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2013-2014年度  第２４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 

★２０１３－２０１４期最終号です。 

★来期は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 

 

 

◎ 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。 

★７月２３日（水）  於：目黒雅叙園 

第２回理事会 １７：３０〜１８：２０ 

１２３１回例会：１８：３０〜２１：００ 

メンバースピーチ 

L 今尾からメンバースピーチを頂く予定で

す。メンバーの皆様、ご出席のほどよろし

くお願い申し上げます。 

会長挨拶   

 ６月２５日最終例会が滞りなく終了しまし

た。今期会長として１年間メンバー皆様のご

協力で全てのスケジュールをめでたく終える

ことができました。誠にありがとうございま

す。不安な気持ちでスタートしましたが、一

年間のクラブ運営は、会長としての判断力・

実行力が必要ということがわかり、日々勉強

の積み重ねで少しずつ会長としての自覚が芽

生え後半からは自信を持って運営していこう

という気持ちになりました。まだまだ勉強不

足な面もありますが、スタートの自分よりも

今は判断力・実行力は身に付いてきたかと思

います。これひとえに先輩方の適切なアドバ

イスのお陰と受け止めています。他クラブの

チャーターナイトや例会訪問では、ＣＮ５０

周年記念式典に出席していただいた方より大

変ありがたい言葉をいただき、自分自身の存

在を肌で感じて参りました。更には訪問先で

の名刺交換から交流が発展し、更なる例会訪

問やクラブのアクティビティにも参加させて

いただいたこともいい体験になりました。し

かしながら全てが順調に進んでいったわけで

はありません。判断ミスや決断するタイミン

グの過ちから、クラブ運営に支障をきたした

こともありました。そんな時は人生経験豊富

な先輩方に相談しながら難を逃れたこともあ

りました。ライオンズクラブだからこその体

験は生涯の財産になっていくと実感していま

す。ライオンズマンとしてようやくスタート

できたので、来期は積極的に行動していこう

と思っています。１年間本当にありがとうご

ざいました。     （Ｌ西山和範）

東京世田谷ライオンズクラブニュース 

mailto:tokyo_setagaya_lions_club@yahoo.co.jp
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第１２２９回６月第２例会（最終家族例会)報告 ６月２５日於 六本木ヒルズクラブ 

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

L小塚、L小野一郎、L宮崎大二郎、L宮崎宏之、L村井、L中村謙介、L老田、 

L大竹、L進藤、L庄司、L白石、L須藤、L鈴木、L手塚、L吉崎、阿部幹事 

ビジター：331-B釧路みなと LC田口光浩 L、330-C川越つばさ LC沼田浩正 L、 

     東京三軒茶屋 LC藤村貞夫 L 

同伴者：西山会長ご家族ご親族４名、L畠山ご家族ご同伴４名、L磯辺令夫人、 

    L今尾ご家族３名、L亀川お嬢様、L桂令夫人、L小塚ご両親、L進藤令夫人、 

    L須藤ご同伴１名、L吉崎ご家族ご同伴６名、事務局水戸様 

メーキャップ：L高橋、L田中、L山本、 

（メンバー２５名、ビジター３名、同伴者２４名、メーキャップ３名、計５５名） 
  

1. 第１２２９回６月第２例会（最終家族例会）が６月２５日

（水）１８時３０分より、Ｌ老田のご尽力により、六本木

ヒルズクラブのバンケットルームにて開催されました。こ

の日は朝から雨でしたが、例会開始時には雨もやみ、途中

から見事な眺望が見えるようになりました。会場にはメン

バー２５名、家族・同伴者・ビジター合わせて２７名、計

５２名もの参加者となりました。 

2. まず、西山会長から開会のご挨拶を頂きました。５０周年

会長としての責務を果たし、メンバーや家族に対するお礼

や常に激励して下さった先輩方への感謝を述べられると

ともに、池尻稲荷神社に職場体験に来られた学生さんが晴

れてタカラジェンヌになれたというエピソードをご紹介

頂いて、開会のご挨拶とされました。 

3. 乾杯のご発声はＬ福島にお願い致しました。Ｌ福島は六本

木ヒルズの高さから素晴らしい景色が見られる平和な日

本社会への感謝と、１年間の西山会長の歩みに対するお褒

めの言葉を述べられたのち、高らかにウィサーブのご発声

を頂きました。 

4. 会食の時間は、晴れてよき眺めとなった六本木ヒルズの眺

望とともに、素晴らしい料理に舌鼓を打ちました。 

5. 本日のメインアトラクション、マイク真木様のコンサート

となりました。マイク真木様はバンドの皆様とともに、『気

楽に行こう』『テネシーワルツ』『パフ・ザ・マジックドラ

ゴン』『キャンプだホイ』『バラが咲いた』などの歌を歌っ

てくださいました。バンドメンバーの歌をうまくつかみに

取り入れたり、会場の聴衆に合いの手を求めたり、特に女

性客の心を非常に惹きつけ、大変楽しいコンサートでした。

アンコール曲ではライオンズの「また会う日まで」の原曲

歌ってくださいました。楽しいコンサートをどうも有り難
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うございました。 

6. ここでお客様としてビジターの皆様をご紹介し、それぞれ

ご挨拶を頂きました。３３１－Ｂ釧路みなとＬＣ田口光浩

ＬはＬ村井の紹介で当クラブ例会に参加ししたこと、３３

１－Ｂ地区ガバナー輩出クラブとしてバナーとバッジを

持参されたとのことで西山会長に贈呈して頂きました。友

好クラブである３３０－Ｃ地区川越つばさＬＣ沼田浩正

Ｌは先日の最終例会にＬ岩瀬が参加したことへのお礼と

今後の両クラブの友好を祈ってご挨拶頂きました。また東

京三軒茶屋ＬＣ藤村貞夫Ｌは 最終例会は現在ＣＥＰ（ク

ラブ向上プロセス）を進めていることのご紹介をされてご

挨拶とされました。 

7. アルファベット順にご家族・ご同伴者のご紹介を致しまし

た。特にＬ今尾はご本人が参加できませんでしたが奥様の

井上あずみ様・お嬢様のゆーゆ・そしてお母様と３名ご参

加頂きました。また、Ｌ畠山ご家族ご同伴４名、Ｌ磯辺令

夫人、Ｌ亀川お嬢様、Ｌ桂令夫人、Ｌ小塚ご両親、Ｌ進藤

令夫人に続き、西山会長は奥様、ご長男の奥様、ご次男の

奥様、姪御様とご親族紹介となりましたほか、Ｌ須藤は同

伴者として上智大学ゴスペルサークル・サフロファミリー

の栗林様を、そしてＬ吉崎は奥様・お嬢様のほかお母様と

そのご友人たち総勢６名をご紹介頂きました。 

8. また、会場奥では主に子供様向けにお菓子釣りゲームがＬ

岩瀬の指導のもと行われ、たくさんのお菓子が来場された

子どもたちの手に渡りました。 

9. 奥様・お嬢様をご同伴されたメンバーのそれぞれからご家

族に感謝の気持ちとともに記念品として花束が贈呈され

ました。また、会場のお子様には西山会長から図書カード

が配られました。 

10. さらに、今期の皆勤賞としてＬ白石・Ｌ進藤・Ｌ亀川が記

念品を贈呈された他、今期の幹事Ｌ阿部・会計Ｌ大竹にも

記念品が贈呈されました。皆様おめでとうございました。 

11. ここでＬ藤原・Ｌ福島・Ｌ磯辺の音頭のもと、全員でライ

オンズローアを行いました。 

12. 出席率の発表は出席委員長Ｌ手塚が行いました。在籍者数

４７名、不在会員１名、終身会員４名、出席２５名、家族

会員３名、賛助会員１名、ビジター３名、同伴者２７名、

メークアップ３名で出席率は６８．８％でした。 

13. 閉会のご挨拶を次期会長予定者Ｌ亀川に頂き、無事お開き

となりました。これで本年の例会はすべて終了です。皆様

お疲れ様でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ６月２７日 「帰ってきた蛍～蒼空の神々～」を観て （つがるＬＣ小山内金弥Ｌ） 

６月２６日から７月６日まで、六本木の俳優座劇場にて、Ｌ

柿崎・Ｌ岡村の所属する株式会社カートプロモーション主催の

「帰ってきた蛍～蒼空の神々～」が上演されています。６月２

７日には当クラブからのお誘いに応じて、はるばる３３２－Ａ

つがるＬＣ小山内金弥Ｌがお越しになり、観劇されました。以

下は小山内Ｌから寄せられた感想です。 

【あらすじ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

大東亜戦争末期の昭和２０年…。 

米軍は沖縄に上陸し、いよいよ本土に

狙いを定める中、故郷を想い、愛する人々

を守る為に決死の特攻に飛び立った若者

達がいた。彼らの末期のひと時に無限の

情をかたむけた富屋食堂の女将、鳥濱ト

メ。その交流を描いた真実の物語。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

このたび、わざわざ青森からこの舞台を見るために上京したのですが、正直な所、主演の「伊藤つ

かさ」さんに会いたいという極めてミーハーな動機からでした。 

しかし、そのミーハー的な気持ちは舞台が始まって数分で打ち消され、初めて見る本格的な舞台演

出や役者さんの演技に圧倒・感動させられました。場面が変わるたびに場内が暗くなるのですが、そ

の度に何度涙を拭ったものか・・・戦時中に亡くなった方々のおかげで今の私達がある事に感謝し、

まだ行った事の無い「靖国神社」に機会を作って参拝したいと思いました。 

「今をもっと精一杯生きなければ！」そういう気持ちにさせてくれる舞台です。戦争を知っている

方も知らない方も、皆さんにおすすめ致します！              【小山内金弥Ｌ】 

☆ ６月２７日 東京渋谷ＬＣ・ＣＮ５７記念例会参加報告     （Ｌ進藤） 

さる６月２７日、渋谷エクセルホテル東急にて開催された東京渋

谷ＬＣ・ＣＮ５７記念の夕べ例会に西山会長と私Ｌ進藤が参加致し

ました。東京渋谷ＬＣは基本を忠実に守って毎年この時期に チャー

ターナイト記念例会を開催しています。 

同日開催された新クラブ（東京２０２０ＬＣ)結成式に多くの来賓

がご参加され、到着が遅れている中で会は始まりました。 開会のゴ

ング、歌、来賓紹介、会長挨拶、来賓ご挨拶とすすみ、今期会長 佐々

木巌Ｌから 次期会長予定者 森亮介Ｌに チャーターが引き継がれ

ました。 

祝宴が始まるころから山浦元国際理事をはじめとして様々な来賓

がご到着されました。山浦元国際理事による乾杯があり、ソプラノ

歌手 藤井多恵子様による記念コンサートをいただきました。８０

歳を超えているとは思えぬ声の伸びに聞きほれ、また、アンコール

にて全員で「花は咲く」を合唱できました。また、東京渋谷ＬＣオ

リジナルソング「東京渋谷ＬＣシャンソン」を東京渋谷ＬＣの皆様

が歌い、会に華を添えていました。どうもありがとうございました。 
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 ☆ 次期三役からのご挨拶 

 

■Ｌ亀川賢一（次期会長）：皆様、来期５１期の東京世田谷ＬＣ会長を

拝命しましたＬ亀川賢一でございます。先ずは今期の会長である西山会長

はじめ阿部幹事そして五役の皆様、一年間本当にご苦労様でした。今期は

東京世田谷ＬＣ誕生５０年という節目の年で、例会場の目黒雅叙園におき

まして、周年行事も盛大に行われました。その大切な年の会長という大役

を勤め上げ素晴らしいご活躍をされた西山会長の意思を受け継ぎ、来期に

活かして参りたいと思います。 

 来期は年間スローガンに挙げさせていただきました「心はひとつ we 

serve！」の元、メンバー皆の心が一つになれるよう努力して参る所存です。 

 アクティビティにおきましては、西山会長が薬物乱用防止教室講師のエキスパート講師の免許

を取られたという事もあり、年１回だった薬物乱用防止教室を年３回に増やし、世田谷区全体に

広げていければと思っております。その他、東日本大震災復興支援としまして、宮城県南三陸町

への支援、フィリピン災害支援など、主に被災地支援に重点を置きたいと思います。 

 来期は５１期という新たな期として、須藤来期幹事、庄司来期会計、新五役と共に頑張って参

る所存ですので、皆様からのご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

■Ｌ須藤陽子（次期幹事）：来期、幹事を拝命しました、Ｌ須藤陽子で

す。東京世田谷ＬＣ５０年の歴史の中で女性幹事は初めてという事で、身

の引き締まる思いでおります。 

また、昨年、ＣＮ５０周年記念式典にメンバーの一人として参加させて

いただき、先輩方が築いていらした東京世田谷ＬＣの歴史に触れ、日々の

活動が、またこれからの５０年を築いていく大切なものであると実感いた

しました。 

ですから、幹事として、メンバーの皆さまが充実したアクティビティを

満喫できるよう、みなさまに、様々ご指導いただきながら、東京世田谷ＬＣのスムーズな運営に

尽力したいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

■Ｌ庄司里香（次期会計）：先日最終例会に参加し、１年前の最終例

会、ゲストとして参加し、初めて東京世田谷ＬＣの方々に触れた時のこと

を思い出しました。その日から「見る」「聞く」を意識し活動に参加して

きました。来期は会計という役を担いましたので、「大きく関わる」こと

を意識しながら努力してまいります。よろしくお願い致します。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ 事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 行事予定 

７月 ５日（土）～８日（火） トロント国際大会           於：トロント 

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

７月２２日（火）第１回障害者施設見学ツアー（予定）         於：区内障害者施設 

７月２３日（水）７月第２例会（メンバースピーチ）          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。この幹事一言も今回で最終回になりま

す。ご一読頂いていた方、ありがとうございます。今期を振り返りますと・・・

いろいろありすぎて文章にするのは難しいです。西山会長をはじめ、クラブ

メンバーとの交流が深まったことが最大の出来事でした。この１年の間に接

点があったすべての方に感謝申し上げ、幹事一言最終回にさせて頂きます。  

（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

