会員１名、

メークアップ１０名で出席率は８０．４％でした。 

12. 閉会のゴングを西山会長に鳴らして頂き、全員で「また会

う日まで」を斉唱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１２回障害者施設見学ツアー報告        ６月１０日 於 区内障害者施設 

出席者 L 進藤､当事者１名、家族３名、関係者１名          （計６名） 
  

１．６月１０日、東京三軒茶屋ＬＣとの共催事業として第

１２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、当事者１名、家族３名、

関係者１名の計６名が東急大井町線上野毛駅改札に集

合しました。 

２．当初予定していた１カ所目の施設「ウッドペッカーの

森」の事情により、見学する施設を変更し、２０１４

年４月に開所した就労継続支援Ｂ型事業所『アン』を

見学しました。なかまちＮＰＯセンターの中に開所し

た『アン』は開所したばかりということもあり、少人

数で授産軽作業を行っていました。現在利用者募集中

とのことです。 

３．続いて、Ｌ進藤の運転するワゴン車に乗り、千歳船橋

駅近辺にある、就労継続支援Ｂ型事業所『にゃんこの

館』を見学しました。複数の企業から受注している様々

な作業を見学しました。機械を使って行う作業からシ

ールを貼る作業など多くの利用者が真剣に作業してい

らっしゃいました。 

４．次に、上町にあり、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『ハーモニー』を見学しま

した。『ハーモニー』は居場所的雰囲気が強いだけでな

く、独創的な自主製品「幻聴妄想カルタ」の第２版を

製作していて、利用者たちが付属解説本の中で顔を出

してみんなで写真を撮っているのに心動かされました。

昨今では「幻聴妄想バッグ」なども開発されていると

のことでした。また参加者からは手芸作品的な自主製

品もあるかどうかと質問が出ました。 

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、

参加者からのご感想を頂きました。複数の特徴ある施

設を一気に見学できたことの喜びに加え、ご家族から

は今後施設を作っていく観点から見ても大変参考にな

ったとご感想を頂きました。これで今期の障害者施設

見学ツアーは終了となります。皆様、お疲れ様でした。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ６月１２日 東京武蔵野ＬＣＣＮ５０記念例会参加報告     （Ｌ進藤） 

さる６月１２日、吉祥寺第一ホテルにて開催された、東京武

蔵野ＬＣＣＮ５０例会に参加して参りました。 

 ５０年の歴史と伝統も感じさせる設えでしたが、クラブメン

バーが出演する「祝いの舞」や、５０年の歩みやアクティビテ

ィを伝える動画、さらに歌・ハープ演奏・全員合唱などのアト

ラクションがあり、メンバーによる手作り感あふれる記念例会

でした。 

 特に感嘆致しましたのは、５０周年記念例会でチャーターメ

ンバーが２名表彰され、お二人とも矍鑠（かくしゃく）として

おられたこと、さらにそのチャーターメンバーよりも年長のメ

ンバーがいらっしゃってご挨拶を頂いたことです。また、市長・

前市長（現国会議員）が名誉会員であるほか、商工会会議所会

頭・副会頭などの方々が皆様クラブメンバーとのことで、前市

長がライオンズクラブに入会した経緯とその後の活動について

お話しされたご挨拶にも感銘を受けました。どうもありがとう

ございました。 

 

☆ ６月１５日 東京レスキューＬＣＣＮ２＆４支部結成記念例会参加報告 （Ｌ進藤） 

さる６月１５日、四谷の主婦会館プラザエフにて開催された、

東京レスキューＬＣのＣＮ２＆４クラブ支部結成記念例会にＬ

諸見里とともに参加して参りました。 

東日本大震災を契機に防災・緊急災害支援の スペシャルイン

タレストクラブとして始まった東京レスキューＬＣですが、結

成から足かけ３年のうちに「京成支部」「芝浦支部」「多摩支部」

「桶川支部」とクラブ支部を４つも結成、なんと８０名以上の

クラブになったそうです。さらに「桶川支部」は いずれ３３０

－Ｃ地区に移籍することが予定されているということで３３０

－Ｃ地区からも中村前ガバナーをはじめ多くのお客様がお越し

になっていらっしゃいました。 

そして防災士研修センター・甘中繁雄様の講演にて防災士と

いう資格を初めて知りましたが、すでに１０年の歴史があるこ

と、全世界のＭ６以上の地震のうち２割が日本付近で起きてい

ることなど驚くことが多く、大変勉強になりました。 

今後のレスキューＬＣの各支部のご活躍と今後のご発展につ

いて強く期待できる記念例会でした。ありがとうございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ ６月１７日 東京三軒茶屋ＬＣ第２回ＣＥＰ報告         （Ｌ進藤） 

さる６月１７日、東京三軒茶屋ＬＣにてＣＥＰ（クラ

ブ向上プロセス）４回シリーズの２回目を実施致しまし

た。今回も国際協会の資料そのものだけでなく、他地区

で行われたセミナーの資料を改変して配布させて頂きま

した。 

そして、ＣＥＰ１回目の復習と称して、ブレーンスト

ーミング（テーマ「ライオンズでやってみたいこと」）・ 小

グループ討議（テーマ「私達のクラブの優れているとこ

ろ」と「クラブの向上を阻害する要因」）の形で皆様に討

議して頂きました。復習の形でありながら実はステップ

２の中身にもあたり、やり方を思い出しながらも先に進

める形になったと思います。 

そしてこの回のメインは「あなたの評価は？」アンケ

ートで、7名の参加者全員に実際にその場で記入しても

らいました。あとからきちんと集計いたしますが、その

場でざっと拝見したところ、クラブとしての「満足度は

高い」という結果になっているようです。皆様お疲れ様

でした。３回目は 7月 1日実施予定です。 

  

☆ ６月２１日３３０－Ｂ地区小田原白梅ＬＣＣＮ３５記念例会参加報告 （Ｌ田中） 

 

 さる６月２１日、箱根湯本富士屋ホテルにて、３３０－

Ｂ地区の小田原白梅ＬＣＣＮ３５周年式典に、当クラブよ

りＬ諸見里と私Ｌ田中と参加してまいりました。 

３３０－Ａ・Ｂ・Ｃ地区から多数のお客様が来られ、と

ても賑やかに開催されました。 

当クラブ５０周年式典にも参加された倉田会長をはじ

め、私の地元でもあるため知り合いが多く、Ｌ中村謙介を

紹介して頂いた東京ＬＣ須山Ｌのお父様や、同級生のお父

様の鈴木Ｌ、産まれた時からお世話になった小児科の先生

で、なおかつこれまた同級生のお父様

神山Ｌがおられました。 

特に驚いたのは、新入会員で壇上に

上がりアワードを受けていた、中学高

校の同級生との再会でした！彼の奥

様は、私の後輩でもあり、Ｌ岩瀬の幼

稚園からの同級生というのも、ダブル

で驚きでした！ 

そんな素敵な再会があるライオンズ

仲間。その誇り高き一員でいられるこ

とに、大変感動し感謝した一日でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ 事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 行事予定 

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 

７月 ９日（水）７月第１例会（会長就任式）             於：目黒雅叙園 

７月２３日（水）７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。今期も最終例会を残すのみとなりま

した。まずは諸事ご指導頂いている当クラブの諸先輩方にお礼申し上げます。

期始に西山会長と相談し今期のクラブ運営は温故知新を大事にして行こうと

決めて期終を迎えようとしております。メンバー皆様はどのように感じてい

らっしゃるでしょうか。また、役職を通じてクラブ運営、アクティビィティ

の裏方を多数経験させて頂きました。達成感と反省点が入り混じっています。

歴代の幹事が同じ様な事を感じてきて来たのかと考えるとＣＮ50 を迎えた当

クラブの歴史の深さを再認識するところです。結びになりますが、幹事経験

者として来期以降はクラブ三役始め運営を担うメンバーには今まで以上の敬

意を払って参ります。引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。  

                                    （阿部鉄平） 

★来期から当クラブ事務局が変わります！ 

７月１日からの新事務局： 

菅原いつ子（スガハラ イツコ） 

〒158-0086 世田谷区尾山台 3-9-15 

TEL/FAX：０３－６８０９－７１０３        

メール：tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp 

どうぞよろしくお願い申し上げます！ 

mailto:tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp

