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地区家族会員増強委員会東京マラソンを駆け抜ける会
地区家族会員増強委員会では、2014年2月23日に開催

された“東京マラソン”に地区内メンバー他関係者53名のラ
ンナーを応援した。当日は曇り空で気温が低下し、寒さが増
したがランナーらは「揃いのライオンズマーク入りのTシャツを
見て、顔はわからないけどお互い声をかけ励ましながら走れた」

「苦しいときにライオンズの小旗や白いベンチコートを見つけ
ると元気が出た」などおよそ230名の応援ボランティアの声
援を受け、“3名が体調不良により勇気ある決断をしたが、ほ
かは全員完走という結果でした”（L小川晶子委員長）と伝えら
れ、ランナー、応援者共に満足した様子。当日はIT委員会が
地区ホームページを通じてランナーらが走る様子を動画配信
するなどして中継した。

No. 所属クラブ 氏名 性別 ナンバー
43 1R1Z 東京丸の内 LC 寺尾 　祐史 男 42435
45 1R3Z 東京蒼天 LC 公文 　宏寿 男 31850
51 1R1Z 東京丸の内 LC 佐野 　経明 男 41878
52 1R1Z 東京丸の内 LC 佐野 翔太郎 男 42578
1 1R3Z 東京みやこ LC 佐原 　幸雄 男 34828

44 2R1Z 東京柳橋 LC 雨宮 　弘枝
（辻田 　剛志） 男 42464

2 3R2Z 東京虎ノ門 LC 土屋 　賢司 男 38789
3 3R3Z 東京ゴルフ LC 安本 　昌煥 男 28601
4 3R3Z 東京ゴルフ LC 松田 　　繁 男 29288
5 4R2Z 東京江東南 LC 田中　 貴一 男 39111
6 4R2Z 東京江東南 LC 鈴木　 俊郎 男 29240
7 4R3Z 東京法政 LC 尾崎　 昌吾 男 32290
8 4R3Z 東京法政 LC 夜久　 蝪宏 男 27021
9 5R1Z 東京葛飾東 LC 柴崎　 武士 男 42767
10 5R1Z 東京葛飾 LC 斉藤　 太冶 男 39572
11 5R1Z 東京綾瀬 LC 熊倉　 智光 男 43111
12 5R3Z 東京城北 LC 武居　 正幸 男 71501
13 7R1Z 東京北 LC 三橋　 和也 男 27672
14 7R1Z 東京荒川 LC 茂木 　　智 男 45161
15 7R1Z 東京荒川 LC 坂本 　洋二 男 26641
16 7R1Z 東京荒川 LC 原谷　　 誠 男 42248
17 7R1Z 東京荒川 LC 沖山　　 徹 男 29344
18 7R1Z 東京荒川 LC 羽後　　 航 男 35203
46 7R1Z 東京赤羽 LC 牛久　 寿一 男 29283
41 7R3Z 東京ウィル LC 速水 美智子 女 53503

19 7R3Z 東京石泉 LC 中川　 優作 男 39128
20 7R3Z 東京石泉 LC 中島　 大雅 男 41701
21 7R3Z 東京石泉 LC 大林　 晴章 男 46816
22 7R3Z 東京石泉 LC 濱岡　 史典 男 36753
23 7R3Z 東京石泉 LC 岩澤　 庸介 男 28113
24 8R2Z 東京九段 LC 小林　 栄一 男 28629
25 9R1Z 東京蒲田 LC 関　 飛雄一 男 29331
26 9R1Z 東京蒲田 LC 又吉　 教太 男 退会者
27 9R1Z 東京荏原 LC 大澤　 弘一 男 44796
28 9R1Z 東京荏原 LC 西崎 絵美子 女 55622
29 9R1Z 東京荏原 LC 澤浦　 敬二 男 42732
30 9R1Z 東京荏原 LC 渡辺　 富雄 男 29897
31 9R1Z 東京荏原 LC 間　　 智久 男 29772
32 9R1Z 東京荏原 LC 岡田　 尚兵 男 29896
33 9R1Z 東京荏原 LC 壇上　 侑祐 男 44798
34 9R1Z 東京荏原 LC 安部　 正教 男 24843
47 9R1Z 東京荏原 LC 上木　 教司 男 44793
48 9R1Z 東京荏原 LC 山口 美由紀 女 55619
49 9R1Z 東京荏原 LC 金子　 季代 女 55621
35 10R3Z 東京シティ LC 伊場　 春代 女 52545
36 10R3Z 東京シティ LC 荻原　 俊長 男 44785
37 10R3Z 東京シティ LC 鵜ノ澤 隆行 男 71650
50 12R1Z 東京吉祥寺 LC 中場　 義則 男 42739
38 12R2Z 東京町田 LC 折原　 勝己 男 40876
39 12R2Z 東京町田 LC 西村　 綾子 女 54615
40 12R2Z 東京町田 LC 楠　 富美男 男 32973
42 14R2Z 東京青梅 LC 土方　 正芳 男 40242

※東京マラソンのホームページよりゼッケン番号を入力するとタイムを知ることができます。
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中野の街が大きく変貌
東京中野の街が大きく変貌しようとしている。現在中野区で

は、中野駅および駅周辺において複数の開発計画を進めてお
り、その中核となるのが、東京の新たなビジネス拠点を目指す
大規模なオフィスビル「NAKANO CENTRAL PARK 
SOUTH（南棟） /EAST（東棟）」だ。また、駅近郊には明治
大学、帝京平成大学、早稲田大学などの新たなキャンパスが
開設されるほか“中野四季の森公園”を含む約16.8haの広大
な再開発エリアの整備と、現在の改札口より西に新たに設け
られる新改札口などの中野駅の再整備事業が進んでいる。さ
らに“中野ブロードウェイ・サンモール地区”、“中野サンプラザ”、

“中野区役所”、“中野四丁目西地区”など中野駅周辺の街づく
りグランドデザインは「東京の新たなエネルギーを生み出す活
動拠点づくり」（中野区）を目指すとしている。

地域に貢献する東京中野ライオンズクラブ
変貌する中野の

街で古くから活躍
しているのが東京
中野ライオンズクラ
ブ（会長Ｌ高山義
章）だ。同クラブは
今年で発足50周
年を迎えるが、現
在68名のメンバーを擁する地区内最大のクラブである。
1964年5月31日認証状伝達式（認証状発行は1963年11
月）を行い、38名のメンバーでスタートした同クラブは現在まで
に、地域社会に対し開眼検診、開眼手術の支援、道路横断
用小旗の寄贈、ボーイスカウト支援、ガールスカウト支援、盲導
犬支援、障害者支援、教育支援、献血運動、交通安全車両
の寄贈など数えきれないほどの社会貢献をしてきた。このほかＪ
Ｒ中野駅前国旗掲揚塔設置、中野区役所前にライオン像を
設置するなど活動の幅を広げている。今期は発足50周年を
記念して街のキャラクター（ゆるキャラ）「なっこい」を170もの
応募の中から選択して誕生させたほか、中野の地域を紹介す
るテレビ番組（30分番組をすでに4本リリースJCN中野で放
送）を制作して「You Tube」でも紹介している。放送予定は記
事下の通りだが、内容は随時“You Tube”で見ることができる
ので是非ご覧ください。子供にも分かるよう内容は充実してお
り、一見に値する。第50期のアクティビティスローガンは「奉仕
でつなぐ未来への夢　我が都市（まち）中野にWe Serve」と
して地域に密着した奉仕活動が続いている。
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家族を含めたメンバー同士の交流も活発
同クラブの10周年記念誌には南九州や北海道、インドネシ

アのバリ島やヨーロッパなど“旅とつどい”と題する親睦レポート
が見られ、旅行のほかにもゴルフ部やボウリング部もあり、昔か
らメンバー間の様々な親睦の機会があったようだ。同クラブの
20周年、25周年、30周年、40周年、45周年記念誌にも親
睦の国内旅行、海外旅行の様子が伝えられており、このあたり
に“仲の良い”（中野良い）クラブ運営の秘訣があるのかもしれ
ない…。近年は地区内の多くのクラブで高齢化が進んでメン
バー数が減少しており、特に50年もの歴史を持つ古いクラブ
では減少が激しい。当クラブでは古くから地元で事業を成功さ
せているいわゆる地元の名士と言えるメンバーが多く、親から
子への世代交代が進んでも“中野良い”交流を続けている。ち
なみに広報委員会が取材に訪れた2014年1月新年例会では

“例会場で全員が新年の書初め”を行い、メンバー同士新年の
抱負を披露し合って大変和やかな、それでいて規律のある素
晴らしい例会運営を見学させていただいた。

地区内でも初めてＣＥＰ（クラブ向上プロセス）
プログラムに取り組む

同クラブでは昨年クラブサクセス委員会の委員長を務めたＬ
佐々木洋文が日本のクラブでは初めての取り組みになるとの
ことで、クラブ内にCEP委員会（委員長Ｌ田中清嗣）を設置し
て積極的に検討を重ねてきた。一方でキャビネット役員経験が
豊富なＬ石井祐治が“CEPファシリテーター”の講習に参加す
るなどクラブでの取り組みが進み、クラブ内CEP委員会では8
回の委員会を開催して2014年2月14日（金）初めてのCEP
例会を開催し、ワークショップを実施した。例会には地区第2副
地区ガバナー、地区ＧＭＴリーダー、地区ＧＬＴリーダーほか多く
のキャビネット役員が参加した。CEPの取り組みは地区内では
初めての申し込みで、地区内外から注目されている。

今年で50周年を迎える東京中野ライオンズクラブの現在も
在籍するチャーターメンバーはＬ河崎明彦ただ一人だが、同氏
の子息Ｌ河崎幹雄も同クラブメンバーとして活躍しているほか
チャーターメンバーＬ溝口秀和(故人)の令嬢Ｌ溝口淑子も活躍
している。



2014年2月7日元ガバナーL渡辺豊隆（東京紀尾井町LC）の偲
ぶ会が憲政記念館においてしめやかに行われた。同ライオンは昨年
12月1日満百歳にてご逝去され、会場にはライオンズクラブのみなら
ず日頃から親交のあった著名な政治家の方々など約350名の列席
者で埋め尽くされた。発起人を代表して鈴木定光ガバナーの追悼の
挨拶の後、山浦元国際理事からバリーJ.パーマー国際会長の感謝
状が読み上げられた。

元ガバナーを偲ぶ会

（アルファベット順）
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東京中野ライオンズクラブメンバー紹介

L 安達　七郎 L 稲葉　次郎 L 松本　武男 L 鈴木　芳久 L 鶴　　秀敏
L 赤羽房之助 L 井上　一行 L 都　　政成 L 高部　知子 L 内山田　徹
L 赤星　義彰 L 石井　正幸 L 溝口　淑子 L 髙橋　一実 L 宇田川直子
L 青木平四郎 L 石井　祐治 L 中郡　一雄 L 髙橋万里子 L 上原　　勲
L 麻沼　雅海 L 石森　康司 L 中山　典隆 L 高波　貞二 L 梅若　和子
L 榎本　　一 L 磯長　弘美 L 大舘　教文 L 高山　義章 L 梅若　紀彰
L 五味　道雄 L 岩崎　　章 L 済藤　恭久 L 竹内美千代 L 渡邉　　力
L 花堂　浩一 L 河崎　明彦 L 佐々木洋文 L 玉井　重敏 L 山下　晃司
L 服部　秀夫 L 河崎　幹雄 L 佐藤　光男 L 田中　淳正 L 柳　　萬治
L 林　　　武 L 熊倉　三男 L 澤野　邦夫 L 田中　清嗣 L 安川　庸夫
L 保土原　啓 L 黒澤　功記 L 塩澤　清俊 L 利根川　勇 L 米持　大介
L 堀井亮木子 L 丸岡千鶴子 L 鈴木　宏侑 L 鳥居　憲夫 L 吉田　豊松
L 飯田　雄一 L 正村　宏人 L 鈴木　照男 L 遠山　　隆
L 飯塚　忠治 L 松原　長治 L 鈴木　康夫 L 戸矢崎　哲



臨時キャビネット会議開催
1月20日

1月20日（月）東京プリンスホテルで臨時キャビネット会議が開催され
た。鈴木ガバナーは年頭の挨拶として次のように述べられた。4月22日の
年次大会では大会テーマを「縁（えん）」として東日本復興支援に重点を
置いて実施したい。この時、隣の増上寺で20張のテントで東北物産の販
売を行う。大会関係者のみならず多数の会員の皆様のご参加をお願いし
たい。またこの関連で4月4,5日に仙台で東北支援復興イベントも計画し
ている。被災地の視察やお年寄りや子供を主とした被災者を招待しての

ステージイベントがあるので、多数のメンバーに参加願いたい。
またパーマー国際会長の要請に従い、本年度は特に会員増強に力を

いれている。全国的に著しい結果が現れているが、特に我々の330-Aの
増加が著しい。残り半年を皆さんのご協力を得て目標を達成していきた
い。2月23日（日）には東京マラソンにライオンズメンバー43名が参加す
る。みんなで応援してライオンズのPRに努めて頂きたい。

会議はこの後協議事項、報告事項などの審議を行い終了した。

フィリピン台風災害に関して
2013年12月13日 東京世田谷LC・東京荒川西LC、301-B2

　2013年11月8日、超大型の台風30号がフィリピン中部に上陸した。この
台風の特徴的なことは900ヘクトパスカルの勢力が長時間に渡り衰えなかっ
たこと。また、瞬間最大風速が90ｍにも達する程の竜巻の様な強風が吹き
続けたこと。これにより現在まで、6000人以上が死亡、行方不明者は1700
人を上回ると言われ、100万棟以上の住戸が倒壊した。このような情報を受
け、11月28日に開催された当委員会においてフィリピン台風災害の対応に
ついて審議した。その結果委員会の性格上、やはり迅速な行動が望ましいと
いう共通認識から、急遽フィリピン現地視察を決定した。12月13日〜15日と
いう強行軍ではあったが、具体的にどのような支援が必要かを把握したいとい
うこと、また現地入りに際しては東京世田谷、東京荒川西両クラブのご協力
を得、被災地の子ども達へクリスマスプレゼントを贈呈出来たことも大変有意
義であった。現地では最も被害の大きいとされるレイテ島への上陸こそ出来な
かったものの、この台風の前、10月15日にマグニチュード7.2の直下型地震
により既に一部壊滅的な被害の出ているボホール島へ渡り、仮設テントに身
を寄せる子ども達500人にクリスマスブーツを手渡すことが出来た。また301-
B2 セブLCのＭｒ. Ｅｄｕａｒｄｏ Ｖｅｎｔｉｃガバナーを初め多くのメンバーとの親睦
意見交換の中で住環境に関しての要望を多く耳にするとの情報を得た。何
れにしても全日本レベルでの支援要請が決定したとは言え東京LCの、強い
ては日本のライオンズクラブの生みの親とも言うべきマニラLCを有するフィリ
ピンに対して330-A地区として更に踏み込んだ支援を実行すべく、今後共よ
り一層のご理解とご協力を切に願いたい。

緊急アラート委員会委員長　久保田明雄
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平成26年2月26日（水）～27日（木）330-A地区ガバナー
鈴木定光が所属する、東京江東南ライオンズクラブ（会長L上
野博文）では、東日本大震災の被災地宮城県石巻市にて被
災地支援移動例会を実施した。同クラブでは、先号で紹介し
たように同クラブメンバーＬ徳田修一が2013年12月6日～7
日に現地を視察するなどして準備を進め、地区ガバナーらが被
災地を訪れて被災者を励ます移動例会を実施した。この移動
例会には東京江東南LCメンバー13名のほか330-A地区広
報委員会副委員長東京数寄屋橋LC L村木秀之、第2R第
2Zゾーンチェアパーソン L高桑昌彦、東京江戸川LCキャビ
ネット副幹事 L上野繁幸、東京ピースLC L伊賀保夫、東京上
野南LC L松本朋治、総勢18名の地区メンバーが参加した。

東京江東南ライオンズクラブが
被災地支援移動例会を実施 東京江東南LC
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また、女川で行われた移動例会には332-C地区ガバナーL
林昭兵、第二副地区ガバナーL石川達男ほか7名、一般来賓
としてNPO法人移動支援Rera代表村島弘子さんも参加し
た。

参加者から被災地の現状についてたくさん話を聞くことがで
き、「あらためて330-A地区と332-C地区の固い絆ができた」
さらに、NPO法人移動支援Reraの村島代表から同団体の活
動の現状を聞き、翌日には事務所を訪問して、現地を確認する
など復興支援の現場を視察して「ボランティアとして活動にか
かわる方達への支援という事もしっかり考える必要がある事を
感じた」（参加メンバー）と伝えている。

1日目視察場所
南三陸さんさん商店街、防災庁舎、女川小学校

2日目視察場所
女川医療センター、がんばろう石巻、門脇小学校、日和
山、移動支援Rera

移動例会を実施した東京江東南ライオンズクラブでは、「あ
と数日で震災から3年を迎える被災地。以前より復興は進んで
いるもののまだまだ普通の生活に戻るには長い時間が必要で
す。復興支援は何よりも継続が大事です。また、支援の方法は
刻一刻と変化していきます。現地の要望に沿った支援が重要
です。現地ではとにかく地元に来てもらう事を望んでいます。視
察を兼ねて皆様も是非定期的に被災地にお出かけ下さい」と
呼びかけている。

東京江東南ライオンズクラブが
被災地支援移動例会を実施
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　2014年1月2日～3日にかけて、毎年つづけられている浅草雷門前での
献血呼びかけ運動が、今年も第6リジョン第1ゾーン合同で行われた。活動
の結果は以下の通り（日本赤十字社より）

毎年つづく正月献血
第6リジョン第1ゾーン1月2日、1月3日

明治神宮前で献血支援活動
第3リジョン第3ゾーン1月13日

チャリティ観劇会を実施
2月22日 東京田無LC

　2014年2月22日（土）東京田
無ライオンズクラブでは、明治座
で開催された松平健、川中美幸
らが出演する「赤穂の寒桜」を観
劇した。参加者は地区内の有志
メンバーら約120名が参加した。

　2014年1月13日（祝）成人式の
人たちなどで賑わう明治神宮前にお
いて献血呼びかけ運動を実施した。
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　井之頭公園ではかいほりと呼ばれる作業を本
年初めより行っている。26年ぶりに行われるこの
作業は池に外来魚が増殖しすぎて古来の在来種
が減少しているため、ブラックバスやミドリガメなど
多数の外来種を選別し、駆除することが目的との
こと。1月16日（日）吉祥寺LC（丸山良尚会長）約
15名は、池横のテントでトン汁をつくり参加ボラン
ティアの支援活動を行った。この日はテレビ報道の
ためか多数の見学者が見守る中、約200名のボラ
ンティアが干しあがった池に入り魚の捕獲と選別
にあたった。2月3日まで継続し3月の桜の時期まで
に池の水を満杯にする予定との事であった。

井之頭公園池のかいほり作業を支援
東京吉祥寺LC1月16日

復興支援のふれあいコンサートを開催 地区ガバナーが“第16回幸せのひまわり展”を訪問
3月10日 東京日本橋LC 2013年7月20日 ○○○○

　2014年3月10日（月）東京日本橋ライオンズクラブは、中央区の日
本橋公会堂において“復興支援のふれあいコンサート”を実施した。コ
ンサートの前に第一部として行われた“体験を語る”では宮城県山元町
の庄司アイ（やまもと民話の会）さんの家族と共に自宅ごと津波にのま
れ、奇跡的に助かった話や、震災の後、石巻市臨時職員として犠牲者
の遺体処理などに携わった瀬戸公美子さんの体験話は改めて津波の
恐ろしさを知らされると共に来場者の涙を誘った。第2部のクラシックコ
ンサートは視覚に障害を持つ演奏家たち9人のグループ「新星“78」の
クラシック演奏が披露された。来場者は手拍子で声援を送り、締めくく
りは来場者全員で“上を向いて歩こう”を歌い被災者を励ました。

　地区ガバナーほか地区内メン
バー有志は2013年7月20日（土）
江戸川区瑞江の東部フレンドホール
で開催された“第16回幸せのひまわ
り展”を訪問し、集まった子供たちを
励ました。同展は東京江戸川ライオ
ンズクラブ所属のＬ坂本潤之助が
主宰するボランティアグループ「ひま
わりウェーブ」が主催し、江戸川区が
後援している展示会で、江戸川区内
の幼児、児童が作った絵、写真、作
文、工作などを展示しており、今年で
16回を重ね、子ども達の励みになっ
ている。江戸川区長も子供たちの作
品を見て思わず笑顔を膨らませた。
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防災フェアー＆チャリティバザーを開催
東京新都心LC3月9日

　東京新都心ライオンズクラブは地元の西新宿角三町会と共に東日本
大震災以来、毎年継続して実施している“防災フェア＆チャリティバザー”
を今年も2014年3月9日（日）10:30～15:00新宿中央公園噴水前広
場にて開催した。今年も西新宿に本社を構えるロッテ、東京ガス、伊藤園
や東京ガス都市開発、新宿ワシントンホテル商店会、、紀州屋製麺、清水
屋食品、さわやか信用金庫他の後援と、新宿消防署、新宿消防団、新宿
区危機管理課、水道局、新宿区みどり公園課、NTT東日本、西新宿小学
校、西新宿子ども園、西新宿児童館、角筈青少年育成委員会のほか東京
渋谷ＬＣ、東京数寄屋橋ＬＣ、東京ピースＬＣ、東京21世紀ＬＣ、東京蒼天
ＬＣなどの地区内の友好クラブや財団法人オイスカほかの団体の協力を
得て実施された。会場には地元の住民のほか近くのホテルに滞在する外
国人旅行者や出展者の関係者など多くの人が訪れ、賑わっていた。会場

中央では被災地を励ます歌や子供たちの踊
りや太鼓など様々なパフォーマンスが披露さ
れたほか、地震車による地震体感や消防訓
練、飲料水の保管状況など防災に関する情
報提供も行われた。昨年と同様に、震災が
発生した午後2時45分になると震災で亡く
なった方々に対し、参加者全員で黙とうをさ
さげ、フェアーを終了した。来場者数はおよ
そ3,000人。

中央では被災地を励ます歌や子供たちの踊
りや太鼓など様々なパフォーマンスが披露さ
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帝国ホテルで例会を開催
東京LC2月27日

　東京ライオンズクラブ（会長L山本和夫）は一昨年発足60周年を迎
え、日本で最古のクラブとして例会運営にも歴史と伝統を守っている。

（例会では毎回サイトウキネンフェスティバルで演奏した経験もある相川
陽子プロのピアノ演奏を聴いて楽しんでおり、数年前まではフルート演奏
や歌手の歌声を生で楽しんでいた）また、毎年2月は「元ガバナーの月」と
して、“池崎元ガバナーの話”を例会でメンバー全員が聞く。2014年2月
27日（木）に開催された二月度第二例会においても“クラブ発足当時転々
とした例会場の話や、当時は政財界に通じる有名メンバーが多く、様々な
コネクションを通じて奉仕の輪が広がっていった話”に、この日出席した同
クラブのメンバー味の素元社長L歌田勝弘や前会長L長谷川健治ら同ク

ラブメンバーは熱心に聞き入っていた。さらに池崎元ガバナーは、日本で
最古のクラブとして今後のますますの発展を願う立場から、次期のクラブ
役員の選出方法や、地区役員として活躍が期待されるメンバーらにもエー
ルを贈って励ました。現在同クラブのメンバー数は34名、この日は久しぶ
りに出席したメンバーL銅冶英雄が整形外科医として出版した自らの著
書“あきらめない腰痛”の評判が高まり忙しくなったとの話も披露されたほ
か、新たな入会希望者である若手弁護士も参加した。今回の例会でのピ
アノ演奏曲はサティ作曲：ジュトゥヴ、プーランク作曲：エディットピアフをた
たえて、愛の小路であった。

（情報提供：同クラブ幹事Ｌ溝口文穂）

The Lion創刊号（復刻版）と日本ライオンズ60年の歩み

パレスホテルの庭にある
日本ライオンズ発祥の地の記念石碑

石川欣一の手になる
「標準会則の日本語訳草稿」

チャーター・ナイト 1952年3月21日
ホテルテイト（現・パレスホテル）

日本ライオンズ
50周年記念郵便切手
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　東京ウエストライオンズクラブでは、薬物乱用防止教室を拡充させるため、各方
面の小学校に呼びかけを行っている。
　今期は新たに台東区立千束小学校で「薬物乱用防止教室」を平成26年2月
20日（木）に開催した。6年生を対象とした教室で、土地柄、児童数が23名と少な
かったが、その反面、各児童の顔が間近に見ることが出来る環境で、講師は講義
にも熱が入り、生徒の興味も理解度も大幅にアップしたようだ。
　当クラブ柳井由香里会長の挨拶、DVD鑑賞の後、講師のL柳井健一による講
義が行われた。後半部分ではマホトーン三宅氏の協力により、寸劇とマジックを取り
入れた飽きのこない構成で子供たちを引きつけ、篠原校長をはじめ、担任の濱田先
生、保健養護の内田先生方も最後まで児童同様に熱心に拝聴して頂いた。当ク
ラブのメンバーは７名が参加し、啓発資材の下敷き、バンドエイド、リーフレット、大学
ノート、鉛筆（1ダース）等を児童に配布した。講義終了後は大変感謝され、今後の
開催も要望された。 （レポート：東京ウエストLC、アクティビティ委員会）

薬物乱用防止教室実施
東京ウエストLC2月20日

本年度最後の薬乱防止教室
東京調布LC2月25日

　東京調布LCが２月２５日（火）、
本年度７度目で最後の授業を市
立八雲台小６年生２クラス合同
で行った。L宮本の軽妙なトーク
で講師と子供達が一体なった素
晴らしい教室であった。

薬物乱用防止教室実施
2月20日 東京田無LC

　急激な情報社会の進展と社会環境の変化するなか、薬物乱用の
低年齢化阻止するとともに健全な青少年の育成が益々重要性を求め
られている。東京田無ライオンズクラブでは、社会貢献活動の一環と
して毎年恒例の薬物乱用防止教室を2月20日（木）に西東京市立住
吉小学校の６年生５９名を対象に実施した。
　DVDと薬物乱用防止のパンフレットを使用、「薬物乱用は１回だけ
でも体がダメになる」、「薬物乱用すると、人生がダメになる」、「いった
んはじめるとやめられなくなる」、そして「自分のやりたい夢を実現するた
めには甘い誘惑にさそわれても断る勇気を持つことが大切です」と話
すと、子供たちも真剣に聞いていた。
　授業の最後にまとめとして「薬物乱用はダメ。ゼッタイ。」と生徒と共
に大きな声で唱えて終了した。
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東京八王子陵東LC15周年 14Ｒ2Ｚ合同例会＆新年会
東京八王子陵東LC 1月9日1月28日 第14リジョン第2ゾーン

チャーターナイト25周年記念式典 東京センチュリー30周年
2月17日 東京新都心LC 2月24日 東京センチュリーLC

　２月２４日、東京センチュ
リーLC（永井譲会長）が
30CN記念例会をホテル
ニューオータニで開催した。
約１６0名が列席し、祝宴で
は庄野真代コンサートも行
われ大変盛り上がった。

　2月17日（月）同クラブ25周年
式典が開催された。鈴木ガバナー
を始め330A地区の主要キャビ
ネット役員を始め、330複合地区、
332,333地区からも多数の来賓が
駆けつけ約370名の参加者で会場
のヒルトンホテル東京4階の会場は
熱気に包まれた。

　2014年1月9日（木）14Ｒ2Ｚ
の5クラブとライオネスクラブ1ク
ラブが合同例会・合同新年会を
開催した。今期2Zの石井勇ZC
の提案で開催された合同例会
＆合同新年会、会場となった昭
島市内のフォレストイン昭和館
には多数の行事が重なる年初
にもかかわらず140名を越すメンバーが参加し、ロビーには開会前から活
気にあふれていた。新年らしく、琴と尺八の伴奏で、国歌斉唱とライオンズ
クラブの歌が終了後、挨拶に立った石井ZCは今回の合同例会と合同
新年会を開催するに至った経緯と趣旨を説明後、「会員増強」、「家族会
員への理解と入会促進」又、2月に多摩地区（立川市）で開催される「薬
物乱用防止教育講師養成講座」へ一人でも多くのメンバーに受講頂き
ライセンスを取得し、地域の大切な子供達を「薬物乱用」から守る活動を
進めていきましょうと話していた。続いて各クラブのテールツイスターが舞
台へ集合「東日本大震災復興支援」を訴え参加者全員に募金を呼びか
けドネーションボックスを募金箱代わりに各席をまわった。こうして集めた
募金は10数万円になり後日キャビネットへ渡す事に。例会終了後は「キャ
ビネット薬物乱用防止委員会」梶正明委員長のウイサーブで新年会が
始まると自席に座っているメンバーは少なく、多くのメンバーが久しい顔を
見つけては各テーブルを回り大いに懇親を深めていた。

　約300名の招待客を集めた東京八王子陵東ライオンズクラブ（松永貴
光会長）の15周年式典が京王プラザホテル八王子で盛大に行われた。同
クラブでは薬物乱用防止をメインアクティビティーに据えており過去15年
で受講した生徒は延べ5万名に達したとのこと。この後奥さまがメンバーで
ある歌手の北島三郎さんの講演があり、カラオケの際にどうしたらいい声が
出せるかなど、プロ歌手ならではの話に皆熱心に聞き入っていた。
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   ２０１４　主要行事日程表

キャビネット会議

●第3回 2014年3月17日（月） 　 会議14：00－17：00 ＡＰ西新宿　※キャビネット構成員
●第4回 2014年6月9日（月）　   会議未定／懇親会未定 東京プリンスホテル

※元ガバナー・キャビネット構成員・委員会副委員長・委員・SPA・複合地区役員

OSEALフォーラム

●第53回東洋・東南アジア・ライオンズ（OSEAL）フォーラム 2014年11月13日～16日 韓国、仁川（インチョン）

国際大会

●第97回国際大会 2014年7月4日～8日 カナダ、オンタリオ州トロント
●第98回国際大会 2015年6月26日～30日 米国、ハワイ州ホノルル
●第99回国際大会 2016年6月24日～28日 日本、福岡県福岡市
●第100回国際大会（国際協会創立100周年記念大会） 2017年6月30日～7月4日 米国、イリノイ州シカゴ
●第101回国際大会 2018年6月29日～7月3日 米国、ネバダ州ラスベガス

年次大会

●A 地区（第60回） 2014年4月20日（日） 東京プリンスホテル
●Ｂ 地区（第60回） 2014年4月19日（土） 航空高校（山梨県） 代議員会4月12日（土）
●Ｃ 地区（第60回） 2014年4月6日（日） 大宮ソニックシティ
●330複合地区（第60回） 2014年5月11日（日） ロイヤルパークホテル横浜

その他

●東日本復興支援フォーラム
　「未来へ繋ぐ明日への希望“支え”」

2014年4月4日（金）
2014年4月5日（土）

宮城県仙台市情報・産業プラザ多目的ホール
　　　名取市文化会館

ライオンズクラブ国際協会330-A地区
地区ニュース 第3号（Spring号） 広報委員会

委員長 矢田部　満 （調　布）
編集長 柴田　　誠 （新都心）
編集委員 村木　秀之 （数寄屋橋）
 後藤　裕文 （法　政）
 山口　聖之 （中央南）
 上杉　秀樹 （豊　新）
 津守　勝男 （大　森）

 中吉　淳喜 （羽　田）
 矢追　秀紀 （ウエスト）
 桂　　太郎 （世田谷）
 秋保　朋芳 （小金井）
 高橋　美作 （羽　村）
担当副幹事 進藤　義夫 （世田谷）
 　

ライオンズクラブ国際協会
330-A地区キャビネット事務局
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-10-17
新宿ダイカンプラザB館2F
TEL（03）5330-3330
FAX（03）5330-3370
E-mail  cab@lions330-a.org

発行日　2014年3月20日
発　行　広報委員会

第60回記念年次大会 記念事業

開催日時：2014年4月4日（金）〜4月5日（土）
開催場所：被災地視察／仙台市情報・産業プラザ／名取市文化会館
開催内容：①4月4日（金）・5日（土）の被災地視察の実施。

②4月4日（金）全国のライオンズメンバーを対象とした東日本
　復興支援を考えるフォーラムを開催。
③4月5日（土）ホールを使用し、東日本大震災で被災された
　方々を対象に癒しをお届けするステージイベントを開催。

お詫びと訂正




