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今年度スローガン 

極めよう！奉仕の真髄 広げよう L字の絆！We Serve 

 

トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★１２月２１日（水） 於：目黒雅叙園 

第９回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1169 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

講師例会 

今回は進藤会長のご紹介で世田谷区内在住

で中国美術商を営んでいる、株式会社全日

本オークション代表取締役社長 左明貴子

様にゲストスピーチを頂きます。今年最後

の例会です。メンバーの皆様、是非ご出席

くださいますようお願い申し上げます。 

★１月１１日（水） 於：目黒雅叙園 

第 10 回  理 事 会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1170 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

メンバースピーチ 

Ｌ山本康弘から「ライオンズとビジネスの

幸福な関係」というテーマでメンバースピ

ーチを頂きます。新年最初の例会です。メ

ンバーの皆様、是非ご出席くださいますよ

うお願い申し上げます。 

★１月２５日（水） 於：目黒雅叙園 

第 1１回  理事会 １７：３０〜１８：３０ 

第 1171 回 例 会 １８：３０〜２０：３０ 

薬物乱用防止練習例会 

１月３１日の池尻小学校における薬物乱用

防止教室に向けて、練習を兼ねた例会を行

いたいと思います。 

  

    

 

会長挨拶  
 メンバーの皆様方におかれましては、平素

よりクラブ運営へのご理解と協力を賜り誠に

有難うございます。 

今年は東日本大震災やタイの洪水など大き

な災害が国内外で続いて起きた年でした。震

災からの復興もまだまだ長い道のりではござ

いますが、当クラブも宮城県南三陸町に継続

的に訪問し、アクティビティについて企画検

討しております。１２月１３日にも南三陸町

を訪れたのですが、以前から毎回顔を出して

は何か買わせて頂いている仮設店舗のソフト

クリーム屋「リッチーさん」に「お休み処」

の看板が出ておりまして、ラーメン・カツ丼・

カツカレーなどの調理販売ができるようにな

ったとのことでした。以前は「客が来ないけ

れども店を開けていないと気持ちがおかしく

なってしまいそうだから店を開けている」と

おっしゃっていたのですが、これを見て着実

に復興の足音を感じた次第です。嬉しくなり

ましてカツ丼を注文していただいてまいりま

した。 

皆様のご協力を頂

戴しまして７月から

半年運営して参りま

したが、１月から始ま

る「後期」にも大きな

アクティビティが控

えております。今後と

もよろしくお願い申

し上げます。 
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 第１１６８回例会（クリスマス家族例会）報告 １２月１１日 於ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急 

出席者 進藤会長、L 阿部、L 藤原、L 福島、L 畠山、L 磯辺、L 木下、L 小塚、 

L 宮崎大二郎、L 宮崎宏之、L 村井、L 越智、L 老田、L 小野一郎、L 白石、 

L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 山本、L 吉崎、幹事亀川  

東京隅田川 LC 瀧澤賢司 L、吉田秀美 L、 入会候補者：富樫美穂様 

進藤会長奥様、L 畠山ご家族２名、L 磯辺奥様、L 小塚ご家族３名、 

L 宮崎宏之ご家族３名、L 村井ご家族３名、L 越智ご家族２名、 

L 山本奥様、L 吉崎ご家族２名、バンド４名 

（出席２１名、ビジター２名、ゲスト１９名、バンド４名、事務局１名、計４７名）            
  

1 １１６８回１２月第１例会（クリスマス家族例会）が、

１２月１１日（日）１５：００より、ザ・キャピトルホ

テル東急１Ｆ「桐」にて開催されました。ザ・キャピト

ルホテル東急は、南北線溜池山王駅に直結し、また「料

理の鉄人」坂井宏行氏が出店されているホテルで、この

ホテルでの開催をと願うＬ小塚のご尽力によって実現い

たしました。日曜日ということもあり、１５時から１８

時までという時程で開催致しました。 

2 亀川幹事の司会及び開会宣言にてクリスマス家族例会は

開始致しました。まず亀川幹事よりプログラム記載に基

づいて、ご来賓の皆様のお名前がご紹介されました。本

日は東京隅田川ＬＣから会長 瀧澤賢司Ｌ、幹事 吉田秀

美Ｌがビジターとしてお越しになったほか、入会候補者

の富樫美穂様、さらにメンバーのご家族９家族１８名が

お越しいただきまして４８名入りの部屋はほぼ満員とな

りました。 

3 進藤会長から会長挨拶を頂きました。進藤会長は多数お

越しのお客様に謝意を述べ、また準備にいろいろご協力

いただいたメンバーの皆様に謝意を述べ、本日はお楽し

みいただきたいとお話しされてご挨拶とされました 

4 ウィ･サーブのご発声はＬ福島にお願いしました。Ｌ福島

は、本日がお誕生日であることをご披露され、会場の皆

様から祝福をお受けになったのち、高らかにウィサーブ

のご発声を頂きました。 

5 会食は、ザ・キャピトルホテル東急が誇るフランス料理、

大変美味でオードブルから魚料理・肉料理とデザートに

至るまで皆様ご堪能いただきました。小学生低学年以下

のお子様にはワンプレートランチがふるまわれました。 

6 会食中にＬ杉村率いる「サチ＆エツコ クインテット」
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のジャズ演奏を頂きました。普段よりＬ杉村はバンド活

動をなさっているのですが、ロックンロール系というこ

とでクリスマス家族例会に会ったものをとお考えになり、

ステージ等で親しく付き合われている方々にお声掛けを

され、この日のために作られた「サチ＆エツコ クイン

テット」でご演奏されたのです。ちなみにボーカル：中

村早智様、キーボード：海野悦子様、ギター：佐藤正典

様、ドラム：小泉毅様、そしてベースにＬ杉村豊という

布陣でした。 

7 演奏中にＬ越智のお嬢様越智友実子様とＬ畠山のご子息

畠山陽（はる）様がステージ付近に来られ、大変微笑ま

しく演奏をお聞きになりステージに仲良く座られました。

アンコール局は「きよしこの夜」、これを「ジャジー」に

一部半音下げて歌うという歌い方で会場全員とともにコ

ーラスしました。さらにもう１曲アンコール曲を頂いて

演奏は終了となりました。「サチ＆エツコ クインテッ

ト」の皆様、素敵な演奏をどうも有り難うございました。 

8 続きましてラッキーカードの抽選に移りました。着ぐる

みや被り物などで扮装したラッキーカード進行係がステ

ージに集結、ラッキーカードの司会はＬ須藤、進行手伝

いは亀川幹事、Ｌ畠山、Ｌ阿部に進藤会長扮するピカチ

ュウ、さらにＬ越智のお嬢様越智友実子様がかわいらし

く登場されました。越智友実子様にカードを引いていた

だいて抽選を行いました。様々な賞品が当たりましたが、

とくにお子様向けのかわいらしいＫＩＴＴＹトートバッ

グをＬ越智が引き当てられ、大喝采を浴びていました。 

9 続いて、東京隅田川ＬＣからお越しになったお二人のビ

ジター、並びに、ご家族ご同伴者をお連れになったメン

バーの皆様に、日頃の感謝をこめてご紹介方々記念品を

ご贈呈頂きました。まず、東京隅田川ＬＣ会長瀧澤賢司

Ｌは当クラブ終身会員Ｌ芝田から始まったたくさんのメ

ンバーとのご縁を述べられ、また幹事吉田秀美Ｌはリー

ダーシップ研修等で当クラブメンバーと知り合ったこと、

そして実際に例会に参加して当クラブの若さに驚き、メ

ンバーに転籍の声掛けをしようかと思っているとご挨拶

され、会場は笑いに包まれました。 

10 再入会予定者の富樫美穂様は、以前当クラブメンバーと

して４年活動し、５年のブランクがあること、新年の入

会に向けて前向きに検討することを宣言されました。 

11 当クラブメンバーでは、日頃の帰りが遅いことを詫びる

メンバー、変わらぬ愛情を宣言するメンバーなど様々で、
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それぞれ味のあるご挨拶を頂きました。ちなみに記念品

は当クラブ会長はじめメンバーが震災被災地支援で何度

も訪れている宮城県南三陸町の特産物の海苔と現地の知

的障害者施設『のぞみ福祉作業所』で製作された紙漉き

和紙ハガキでございました。 

12 ライオンズローアをＬ藤原、Ｌ磯辺、Ｌ白石、Ｌ小塚、

Ｌ鈴木にお願いいたしました。Ｌ藤原は、当クラブが随

分と若返ったとお話しされたのち、東京隅田川Ｌへの引

き抜きを考えるなら自分に声掛けを、と提案して会場を

爆笑に導き、ライオンズローアの掛け声を雄々しくなさ

いました。 

13 出席率の発表を出席委員長Ｌ白石からいただきました。

在籍４０名、不在会員２名、終身会員５名、出席２１名、

ビジター２名、ゲスト１９名、バンド４名、出席率６３．

６％でした。 

14 閉会のご挨拶を進藤会長が行い、最後に一本締めにてお

開きとなりました。大変アットホームで和やかなクリス

マス家族例会となりました。皆様本当にありがとうござ

いました。 
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☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ①

☆ １２月１０日東京葛飾ＬＣ薬物乱用防止教室（東水元小学校）参加報告（進藤会長） 

 １２月１０日(土)、葛飾区の東水元小学校にて行われた

東京葛飾ＬＣアクティビティの薬物乱用防止教室に、Ｌ進

藤が薬物乱用防止教育講師として参加して参りましたので

ご報告申し上げます。 

ことの発端は、葛飾区において多数の小学校から薬物乱

用防止教室開催依頼があり、葛飾ＬＣから江戸川区の複数

クラブによる薬物乱用防止教育チームへ協力の依頼があり、

さらに当クラブでも何度か薬物乱用防止教室を開催してい

るため、「寸劇だけでなく、講師も体験してみたらどうか」

と東京江戸川東ＬＣの徳田修一ＬからＬ進藤に呼びかけが

あったものに呼忚して実現しました。 

 寸劇は何度か経験があるものの、講師は初めてでしたか

ら、まず自分の薬物乱用防止教育講師認定証をスキャンし

て東京江戸川東ＬＣから送っていただいたパワーポイント

ファイルに張り付けて流れを確認して本番に臨みました。 

 実地に赴いたのは、東京葛飾ＬＣの荒岡崇一Ｌ、東京江

戸川東ＬＣの徳田修一Ｌ、東京江戸川ＬＣの上野繁幸Ｌと

私Ｌ進藤の４名でした。まず校長室でお話を伺いますと、

ちょうど３０年の歴史のある小学校で１学年約５０名、本

日は２時限目と３時限目を利用して６年生２クラスが対象

となります。 

クラスのＰＣとモニターの相性が悪く、私のＰＣを使っ

て薬物乱用防止教室が行われました。最初のコマは徳田Ｌ

が講師です。直前の模擬授業を見るつもりで流れを把握し

ました。そして実際の２コマ目、私が講師として、ライオ

ンズの紹介・ＤＶＤの放映・パワーポイントを使っての補

足説明を行いました。特に、薬物を乱用するとどのような

恐ろしいことが起こるかという実例として、普段の仕事で

出会う薬物依存症の方の幸せな生活が崩壊していき刑務所

や病院のお世話になるまでを例としてご披露しました。最

後には「お約束」の「ダメ！ゼッタイ！」の掛け声も一発

で決まって無事終了致しました。 

徳田Ｌから「これならばっちり」とお墨付きを頂いたの

で、今後は寸劇だけでなく講師要員としても奉仕が可能で

あると感じた一日でした。どうもお疲れ様でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ②

☆ １２月１３日 南三陸町来訪報告              （Ｌ進藤） 

１２月１３日(火)、宮城県南三陸町に来訪しました。今

期７回目となる今回は、クリスマス例会で記念品として利

用した「紙漉きハガキ」「海苔」のお礼を申し上げ代金をお

支払いし、さらにアクティビティの方向性について先方の

障害者施設や南三陸志津川ＬＣと確認するのが目的です。 

またしても日帰りの強行軍だったのですが、天気は快晴

で嬉しくなりました。まず知的障害者施設『のぞみ福祉作

業所』に伺い、紙漉きハガキのお礼を申し上げ、アクティ

ビティについて骨子の提案を行いました。施設は津波の被

害ののち、現在は『難民を支える会』の支援によりプレハ

ブ施設が一部建っていますが、中で行う作業ラインがまだ

完全に復活しておりません。そこで下請け作業だけでなく、

自主製品製作として「紙漉き」「焼き菓子」双方のラインを

構築できるか検討するために、必要な機械や金額を下調べ

して、世田谷区内の施設で撮影した写真と概算の金額をお

持ちしました。『のぞみ福祉作業所』ではどちらかというと

「紙漉き」の方が多くのメンバーがいろいろな工程に携わ

れそうなこと、技術指導が焼き菓子よりも簡単そうなこと

などから、主に「紙漉き」メインで理事長様ともご相談頂

けることとなり、新商品について夢が膨らみました。 

また、仲介してくださった「いそひよ忚援団」の鈴木清

美様にも「のぞみ福祉作業所」でおちあいまして、「海苔」

のお礼・代金支払いをすることができました。 

続けて鈴木様とともに、ベイアリーナ前の志津川薬局に、

南三陸志津川ＬＣ会長小坂克己Ｌをお尋ねしました。あら

かじめお送りした資料をもとに、南三陸志津川ＬＣ理事会

のご様子等をうかがい、やはり直接理事会に顔出ししてご

説明したほうがいいと考え、１月の理事会例会に訪問する

ことと致しました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

その後尐し時間がありましたので海沿いに石巻方面に足

を延ばしました。南三陸町でも今まで見ていなかった南部

の実態はやはり壊滅状態でしたが、その先石巻市は先日市

街や港を訪れた時とは比べ物にならないくらいの衝撃を受

けました。北上川沿いに車を走らせると広大な土地が何に

もなくなっているのです。「ここか・・・」と石巻市の被害

に思いをはせました。雄勝の手前で引き返してまいりまし

たが、道が途中崩落のため通行止めの箇所があり、慌てて

Ｕターン、何とか新幹線に間に合って事なきを得ました。

次回は１月１２日に南三陸町を訪れる予定です。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③

☆ １２月１４日 ゴルフ同好会コンペ報告              （Ｌ今尾） 

１２月１４日(水)、秋晴れの空のもと、裾野ファイブハンドレッドクラブにて、今年最終のゴ

ルフ同好会コンペが開催されました。参加者は、Ｌ石上、Ｌ磯辺、Ｌ小塚、Ｌ小野一郎、Ｌ白石、

Ｌ鈴木、Ｌ手塚、Ｌ吉崎に元メンバーだった大島章新さんと私Ｌ今尾の１０名でした。 

ファイブハンドレッドの名前の由来は、会員を５００名限定で募集したからだそうです。ちな

みに千葉にも同じ東急でセブンハンドレッドというコースがありますが、そちらはやはり７００

名限定とのこと。普通のコースがどれくらいの会員数がいるのかよく知らないのですが、「限定」

と言われると狭き門な感じがして、何か良いですよね。 

名前のイメージ通りに、名門コースでした。年末の繁忙期ということもあり１０名と参加者は

尐なめでしたが、素晴らしい天気と名門コースを堪能した１日になりました。 

今回の大会を制したのは、Ｌ小野一郎。スタート前、「いや～、もう今年は全然ダメ！」と言わ

れていたのですが、芝目のキツイ高速グリーンを見事攻略しての優勝でした。おめでとうござい

ます。来年につながる素晴らしいラウンドになりましたね。 

富士の裾野には多いのですが、芝目が強くてパッティングが本当に大変なコースでした。傾斜

をとるか、芝目をとるか・・・。またチャレンジしてみたいです。 

次回は３月中旬、きみさらずに挑戦！の予定です。ふるってご参加ください！ 

ＰＳ：私、ニアピンを頂いた５０ｃｍのバーディパットを外しました。なんてチキンな。次回は

技術よりハートを鍛えて臨みたいと思います・・・。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④

☆ １２月１９日 ３３０－Ａ地区 震災支援アクティビティ 参加報告  （Ｌ須藤） 

去る１２月１９日（月）、３３０－Ａ地区 震災支援アクティビティにＬ小野一郎とＬ須藤が参

加させていただきました。今回のアクティビティは、我々が参集した汐留、その他渋谷・新宿・

丸の内・亀有・八王子の６カ所で、同日同時刻にクッキーを作り、翌日、被災地の子供たちに贈

り届けるというものでした。 

                                      

                              

                          

 

 

 

 

 

 

 

当日、汐留シティセンター内にあるＡＢＣ クッキング

スタジオには総勢３０名ほどが集まり、和気あいあいとク

ッキー作りが始まりました。 

Ｌ小野、意外とエプロンがお似合いです。（私の高校時代

の文化祭で使用したエプロンをお貸ししました。） 

 

① バター、小麦粉、ベーキングパウダー、バニラエッセンス

の調合された生地を薄く延ばして、冷蔵庫で尐し寝かし、

４８分割にした生地を丸めていきます。 

② そして、生地がオーブンで焼かれている間、被災地の子供

たちへのメッセージを書きました。 

何て書こうか…本当に悩んでしまいました。 

伝えたかった事は、『孤独』に陥って、未来を諦めてしま

わないように。『みんな』とは、我々も含め、被災者も支

援者も一丸となって、この難題を乗り越えていきましょ

う、という事です。 

先日参加させていただいた震災を考える会でも問題提議

されていましたが、今後は物資だけでなく、心のメンテナ

ンスも最重要課題になると思われます。 

言葉ひとつでも、本当に配慮が必要だと思います。 

小野Ｌもメッセージの内容には相当の思い入れがおあり

のようでした。 

③ そして、メッセージを書き終える頃、クッキーが焼きあが

りました。キッチンスタジオは甘い香りに包まれ、参加し

ているみなさん、笑顔で次の工程へと。焼きあがったクッ

キーに粉砂糖のお化粧をほどこし、ラッピングして、先ほ

どのメッセージを添えて完成です!! 

ひとりあたり、７人の子供たちへクッキーをプレゼントす

る事になります。 

他のキッチンスタジオでも同様にクッキーが完成してい

たようです。 

④ そして、ライオンネットや Facebook でも確認できました

が、翌早朝、クッキーは３３０－Ａ地区のライオンズメン

バーの方たちの手によって、東北に旅立っていきました。 

みんな、喜んでくれたかな… 

一瞬でも笑顔になってくれたら、嬉しいです。 

http://www.lions330-a.org/ 

 

 

 

http://www.lions330-a.org/


9 

 

 

 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑤

☆ １２月１４日 東京大井ＬＣクリスマス例会参加報告    （進藤会長） 

 １２月１４日（水）、東京大井ライオンズクラブのクリ

スマス例会に例会訪問しました。 会場は目黒の「大和路」

というお店ですき焼き食べ放題でした。 会長小間田興二

Ｌのご挨拶によりますと、東京大井ライオンズクラブは

来る１２月２３日に 大井埠頭中央海浜公園・スポーツの

森・陸上競技場で開催される 第１７回品川区尐年マラソ

ン大会の当番クラブで、マラソン直前ということで、例

会参加者への協力の呼びかけもされていました。 

ビジターとして阿久津隆文第 1副地区ガバナー、 さら

に３３３－Ｃ浦安シーサイドライオンズクラブから２名

（折本ひとみ元会長、斉藤進一Ｌ）、と私Ｌ進藤でした。

そして、新入会者へのクラブ版簡易版入会式が行われ バ

ッジが阿久津第一副地区から贈呈されました。  

ビンゴ改め景品の抽選会で今村廉彦Ｌに指示されて持

参していたピカチュウ着ぐるみをご披露して幹事の松原

敏Ｌを押しかけお手伝いさせていただきました。 

 自分には婦人物のバッグがあたり、良いお土産になり

ました。東京大井ＬＣの皆様、誠に有難うございました。

☆ １２月１５日 東京みやこＬＣ忘年例会参加報告     （進藤会長） 

 １２月１５日（木）、ホテルニューオータニ別館ガンシ

ップにて開催された東京みやこＬＣ忘年例会に参加して

参りました。司会は前ガバナー 河合悦子幹事でした。 

 まず、ＹＥ派遣を長年続けていることに対してあしな

が育英会から感謝状が贈呈され、実際にアメリカのＭＤ

４に派遣された松本佳穂里さんが報告お話し頂きました。 

 第二部の忘年会ではメインアトラクションとして東京

赤坂ＬＣ前会長でもある三遊亭金時師匠による『時そば』

を拝聴いたしました。そばをすするしぐさや音など、ま

るで本当にそばをすすっているかのようなプロの技に感

銘いたしました。会長海渡一智Ｌ自ら率いるクラブメン

バーによるバンド『ＶＳＯＢ』による演奏ののちは、全

員参加のダーツゲーム。全員の顔が見えて笑いあり勝負

あり、１００点を取られた方も複数出てかなり盛り上が

りました。 

 非常にアットホームで和やかな忘年会例会でございま

した。東京みやこＬＣの皆様、誠に有難うございました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ⑥

☆ １２月１６日 東京田園調布ＬＣクリスマス例会参加報告    （進藤会長） 

さる１２月１６日（金）に、目黒雅变園「孔雀」で開

催された東京田園調布ＬＣクリスマス例会に参加して参

りました。 

東京田園調布ＬＣはメインアクティビティとして大田

区の児童養護施設『聖フランシスコ寮』の皆さんに、「梨

もぎ」「餅つき」そしてこの「クリスマス例会への参加」

の３つを毎年行っているとのことで、メインテーブルに

は『聖フランシスコ寮』の釘宮先生はじめ先生と子供た

ちが招待されていました。 

宴会では東京成城ＬＣ会長森鉄雄Ｌのウィサーブのご

発声で会食が始まり、永田会長はじめメンバー扮するサ

ンタクロースが登場し、子供たちにクリスマスプレゼン

トをお渡ししたほか、東京自由が丘ＬＣ会長河津延樹Ｌ

がソングリーダーとして子供たちとともにステージでク

リスマスソングを歌いました。そののち子供向けのビン

ゴ、大人向けのラッキーカード抽選があり、河津Ｌのラ

イオンズローアで締められました。 

東京成城ＬＣや東京自由が丘ＬＣなど１０Ｒ３Ｚの皆

様ともよきご協力関係が伝わってくるクリスマス例会で

した。どうもありがとうございました。 

■ 行事予定 

１２月２１日（水）18：30～１２月第２例会（講師例会）     於：目黒雅变園 

 １月１０日（月）13：00～第７回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

 １月１１日（水）18：30～１月第１例会（メンバースピーチ）   於：目黒雅变園 

 １月２５日（水）18：30～１月第２例会（薬物乱用防止練習例会）  於：目黒雅变園 

 １月３１日（火） 8：30～薬物乱用防止教室    於：池尻小学校 

 ２月 ６日（火）18：30～２月第１例会（三軒茶屋ＬＣ合同例会）    於：銀座ｱｽﾀｰ三軒茶屋賓館 

 ２月 ９日（木）13：00～第８回障害者施設見学ツアー        於：区内障害者施設 

 

■ 幹事 亀川より一言  

  

 

 

 

世田谷ライオンズクラブの皆様、いつもお世話になっております。 

私が幹事を拝命してから、早いもので半期が過ぎようとしています。 

振り返ってみますと、ただがむしゃらに頑張る事しか考えず、多々配慮
の至らぬところで会長または皆様にご迷惑をおかけしたのではないかと
危惧しております。 

残りの半期、尐しは周りを見渡せるくらいの余裕をもっていきたいと思
っております。今後とも、変わらぬご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申
しあげます。 

１２月に入りまして、寒さも本格的になって参りました。風邪など引か
ぬよう、どうぞお体をご自愛くださいませ。そして１月の例会で、また皆
様の元気なお顔を拝見することを楽しみにしております。 

  幹事 Ｌ亀川 


