
LIONSの意味は『 Liberty  Intelligence  Our  Nation’s  Safety 』の頭文字をならべたものです。

（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）

「奉仕」こそが、ライオンズクラブのメンバーである私たちの生命であり、使命です。国連が1945年に組織されたとき、ライオンズクラブ国際

協会は多くの分野で重要な役割を果たし、1947年以来、国連・経済社会理事会に対して、非政府団体の一つとしてライオンズクラブ国際協会

が顧問的立場にあります。

奉仕活動は、社会が必要とする全方位にわたり、地球環境問題改善、献血・骨髄バンクへの協力、献眼・献腎など臓器移植、薬物乱用防止、

スポーツ奨励等の青少年健全育成、高齢者福祉、身しょう者福祉、救急救命士育成・災害ネットワーク形成等災害に対する緊急対策、発展途

上国への小学校建設等の国際貢献等々、行政の手が及ばない分野にも、過去の経験にとらわれず、次 と々タイムリーな活動をしております。

各クラブは、その地域社会で真に要求されていることを、その目で、耳で、足で探し出し、その奉仕の方法を研究し、実践します。奉仕は会員個

人が、日常、職域、人間関係を通じて行うだけでなく、クラブのチームワークを発揮して行うことにより、また、同一地域に複数のクラブがある

ときは協力することによってさらに有意義となり、効果を収めることができます。私たちはこれを「アクティビティ」と呼んでいます。このアクテ

ィビティこそライオンズクラブの奉仕活動の特色です。つまり、ライオンズクラブは単なる社交クラブでもなく、寄付団体でもなく、また慈善団

体でもない、国際協会を構成する一単位で、クラブの会員の力を集結して諸般のアクティビティを実行する国際的な社会奉仕団体なのです。

About  Lions  Club

武居 正幸
代表取締役昭栄自動車株式会社

〒120-0011東京都足立区中央本町2-21-6 【実行委員会副委員長】
【東京城北ライオンズクラブ】

ライオンズクラブとは…

h t t p : / / w w w . s h o e i n e t . o r g /

クルマのキズ直し

カークリニックカークリニックカークリニック

12時間乗り放題 2,525円～

ニコニコレンタカーニコニコレンタカーニコニコレンタカー

ホリデー車検ホリデー車検ホリデー車検
60分で車検終了！

西新井文化ホール（ギャラクシティー）

PM1:00～PM3:10（予定、変更の可能性もあり）
入場料 無料（満員の際は入場をお断りすることがあります）

東京城北ライオンズクラブ主催

東京白鴎ライオンズクラブ / 東京西新井ライオンズクラブ / 東京足立中央ライオンズクラブ / 尚美ミュージックカレッジ専門学校協賛

足立区 / 東京都公立高校 PTA連合会東部北地区　後援

Sat



① 主催者挨拶 Ｌ上岡　延好

② 実行委員長挨拶 Ｌ髙橋　秀樹

③ 来賓挨拶 足立区議会議長　馬場　信男

④ 審査員紹介

⑥ 審査休憩

⑦ 審査結果発表 審査委員長　橋本　初雄L

⑧ 審査員講評 全審査員

⑨ 閉会の挨拶 実行委員会副委員長　L武居　正幸

⑤ 演奏
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プログラム Program

■ 尚美ミュージックカレッジ専門学校プロミュージシャン科専任講師　　　　　　　　　　　　　　

小宮山　博之 （こみやま　ひろゆき）

■ 元ブルーコメッツ　　　　　　　　　　　　　　
高橋　健二 （たかはし　けんじ）

■ 東京都公立高校ＰＴＡ連合会東部北地区地区長　　　　　　　　　　　
村山　忠禎 （むらやま　たださだ）

司会　神田 きらり（講談師）

the eas t    　　

Hydrete  　　

THE FREE STYLES

Tami fu l l   　
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テイア　ブラッド   　　

内秘心書（one ok rock）  　　

青春（ザ ハイロウズ）

モンスター（ELLEGARDEN） 　

He，Why（？） One F ine Day（THE OFFSPRING） 江北高等学校

ちょこぱふ　　　 The Beg inn ing（one ok rock）　　　 荒川商業高等学校

PLAYER SNAP 　　 I WANNA BE YOUR BOYFRIEND 　　 足立高等学校

足立東高等学校　　

青井高等学校

Purp le Frame’s　 L in ing   　 足立新田高等学校

足立工業高等学校

淵江高等学校

バンド名　 曲目（コピーバンド名） 高校名

■ 足立区中学校PTA連合会会長　　　　　　　　　　　
髙橋　將朗 （たかはし　まさお）

橋本　初雄Ｌ （はしもと　はつお）

■ ライオンズクラブ国際協会３３０-Ａ地区第５Ｒ
    第３Ｚゾーンチェアパーソン（足立中央ライオンズクラブ所属）

Sky Ho l iday Ho l ic L i l y 足立西高等学校

司法書士法人・行政書士ふたば事務所

足立区千住4-26-3

代表 /渡辺 隆之

「北千住  司法書士」でHP・ブログが検索できます!!

出張・休日相談可能です!
北千住西口徒歩3分

初回相
談

30分無
料

です!

Band Name
Entry PLAYER  SNAPNo. 1 足立高等学校

I  WANNA  BE  YOUR  BOYFRIEND

Dr. 渡邉　磨哉 3年
Gt . 松原　映佑 3年　　
Vo,Gt . 鵜川　竜太 3年
Ba . 平井　直緒 3年

僕はあなたのボーイフレンドになりたいという曲です。

曲名

メンバー名

バンド紹介コメント

Band Name
Entry

東京城北ライオンズクラブは昭和41年5月に結成され、足立区を中心に今日まで47年間様々な社会奉仕活動をしてきました。日本赤十字との献血活動をはじ
め、CO2を減らすための環境美化活動、世界の災害への募金活動など、また地域活動として最近では足立区民祭りでの出店販売、足立フレンドリーマラソン
でのボランティア、そして焼きそばなどの出店販売など皆様とどこかで関わっているかもしれません。今回、このイベントを通じてライオンズクラブのことを少し
でも知ってもらえたなら幸いです。 もし、一緒に活動をしてみたいという方はご連絡をください。

東京城北ライオンズクラブ

TEL / 070-6672-3574　  FAX / 03-5697-6669     MAIL / info@tokyo-johoku-lions-club.com

東京城北ライオンズクラブメンバー 一同

http://www.tokyo-johoku-lions-club.com

東京城北ライオンズクラブ

会長挨拶 Chairman greeting

今年度の東京城北ライオンズクラブ最大のイベント、「あだちけいおんフェスタ」が８月１０日に開催されます。
私たちは社会奉仕団体として、今まで様々なボランティア活動を通じて皆様とふれあってきましたが、青少年の健全育成を目的とした活動にはあまり積
極的に関わってこなかったような気がします。
これからは若い人たちとの関係を強めて次代を背負っていく青少年に夢や希望実現の一端を担えたらいいなと考えています。
最後に、「あだちけいおんフェスタ」に後援をいただきました足立区をはじめ、各学校関係の皆様、ご協賛いただきました企業の皆様本当にありがとうご
ざいました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京城北ライオンズクラブ　第４８代会長　L 上岡　延好

実行委員長挨拶 Executive committee chief greeting 

あだちけいおんフェスタ開催にあたりまして各方面よりご協力をいただき、まことにありがとうございます。
当クラブに於いても高校生を対象にしたイベントは初めての試みでありゼロからのスタートで色々大変なこともありましたが、これから回を重ねていく度
に良いものになっていくことを期待しています。
今回は、都立高校だけの参加となりましたが、次回からは足立区内の全高校に参加をしていただきたいと願っています。
皆さんの応援で「あだちけいおんフェスタ」を盛り上げてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　L髙橋　秀樹
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ちょこぱふNo. 2 荒川商業高等学校

The Beginning (one ok rock)

Vo. 白田　辰 2年
Gt . 岡　武志 2年　　
Dr. 牛山　喜弘 2年
Gt . 伊藤　理澄 2年
Ba . 清水　崇地 2年

メンバーは全員高校から音楽活動をはじめました。僕らの部活
は「ロック同好会」のため、メンバーはもちろん卒業していった
先輩方、新入生全員が自由にのびのび強制されることなく練習
してきました。そのため他校の軽音部に所属している人達には
技量もパフォーマンスも経験も劣ってしまうと思いますが、不
満なくただただ音楽が好きという理由でやってきた僕らロック
同好会の自由な演奏を見てください。

曲名

メンバー名

バンド紹介コメント

Band Name
Entry

HydreteNo. 5 青井高等学校

(one ok rock)

Vo. 鶴岡　光希 3年
Gt . 石橋　裕樹 3年　　
Dr. 岡部　航 3年
Gt . 上山　由理 3年
Ba . 高橋　七瀬 2年

数々のメンバー交代を経て、昨年９月よりこのメンバーで活動。
メンバー全員物静かでクールな印象だが、校内ライブでは１位
、２位争う熱いライブを展開している。伸びのあるボーカル、曲
の難易度を問わず安定したギターに要注目！！

曲名

メンバー名

バンド紹介コメント

Band Name
Entry

the  eas tNo. 4 足立東高等学校

ティア　ブラッド

内秘心書

Vo,Gt . 小原　勇二 3年
Gt ,Co . 高橋　純也 3年　　
Dr. 高田　雅人 3年
Ba . 湯浅　竣介 3年

バンド名は「the east」です。高校の名前が足立東なのでその
「東」（east）からとりました。
今回の曲のコンセプトは平和を願う曲です。メンバーはメガネ
２人とロン毛１人といかつい人１人です。メンバー全員音楽歴は
浅いですが、一生懸命演奏したいと思ってます。
今回のライブで軽音楽部を盛り上げる架け橋になりたいです！

曲名

メンバー名

バンド紹介コメント

Band Name
Entry

He，Why (?)No. 3 江北高等学校

One Fine Day (THE OFFSPRING)

Vo. 會沢　亮 2年
Gt . 田中　亮太 2年　　
Ba . 佐藤　みなみ 2年
Dr. 斎藤　遥香 2年

He,why(?)の世界へ誘います。 

曲名

メンバー名

バンド紹介コメント

Entry

いざな

株式会社 ゴトウ
代表取締役

東京都墨田区東駒形3-23-14  ☎03-3625-2711

白鷗ライオンズクラブ会長 後藤 守宏 白鷗ライオンズクラブ前会長

不動産鑑定士

☎048-442-9502

嘉藤 良治 

有限会社 清水商事（ホテル古都）

東京都足立区西新井5-27-11 ☎03-3855-4662

清水 一夫代表取締役
足立中央ライオンズクラブ前会長

株式会社 ファインライツ
代表取締役

埼玉県草加市両新田西町392-5  ☎048-999-5194

足立中央ライオンズクラブ会長 宮井 晴史 

東輝会　会長 髙橋 秀樹 

http://www.adachiseiwa.co.jp/

あだちけいおんフェスタを応援してます!

東京足立中央
ライオンズクラブ

宮井 晴史会 長 橋本 初雄幹 事 清水 佳会 計

がんばれ
足立の高校生！

足立東高等学校同窓会  東輝会
９月２１日（土）東輝祭模擬店出品！  東輝会活動中 卒業生集合！

東京都足立区大谷田2-3-5東輝会
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THE FREE STYLESNo. 7 足立工業高等学校

Vo. 梶　龍乃介 2年
Ba . 山﨑　滉 2年　　
Gt . 中島　智之 2年
Dr. 田中　広夢 2年

足立工業の２年バンド、THE FREE STYLESです。
元気に楽しく活動しています。

曲名

メンバー名

バンド紹介コメント

Band Name
Entry

青春（ザ ハイロウズ）

TamifullNo. 8 淵江高等学校

Gt ,Vo . 桑原　純 3年
Ba . 太田　和秀 3年　　
Gt . 下山　知明 3年
Dr. 芦川　響太郎 3年

高校一年生の時にメンバーが軽音楽部で出会い、今も変わらず
やってきてます。
２カ月に一回ほで外のライブハウスでライブもやっています。
夏の思い出を作りに来ました。

曲名

メンバー名

バンド紹介コメント

Band Name
Entry

モンスター（ELLEGARDEN）

Sky  Holiday HolicNo. 6 足立西高等学校

Lily

Gt . 鈴木　悠歩 3年
Vo,Ba . 糸久　友俊 3年　　
Dr. 坂尾　武留 3年

「Li ly」という曲は好きな人になかなか告白できず、勇気が出
ない女の子の話を詩にしました。
このバンドは元々ボーカル、ギター２名、ベース、ドラムの構成
でしたが、ギターとベースが抜けてしまったのでボーカルが
Ba/Voになり今の編成になりました。この編成になってまだ日
は浅いですが一生懸命頑張ります。

曲名

メンバー名

バンド紹介コメント

Band Name
Entry

Purple  Frame’sNo. 9 足立新田高等学校

Lining

Ba . 鈴木　和樹 2年
Dr. 遠藤　佑真 2年　　
Gt . 長津　拓也 2年
Gt ,Vo . 田島　彩 2年

心の中に様々な不安を抱えつつも何かを目指して頑張ろうと思
う気持ちを主情的に歌った曲です。
各メンバーが経験してきたジャンルが違うのでそれぞれの良さ
を生かしたプレイスタイルが特徴です。

曲名

メンバー名

バンド紹介コメント

Band Name
Entry

代行企画  足立オフィス

☎03-5613-6633    fax 03-5613-6655

髙橋 秀樹 城北ライオンズクラブ前会長
あだちけいおんフェスタ実行委員長

同窓会幹事代行 イベント企画結婚式二次会 各種パーティー マジシャン派遣

承ります!

代表取締役
東京城北ライオンズクラブ 関口 兼司

ネオン・電飾・プラスチック看板・デザインテント
制作・取付・保守・全国ネットサービス アールピーアール株式

会社 

■ 本社　営業部/東京都足立区江北6-7-5   〒123-0872   ☎ 03-3854-0111
■ 埼玉営業所/埼玉県越谷市大間野町3-69 〒343-0844 ☎ 0489-86-1581
■ 東京第1工場/東京都足立区江北6-7-5 〒123-0872  ☎ 03-3851-0131
代表FAX 03-3854-5261 東京・埼玉・千葉・神奈川   E-mail : kanbannorpr@mth.biglobe.ne.jp

代表
城北ライオンズクラブ 田中 義三
東京都足立区千住仲町18-10田中ビル２Ｆ 東京芸術センター前

田中一級建築士事務所

☎03-3881-1161   fax 03-3881-5387

建築設計  工事監理
土地測量

織田 良春株式会社 巧文社代表取締役 / 東京城北ライオンズクラブ　

飲み処三恵 高田 早苗

太田 裕行東京城北ライオンズクラブ　

寺島 和恵

代表 / 東京城北ライオンズクラブ　セントラルパーク行政書士事務所 吉田 哲

代表取締役
城北ライオンズクラブ所属 小林 保彦 

医療機器製造販売業
三祐医科工業株式会社

http://www.sanyu-med.jp/

代表取締役
城北ライオンズクラブ幹事

東京都足立区千住2-55  ☎03-3888-8706

関口 和男

BAG SHOP sirakaba 株式会社 三徳北千住きたろーど1010

北千住駅前通り 　上岡商店 本店

霜降和牛 国産銘柄豚 焼 豚和牛ローストビーフ

贈答品各種お気軽にご相談下さい

有限会社上岡商店 会長 / 城北ライオンズクラブ会長 上岡 延好

足立区千住2-4  ☎03-3882-3577

医療機具屋さんが
作った耳かき
販売中！

医療機具屋さんが
作った耳かき
販売中！

常務取締役
城北ライオンズクラブ所属 溝井 直宏

東京都足立区大谷田5-16-11

株式会社 ミゾイホーム

☎03-3606-6785   fax 03-3606-6730

一般住宅
テンポ総合請負

協 

賛 

者


