
村木ガバナーインタビュー
2016－17年のガバナー方針を具体的にお聴きしました

■ 330-A地区のガバナーになり、
　大きく変化したことはありますか
・1年間のアクティビティなどが具体的になって
ゴールが遠くなった感じがしています。そして
100周年、記念の年をメンバー皆で作り上げた
いという気持ちの高ぶりが凄いですね。ゴルフ
でいうと、レギュラーティー（白色）、バック
ティー（青色）そして競技者用ティー（黒色）と
距離が伸びて攻略が難しくなりますが、一番後
ろのティーから「バーディを狙い、獲る喜び」を
体験できそうなワクワク感があります。

■ ライオンズ100周年になる今期、国際協会と連携や関係について
・昨年、日本人として34年ぶりに山田實紘国際会長が就任して、国際本部と330MD
（複合地区）との距離が縮まりました。今期のボブ・コーリュー国際会長テーマ「New 
Mountains to Climb（次なる山を目指して）」や100年を祝うにあたり過去に敬意
を払い、現在を見つめなおし、見据えなければならいのは「未来」という方針などが
直に耳に入ってくるようになっています。「次に続く世代の育成」を重視して、9月7日の
国際会長日本訪問時（新宿京王プラザホテル予定）には、全国のクラブ会長との対
話を希望されており、また薬物乱用防止教室（都内中学校）青少年育成アクティビ
ティの現場視察予定があり、国際協会との連携を深めてまいります。

■ 全クラブ会長との面談実施について
９～10月開催のガバナー公式訪問時、各クラブ会長と約10分ずつ直接お話しをさせ
ていただき、クラブの現状と未来（新しく企画しているアクティビティ、会員増強方法な
ど）についてお話を伺いたいと考えています。

■ 結びに村木ガバナーから入会希望者、
候補者へ一言

●ガバナー公式訪問日程決定●
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10月    6日（木）
9月20日（火）
9月14日（水）
9月13日（火）

10月12日（水）
9月21日（水）

10月    3日（月）
9月29日（木）
9月23日（金）
9月    1日（木）
9月26日（月）
9月15日（木）
9月28日（水）

10月11日（火）

・アクティビティ・スローガン
　100周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム
・ガバナーズ・スローガン
　よき伝統と　新しい　息吹を紡ぎ織りなして　明日につなげる　We Serve
・ガバナーズテーマ
100周年　未来を見据えて　叡智を絞り考えて　極めよう奉仕の世界
 

1917年ライオンズクラブの創立者メルビ
ン・ジョーンズが「他人に尽くす事から始
めるのでなければ、人生の大は成し遂げ
られない」と言っています。他人のために
何かすることは、恥ずかしかったり、環境
が整ってなかったりしてなかなか行うこと
ができない事もあります。ライオンズクラブ
は大手を振って、胸を張り、誇りをもって
奉仕活動ができます。私たちと一緒に国
際的な奉仕団体に所属して地域へ奉仕し
ませんか。
一人より皆で、チームでやれば大きな力と
なります。「We Serve」（私たちは奉仕する）

■ アクティビティ・スローガンが
「100周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム」です

330-A全体で行うアクティビティはありますか

■ 3つの大切なことについて
相互理解：メンバー・クラブ・地域と皆が明るく楽しくライオンズライフを送れる
ような仕組みづくりを提示したいと思っています。基本「奉仕活動」は各クラブ単
位で独自に行われており、リジョンやゾーンでの合同アクティビティの工夫やアクティ
ビティテーマがよく似たクラブ間の連携を容易にできる環境を整えてまいります。
アクティビティ、クラブ支援  輝く未来のために：ライオンズクラブが今何を
やっているかを地域に今まで以上に発信して、子どもや大人が気軽に参加でき
るようにアクティビティ、クラブを支援していきたい。
人材の育成：多様な奉仕のニー
ズに対応するには、優れたリー
ダーの存在が必要です。すなわ
ち知識、能力、情熱、そして先
進的な考えを持てるように、様々
な育成、研修プログラムに挑戦
できる環境をつくっていきます。

はい。10月と2月に行います。10月は『ダメ！ゼッ
タイ！』『ノードラッグ』薬物乱用防止大パレード
を数寄屋橋交差点・日比谷公園近隣で開催予
定です。若年層へ忍び寄る薬物乱用の危険性
をパレードと日比谷公園でのイベントで啓蒙し、
警視庁、東京都等とともに情報発信します。2月
は新宿ルミネtheよしもとでのお笑いライブで

『会員増強』を目指します。ライオンズを知っても
らうきっかけを作り、クラブが中心となってつながりを重視して参加を促すアクティ
ビティと位置付けています。

場所についてはホームページでご確認下さい。

2016.7.6.13時～ 330-A地区事務局にて　　村木 秀之ガバナー、篠 順三キャビネット幹事
聞き手：広報情報委員会 委員長 L赤尾 嘉晃　写真：L吉岡 晋

村木ガバナー（右）、篠キャビネット幹事（左）
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13R2Z 東京清瀬LC

　　

ベトナム・チャンビン省、ヤンタンＡ小学校訪問
（10周年時建設寄贈）

5

2016.5.～ クラブアクティビティ報告

本年10月の結成30周年記念事業の一環として実行
委員長L森屋以下6名で訪問した。日本とベトナムの
友好親善のため支援を今後も継続していきたい。
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+, 9R2Z　東京レスキューLC

14R1Z 八王子いちょうLC

　　

青色灯防犯パトロールカー市内巡回 5
9年前に購入したパトロールカーでメンバーが週1回2
時間程度、巡回中。東村山警察署から「パトロール実施
証」を交付され、市内の小学校、中学校そして住宅街を
回り、地域の防犯の一翼を担っている。

9R2Z 東京五反田LC

第11回中国全土年次大会参加（杭州にて開催） 6/3
第一、第二主席も出席した日中の災害援助委員会で東
京レスキューLCは「大災害発生時のライオンズクラブの
役割」について意見交換をした。当クラブの「地域と共に
支援する」が注目され、両国に重大災害発生時の、連携
組織網の組み立てへ一歩前進した。
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協賛：9R2Z 東京ウエストLC
協力：9R, 社会福祉・障がい者支援委員会

14R2Z 東京羽村LC
12R2Z 東京町田クレインLC 合同

献血奉仕活動　恵比寿㈱ジャックス本社 6/7
㈱ジャックスの従業員やメンバー総勢70名を超える
協力があった。特に若い年代の確保が難しくなって
おり、様な々年齢層が勤務している企業内での活動
を継続していきたい。

12R2Z 東京町田クレインLC 青少年育成米作り体験プロジェクトに参加 6/12
都心から一番近い“超田園が残る場所”で小学生が
田植え日を体験。「冷たい！！」と言いながら皆、泥だら
けになり苗を植えた。昼食は東京レスキューLCの協力
のもと、お手製のうどんとカキ氷がふるまわれた。秋の
収穫が楽しみだ。

 羽村LC主催の薬物乱用防止教育イベント 6/18
『白鳥歌舞喜』劇団（町田クレインLCメンバー所属）
が、薬物乱用防止を題材にした公演を行った。
羽村市教育長も出席していた。
於：羽村市ゆとろぎホール

皆さまからお預かりした熊本地震支援金について、報告致します。
・2016年6月29日　15,435,065円
・2016年7月1日　      114,553円（追加分） 
合計15,549,618円を337－E地区の指定口座に送金いたしました。 

 熊本募金アクティビティ送金報告 6/30

第30回関東身体障がい者
水泳選手権大会開催

6/11 12:00~

今大会はジャパンパラ水泳競技大会と日本身体障
がい者水泳選手権大会の予選会を兼ねており、多
くの選手が日頃の練習の成果を競い合った。
於：横浜国際プール（サブプール）。

村木ガバナー

P0CKET NEWS 
Lions Clubs International 330-A

2016.8  vol.1

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　
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第99回 福岡国際大会レポート

第２副会長
グットラン・ビョート
イングバドター

第 1 副会長
ナレシュ・アガワル

5/26

於 AP西新宿

　　

薬物乱用防止スキルアップセミナー開催　 5/20

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場に
於いて、第17回東京都障がい者スポーツ大会

（陸上競技・フライングディスク部門）が開催され
た。ロンドン・パラリンピック以降、競技の様子が
メディアで多く取り上げられた影響か、表彰され
る選手の雄姿をカメラに収める家族等が増えた。
330-A地区が長年続けてきた万歳表彰式では、
多くの選手は客席に手を振り、メダルを見せ合い喜びを表現するようになった。今回、新記録が9
つ、タイ記録が1つ飛び出した。一部の競技は今年10月に岩手県で行われる第16回全国障害者
スポーツ大会（愛称「希望郷いわて大会」22日～24日）への派遣選手選考会を兼ねている。詳細
は、330-A地区HPの5月28-29日、写真レポートPDFをご覧ください。

第12回青少年英語スピーチコンテスト～今こそ君の出番
だ　チャレンジしよう～がYCE委員会の主催（後援：330
複合地区YCE委員会）で開催された。スピーカー18名は
135名の聴衆の前で①日本のおもてなし②私の夢③最近
思うこと、の３つのテーマの１つを各自5分間発表した。18
名は情熱を込めてスピーチし、ハイレベルな内容で甲乙つ
け難く慎重に審査された。表彰式には、衆議院議員のL石
原宏高（東京五反田LC所属）も駆けつけ、「英語が得なところを活かして、様な々分野に興味を
もって挑戦し続けて欲しい」と述べ盛会のうちに閉会した。

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

第4回 キャビネット会議開催　 6/1

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

YCE壮行会開催 6/18
於 明治神宮会館

　　

　　

　　

　　

第52回 献血運動推進全国大会、献血事業車両寄贈 7/7

於 AP渋谷道玄坂

　　

　　

　　

青少年英語スピーチコンテスト　 6/5

東京秋葉原LC  50周年記念式典　 6/2

新三役セミナー開催　村木ガバナー期がいよいよスタート

5/28-29第17回 東京都障がい者スポーツ大会開催

2016.5.～ キャビネット関連報告

CN・周年報告

東京銀行協会ビル3階銀行倶楽部で開催された。近藤ガバ
ナーはじめ多くの元ガバナー、村木ガバナーエレクトらが出
席し、余興では八王子芸者の踊りが記念式典に華を添え
た。参加者約150名。

次期三役セミナーが京王プラザホテル花の間で開催された。参加者は
次期会長、幹事、会計、総勢約300名。セミナーでは、ライオンズクラブの
歴史ハイライトDVDの上映のあと、ガバナーエレクトL村木秀之から国際
会長紹介・方針の説明、次期ガバナー方針・キャビネット運営について説
明があった。その後、次期幹事団の紹介があり、会場を移して懇親会が
開催され、いよいよ次年度100周年に向けて330-A地区が走り始めた。

■2016年6月24日(金）～28日
（火）、ライオンズクラブ発足から第
99回目となる国際大会が福岡市ヤ
フオクドームを中心に開催されまし
た。国内での開催は東京・大阪に
次ぎ14年ぶり4回目。大会スローガ
ン「Do for People Do for World 
"動き出そう！人々の為に、世界の
為に”」を掲げ、世界各国120か国
から38,000人が参加、共にその精
神を共感し合いたたえ合う大会と
なりました。

■25日（土）10時、日本国旗を胸を
張って持った330-A地区の旗手を
先頭に、冷泉公園より1キロに渡り
インターナショナルパレードが開催
されました。参加者は約12,000
人。各国の特色を表した民族衣装
やイメージカラーを身にまとい、笑
顔いっぱいに歌い踊りながら練り
歩く姿、またそれを温かな声援で迎
えてくれる沿道の方々の姿は、まさ
に世界の平和を象徴しているよう
でした。夜にはヤフオクドームでイ
ンターナショナルショーが行われ、
和太鼓グループのパフォーマンス
と谷村新司さんのショーが行われ
大いに盛り上がりました。

■26日（日）10時より、ヤフオクドー
ムで開会式・初日総会が開催され
ました。寛仁親王妃信子さまをお
迎えし、ノーベル平和賞受賞者カ
イラシュ・サティーアーティーさんに
よる基調講演のほか、国際平和ポ
スター・作文コンテストの表彰式な
どが行われました。

■開会式終了後、ヤフオクドームの
上空を約10分間、航空自衛隊のブ
ルーインパルス（6機編隊）の航空
ショーが行われました。同日18時

からはグランドハイアットにて「近藤
正彦ガバナーと村木秀之エレクトを
囲む会」が開催され、大勢の参加者
の前で今期幹事団の慰労と来期幹
事団の紹介がありました。

■28日（火）代議員投票、閉会式が
行われ、国境なき医師団への授与
式、国際会長就任式、国連旗贈呈
式、ガバナー宣誓式などが行われま
した。また山田實紘国際会長の退
任式において、全日本8複合地区協
議会を代表し近藤正彦協議会議長
連絡会議代表世話人がスピーチを
行い、今期330-A地区のみならず
複合地区での活動に奮闘された近
藤ガバナーの雄姿を誇らしくそして
感慨深く拝見いたしました。

■新たに2016-2017年国際会長と
して就任したボブ・コーリュー氏より

「NEW MOUNTAINS TO CLIMB」
のスローガンの説明や紹介VTR,100
周年祝賀記念大会へ向けての一年
間の決意のスピーチなどが行われ、
閉会式は終了しました。

■閉会式の後、近藤ガバナーにより
村木エレクトの胸のリボンが外さ
れ、晴れて330-A地区に村木秀之
ガバナーが誕生しました。

■今回私は初めての国際大会参加
でしたが、博多の街が各国からのラ
イオンズメンバーで溢れ、それぞれ
が様々なピンバッジを着け笑顔で
交流をしている様子に感動を覚えま
した。来年、ライオンズクラブ発祥の
地・シカゴで開催されます第100回
目の国際大会はさらに盛大なもの
になるでしょう。ライオンズクラブと
いう世界規模の奉仕団体の1メン
バーとしての誇りを胸に、それにふ
さわしい活動をしていきたいと改め
て感じる大会でした。

（レポート：東京赤坂LC L湯川麻美子）

今年度地区ニュースの表紙は、ＬＣ100 周年にちなみ、「ほぼ同い年」の
建物や老舗などを取り上げる予定。第1号は、通年公開で最近話題の「迎
賓館赤坂離宮（国宝）」。
明治 42（1909) 年　紀州徳川家の屋敷跡に東宮御所として建設された、
日本における唯一のネオ・バロック様式西洋風宮殿建築。戦後は多くの
国賓・公賓を迎え、わが国の外交の歴史とともに歩んできた。ベルサイ
ユ宮殿を彷彿とさせる豪華絢爛な西洋建築や庭園の随所に、「和」の意
匠が調和している様は実に見事である。
我らがＬＣも、「崇高なライオニズム」と「日本人ならではの気配り」を
上手く融合させるよう、改めて意識していきたいものである。(L 荒牧 知子 )

迎賓館赤坂離宮

編集後記

今期広報情報委員会メンバーのご紹介
豊新 LC
法政 LC
けやきLC
大森 LC
世田谷 LC
東京 LC
芝 LC
隅田川 LC
江戸川中央 LC

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員

L 赤尾 嘉晃
L 後藤 裕文
L 吉岡 晋
L 津守 勝男 
L 桂 太郎
L 荒牧 知子
L 須藤 三男
L 田下 一雄
L 大類 雅之

ウエストLC
表参道 LC
三鷹 L
西東京 LC
国立 LC
三鷹 LC
調布 LC
数寄屋橋 LC

委員
委員
委員 
委員
委員
SPA
SPA
担当副幹事

L 矢追 秀紀
L 飯田 容子
L 窪田 直隆
L 里井 純二
L 大和 祥郎
L 向井 忠義
L 矢田部 満
L 鹿野 祥誠

100周年を迎える村木ガバナー期がスタートしました。1年のキャビネット方針を聴くためイン
タビューを企画し、約 1 時間お話しを伺いました。10月開催の数寄屋橋から日比谷公園周
辺の薬物乱用防止パレードや 2月開催の会員増強のためのルミネ the よしもとと情報発信ア
クティビティが満載の1年になりそうです。また、クラブメンバー間の相互理解を深めるための
様々な策に大いに期待できると感じました。そしてメンバーのリーダーシップ、専門性をたか
める数々の研修プログラムが用意されていてこれまで以上に、入会したくなるライオンズクラ
ブに変化していく村木ガバナー期になりそうです。
　当委員会発行の地区ニュースは、小冊子（ポケットサイズ、A4 版）年4回と電子版年 2
回を予定しています。クラブ、ゾーン、リジョン、委員会でのアクティビティ・
セミナー予告、報告の発信にぜひご利用いただければと思います。330-A
地区 HP の投稿欄が発信窓口です。電子版は右記 QR コードから地区
ニュースに入ることができ、過去の地区ニュース 5年分も閲覧できます。地
区ニュース電子版への訪問、投稿お待ちしています。
http://www.lions-news.com/

地区ニュース電子版へ

ライオンズ国際協会 330-A地区 ポケットニュース VOL1
発行：2016年8月 20160731

発行人：広報情報委員会委員長　L赤尾嘉晃

Copyright 2016-17 330-A Lions Clubs International All Rights Reserved.

330-A 地区　第１回キャビネット会議（ニューオータニ）

ボブ・コーリュー国際会長日本公式訪問（新宿京王プラザ）

ガバナー公式訪問（1R～14R）

薬物乱用防止大パレード　オリンピック・パラリンピックイベント
（銀座数寄屋橋周辺・日比谷公園）

第55回 OSEAL FORUM（開催場所：香港）

330-A 地区　第 2 回キャビネット会議（新宿京王プラザ）

7 月27日（水）

9 月6日～8日

9 月~10 月

10 月29日（土）

11 月10日～ 13日

11 月15日（火）

11月までの主な行事予定

ライオンの写真は、「ケニア マサイマラ国立保護区 加藤直子氏 撮影」。ご協賛頂きました。

330-A 地区広報情報委員長会 委員長　L 赤尾 嘉晃 

撮影日時：2015/3/22
撮影場所 : ケニア マサイマラ国立保護区
Moraniと呼ばれているライオンです。

「(c)2010 熊本県くまモン#熊本支援」



村木ガバナーインタビュー
2016－17年のガバナー方針を具体的にお聴きしました

■ 330-A地区のガバナーになり、
　大きく変化したことはありますか
・1年間のアクティビティなどが具体的になって
ゴールが遠くなった感じがしています。そして
100周年、記念の年をメンバー皆で作り上げた
いという気持ちの高ぶりが凄いですね。ゴルフ
でいうと、レギュラーティー（白色）、バック
ティー（青色）そして競技者用ティー（黒色）と
距離が伸びて攻略が難しくなりますが、一番後
ろのティーから「バーディを狙い、獲る喜び」を
体験できそうなワクワク感があります。

■ ライオンズ100周年になる今期、国際協会と連携や関係について
・昨年、日本人として34年ぶりに山田實紘国際会長が就任して、国際本部と330MD
（複合地区）との距離が縮まりました。今期のボブ・コーリュー国際会長テーマ「New 
Mountains to Climb（次なる山を目指して）」や100年を祝うにあたり過去に敬意
を払い、現在を見つめなおし、見据えなければならいのは「未来」という方針などが
直に耳に入ってくるようになっています。「次に続く世代の育成」を重視して、9月7日の
国際会長日本訪問時（新宿京王プラザホテル予定）には、全国のクラブ会長との対
話を希望されており、また薬物乱用防止教室（都内中学校）青少年育成アクティビ
ティの現場視察予定があり、国際協会との連携を深めてまいります。

■ 全クラブ会長との面談実施について
９～10月開催のガバナー公式訪問時、各クラブ会長と約10分ずつ直接お話しをさせ
ていただき、クラブの現状と未来（新しく企画しているアクティビティ、会員増強方法な
ど）についてお話を伺いたいと考えています。

■ 結びに村木ガバナーから入会希望者、
候補者へ一言

●ガバナー公式訪問日程決定●

1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R

10R
11R
12R
13R
14R

10月    6日（木）
9月20日（火）
9月14日（水）
9月13日（火）

10月12日（水）
9月21日（水）

10月    3日（月）
9月29日（木）
9月23日（金）
9月    1日（木）
9月26日（月）
9月15日（木）
9月28日（水）

10月11日（火）

・アクティビティ・スローガン
　100周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム
・ガバナーズ・スローガン
　よき伝統と　新しい　息吹を紡ぎ織りなして　明日につなげる　We Serve
・ガバナーズテーマ
100周年　未来を見据えて　叡智を絞り考えて　極めよう奉仕の世界
 

1917年ライオンズクラブの創立者メルビ
ン・ジョーンズが「他人に尽くす事から始
めるのでなければ、人生の大は成し遂げ
られない」と言っています。他人のために
何かすることは、恥ずかしかったり、環境
が整ってなかったりしてなかなか行うこと
ができない事もあります。ライオンズクラブ
は大手を振って、胸を張り、誇りをもって
奉仕活動ができます。私たちと一緒に国
際的な奉仕団体に所属して地域へ奉仕し
ませんか。
一人より皆で、チームでやれば大きな力と
なります。「We Serve」（私たちは奉仕する）

■ アクティビティ・スローガンが
「100周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム」です

330-A全体で行うアクティビティはありますか

■ 3つの大切なことについて
相互理解：メンバー・クラブ・地域と皆が明るく楽しくライオンズライフを送れる
ような仕組みづくりを提示したいと思っています。基本「奉仕活動」は各クラブ単
位で独自に行われており、リジョンやゾーンでの合同アクティビティの工夫やアクティ
ビティテーマがよく似たクラブ間の連携を容易にできる環境を整えてまいります。
アクティビティ、クラブ支援  輝く未来のために：ライオンズクラブが今何を
やっているかを地域に今まで以上に発信して、子どもや大人が気軽に参加でき
るようにアクティビティ、クラブを支援していきたい。
人材の育成：多様な奉仕のニー
ズに対応するには、優れたリー
ダーの存在が必要です。すなわ
ち知識、能力、情熱、そして先
進的な考えを持てるように、様々
な育成、研修プログラムに挑戦
できる環境をつくっていきます。

はい。10月と2月に行います。10月は『ダメ！ゼッ
タイ！』『ノードラッグ』薬物乱用防止大パレード
を数寄屋橋交差点・日比谷公園近隣で開催予
定です。若年層へ忍び寄る薬物乱用の危険性
をパレードと日比谷公園でのイベントで啓蒙し、
警視庁、東京都等とともに情報発信します。2月
は新宿ルミネtheよしもとでのお笑いライブで

『会員増強』を目指します。ライオンズを知っても
らうきっかけを作り、クラブが中心となってつながりを重視して参加を促すアクティ
ビティと位置付けています。

場所についてはホームページでご確認下さい。

2016.7.6.13時～ 330-A地区事務局にて　　村木 秀之ガバナー、篠 順三キャビネット幹事
聞き手：広報情報委員会 委員長 L赤尾 嘉晃　写真：L吉岡 晋

村木ガバナー（右）、篠キャビネット幹事（左）
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13R2Z 東京清瀬LC

　　

ベトナム・チャンビン省、ヤンタンＡ小学校訪問
（10周年時建設寄贈）

5

2016.5.～ クラブアクティビティ報告

本年10月の結成30周年記念事業の一環として実行
委員長L森屋以下6名で訪問した。日本とベトナムの
友好親善のため支援を今後も継続していきたい。
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+, 9R2Z　東京レスキューLC

14R1Z 八王子いちょうLC

　　

青色灯防犯パトロールカー市内巡回 5
9年前に購入したパトロールカーでメンバーが週1回2
時間程度、巡回中。東村山警察署から「パトロール実施
証」を交付され、市内の小学校、中学校そして住宅街を
回り、地域の防犯の一翼を担っている。

9R2Z 東京五反田LC

第11回中国全土年次大会参加（杭州にて開催） 6/3
第一、第二主席も出席した日中の災害援助委員会で東
京レスキューLCは「大災害発生時のライオンズクラブの
役割」について意見交換をした。当クラブの「地域と共に
支援する」が注目され、両国に重大災害発生時の、連携
組織網の組み立てへ一歩前進した。
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協賛：9R2Z 東京ウエストLC
協力：9R, 社会福祉・障がい者支援委員会

14R2Z 東京羽村LC
12R2Z 東京町田クレインLC 合同

献血奉仕活動　恵比寿㈱ジャックス本社 6/7
㈱ジャックスの従業員やメンバー総勢70名を超える
協力があった。特に若い年代の確保が難しくなって
おり、様な々年齢層が勤務している企業内での活動
を継続していきたい。

12R2Z 東京町田クレインLC 青少年育成米作り体験プロジェクトに参加 6/12
都心から一番近い“超田園が残る場所”で小学生が
田植え日を体験。「冷たい！！」と言いながら皆、泥だら
けになり苗を植えた。昼食は東京レスキューLCの協力
のもと、お手製のうどんとカキ氷がふるまわれた。秋の
収穫が楽しみだ。

 羽村LC主催の薬物乱用防止教育イベント 6/18
『白鳥歌舞喜』劇団（町田クレインLCメンバー所属）
が、薬物乱用防止を題材にした公演を行った。
羽村市教育長も出席していた。
於：羽村市ゆとろぎホール

皆さまからお預かりした熊本地震支援金について、報告致します。
・2016年6月29日　15,435,065円
・2016年7月1日　      114,553円（追加分） 
合計15,549,618円を337－E地区の指定口座に送金いたしました。 

 熊本募金アクティビティ送金報告 6/30

第30回関東身体障がい者
水泳選手権大会開催

6/11 12:00~

今大会はジャパンパラ水泳競技大会と日本身体障
がい者水泳選手権大会の予選会を兼ねており、多
くの選手が日頃の練習の成果を競い合った。
於：横浜国際プール（サブプール）。

村木ガバナー

P0CKET NEWS 
Lions Clubs International 330-A

2016.8  vol.1

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　
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第99回 福岡国際大会レポート

第２副会長
グットラン・ビョート
イングバドター

第 1 副会長
ナレシュ・アガワル

5/26

於 AP西新宿

　　

薬物乱用防止スキルアップセミナー開催　 5/20

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場に
於いて、第17回東京都障がい者スポーツ大会

（陸上競技・フライングディスク部門）が開催され
た。ロンドン・パラリンピック以降、競技の様子が
メディアで多く取り上げられた影響か、表彰され
る選手の雄姿をカメラに収める家族等が増えた。
330-A地区が長年続けてきた万歳表彰式では、
多くの選手は客席に手を振り、メダルを見せ合い喜びを表現するようになった。今回、新記録が9
つ、タイ記録が1つ飛び出した。一部の競技は今年10月に岩手県で行われる第16回全国障害者
スポーツ大会（愛称「希望郷いわて大会」22日～24日）への派遣選手選考会を兼ねている。詳細
は、330-A地区HPの5月28-29日、写真レポートPDFをご覧ください。

第12回青少年英語スピーチコンテスト～今こそ君の出番
だ　チャレンジしよう～がYCE委員会の主催（後援：330
複合地区YCE委員会）で開催された。スピーカー18名は
135名の聴衆の前で①日本のおもてなし②私の夢③最近
思うこと、の３つのテーマの１つを各自5分間発表した。18
名は情熱を込めてスピーチし、ハイレベルな内容で甲乙つ
け難く慎重に審査された。表彰式には、衆議院議員のL石
原宏高（東京五反田LC所属）も駆けつけ、「英語が得なところを活かして、様な々分野に興味を
もって挑戦し続けて欲しい」と述べ盛会のうちに閉会した。

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

第4回 キャビネット会議開催　 6/1

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

YCE壮行会開催 6/18
於 明治神宮会館

　　

　　

　　

　　

第52回 献血運動推進全国大会、献血事業車両寄贈 7/7

於 AP渋谷道玄坂

　　

　　

　　

青少年英語スピーチコンテスト　 6/5

東京秋葉原LC  50周年記念式典　 6/2

新三役セミナー開催　村木ガバナー期がいよいよスタート

5/28-29第17回 東京都障がい者スポーツ大会開催

2016.5.～ キャビネット関連報告

CN・周年報告

東京銀行協会ビル3階銀行倶楽部で開催された。近藤ガバ
ナーはじめ多くの元ガバナー、村木ガバナーエレクトらが出
席し、余興では八王子芸者の踊りが記念式典に華を添え
た。参加者約150名。

次期三役セミナーが京王プラザホテル花の間で開催された。参加者は
次期会長、幹事、会計、総勢約300名。セミナーでは、ライオンズクラブの
歴史ハイライトDVDの上映のあと、ガバナーエレクトL村木秀之から国際
会長紹介・方針の説明、次期ガバナー方針・キャビネット運営について説
明があった。その後、次期幹事団の紹介があり、会場を移して懇親会が
開催され、いよいよ次年度100周年に向けて330-A地区が走り始めた。

■2016年6月24日(金）～28日
（火）、ライオンズクラブ発足から第
99回目となる国際大会が福岡市ヤ
フオクドームを中心に開催されまし
た。国内での開催は東京・大阪に
次ぎ14年ぶり4回目。大会スローガ
ン「Do for People Do for World 
"動き出そう！人々の為に、世界の
為に”」を掲げ、世界各国120か国
から38,000人が参加、共にその精
神を共感し合いたたえ合う大会と
なりました。

■25日（土）10時、日本国旗を胸を
張って持った330-A地区の旗手を
先頭に、冷泉公園より1キロに渡り
インターナショナルパレードが開催
されました。参加者は約12,000
人。各国の特色を表した民族衣装
やイメージカラーを身にまとい、笑
顔いっぱいに歌い踊りながら練り
歩く姿、またそれを温かな声援で迎
えてくれる沿道の方々の姿は、まさ
に世界の平和を象徴しているよう
でした。夜にはヤフオクドームでイ
ンターナショナルショーが行われ、
和太鼓グループのパフォーマンス
と谷村新司さんのショーが行われ
大いに盛り上がりました。

■26日（日）10時より、ヤフオクドー
ムで開会式・初日総会が開催され
ました。寛仁親王妃信子さまをお
迎えし、ノーベル平和賞受賞者カ
イラシュ・サティーアーティーさんに
よる基調講演のほか、国際平和ポ
スター・作文コンテストの表彰式な
どが行われました。

■開会式終了後、ヤフオクドームの
上空を約10分間、航空自衛隊のブ
ルーインパルス（6機編隊）の航空
ショーが行われました。同日18時

からはグランドハイアットにて「近藤
正彦ガバナーと村木秀之エレクトを
囲む会」が開催され、大勢の参加者
の前で今期幹事団の慰労と来期幹
事団の紹介がありました。

■28日（火）代議員投票、閉会式が
行われ、国境なき医師団への授与
式、国際会長就任式、国連旗贈呈
式、ガバナー宣誓式などが行われま
した。また山田實紘国際会長の退
任式において、全日本8複合地区協
議会を代表し近藤正彦協議会議長
連絡会議代表世話人がスピーチを
行い、今期330-A地区のみならず
複合地区での活動に奮闘された近
藤ガバナーの雄姿を誇らしくそして
感慨深く拝見いたしました。

■新たに2016-2017年国際会長と
して就任したボブ・コーリュー氏より

「NEW MOUNTAINS TO CLIMB」
のスローガンの説明や紹介VTR,100
周年祝賀記念大会へ向けての一年
間の決意のスピーチなどが行われ、
閉会式は終了しました。

■閉会式の後、近藤ガバナーにより
村木エレクトの胸のリボンが外さ
れ、晴れて330-A地区に村木秀之
ガバナーが誕生しました。

■今回私は初めての国際大会参加
でしたが、博多の街が各国からのラ
イオンズメンバーで溢れ、それぞれ
が様々なピンバッジを着け笑顔で
交流をしている様子に感動を覚えま
した。来年、ライオンズクラブ発祥の
地・シカゴで開催されます第100回
目の国際大会はさらに盛大なもの
になるでしょう。ライオンズクラブと
いう世界規模の奉仕団体の1メン
バーとしての誇りを胸に、それにふ
さわしい活動をしていきたいと改め
て感じる大会でした。

（レポート：東京赤坂LC L湯川麻美子）

今年度地区ニュースの表紙は、ＬＣ100 周年にちなみ、「ほぼ同い年」の
建物や老舗などを取り上げる予定。第1号は、通年公開で最近話題の「迎
賓館赤坂離宮（国宝）」。
明治 42（1909) 年　紀州徳川家の屋敷跡に東宮御所として建設された、
日本における唯一のネオ・バロック様式西洋風宮殿建築。戦後は多くの
国賓・公賓を迎え、わが国の外交の歴史とともに歩んできた。ベルサイ
ユ宮殿を彷彿とさせる豪華絢爛な西洋建築や庭園の随所に、「和」の意
匠が調和している様は実に見事である。
我らがＬＣも、「崇高なライオニズム」と「日本人ならではの気配り」を
上手く融合させるよう、改めて意識していきたいものである。(L 荒牧 知子 )

迎賓館赤坂離宮

編集後記

今期広報情報委員会メンバーのご紹介
豊新 LC
法政 LC
けやきLC
大森 LC
世田谷 LC
東京 LC
芝 LC
隅田川 LC
江戸川中央 LC

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員

L 赤尾 嘉晃
L 後藤 裕文
L 吉岡 晋
L 津守 勝男 
L 桂 太郎
L 荒牧 知子
L 須藤 三男
L 田下 一雄
L 大類 雅之

ウエストLC
表参道 LC
三鷹 L
西東京 LC
国立 LC
三鷹 LC
調布 LC
数寄屋橋 LC

委員
委員
委員 
委員
委員
SPA
SPA
担当副幹事

L 矢追 秀紀
L 飯田 容子
L 窪田 直隆
L 里井 純二
L 大和 祥郎
L 向井 忠義
L 矢田部 満
L 鹿野 祥誠

100周年を迎える村木ガバナー期がスタートしました。1年のキャビネット方針を聴くためイン
タビューを企画し、約 1 時間お話しを伺いました。10月開催の数寄屋橋から日比谷公園周
辺の薬物乱用防止パレードや 2月開催の会員増強のためのルミネ the よしもとと情報発信ア
クティビティが満載の1年になりそうです。また、クラブメンバー間の相互理解を深めるための
様々な策に大いに期待できると感じました。そしてメンバーのリーダーシップ、専門性をたか
める数々の研修プログラムが用意されていてこれまで以上に、入会したくなるライオンズクラ
ブに変化していく村木ガバナー期になりそうです。
　当委員会発行の地区ニュースは、小冊子（ポケットサイズ、A4 版）年4回と電子版年 2
回を予定しています。クラブ、ゾーン、リジョン、委員会でのアクティビティ・
セミナー予告、報告の発信にぜひご利用いただければと思います。330-A
地区 HP の投稿欄が発信窓口です。電子版は右記 QR コードから地区
ニュースに入ることができ、過去の地区ニュース 5年分も閲覧できます。地
区ニュース電子版への訪問、投稿お待ちしています。
http://www.lions-news.com/

地区ニュース電子版へ

ライオンズ国際協会 330-A地区 ポケットニュース VOL1
発行：2016年8月 20160731

発行人：広報情報委員会委員長　L赤尾嘉晃

Copyright 2016-17 330-A Lions Clubs International All Rights Reserved.

330-A 地区　第１回キャビネット会議（ニューオータニ）

ボブ・コーリュー国際会長日本公式訪問（新宿京王プラザ）

ガバナー公式訪問（1R～14R）

薬物乱用防止大パレード　オリンピック・パラリンピックイベント
（銀座数寄屋橋周辺・日比谷公園）

第55回 OSEAL FORUM（開催場所：香港）

330-A 地区　第 2 回キャビネット会議（新宿京王プラザ）

7 月27日（水）

9 月6日～8日

9 月~10 月

10 月29日（土）

11 月10日～ 13日

11 月15日（火）

11月までの主な行事予定

ライオンの写真は、「ケニア マサイマラ国立保護区 加藤直子氏 撮影」。ご協賛頂きました。

330-A 地区広報情報委員長会 委員長　L 赤尾 嘉晃 

撮影日時：2015/3/22
撮影場所 : ケニア マサイマラ国立保護区
Moraniと呼ばれているライオンです。

「(c)2010 熊本県くまモン#熊本支援」

村木ガバナーインタビュー
2016－17年のガバナー方針を具体的にお聴きしました

■ 330-A地区のガバナーになり、
　大きく変化したことはありますか
・1年間のアクティビティなどが具体的になって
ゴールが遠くなった感じがしています。そして
100周年、記念の年をメンバー皆で作り上げた
いという気持ちの高ぶりが凄いですね。ゴルフ
でいうと、レギュラーティー（白色）、バック
ティー（青色）そして競技者用ティー（黒色）と
距離が伸びて攻略が難しくなりますが、一番後
ろのティーから「バーディを狙い、獲る喜び」を
体験できそうなワクワク感があります。

■ ライオンズ100周年になる今期、国際協会と連携や関係について
・昨年、日本人として34年ぶりに山田實紘国際会長が就任して、国際本部と330MD
（複合地区）との距離が縮まりました。今期のボブ・コーリュー国際会長テーマ「New 
Mountains to Climb（次なる山を目指して）」や100年を祝うにあたり過去に敬意
を払い、現在を見つめなおし、見据えなければならいのは「未来」という方針などが
直に耳に入ってくるようになっています。「次に続く世代の育成」を重視して、9月7日の
国際会長日本訪問時（新宿京王プラザホテル予定）には、全国のクラブ会長との対
話を希望されており、また薬物乱用防止教室（都内中学校）青少年育成アクティビ
ティの現場視察予定があり、国際協会との連携を深めてまいります。

■ 全クラブ会長との面談実施について
９～10月開催のガバナー公式訪問時、各クラブ会長と約10分ずつ直接お話しをさせ
ていただき、クラブの現状と未来（新しく企画しているアクティビティ、会員増強方法な
ど）についてお話を伺いたいと考えています。

■ 結びに村木ガバナーから入会希望者、
候補者へ一言

●ガバナー公式訪問日程決定●

1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R

10R
11R
12R
13R
14R

10月    6日（木）
9月20日（火）
9月14日（水）
9月13日（火）

10月12日（水）
9月21日（水）

10月    3日（月）
9月29日（木）
9月23日（金）
9月    1日（木）
9月26日（月）
9月15日（木）
9月28日（水）

10月11日（火）

・アクティビティ・スローガン
　100周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム
・ガバナーズ・スローガン
　よき伝統と　新しい　息吹を紡ぎ織りなして　明日につなげる　We Serve
・ガバナーズテーマ
100周年　未来を見据えて　叡智を絞り考えて　極めよう奉仕の世界
 

1917年ライオンズクラブの創立者メルビ
ン・ジョーンズが「他人に尽くす事から始
めるのでなければ、人生の大は成し遂げ
られない」と言っています。他人のために
何かすることは、恥ずかしかったり、環境
が整ってなかったりしてなかなか行うこと
ができない事もあります。ライオンズクラブ
は大手を振って、胸を張り、誇りをもって
奉仕活動ができます。私たちと一緒に国
際的な奉仕団体に所属して地域へ奉仕し
ませんか。
一人より皆で、チームでやれば大きな力と
なります。「We Serve」（私たちは奉仕する）

■ アクティビティ・スローガンが
「100周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム」です

330-A全体で行うアクティビティはありますか

■ 3つの大切なことについて
相互理解：メンバー・クラブ・地域と皆が明るく楽しくライオンズライフを送れる
ような仕組みづくりを提示したいと思っています。基本「奉仕活動」は各クラブ単
位で独自に行われており、リジョンやゾーンでの合同アクティビティの工夫やアクティ
ビティテーマがよく似たクラブ間の連携を容易にできる環境を整えてまいります。
アクティビティ、クラブ支援  輝く未来のために：ライオンズクラブが今何を
やっているかを地域に今まで以上に発信して、子どもや大人が気軽に参加でき
るようにアクティビティ、クラブを支援していきたい。
人材の育成：多様な奉仕のニー
ズに対応するには、優れたリー
ダーの存在が必要です。すなわ
ち知識、能力、情熱、そして先
進的な考えを持てるように、様々
な育成、研修プログラムに挑戦
できる環境をつくっていきます。

はい。10月と2月に行います。10月は『ダメ！ゼッ
タイ！』『ノードラッグ』薬物乱用防止大パレード
を数寄屋橋交差点・日比谷公園近隣で開催予
定です。若年層へ忍び寄る薬物乱用の危険性
をパレードと日比谷公園でのイベントで啓蒙し、
警視庁、東京都等とともに情報発信します。2月
は新宿ルミネtheよしもとでのお笑いライブで

『会員増強』を目指します。ライオンズを知っても
らうきっかけを作り、クラブが中心となってつながりを重視して参加を促すアクティ
ビティと位置付けています。

場所についてはホームページでご確認下さい。

2016.7.6.13時～ 330-A地区事務局にて　　村木 秀之ガバナー、篠 順三キャビネット幹事
聞き手：広報情報委員会 委員長 L赤尾 嘉晃　写真：L吉岡 晋

村木ガバナー（右）、篠キャビネット幹事（左）
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13R2Z 東京清瀬LC

　　

ベトナム・チャンビン省、ヤンタンＡ小学校訪問
（10周年時建設寄贈）

5

2016.5.～ クラブアクティビティ報告

本年10月の結成30周年記念事業の一環として実行
委員長L森屋以下6名で訪問した。日本とベトナムの
友好親善のため支援を今後も継続していきたい。
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+, 9R2Z　東京レスキューLC

14R1Z 八王子いちょうLC

　　

青色灯防犯パトロールカー市内巡回 5
9年前に購入したパトロールカーでメンバーが週1回2
時間程度、巡回中。東村山警察署から「パトロール実施
証」を交付され、市内の小学校、中学校そして住宅街を
回り、地域の防犯の一翼を担っている。

9R2Z 東京五反田LC

第11回中国全土年次大会参加（杭州にて開催） 6/3
第一、第二主席も出席した日中の災害援助委員会で東
京レスキューLCは「大災害発生時のライオンズクラブの
役割」について意見交換をした。当クラブの「地域と共に
支援する」が注目され、両国に重大災害発生時の、連携
組織網の組み立てへ一歩前進した。
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協賛：9R2Z 東京ウエストLC
協力：9R, 社会福祉・障がい者支援委員会

14R2Z 東京羽村LC
12R2Z 東京町田クレインLC 合同

献血奉仕活動　恵比寿㈱ジャックス本社 6/7
㈱ジャックスの従業員やメンバー総勢70名を超える
協力があった。特に若い年代の確保が難しくなって
おり、様な々年齢層が勤務している企業内での活動
を継続していきたい。

12R2Z 東京町田クレインLC 青少年育成米作り体験プロジェクトに参加 6/12
都心から一番近い“超田園が残る場所”で小学生が
田植え日を体験。「冷たい！！」と言いながら皆、泥だら
けになり苗を植えた。昼食は東京レスキューLCの協力
のもと、お手製のうどんとカキ氷がふるまわれた。秋の
収穫が楽しみだ。

 羽村LC主催の薬物乱用防止教育イベント 6/18
『白鳥歌舞喜』劇団（町田クレインLCメンバー所属）
が、薬物乱用防止を題材にした公演を行った。
羽村市教育長も出席していた。
於：羽村市ゆとろぎホール

皆さまからお預かりした熊本地震支援金について、報告致します。
・2016年6月29日　15,435,065円
・2016年7月1日　      114,553円（追加分） 
合計15,549,618円を337－E地区の指定口座に送金いたしました。 

 熊本募金アクティビティ送金報告 6/30

第30回関東身体障がい者
水泳選手権大会開催

6/11 12:00~

今大会はジャパンパラ水泳競技大会と日本身体障
がい者水泳選手権大会の予選会を兼ねており、多
くの選手が日頃の練習の成果を競い合った。
於：横浜国際プール（サブプール）。

村木ガバナー

P0CKET NEWS 
Lions Clubs International 330-A

2016.8  vol.1

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　
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第99回 福岡国際大会レポート

第２副会長
グットラン・ビョート
イングバドター

第 1 副会長
ナレシュ・アガワル

5/26

於 AP西新宿

　　

薬物乱用防止スキルアップセミナー開催　 5/20

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場に
於いて、第17回東京都障がい者スポーツ大会

（陸上競技・フライングディスク部門）が開催され
た。ロンドン・パラリンピック以降、競技の様子が
メディアで多く取り上げられた影響か、表彰され
る選手の雄姿をカメラに収める家族等が増えた。
330-A地区が長年続けてきた万歳表彰式では、
多くの選手は客席に手を振り、メダルを見せ合い喜びを表現するようになった。今回、新記録が9
つ、タイ記録が1つ飛び出した。一部の競技は今年10月に岩手県で行われる第16回全国障害者
スポーツ大会（愛称「希望郷いわて大会」22日～24日）への派遣選手選考会を兼ねている。詳細
は、330-A地区HPの5月28-29日、写真レポートPDFをご覧ください。

第12回青少年英語スピーチコンテスト～今こそ君の出番
だ　チャレンジしよう～がYCE委員会の主催（後援：330
複合地区YCE委員会）で開催された。スピーカー18名は
135名の聴衆の前で①日本のおもてなし②私の夢③最近
思うこと、の３つのテーマの１つを各自5分間発表した。18
名は情熱を込めてスピーチし、ハイレベルな内容で甲乙つ
け難く慎重に審査された。表彰式には、衆議院議員のL石
原宏高（東京五反田LC所属）も駆けつけ、「英語が得なところを活かして、様な々分野に興味を
もって挑戦し続けて欲しい」と述べ盛会のうちに閉会した。

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

第4回 キャビネット会議開催　 6/1

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

YCE壮行会開催 6/18
於 明治神宮会館

　　

　　

　　

　　

第52回 献血運動推進全国大会、献血事業車両寄贈 7/7

於 AP渋谷道玄坂

　　

　　

　　

青少年英語スピーチコンテスト　 6/5

東京秋葉原LC  50周年記念式典　 6/2

新三役セミナー開催　村木ガバナー期がいよいよスタート

5/28-29第17回 東京都障がい者スポーツ大会開催

2016.5.～ キャビネット関連報告

CN・周年報告

東京銀行協会ビル3階銀行倶楽部で開催された。近藤ガバ
ナーはじめ多くの元ガバナー、村木ガバナーエレクトらが出
席し、余興では八王子芸者の踊りが記念式典に華を添え
た。参加者約150名。

次期三役セミナーが京王プラザホテル花の間で開催された。参加者は
次期会長、幹事、会計、総勢約300名。セミナーでは、ライオンズクラブの
歴史ハイライトDVDの上映のあと、ガバナーエレクトL村木秀之から国際
会長紹介・方針の説明、次期ガバナー方針・キャビネット運営について説
明があった。その後、次期幹事団の紹介があり、会場を移して懇親会が
開催され、いよいよ次年度100周年に向けて330-A地区が走り始めた。

■2016年6月24日(金）～28日
（火）、ライオンズクラブ発足から第
99回目となる国際大会が福岡市ヤ
フオクドームを中心に開催されまし
た。国内での開催は東京・大阪に
次ぎ14年ぶり4回目。大会スローガ
ン「Do for People Do for World 
"動き出そう！人々の為に、世界の
為に”」を掲げ、世界各国120か国
から38,000人が参加、共にその精
神を共感し合いたたえ合う大会と
なりました。

■25日（土）10時、日本国旗を胸を
張って持った330-A地区の旗手を
先頭に、冷泉公園より1キロに渡り
インターナショナルパレードが開催
されました。参加者は約12,000
人。各国の特色を表した民族衣装
やイメージカラーを身にまとい、笑
顔いっぱいに歌い踊りながら練り
歩く姿、またそれを温かな声援で迎
えてくれる沿道の方々の姿は、まさ
に世界の平和を象徴しているよう
でした。夜にはヤフオクドームでイ
ンターナショナルショーが行われ、
和太鼓グループのパフォーマンス
と谷村新司さんのショーが行われ
大いに盛り上がりました。

■26日（日）10時より、ヤフオクドー
ムで開会式・初日総会が開催され
ました。寛仁親王妃信子さまをお
迎えし、ノーベル平和賞受賞者カ
イラシュ・サティーアーティーさんに
よる基調講演のほか、国際平和ポ
スター・作文コンテストの表彰式な
どが行われました。

■開会式終了後、ヤフオクドームの
上空を約10分間、航空自衛隊のブ
ルーインパルス（6機編隊）の航空
ショーが行われました。同日18時

からはグランドハイアットにて「近藤
正彦ガバナーと村木秀之エレクトを
囲む会」が開催され、大勢の参加者
の前で今期幹事団の慰労と来期幹
事団の紹介がありました。

■28日（火）代議員投票、閉会式が
行われ、国境なき医師団への授与
式、国際会長就任式、国連旗贈呈
式、ガバナー宣誓式などが行われま
した。また山田實紘国際会長の退
任式において、全日本8複合地区協
議会を代表し近藤正彦協議会議長
連絡会議代表世話人がスピーチを
行い、今期330-A地区のみならず
複合地区での活動に奮闘された近
藤ガバナーの雄姿を誇らしくそして
感慨深く拝見いたしました。

■新たに2016-2017年国際会長と
して就任したボブ・コーリュー氏より

「NEW MOUNTAINS TO CLIMB」
のスローガンの説明や紹介VTR,100
周年祝賀記念大会へ向けての一年
間の決意のスピーチなどが行われ、
閉会式は終了しました。

■閉会式の後、近藤ガバナーにより
村木エレクトの胸のリボンが外さ
れ、晴れて330-A地区に村木秀之
ガバナーが誕生しました。

■今回私は初めての国際大会参加
でしたが、博多の街が各国からのラ
イオンズメンバーで溢れ、それぞれ
が様々なピンバッジを着け笑顔で
交流をしている様子に感動を覚えま
した。来年、ライオンズクラブ発祥の
地・シカゴで開催されます第100回
目の国際大会はさらに盛大なもの
になるでしょう。ライオンズクラブと
いう世界規模の奉仕団体の1メン
バーとしての誇りを胸に、それにふ
さわしい活動をしていきたいと改め
て感じる大会でした。

（レポート：東京赤坂LC L湯川麻美子）

今年度地区ニュースの表紙は、ＬＣ100 周年にちなみ、「ほぼ同い年」の
建物や老舗などを取り上げる予定。第1号は、通年公開で最近話題の「迎
賓館赤坂離宮（国宝）」。
明治 42（1909) 年　紀州徳川家の屋敷跡に東宮御所として建設された、
日本における唯一のネオ・バロック様式西洋風宮殿建築。戦後は多くの
国賓・公賓を迎え、わが国の外交の歴史とともに歩んできた。ベルサイ
ユ宮殿を彷彿とさせる豪華絢爛な西洋建築や庭園の随所に、「和」の意
匠が調和している様は実に見事である。
我らがＬＣも、「崇高なライオニズム」と「日本人ならではの気配り」を
上手く融合させるよう、改めて意識していきたいものである。(L 荒牧 知子 )

迎賓館赤坂離宮

編集後記

今期広報情報委員会メンバーのご紹介
豊新 LC
法政 LC
けやきLC
大森 LC
世田谷 LC
東京 LC
芝 LC
隅田川 LC
江戸川中央 LC

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員

L 赤尾 嘉晃
L 後藤 裕文
L 吉岡 晋
L 津守 勝男 
L 桂 太郎
L 荒牧 知子
L 須藤 三男
L 田下 一雄
L 大類 雅之

ウエストLC
表参道 LC
三鷹 L
西東京 LC
国立 LC
三鷹 LC
調布 LC
数寄屋橋 LC

委員
委員
委員 
委員
委員
SPA
SPA
担当副幹事

L 矢追 秀紀
L 飯田 容子
L 窪田 直隆
L 里井 純二
L 大和 祥郎
L 向井 忠義
L 矢田部 満
L 鹿野 祥誠

100周年を迎える村木ガバナー期がスタートしました。1年のキャビネット方針を聴くためイン
タビューを企画し、約 1 時間お話しを伺いました。10月開催の数寄屋橋から日比谷公園周
辺の薬物乱用防止パレードや 2月開催の会員増強のためのルミネ the よしもとと情報発信ア
クティビティが満載の1年になりそうです。また、クラブメンバー間の相互理解を深めるための
様々な策に大いに期待できると感じました。そしてメンバーのリーダーシップ、専門性をたか
める数々の研修プログラムが用意されていてこれまで以上に、入会したくなるライオンズクラ
ブに変化していく村木ガバナー期になりそうです。
　当委員会発行の地区ニュースは、小冊子（ポケットサイズ、A4 版）年4回と電子版年 2
回を予定しています。クラブ、ゾーン、リジョン、委員会でのアクティビティ・
セミナー予告、報告の発信にぜひご利用いただければと思います。330-A
地区 HP の投稿欄が発信窓口です。電子版は右記 QR コードから地区
ニュースに入ることができ、過去の地区ニュース 5年分も閲覧できます。地
区ニュース電子版への訪問、投稿お待ちしています。
http://www.lions-news.com/

地区ニュース電子版へ

ライオンズ国際協会 330-A地区 ポケットニュース VOL1
発行：2016年8月 20160731

発行人：広報情報委員会委員長　L赤尾嘉晃

Copyright 2016-17 330-A Lions Clubs International All Rights Reserved.

330-A 地区　第１回キャビネット会議（ニューオータニ）

ボブ・コーリュー国際会長日本公式訪問（新宿京王プラザ）

ガバナー公式訪問（1R～14R）

薬物乱用防止大パレード　オリンピック・パラリンピックイベント
（銀座数寄屋橋周辺・日比谷公園）

第55回 OSEAL FORUM（開催場所：香港）

330-A 地区　第 2 回キャビネット会議（新宿京王プラザ）

7 月27日（水）

9 月6日～8日

9 月~10 月

10 月29日（土）

11 月10日～ 13日

11 月15日（火）

11月までの主な行事予定

ライオンの写真は、「ケニア マサイマラ国立保護区 加藤直子氏 撮影」。ご協賛頂きました。

330-A 地区広報情報委員長会 委員長　L 赤尾 嘉晃 

撮影日時：2015/3/22
撮影場所 : ケニア マサイマラ国立保護区
Moraniと呼ばれているライオンです。

「(c)2010 熊本県くまモン#熊本支援」



村木ガバナーインタビュー
2016－17 年のガバナー方針を具体的にお聴きしました

■ 330-A 地区のガバナーになり、
　大きく変化したことはありますか
・1年間のアクティビティなどが具体的になって
ゴールが遠くなった感じがしています。そして
100周年、記念の年をメンバー皆で作り上げた
いという気持ちの高ぶりが凄いですね。ゴルフ
でいうと、レギュラーティー（白色）、バック
ティー（青色）そして競技者用ティー（黒色）と
距離が伸びて攻略が難しくなりますが、一番後
ろのティーから「バーディを狙い、獲る喜び」を
体験できそうなワクワク感があります。

■ ライオンズ 100 周年になる今期、国際協会と連携や関係について
・昨年、日本人として34年ぶりに山田實紘国際会長が就任して、国際本部と330MD
（複合地区）との距離が縮まりました。今期のボブ・コーリュー国際会長テーマ「New 
Mountains to Climb（次なる山を目指して）」や100年を祝うにあたり過去に敬意
を払い、現在を見つめなおし、見据えなければならいのは「未来」という方針などが
直に耳に入ってくるようになっています。「次に続く世代の育成」を重視して、9月7日の
国際会長日本訪問時（新宿京王プラザホテル予定）には、全国のクラブ会長との対
話を希望されており、また薬物乱用防止教室（都内中学校）青少年育成アクティビ
ティの現場視察予定があり、国際協会との連携を深めてまいります。

■ 全クラブ会長との面談実施について
９～10月開催のガバナー公式訪問時、各クラブ会長と約10分ずつ直接お話しをさせ
ていただき、クラブの現状と未来（新しく企画しているアクティビティ、会員増強方法な
ど）についてお話を伺いたいと考えています。

■ 結びに村木ガバナーから入会希望者、
候補者へ一言

●ガバナー公式訪問日程決定●

1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R

10R
11R
12R
13R
14R

10 月    6 日（木）
9 月 20 日（火）
9 月 14 日（水）
9 月 13 日（火）

10 月 12 日（水）
9 月 21 日（水）

10 月    3 日（月）
9 月 29 日（木）
9 月 23 日（金）
9 月    1 日（木）
9 月 26 日（月）
9 月 15 日（木）
9 月 28 日（水）

10 月 11 日（火）

・アクティビティ・スローガン
　100 周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム
・ガバナーズ・スローガン
　よき伝統と　新しい　息吹を紡ぎ織りなして　明日につなげる　We Serve
・ガバナーズテーマ
100 周年　未来を見据えて　叡智を絞り考えて　極めよう奉仕の世界
 

1917年ライオンズクラブの創立者メルビ
ン・ジョーンズが「他人に尽くす事から始
めるのでなければ、人生の大は成し遂げ
られない」と言っています。他人のために
何かすることは、恥ずかしかったり、環境
が整ってなかったりしてなかなか行うこと
ができない事もあります。ライオンズクラブ
は大手を振って、胸を張り、誇りをもって
奉仕活動ができます。私たちと一緒に国
際的な奉仕団体に所属して地域へ奉仕し
ませんか。
一人より皆で、チームでやれば大きな力と
なります。「We Serve」（私たちは奉仕する）

■ アクティビティ・スローガンが
「100 周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム」です

330-A 全体で行うアクティビティはありますか

■ 3 つの大切なことについて
相互理解：メンバー・クラブ・地域と皆が明るく楽しくライオンズライフを送れる
ような仕組みづくりを提示したいと思っています。基本「奉仕活動」は各クラブ単
位で独自に行われており、リジョンやゾーンでの合同アクティビティの工夫やアクティ
ビティテーマがよく似たクラブ間の連携を容易にできる環境を整えてまいります。
アクティビティ、クラブ支援  輝く未来のために：ライオンズクラブが今何を
やっているかを地域に今まで以上に発信して、子どもや大人が気軽に参加でき
るようにアクティビティ、クラブを支援していきたい。
人材の育成：多様な奉仕のニー
ズに対応するには、優れたリー
ダーの存在が必要です。すなわ
ち知識、能力、情熱、そして先
進的な考えを持てるように、様々
な育成、研修プログラムに挑戦
できる環境をつくっていきます。

はい。10月と2月に行います。10月は『ダメ！ゼッ
タイ！』『ノードラッグ』薬物乱用防止大パレード
を数寄屋橋交差点・日比谷公園近隣で開催予
定です。若年層へ忍び寄る薬物乱用の危険性
をパレードと日比谷公園でのイベントで啓蒙し、
警視庁、東京都等とともに情報発信します。2月
は新宿ルミネtheよしもとでのお笑いライブで

『会員増強』を目指します。ライオンズを知っても
らうきっかけを作り、クラブが中心となってつながりを重視して参加を促すアクティ
ビティと位置付けています。

場所についてはホームページでご確認下さい。

2016.7.6.13時～ 330-A地区事務局にて　　村木 秀之ガバナー、篠 順三キャビネット幹事
聞き手：広報情報委員会 委員長 L赤尾 嘉晃　写真：L吉岡 晋

村木ガバナー（右）、篠キャビネット幹事（左）
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13R2Z 東京清瀬LC

　　

ベトナム・チャンビン省、ヤンタンＡ小学校訪問
（10 周年時建設寄贈）

5

2016.5. ～ クラブアクティビティ報告

本年10月の結成30周年記念事業の一環として実行
委員長L森屋以下6名で訪問した。日本とベトナムの
友好親善のため支援を今後も継続していきたい。
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9R2Z　東京レスキューLC

14R1Z 八王子いちょうLC

　　

青色灯防犯パトロールカー市内巡回5
9年前に購入したパトロールカーでメンバーが週1回2
時間程度、巡回中。東村山警察署から「パトロール実施
証」を交付され、市内の小学校、中学校そして住宅街を
回り、地域の防犯の一翼を担っている。

9R2Z 東京五反田LC

第11回中国全土年次大会参加（杭州にて開催）6/3
第一、第二主席も出席した日中の災害援助委員会で東
京レスキューLCは「大災害発生時のライオンズクラブの
役割」について意見交換をした。当クラブの「地域と共に
支援する」が注目され、両国に重大災害発生時の、連携
組織網の組み立てへ一歩前進した。
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協賛：9R2Z 東京ウエストLC
協力：9R, 社会福祉・障がい者支援委員会

14R2Z 東京羽村LC
12R2Z 東京町田クレインLC 合同

献血奉仕活動　恵比寿㈱ジャックス本社6/7
㈱ジャックスの従業員やメンバー総勢70名を超える
協力があった。特に若い年代の確保が難しくなって
おり、様 な々年齢層が勤務している企業内での活動
を継続していきたい。

12R2Z 東京町田クレインLC青少年育成米作り体験プロジェクトに参加6/12
都心から一番近い“超田園が残る場所”で小学生が
田植え日を体験。「冷たい！！」と言いながら皆、泥だら
けになり苗を植えた。昼食は東京レスキューLCの協力
のもと、お手製のうどんとカキ氷がふるまわれた。秋の
収穫が楽しみだ。

 羽村 LC 主催の薬物乱用防止教育イベント6/18
『白鳥歌舞喜』劇団（町田クレインLCメンバー所属）
が、薬物乱用防止を題材にした公演を行った。
羽村市教育長も出席していた。
於：羽村市ゆとろぎホール

皆さまからお預かりした熊本地震支援金について、報告致します。
・2016年6月29日　15,435,065円
・2016年7月1日　      114,553円（追加分） 
合計15,549,618円を337－E地区の指定口座に送金いたしました。 

 熊本募金アクティビティ送金報告6/30

第30回関東身体障がい者
水泳選手権大会開催

6/11 12:00~

今大会はジャパンパラ水泳競技大会と日本身体障
がい者水泳選手権大会の予選会を兼ねており、多
くの選手が日頃の練習の成果を競い合った。
於：横浜国際プール（サブプール）。

村木ガバナー

P0CKET NEWS 
Lions Clubs International 330-A

2016.8  vol.1

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　
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第99回 福岡国際大会レポート

第２副会長
グットラン・ビョート
イングバドター

第1副会長
ナレシュ・アガワル

5/26

於 AP西新宿

　　

薬物乱用防止スキルアップセミナー開催　5/20

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場に
於いて、第17回東京都障がい者スポーツ大会

（陸上競技・フライングディスク部門）が開催され
た。ロンドン・パラリンピック以降、競技の様子が
メディアで多く取り上げられた影響か、表彰され
る選手の雄姿をカメラに収める家族等が増えた。
330-A地区が長年続けてきた万歳表彰式では、
多くの選手は客席に手を振り、メダルを見せ合い喜びを表現するようになった。今回、新記録が9
つ、タイ記録が1つ飛び出した。一部の競技は今年10月に岩手県で行われる第16回全国障害者
スポーツ大会（愛称「希望郷いわて大会」22日～24日）への派遣選手選考会を兼ねている。詳細
は、330-A地区HPの5月28-29日、写真レポートPDFをご覧ください。

第12回青少年英語スピーチコンテスト～今こそ君の出番
だ　チャレンジしよう～がYCE委員会の主催（後援：330
複合地区YCE委員会）で開催された。スピーカー18名は
135名の聴衆の前で①日本のおもてなし②私の夢③最近
思うこと、の３つのテーマの１つを各自5分間発表した。18
名は情熱を込めてスピーチし、ハイレベルな内容で甲乙つ
け難く慎重に審査された。表彰式には、衆議院議員のL石
原宏高（東京五反田LC所属）も駆けつけ、「英語が得なところを活かして、様 な々分野に興味を
もって挑戦し続けて欲しい」と述べ盛会のうちに閉会した。

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

第4 回 キャビネット会議開催　6/1

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

YCE 壮行会開催6/18
於 明治神宮会館

　　

　　

　　

　　

第52回 献血運動推進全国大会、献血事業車両寄贈7/7

於 AP渋谷道玄坂

　　

　　

　　

青少年英語スピーチコンテスト　6/5

東京秋葉原 LC  50周年記念式典　6/2

新三役セミナー開催　村木ガバナー期がいよいよスタート

5/28-29 第17 回 東京都障がい者スポーツ大会開催

2016.5. ～ キャビネット関連報告

CN・周年報告

東京銀行協会ビル3階銀行倶楽部で開催された。近藤ガバ
ナーはじめ多くの元ガバナー、村木ガバナーエレクトらが出
席し、余興では八王子芸者の踊りが記念式典に華を添え
た。参加者約150名。

次期三役セミナーが京王プラザホテル花の間で開催された。参加者は
次期会長、幹事、会計、総勢約300名。セミナーでは、ライオンズクラブの
歴史ハイライトDVDの上映のあと、ガバナーエレクトL村木秀之から国際
会長紹介・方針の説明、次期ガバナー方針・キャビネット運営について説
明があった。その後、次期幹事団の紹介があり、会場を移して懇親会が
開催され、いよいよ次年度100周年に向けて330-A地区が走り始めた。

■2016年6月24日(金）～28日
（火）、ライオンズクラブ発足から第
99回目となる国際大会が福岡市ヤ
フオクドームを中心に開催されまし
た。国内での開催は東京・大阪に
次ぎ14年ぶり4回目。大会スローガ
ン「Do for People Do for World 
"動き出そう！人々の為に、世界の
為に”」を掲げ、世界各国120か国
から38,000人が参加、共にその精
神を共感し合いたたえ合う大会と
なりました。

■25日（土）10時、日本国旗を胸を
張って持った330-A地区の旗手を
先頭に、冷泉公園より1キロに渡り
インターナショナルパレードが開催
されました。参加者は約12,000
人。各国の特色を表した民族衣装
やイメージカラーを身にまとい、笑
顔いっぱいに歌い踊りながら練り
歩く姿、またそれを温かな声援で迎
えてくれる沿道の方々の姿は、まさ
に世界の平和を象徴しているよう
でした。夜にはヤフオクドームでイ
ンターナショナルショーが行われ、
和太鼓グループのパフォーマンス
と谷村新司さんのショーが行われ
大いに盛り上がりました。

■26日（日）10時より、ヤフオクドー
ムで開会式・初日総会が開催され
ました。寛仁親王妃信子さまをお
迎えし、ノーベル平和賞受賞者カ
イラシュ・サティーアーティーさんに
よる基調講演のほか、国際平和ポ
スター・作文コンテストの表彰式な
どが行われました。

■開会式終了後、ヤフオクドームの
上空を約10分間、航空自衛隊のブ
ルーインパルス（6機編隊）の航空
ショーが行われました。同日18時

からはグランドハイアットにて「近藤
正彦ガバナーと村木秀之エレクトを
囲む会」が開催され、大勢の参加者
の前で今期幹事団の慰労と来期幹
事団の紹介がありました。

■28日（火）代議員投票、閉会式が
行われ、国境なき医師団への授与
式、国際会長就任式、国連旗贈呈
式、ガバナー宣誓式などが行われま
した。また山田實紘国際会長の退
任式において、全日本8複合地区協
議会を代表し近藤正彦協議会議長
連絡会議代表世話人がスピーチを
行い、今期330-A地区のみならず
複合地区での活動に奮闘された近
藤ガバナーの雄姿を誇らしくそして
感慨深く拝見いたしました。

■新たに2016-2017年国際会長と
して就任したボブ・コーリュー氏より

「NEW MOUNTAINS TO CLIMB」
のスローガンの説明や紹介VTR,100
周年祝賀記念大会へ向けての一年
間の決意のスピーチなどが行われ、
閉会式は終了しました。

■閉会式の後、近藤ガバナーにより
村木エレクトの胸のリボンが外さ
れ、晴れて330-A地区に村木秀之
ガバナーが誕生しました。

■今回私は初めての国際大会参加
でしたが、博多の街が各国からのラ
イオンズメンバーで溢れ、それぞれ
が様々なピンバッジを着け笑顔で
交流をしている様子に感動を覚えま
した。来年、ライオンズクラブ発祥の
地・シカゴで開催されます第100回
目の国際大会はさらに盛大なもの
になるでしょう。ライオンズクラブと
いう世界規模の奉仕団体の1メン
バーとしての誇りを胸に、それにふ
さわしい活動をしていきたいと改め
て感じる大会でした。

（レポート：東京赤坂LC L湯川麻美子）

今年度地区ニュースの表紙は、ＬＣ100周年にちなみ、「ほぼ同い年」の
建物や老舗などを取り上げる予定。第1号は、通年公開で最近話題の「迎
賓館赤坂離宮（国宝）」。
明治42（1909)年　紀州徳川家の屋敷跡に東宮御所として建設された、
日本における唯一のネオ・バロック様式西洋風宮殿建築。戦後は多くの
国賓・公賓を迎え、わが国の外交の歴史とともに歩んできた。ベルサイ
ユ宮殿を彷彿とさせる豪華絢爛な西洋建築や庭園の随所に、「和」の意
匠が調和している様は実に見事である。
我らがＬＣも、「崇高なライオニズム」と「日本人ならではの気配り」を
上手く融合させるよう、改めて意識していきたいものである。(L荒牧 知子)

迎賓館赤坂離宮

編集後記

今期広報情報委員会メンバーのご紹介
豊新LC
法政LC
けやきLC
大森LC
世田谷LC
東京LC
芝LC
隅田川LC
江戸川中央LC

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員

L赤尾 嘉晃
L後藤 裕文
L吉岡 晋
L津守 勝男 
L桂 太郎
L荒牧 知子
L須藤 三男
L田下 一雄
L大類 雅之

ウエストLC
表参道LC
三鷹L
西東京LC
国立LC
三鷹LC
調布LC
数寄屋橋LC

委員
委員
委員 
委員
委員
SPA
SPA
担当副幹事

L矢追 秀紀
L飯田 容子
L窪田 直隆
L里井 純二
L大和 祥郎
L向井 忠義
L矢田部 満
L鹿野 祥誠

100周年を迎える村木ガバナー期がスタートしました。1年のキャビネット方針を聴くためイン
タビューを企画し、約1時間お話しを伺いました。10月開催の数寄屋橋から日比谷公園周
辺の薬物乱用防止パレードや2月開催の会員増強のためのルミネtheよしもとと情報発信ア
クティビティが満載の1年になりそうです。また、クラブメンバー間の相互理解を深めるための
様々な策に大いに期待できると感じました。そしてメンバーのリーダーシップ、専門性をたか
める数々の研修プログラムが用意されていてこれまで以上に、入会したくなるライオンズクラ
ブに変化していく村木ガバナー期になりそうです。
　当委員会発行の地区ニュースは、小冊子（ポケットサイズ、A4版）年4回と電子版年2
回を予定しています。クラブ、ゾーン、リジョン、委員会でのアクティビティ・
セミナー予告、報告の発信にぜひご利用いただければと思います。330-A
地区HPの投稿欄が発信窓口です。電子版は右記QRコードから地区
ニュースに入ることができ、過去の地区ニュース5年分も閲覧できます。地
区ニュース電子版への訪問、投稿お待ちしています。
http://www.lions-news.com/

地区ニュース電子版へ

ライオンズ国際協会 330-A地区 ポケットニュース VOL1
発行：2016年8月20160731

発行人：広報情報委員会委員長　L赤尾嘉晃

Copyright 2016-17 330-A Lions Clubs International All Rights Reserved.

330-A地区　第１回キャビネット会議（ニューオータニ）

ボブ・コーリュー国際会長日本公式訪問（新宿京王プラザ）

ガバナー公式訪問（1R～14R）

薬物乱用防止大パレード　オリンピック・パラリンピックイベント
（銀座数寄屋橋周辺・日比谷公園）

第55回 OSEAL FORUM（開催場所：香港）

330-A地区　第2回キャビネット会議（新宿京王プラザ）

7月27日（水）

9月6日～8日

9月~10月

10月29日（土）

11月10日～13日

11月15日（火）

11月までの主な行事予定

ライオンの写真は、「ケニア マサイマラ国立保護区 加藤直子氏 撮影」。ご協賛頂きました。

330-A地区広報情報委員長会 委員長　L赤尾 嘉晃 

撮影日時：2015/3/22
撮影場所:ケニア マサイマラ国立保護区
Moraniと呼ばれているライオンです。

「(c)2010 熊本県くまモン#熊本支援」



村木ガバナーインタビュー
2016－17 年のガバナー方針を具体的にお聴きしました

■ 330-A 地区のガバナーになり、
　大きく変化したことはありますか
・1年間のアクティビティなどが具体的になって
ゴールが遠くなった感じがしています。そして
100周年、記念の年をメンバー皆で作り上げた
いという気持ちの高ぶりが凄いですね。ゴルフ
でいうと、レギュラーティー（白色）、バック
ティー（青色）そして競技者用ティー（黒色）と
距離が伸びて攻略が難しくなりますが、一番後
ろのティーから「バーディを狙い、獲る喜び」を
体験できそうなワクワク感があります。

■ ライオンズ 100 周年になる今期、国際協会と連携や関係について
・昨年、日本人として34年ぶりに山田實紘国際会長が就任して、国際本部と330MD
（複合地区）との距離が縮まりました。今期のボブ・コーリュー国際会長テーマ「New 
Mountains to Climb（次なる山を目指して）」や100年を祝うにあたり過去に敬意
を払い、現在を見つめなおし、見据えなければならいのは「未来」という方針などが
直に耳に入ってくるようになっています。「次に続く世代の育成」を重視して、9月7日の
国際会長日本訪問時（新宿京王プラザホテル予定）には、全国のクラブ会長との対
話を希望されており、また薬物乱用防止教室（都内中学校）青少年育成アクティビ
ティの現場視察予定があり、国際協会との連携を深めてまいります。

■ 全クラブ会長との面談実施について
９～10月開催のガバナー公式訪問時、各クラブ会長と約10分ずつ直接お話しをさせ
ていただき、クラブの現状と未来（新しく企画しているアクティビティ、会員増強方法な
ど）についてお話を伺いたいと考えています。

■ 結びに村木ガバナーから入会希望者、
候補者へ一言

●ガバナー公式訪問日程決定●

1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R

10R
11R
12R
13R
14R

10 月    6 日（木）
9 月 20 日（火）
9 月 14 日（水）
9 月 13 日（火）

10 月 12 日（水）
9 月 21 日（水）

10 月    3 日（月）
9 月 29 日（木）
9 月 23 日（金）
9 月    1 日（木）
9 月 26 日（月）
9 月 15 日（木）
9 月 28 日（水）

10 月 11 日（火）

・アクティビティ・スローガン
　100 周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム
・ガバナーズ・スローガン
　よき伝統と　新しい　息吹を紡ぎ織りなして　明日につなげる　We Serve
・ガバナーズテーマ
100 周年　未来を見据えて　叡智を絞り考えて　極めよう奉仕の世界
 

1917年ライオンズクラブの創立者メルビ
ン・ジョーンズが「他人に尽くす事から始
めるのでなければ、人生の大は成し遂げ
られない」と言っています。他人のために
何かすることは、恥ずかしかったり、環境
が整ってなかったりしてなかなか行うこと
ができない事もあります。ライオンズクラブ
は大手を振って、胸を張り、誇りをもって
奉仕活動ができます。私たちと一緒に国
際的な奉仕団体に所属して地域へ奉仕し
ませんか。
一人より皆で、チームでやれば大きな力と
なります。「We Serve」（私たちは奉仕する）

■ アクティビティ・スローガンが
「100 周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム」です

330-A 全体で行うアクティビティはありますか

■ 3 つの大切なことについて
相互理解：メンバー・クラブ・地域と皆が明るく楽しくライオンズライフを送れる
ような仕組みづくりを提示したいと思っています。基本「奉仕活動」は各クラブ単
位で独自に行われており、リジョンやゾーンでの合同アクティビティの工夫やアクティ
ビティテーマがよく似たクラブ間の連携を容易にできる環境を整えてまいります。
アクティビティ、クラブ支援  輝く未来のために：ライオンズクラブが今何を
やっているかを地域に今まで以上に発信して、子どもや大人が気軽に参加でき
るようにアクティビティ、クラブを支援していきたい。
人材の育成：多様な奉仕のニー
ズに対応するには、優れたリー
ダーの存在が必要です。すなわ
ち知識、能力、情熱、そして先
進的な考えを持てるように、様々
な育成、研修プログラムに挑戦
できる環境をつくっていきます。

はい。10月と2月に行います。10月は『ダメ！ゼッ
タイ！』『ノードラッグ』薬物乱用防止大パレード
を数寄屋橋交差点・日比谷公園近隣で開催予
定です。若年層へ忍び寄る薬物乱用の危険性
をパレードと日比谷公園でのイベントで啓蒙し、
警視庁、東京都等とともに情報発信します。2月
は新宿ルミネtheよしもとでのお笑いライブで

『会員増強』を目指します。ライオンズを知っても
らうきっかけを作り、クラブが中心となってつながりを重視して参加を促すアクティ
ビティと位置付けています。

場所についてはホームページでご確認下さい。

2016.7.6.13時～ 330-A地区事務局にて　　村木 秀之ガバナー、篠 順三キャビネット幹事
聞き手：広報情報委員会 委員長 L赤尾 嘉晃　写真：L吉岡 晋

村木ガバナー（右）、篠キャビネット幹事（左）
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13R2Z 東京清瀬LC

　　

ベトナム・チャンビン省、ヤンタンＡ小学校訪問
（10 周年時建設寄贈）

5

2016.5. ～ クラブアクティビティ報告

本年10月の結成30周年記念事業の一環として実行
委員長L森屋以下6名で訪問した。日本とベトナムの
友好親善のため支援を今後も継続していきたい。
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9R2Z　東京レスキューLC

14R1Z 八王子いちょうLC

　　

青色灯防犯パトロールカー市内巡回5
9年前に購入したパトロールカーでメンバーが週1回2
時間程度、巡回中。東村山警察署から「パトロール実施
証」を交付され、市内の小学校、中学校そして住宅街を
回り、地域の防犯の一翼を担っている。

9R2Z 東京五反田LC

第11回中国全土年次大会参加（杭州にて開催）6/3
第一、第二主席も出席した日中の災害援助委員会で東
京レスキューLCは「大災害発生時のライオンズクラブの
役割」について意見交換をした。当クラブの「地域と共に
支援する」が注目され、両国に重大災害発生時の、連携
組織網の組み立てへ一歩前進した。
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協賛：9R2Z 東京ウエストLC
協力：9R, 社会福祉・障がい者支援委員会

14R2Z 東京羽村LC
12R2Z 東京町田クレインLC 合同

献血奉仕活動　恵比寿㈱ジャックス本社6/7
㈱ジャックスの従業員やメンバー総勢70名を超える
協力があった。特に若い年代の確保が難しくなって
おり、様 な々年齢層が勤務している企業内での活動
を継続していきたい。

12R2Z 東京町田クレインLC青少年育成米作り体験プロジェクトに参加6/12
都心から一番近い“超田園が残る場所”で小学生が
田植え日を体験。「冷たい！！」と言いながら皆、泥だら
けになり苗を植えた。昼食は東京レスキューLCの協力
のもと、お手製のうどんとカキ氷がふるまわれた。秋の
収穫が楽しみだ。

 羽村 LC 主催の薬物乱用防止教育イベント6/18
『白鳥歌舞喜』劇団（町田クレインLCメンバー所属）
が、薬物乱用防止を題材にした公演を行った。
羽村市教育長も出席していた。
於：羽村市ゆとろぎホール

皆さまからお預かりした熊本地震支援金について、報告致します。
・2016年6月29日　15,435,065円
・2016年7月1日　      114,553円（追加分） 
合計15,549,618円を337－E地区の指定口座に送金いたしました。 

 熊本募金アクティビティ送金報告6/30

第30回関東身体障がい者
水泳選手権大会開催

6/11 12:00~

今大会はジャパンパラ水泳競技大会と日本身体障
がい者水泳選手権大会の予選会を兼ねており、多
くの選手が日頃の練習の成果を競い合った。
於：横浜国際プール（サブプール）。

村木ガバナー
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特集：第99回福岡国際大会レポート
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特集：第99回福岡国際大会レポート
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第99回 福岡国際大会レポート

第２副会長
グットラン・ビョート
イングバドター

第1副会長
ナレシュ・アガワル

5/26

於 AP西新宿

　　

薬物乱用防止スキルアップセミナー開催　5/20

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場に
於いて、第17回東京都障がい者スポーツ大会

（陸上競技・フライングディスク部門）が開催され
た。ロンドン・パラリンピック以降、競技の様子が
メディアで多く取り上げられた影響か、表彰され
る選手の雄姿をカメラに収める家族等が増えた。
330-A地区が長年続けてきた万歳表彰式では、
多くの選手は客席に手を振り、メダルを見せ合い喜びを表現するようになった。今回、新記録が9
つ、タイ記録が1つ飛び出した。一部の競技は今年10月に岩手県で行われる第16回全国障害者
スポーツ大会（愛称「希望郷いわて大会」22日～24日）への派遣選手選考会を兼ねている。詳細
は、330-A地区HPの5月28-29日、写真レポートPDFをご覧ください。

第12回青少年英語スピーチコンテスト～今こそ君の出番
だ　チャレンジしよう～がYCE委員会の主催（後援：330
複合地区YCE委員会）で開催された。スピーカー18名は
135名の聴衆の前で①日本のおもてなし②私の夢③最近
思うこと、の３つのテーマの１つを各自5分間発表した。18
名は情熱を込めてスピーチし、ハイレベルな内容で甲乙つ
け難く慎重に審査された。表彰式には、衆議院議員のL石
原宏高（東京五反田LC所属）も駆けつけ、「英語が得なところを活かして、様 な々分野に興味を
もって挑戦し続けて欲しい」と述べ盛会のうちに閉会した。

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

第4 回 キャビネット会議開催　6/1

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

YCE 壮行会開催6/18
於 明治神宮会館

　　

　　

　　

　　

第52回 献血運動推進全国大会、献血事業車両寄贈7/7

於 AP渋谷道玄坂

　　

　　

　　

青少年英語スピーチコンテスト　6/5

東京秋葉原 LC  50周年記念式典　6/2

新三役セミナー開催　村木ガバナー期がいよいよスタート

5/28-29 第17 回 東京都障がい者スポーツ大会開催

2016.5. ～ キャビネット関連報告

CN・周年報告

東京銀行協会ビル3階銀行倶楽部で開催された。近藤ガバ
ナーはじめ多くの元ガバナー、村木ガバナーエレクトらが出
席し、余興では八王子芸者の踊りが記念式典に華を添え
た。参加者約150名。

次期三役セミナーが京王プラザホテル花の間で開催された。参加者は
次期会長、幹事、会計、総勢約300名。セミナーでは、ライオンズクラブの
歴史ハイライトDVDの上映のあと、ガバナーエレクトL村木秀之から国際
会長紹介・方針の説明、次期ガバナー方針・キャビネット運営について説
明があった。その後、次期幹事団の紹介があり、会場を移して懇親会が
開催され、いよいよ次年度100周年に向けて330-A地区が走り始めた。

■2016年6月24日(金）～28日
（火）、ライオンズクラブ発足から第
99回目となる国際大会が福岡市ヤ
フオクドームを中心に開催されまし
た。国内での開催は東京・大阪に
次ぎ14年ぶり4回目。大会スローガ
ン「Do for People Do for World 
"動き出そう！人々の為に、世界の
為に”」を掲げ、世界各国120か国
から38,000人が参加、共にその精
神を共感し合いたたえ合う大会と
なりました。

■25日（土）10時、日本国旗を胸を
張って持った330-A地区の旗手を
先頭に、冷泉公園より1キロに渡り
インターナショナルパレードが開催
されました。参加者は約12,000
人。各国の特色を表した民族衣装
やイメージカラーを身にまとい、笑
顔いっぱいに歌い踊りながら練り
歩く姿、またそれを温かな声援で迎
えてくれる沿道の方々の姿は、まさ
に世界の平和を象徴しているよう
でした。夜にはヤフオクドームでイ
ンターナショナルショーが行われ、
和太鼓グループのパフォーマンス
と谷村新司さんのショーが行われ
大いに盛り上がりました。

■26日（日）10時より、ヤフオクドー
ムで開会式・初日総会が開催され
ました。寛仁親王妃信子さまをお
迎えし、ノーベル平和賞受賞者カ
イラシュ・サティーアーティーさんに
よる基調講演のほか、国際平和ポ
スター・作文コンテストの表彰式な
どが行われました。

■開会式終了後、ヤフオクドームの
上空を約10分間、航空自衛隊のブ
ルーインパルス（6機編隊）の航空
ショーが行われました。同日18時

からはグランドハイアットにて「近藤
正彦ガバナーと村木秀之エレクトを
囲む会」が開催され、大勢の参加者
の前で今期幹事団の慰労と来期幹
事団の紹介がありました。

■28日（火）代議員投票、閉会式が
行われ、国境なき医師団への授与
式、国際会長就任式、国連旗贈呈
式、ガバナー宣誓式などが行われま
した。また山田實紘国際会長の退
任式において、全日本8複合地区協
議会を代表し近藤正彦協議会議長
連絡会議代表世話人がスピーチを
行い、今期330-A地区のみならず
複合地区での活動に奮闘された近
藤ガバナーの雄姿を誇らしくそして
感慨深く拝見いたしました。

■新たに2016-2017年国際会長と
して就任したボブ・コーリュー氏より

「NEW MOUNTAINS TO CLIMB」
のスローガンの説明や紹介VTR,100
周年祝賀記念大会へ向けての一年
間の決意のスピーチなどが行われ、
閉会式は終了しました。

■閉会式の後、近藤ガバナーにより
村木エレクトの胸のリボンが外さ
れ、晴れて330-A地区に村木秀之
ガバナーが誕生しました。

■今回私は初めての国際大会参加
でしたが、博多の街が各国からのラ
イオンズメンバーで溢れ、それぞれ
が様々なピンバッジを着け笑顔で
交流をしている様子に感動を覚えま
した。来年、ライオンズクラブ発祥の
地・シカゴで開催されます第100回
目の国際大会はさらに盛大なもの
になるでしょう。ライオンズクラブと
いう世界規模の奉仕団体の1メン
バーとしての誇りを胸に、それにふ
さわしい活動をしていきたいと改め
て感じる大会でした。

（レポート：東京赤坂LC L湯川麻美子）

今年度地区ニュースの表紙は、ＬＣ100周年にちなみ、「ほぼ同い年」の
建物や老舗などを取り上げる予定。第1号は、通年公開で最近話題の「迎
賓館赤坂離宮（国宝）」。
明治42（1909)年　紀州徳川家の屋敷跡に東宮御所として建設された、
日本における唯一のネオ・バロック様式西洋風宮殿建築。戦後は多くの
国賓・公賓を迎え、わが国の外交の歴史とともに歩んできた。ベルサイ
ユ宮殿を彷彿とさせる豪華絢爛な西洋建築や庭園の随所に、「和」の意
匠が調和している様は実に見事である。
我らがＬＣも、「崇高なライオニズム」と「日本人ならではの気配り」を
上手く融合させるよう、改めて意識していきたいものである。(L荒牧 知子)

迎賓館赤坂離宮

編集後記

今期広報情報委員会メンバーのご紹介
豊新LC
法政LC
けやきLC
大森LC
世田谷LC
東京LC
芝LC
隅田川LC
江戸川中央LC

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員

L赤尾 嘉晃
L後藤 裕文
L吉岡 晋
L津守 勝男 
L桂 太郎
L荒牧 知子
L須藤 三男
L田下 一雄
L大類 雅之

ウエストLC
表参道LC
三鷹L
西東京LC
国立LC
三鷹LC
調布LC
数寄屋橋LC

委員
委員
委員 
委員
委員
SPA
SPA
担当副幹事

L矢追 秀紀
L飯田 容子
L窪田 直隆
L里井 純二
L大和 祥郎
L向井 忠義
L矢田部 満
L鹿野 祥誠

100周年を迎える村木ガバナー期がスタートしました。1年のキャビネット方針を聴くためイン
タビューを企画し、約1時間お話しを伺いました。10月開催の数寄屋橋から日比谷公園周
辺の薬物乱用防止パレードや2月開催の会員増強のためのルミネtheよしもとと情報発信ア
クティビティが満載の1年になりそうです。また、クラブメンバー間の相互理解を深めるための
様々な策に大いに期待できると感じました。そしてメンバーのリーダーシップ、専門性をたか
める数々の研修プログラムが用意されていてこれまで以上に、入会したくなるライオンズクラ
ブに変化していく村木ガバナー期になりそうです。
　当委員会発行の地区ニュースは、小冊子（ポケットサイズ、A4版）年4回と電子版年2
回を予定しています。クラブ、ゾーン、リジョン、委員会でのアクティビティ・
セミナー予告、報告の発信にぜひご利用いただければと思います。330-A
地区HPの投稿欄が発信窓口です。電子版は右記QRコードから地区
ニュースに入ることができ、過去の地区ニュース5年分も閲覧できます。地
区ニュース電子版への訪問、投稿お待ちしています。
http://www.lions-news.com/

地区ニュース電子版へ

ライオンズ国際協会 330-A地区 ポケットニュース VOL1
発行：2016年8月20160731

発行人：広報情報委員会委員長　L赤尾嘉晃

Copyright 2016-17 330-A Lions Clubs International All Rights Reserved.

330-A地区　第１回キャビネット会議（ニューオータニ）

ボブ・コーリュー国際会長日本公式訪問（新宿京王プラザ）

ガバナー公式訪問（1R～14R）

薬物乱用防止大パレード　オリンピック・パラリンピックイベント
（銀座数寄屋橋周辺・日比谷公園）

第55回 OSEAL FORUM（開催場所：香港）

330-A地区　第2回キャビネット会議（新宿京王プラザ）

7月27日（水）

9月6日～8日

9月~10月

10月29日（土）

11月10日～13日

11月15日（火）

11月までの主な行事予定

ライオンの写真は、「ケニア マサイマラ国立保護区 加藤直子氏 撮影」。ご協賛頂きました。

330-A地区広報情報委員長会 委員長　L赤尾 嘉晃 

撮影日時：2015/3/22
撮影場所:ケニア マサイマラ国立保護区
Moraniと呼ばれているライオンです。

「(c)2010 熊本県くまモン#熊本支援」

村木ガバナーインタビュー
2016－17 年のガバナー方針を具体的にお聴きしました

■ 330-A 地区のガバナーになり、
　大きく変化したことはありますか
・1年間のアクティビティなどが具体的になって
ゴールが遠くなった感じがしています。そして
100周年、記念の年をメンバー皆で作り上げた
いという気持ちの高ぶりが凄いですね。ゴルフ
でいうと、レギュラーティー（白色）、バック
ティー（青色）そして競技者用ティー（黒色）と
距離が伸びて攻略が難しくなりますが、一番後
ろのティーから「バーディを狙い、獲る喜び」を
体験できそうなワクワク感があります。

■ ライオンズ 100 周年になる今期、国際協会と連携や関係について
・昨年、日本人として34年ぶりに山田實紘国際会長が就任して、国際本部と330MD
（複合地区）との距離が縮まりました。今期のボブ・コーリュー国際会長テーマ「New 
Mountains to Climb（次なる山を目指して）」や100年を祝うにあたり過去に敬意
を払い、現在を見つめなおし、見据えなければならいのは「未来」という方針などが
直に耳に入ってくるようになっています。「次に続く世代の育成」を重視して、9月7日の
国際会長日本訪問時（新宿京王プラザホテル予定）には、全国のクラブ会長との対
話を希望されており、また薬物乱用防止教室（都内中学校）青少年育成アクティビ
ティの現場視察予定があり、国際協会との連携を深めてまいります。

■ 全クラブ会長との面談実施について
９～10月開催のガバナー公式訪問時、各クラブ会長と約10分ずつ直接お話しをさせ
ていただき、クラブの現状と未来（新しく企画しているアクティビティ、会員増強方法な
ど）についてお話を伺いたいと考えています。

■ 結びに村木ガバナーから入会希望者、
候補者へ一言

●ガバナー公式訪問日程決定●

1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R

10R
11R
12R
13R
14R

10 月    6 日（木）
9 月 20 日（火）
9 月 14 日（水）
9 月 13 日（火）

10 月 12 日（水）
9 月 21 日（水）

10 月    3 日（月）
9 月 29 日（木）
9 月 23 日（金）
9 月    1 日（木）
9 月 26 日（月）
9 月 15 日（木）
9 月 28 日（水）

10 月 11 日（火）

・アクティビティ・スローガン
　100 周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム
・ガバナーズ・スローガン
　よき伝統と　新しい　息吹を紡ぎ織りなして　明日につなげる　We Serve
・ガバナーズテーマ
100 周年　未来を見据えて　叡智を絞り考えて　極めよう奉仕の世界
 

1917年ライオンズクラブの創立者メルビ
ン・ジョーンズが「他人に尽くす事から始
めるのでなければ、人生の大は成し遂げ
られない」と言っています。他人のために
何かすることは、恥ずかしかったり、環境
が整ってなかったりしてなかなか行うこと
ができない事もあります。ライオンズクラブ
は大手を振って、胸を張り、誇りをもって
奉仕活動ができます。私たちと一緒に国
際的な奉仕団体に所属して地域へ奉仕し
ませんか。
一人より皆で、チームでやれば大きな力と
なります。「We Serve」（私たちは奉仕する）

■ アクティビティ・スローガンが
「100 周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム」です

330-A 全体で行うアクティビティはありますか

■ 3 つの大切なことについて
相互理解：メンバー・クラブ・地域と皆が明るく楽しくライオンズライフを送れる
ような仕組みづくりを提示したいと思っています。基本「奉仕活動」は各クラブ単
位で独自に行われており、リジョンやゾーンでの合同アクティビティの工夫やアクティ
ビティテーマがよく似たクラブ間の連携を容易にできる環境を整えてまいります。
アクティビティ、クラブ支援  輝く未来のために：ライオンズクラブが今何を
やっているかを地域に今まで以上に発信して、子どもや大人が気軽に参加でき
るようにアクティビティ、クラブを支援していきたい。
人材の育成：多様な奉仕のニー
ズに対応するには、優れたリー
ダーの存在が必要です。すなわ
ち知識、能力、情熱、そして先
進的な考えを持てるように、様々
な育成、研修プログラムに挑戦
できる環境をつくっていきます。

はい。10月と2月に行います。10月は『ダメ！ゼッ
タイ！』『ノードラッグ』薬物乱用防止大パレード
を数寄屋橋交差点・日比谷公園近隣で開催予
定です。若年層へ忍び寄る薬物乱用の危険性
をパレードと日比谷公園でのイベントで啓蒙し、
警視庁、東京都等とともに情報発信します。2月
は新宿ルミネtheよしもとでのお笑いライブで

『会員増強』を目指します。ライオンズを知っても
らうきっかけを作り、クラブが中心となってつながりを重視して参加を促すアクティ
ビティと位置付けています。

場所についてはホームページでご確認下さい。

2016.7.6.13時～ 330-A地区事務局にて　　村木 秀之ガバナー、篠 順三キャビネット幹事
聞き手：広報情報委員会 委員長 L赤尾 嘉晃　写真：L吉岡 晋

村木ガバナー（右）、篠キャビネット幹事（左）
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13R2Z 東京清瀬LC

　　

ベトナム・チャンビン省、ヤンタンＡ小学校訪問
（10 周年時建設寄贈）

5

2016.5. ～ クラブアクティビティ報告

本年10月の結成30周年記念事業の一環として実行
委員長L森屋以下6名で訪問した。日本とベトナムの
友好親善のため支援を今後も継続していきたい。
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9R2Z　東京レスキューLC

14R1Z 八王子いちょうLC

　　

青色灯防犯パトロールカー市内巡回5
9年前に購入したパトロールカーでメンバーが週1回2
時間程度、巡回中。東村山警察署から「パトロール実施
証」を交付され、市内の小学校、中学校そして住宅街を
回り、地域の防犯の一翼を担っている。

9R2Z 東京五反田LC

第11回中国全土年次大会参加（杭州にて開催）6/3
第一、第二主席も出席した日中の災害援助委員会で東
京レスキューLCは「大災害発生時のライオンズクラブの
役割」について意見交換をした。当クラブの「地域と共に
支援する」が注目され、両国に重大災害発生時の、連携
組織網の組み立てへ一歩前進した。
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協賛：9R2Z 東京ウエストLC
協力：9R, 社会福祉・障がい者支援委員会

14R2Z 東京羽村LC
12R2Z 東京町田クレインLC 合同

献血奉仕活動　恵比寿㈱ジャックス本社6/7
㈱ジャックスの従業員やメンバー総勢70名を超える
協力があった。特に若い年代の確保が難しくなって
おり、様 な々年齢層が勤務している企業内での活動
を継続していきたい。

12R2Z 東京町田クレインLC青少年育成米作り体験プロジェクトに参加6/12
都心から一番近い“超田園が残る場所”で小学生が
田植え日を体験。「冷たい！！」と言いながら皆、泥だら
けになり苗を植えた。昼食は東京レスキューLCの協力
のもと、お手製のうどんとカキ氷がふるまわれた。秋の
収穫が楽しみだ。

 羽村 LC 主催の薬物乱用防止教育イベント6/18
『白鳥歌舞喜』劇団（町田クレインLCメンバー所属）
が、薬物乱用防止を題材にした公演を行った。
羽村市教育長も出席していた。
於：羽村市ゆとろぎホール

皆さまからお預かりした熊本地震支援金について、報告致します。
・2016年6月29日　15,435,065円
・2016年7月1日　      114,553円（追加分） 
合計15,549,618円を337－E地区の指定口座に送金いたしました。 

 熊本募金アクティビティ送金報告6/30

第30回関東身体障がい者
水泳選手権大会開催

6/11 12:00~

今大会はジャパンパラ水泳競技大会と日本身体障
がい者水泳選手権大会の予選会を兼ねており、多
くの選手が日頃の練習の成果を競い合った。
於：横浜国際プール（サブプール）。

村木ガバナー

P0CKET NEWS 
Lions Clubs International 330-A
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特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　
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第99回 福岡国際大会レポート

第２副会長
グットラン・ビョート
イングバドター

第1副会長
ナレシュ・アガワル

5/26

於 AP西新宿

　　

薬物乱用防止スキルアップセミナー開催　5/20

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場に
於いて、第17回東京都障がい者スポーツ大会

（陸上競技・フライングディスク部門）が開催され
た。ロンドン・パラリンピック以降、競技の様子が
メディアで多く取り上げられた影響か、表彰され
る選手の雄姿をカメラに収める家族等が増えた。
330-A地区が長年続けてきた万歳表彰式では、
多くの選手は客席に手を振り、メダルを見せ合い喜びを表現するようになった。今回、新記録が9
つ、タイ記録が1つ飛び出した。一部の競技は今年10月に岩手県で行われる第16回全国障害者
スポーツ大会（愛称「希望郷いわて大会」22日～24日）への派遣選手選考会を兼ねている。詳細
は、330-A地区HPの5月28-29日、写真レポートPDFをご覧ください。

第12回青少年英語スピーチコンテスト～今こそ君の出番
だ　チャレンジしよう～がYCE委員会の主催（後援：330
複合地区YCE委員会）で開催された。スピーカー18名は
135名の聴衆の前で①日本のおもてなし②私の夢③最近
思うこと、の３つのテーマの１つを各自5分間発表した。18
名は情熱を込めてスピーチし、ハイレベルな内容で甲乙つ
け難く慎重に審査された。表彰式には、衆議院議員のL石
原宏高（東京五反田LC所属）も駆けつけ、「英語が得なところを活かして、様 な々分野に興味を
もって挑戦し続けて欲しい」と述べ盛会のうちに閉会した。

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

第4 回 キャビネット会議開催　6/1

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

YCE 壮行会開催6/18
於 明治神宮会館

　　

　　

　　

　　

第52回 献血運動推進全国大会、献血事業車両寄贈7/7

於 AP渋谷道玄坂

　　

　　

　　

青少年英語スピーチコンテスト　6/5

東京秋葉原 LC  50周年記念式典　6/2

新三役セミナー開催　村木ガバナー期がいよいよスタート

5/28-29 第17 回 東京都障がい者スポーツ大会開催

2016.5. ～ キャビネット関連報告

CN・周年報告

東京銀行協会ビル3階銀行倶楽部で開催された。近藤ガバ
ナーはじめ多くの元ガバナー、村木ガバナーエレクトらが出
席し、余興では八王子芸者の踊りが記念式典に華を添え
た。参加者約150名。

次期三役セミナーが京王プラザホテル花の間で開催された。参加者は
次期会長、幹事、会計、総勢約300名。セミナーでは、ライオンズクラブの
歴史ハイライトDVDの上映のあと、ガバナーエレクトL村木秀之から国際
会長紹介・方針の説明、次期ガバナー方針・キャビネット運営について説
明があった。その後、次期幹事団の紹介があり、会場を移して懇親会が
開催され、いよいよ次年度100周年に向けて330-A地区が走り始めた。

■2016年6月24日(金）～28日
（火）、ライオンズクラブ発足から第
99回目となる国際大会が福岡市ヤ
フオクドームを中心に開催されまし
た。国内での開催は東京・大阪に
次ぎ14年ぶり4回目。大会スローガ
ン「Do for People Do for World 
"動き出そう！人々の為に、世界の
為に”」を掲げ、世界各国120か国
から38,000人が参加、共にその精
神を共感し合いたたえ合う大会と
なりました。

■25日（土）10時、日本国旗を胸を
張って持った330-A地区の旗手を
先頭に、冷泉公園より1キロに渡り
インターナショナルパレードが開催
されました。参加者は約12,000
人。各国の特色を表した民族衣装
やイメージカラーを身にまとい、笑
顔いっぱいに歌い踊りながら練り
歩く姿、またそれを温かな声援で迎
えてくれる沿道の方々の姿は、まさ
に世界の平和を象徴しているよう
でした。夜にはヤフオクドームでイ
ンターナショナルショーが行われ、
和太鼓グループのパフォーマンス
と谷村新司さんのショーが行われ
大いに盛り上がりました。

■26日（日）10時より、ヤフオクドー
ムで開会式・初日総会が開催され
ました。寛仁親王妃信子さまをお
迎えし、ノーベル平和賞受賞者カ
イラシュ・サティーアーティーさんに
よる基調講演のほか、国際平和ポ
スター・作文コンテストの表彰式な
どが行われました。

■開会式終了後、ヤフオクドームの
上空を約10分間、航空自衛隊のブ
ルーインパルス（6機編隊）の航空
ショーが行われました。同日18時

からはグランドハイアットにて「近藤
正彦ガバナーと村木秀之エレクトを
囲む会」が開催され、大勢の参加者
の前で今期幹事団の慰労と来期幹
事団の紹介がありました。

■28日（火）代議員投票、閉会式が
行われ、国境なき医師団への授与
式、国際会長就任式、国連旗贈呈
式、ガバナー宣誓式などが行われま
した。また山田實紘国際会長の退
任式において、全日本8複合地区協
議会を代表し近藤正彦協議会議長
連絡会議代表世話人がスピーチを
行い、今期330-A地区のみならず
複合地区での活動に奮闘された近
藤ガバナーの雄姿を誇らしくそして
感慨深く拝見いたしました。

■新たに2016-2017年国際会長と
して就任したボブ・コーリュー氏より

「NEW MOUNTAINS TO CLIMB」
のスローガンの説明や紹介VTR,100
周年祝賀記念大会へ向けての一年
間の決意のスピーチなどが行われ、
閉会式は終了しました。

■閉会式の後、近藤ガバナーにより
村木エレクトの胸のリボンが外さ
れ、晴れて330-A地区に村木秀之
ガバナーが誕生しました。

■今回私は初めての国際大会参加
でしたが、博多の街が各国からのラ
イオンズメンバーで溢れ、それぞれ
が様々なピンバッジを着け笑顔で
交流をしている様子に感動を覚えま
した。来年、ライオンズクラブ発祥の
地・シカゴで開催されます第100回
目の国際大会はさらに盛大なもの
になるでしょう。ライオンズクラブと
いう世界規模の奉仕団体の1メン
バーとしての誇りを胸に、それにふ
さわしい活動をしていきたいと改め
て感じる大会でした。

（レポート：東京赤坂LC L湯川麻美子）

今年度地区ニュースの表紙は、ＬＣ100周年にちなみ、「ほぼ同い年」の
建物や老舗などを取り上げる予定。第1号は、通年公開で最近話題の「迎
賓館赤坂離宮（国宝）」。
明治42（1909)年　紀州徳川家の屋敷跡に東宮御所として建設された、
日本における唯一のネオ・バロック様式西洋風宮殿建築。戦後は多くの
国賓・公賓を迎え、わが国の外交の歴史とともに歩んできた。ベルサイ
ユ宮殿を彷彿とさせる豪華絢爛な西洋建築や庭園の随所に、「和」の意
匠が調和している様は実に見事である。
我らがＬＣも、「崇高なライオニズム」と「日本人ならではの気配り」を
上手く融合させるよう、改めて意識していきたいものである。(L荒牧 知子)

迎賓館赤坂離宮

編集後記

今期広報情報委員会メンバーのご紹介
豊新LC
法政LC
けやきLC
大森LC
世田谷LC
東京LC
芝LC
隅田川LC
江戸川中央LC

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員

L赤尾 嘉晃
L後藤 裕文
L吉岡 晋
L津守 勝男 
L桂 太郎
L荒牧 知子
L須藤 三男
L田下 一雄
L大類 雅之

ウエストLC
表参道LC
三鷹L
西東京LC
国立LC
三鷹LC
調布LC
数寄屋橋LC

委員
委員
委員 
委員
委員
SPA
SPA
担当副幹事

L矢追 秀紀
L飯田 容子
L窪田 直隆
L里井 純二
L大和 祥郎
L向井 忠義
L矢田部 満
L鹿野 祥誠

100周年を迎える村木ガバナー期がスタートしました。1年のキャビネット方針を聴くためイン
タビューを企画し、約1時間お話しを伺いました。10月開催の数寄屋橋から日比谷公園周
辺の薬物乱用防止パレードや2月開催の会員増強のためのルミネtheよしもとと情報発信ア
クティビティが満載の1年になりそうです。また、クラブメンバー間の相互理解を深めるための
様々な策に大いに期待できると感じました。そしてメンバーのリーダーシップ、専門性をたか
める数々の研修プログラムが用意されていてこれまで以上に、入会したくなるライオンズクラ
ブに変化していく村木ガバナー期になりそうです。
　当委員会発行の地区ニュースは、小冊子（ポケットサイズ、A4版）年4回と電子版年2
回を予定しています。クラブ、ゾーン、リジョン、委員会でのアクティビティ・
セミナー予告、報告の発信にぜひご利用いただければと思います。330-A
地区HPの投稿欄が発信窓口です。電子版は右記QRコードから地区
ニュースに入ることができ、過去の地区ニュース5年分も閲覧できます。地
区ニュース電子版への訪問、投稿お待ちしています。
http://www.lions-news.com/

地区ニュース電子版へ

ライオンズ国際協会 330-A地区 ポケットニュース VOL1
発行：2016年8月20160731

発行人：広報情報委員会委員長　L赤尾嘉晃

Copyright 2016-17 330-A Lions Clubs International All Rights Reserved.

330-A地区　第１回キャビネット会議（ニューオータニ）

ボブ・コーリュー国際会長日本公式訪問（新宿京王プラザ）

ガバナー公式訪問（1R～14R）

薬物乱用防止大パレード　オリンピック・パラリンピックイベント
（銀座数寄屋橋周辺・日比谷公園）

第55回 OSEAL FORUM（開催場所：香港）

330-A地区　第2回キャビネット会議（新宿京王プラザ）

7月27日（水）

9月6日～8日

9月~10月

10月29日（土）

11月10日～13日

11月15日（火）

11月までの主な行事予定

ライオンの写真は、「ケニア マサイマラ国立保護区 加藤直子氏 撮影」。ご協賛頂きました。

330-A地区広報情報委員長会 委員長　L赤尾 嘉晃 

撮影日時：2015/3/22
撮影場所:ケニア マサイマラ国立保護区
Moraniと呼ばれているライオンです。

「(c)2010 熊本県くまモン#熊本支援」



東京新宿 LC

ライオンズクラブ代表国連大使・元国際理事
L 山浦 晟暉

東京数寄屋橋 LC

地区ガバナー
L 村木 秀之

東京京橋 LC

国際協会モンゴルコーディネーター　
L 今井 三和

東京数寄屋橋 LC

LCIF エリアコーディネーター（東日本）
L 大石 誠

東京八王子陵東 LC

GMT330 複合地区コーディネーター　　
L 石井 征二

東京京橋 LC

リジョン・チェアパーソン  
L 草川 重良

東京浜町 LC

1ゾーン　ZC
L 菊池 和一

東京平成 LC

2 ゾーン　ZC
L 肥田野 晴三

東京江戸川中央 LC

リジョン・チェアパーソン 
L 高橋 芳久

東京葛飾 LC

1ゾーン　ZC
L 小林 良吉

東京江戸川中央 LC

2 ゾーン　ZC
L 並木 孝行

東京ウエスト LC

リジョン・チェアパーソン  
L 谷山 光俊

東京品川 LC

1ゾーン　ZC
L 水野 剛

東京レスキュー LC

2 ゾーン　ZC
L 野村 起成

東京世田谷 LC

地区 GMT コーディネーター
L 進藤 義夫

東京葵 LC

地区 GLT コーディネーター
L 橋口 啓一

東京蒼天 LC

地区 FWT コーディネーター
L 鈴木 令子

東京小金井 LC

地区 100 周年記念コーディネーター
L 梶原 正和

東京ピース LC

地区 FWT 副コーディネーター
L 阿部 かな子

東京駿河台 LC

中長期ビジョン・会則委員会
L 佐久間 洋一

東京江戸川 LC

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会
L 原田 貞機

東京荏原 LC

社会福祉・障がい者支援委員会
L 竹花 秀勝

東京数寄屋橋 LC

女性参画・レオ・ライオネス委員会
L 江端 貴子

東京吉祥寺 LC

いじめ対策・青少年育成委員会
L 小林 伸光

東京赤坂 LC

短期ビジョン委員会
L 細川 孝雄

東京城東 LC

選挙管理委員会
L 木島 庄市

東京文京 LC

会計監査
L 吉田 實

東京渋谷 LC

会計監査
L 青木 秀壽

東京紀尾井町 LC

キャビネット副幹事
L 宮本 志づ子

東京横田 LC

ガバナー補佐
L 遠山 俊男

東京数寄屋橋 LC

ガバナー補佐
L 高桑 昌彦

東京紀尾井町 LC

リジョン・チェアパーソン 
L 中島 進

東京白門 LC

3 ゾーン　ZC
L 星野 紘紀

東京江東南 LC

2 ゾーン　ZC
L 渋川 嘉秋

東京千代田 LC

1 ゾーン　ZC
L 中島 庸介

東京番長 LC

2 ゾーン　ZC
L 吉岡 龍見

東京練馬 LC

3 ゾーン　ZC
L 和﨑 健治

東京志村 LC

2 ゾーン　ZC
L 木島 克己

東京葵 LC

東京豊新 LC 東京池袋 LC東京キング LC

3 ゾーン　ZC
L 斉藤 和孝

3 ゾーン　ZC
L 古川 竜也

リジョン・チェアパーソン 
L 橋本 光祥

1ゾーン　ZC
L 若林 博史

東京吉祥寺 LC

1ゾーン　ZC
L 青木 秀茂

東京吉祥寺 LC

リジョン・チェアパーソン 
L 瀧川 清人

東京町田 LC

2 ゾーン　ZC
L 前田 康英

東京神楽坂 LC

2 ゾーン　ZC
L 荻野 桂一

東京葵 LC

LCIF 推進委員会
L 伊賀 則夫

東京羽村 LC

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会
L 梶 正明

東京鶯谷 LC

薬物乱用防止特別委員会
L 寺田 義和

東京桜門 LC

環境保全委員会
L 田中 則雄

東京武蔵野 LC

100 周年記念委員会
L 吉田 宗一郎

東京京橋 LC

第 63 回年次大会委員会
L 今井 三和

東京桜門 LC

組織連携・事務所移転検討委員会
L 池田 和司

東京晴海 LC

組織再編・コンプライアンス委員会
L 脇村 孝友

東京目黒 LC

100 周年記念 330 複合地区コーディネーター　
L 富田 純明

東京八王子陵東 LC

前地区ガバナー・名誉顧問会議長
L 近藤 正彦

東京ウィル LC

FWT エリアリーダー（東日本）
L 小川 晶子

東京赤坂 LC

第１副地区ガバナー
L 細川 孝雄

東京巣鴨 LC

第２副地区ガバナー
L 今井 文彦

東京けやき LC

キャビネット幹事
L 篠 順三

東京江戸川東 LC

キャビネット会計
L 田中 忠男

東京新橋 LC

リジョン・チェアパーソン  
L 浅井 洋一郎

東京浜松町 LC

1ゾーン　ZC
L 栗山 匡司

東京麻布 LC

2 ゾーン　ZC
L 蟹江 康夫

東京神宮前 LC

3 ゾーン　ZC
L 後藤 満

東京江東 LC

リジョン・チェアパーソン 
L 松本 光史

東京墨東 LC

1ゾーン　ZC
L 林 恒雄

東京足立中央 LC

3 ゾーン　ZC
L 松野 敬宣

東京上野東 LC

リジョン・チェアパーソン   
L 平澤 勝弘

東京浅草 LC

1ゾーン　ZC
L 菱岡 敏光

東京上野東 LC

2 ゾーン　ZC
L 中山 仁

東京光が丘 LC

リジョン・チェアパーソン 
L 星野 宏一

東京赤羽 LC

1ゾーン　ZC
L 久保田 明雄

東京渋谷 LC

リジョン・チェアパーソン   
L 柳屋 隆

東京神宮前 LC

1ゾーン　ZC
L 上田 満雄

東京世田谷 LC

2 ゾーン　ZC
L 山本 康弘

東京杉並東 LC

リジョン・チェアパーソン    
L 村山 義雄

東京新宿 LC

1ゾーン　ZC
L 中井 正力

東京中野 LC

2 ゾーン　ZC
L 宇田川 直子

東京田無 LC

リジョン・チェアパーソン   
L 渡部 富夫

武蔵村山 LC

1ゾーン　ZC
L 菊池 茂

東京田無 LC

2 ゾーン　ZC
L 鶴田 實

東京秋川 LC

リジョン・チェアパーソン  
L 野﨑 進

東京八王子高尾 LC

1ゾーン　ZC
L 伊藤 裕司

東京青梅 LC

2 ゾーン　ZC
L 関塚 博美

東京シティ LC

会員増強委員会
L 重信　眞一

東京蒼天 LC

FWT task force
L 鈴木 令子

東京さきぞう LC

YCE 委員会
L 島田 益吉

東京豊新 LC

広報情報委員会
L 赤尾 嘉晃

東京麻布 LC

PR 委員会
L 戸田 一郎

東京みやこ LC

IT 委員会
L 佐原 幸雄

東京石泉 LC

エクステンション委員会
L 荒木 貞雄

東京玉川 LC

指導力育成委員会
L 野々 晴久

東京江戸川中央 LC

青少年健全育成委員会
L 峰村 篤

東京八王子陵東 LC

緊急対策・災害援助委員会
L 鈴木 順一

東京世田谷 LC

国際大会参加委員会
L 諸見里 清

東京吉祥寺 LC

国際協調・モンゴル友好委員会
L 河田 弘昭

東京みやこ LC

東日本・熊本復興支援特別委員会
L 河合 悦子

東京荒川西 LC

オリンピック・パラリンピック支援委員会
L 宮本 慶文

東京サンシャイン LC

青年アカデミー委員会
L 小野 毅

東京ピース LC

クラブアクティビティ活性化プロジェクト (CAP) 委員会
L 伊賀 保夫

東京数寄屋橋 LC

キャビネット副幹事
L 鹿野 祥誠

東京ヒルズ LC

キャビネット副幹事
L 林 敦美

東京江東南 LC

キャビネット副幹事
L 德田 修一

東京江戸川東 LC

キャビネット副幹事
L 御厨 正敬

東京上野東 LC

キャビネット副幹事
L 小野 隆子

東京石泉 LC

キャビネット副幹事
L 曽我 幸弘

東京セイシン LC

キャビネット副幹事
L 高根澤 輝之

東京ウエスト LC

キャビネット副幹事
L 小倉 豊

東京世田谷 LC

キャビネット副幹事
L 西山 和範

東京原宿 LC

キャビネット副幹事
L 藤村 拓也

東京府中 LC

キャビネット副幹事
L 市岡 隆志

東京横田 LC

キャビネット副幹事
L 佐竹 稲史

東京八王子高尾 LC

キャビネット副幹事
L 完山 一範

東京数寄屋橋 LC

キャビネット副会計
L 薮野 直喜

地区キャビネット構成員 330-A
2016-2017

1R

8R

12R

2R
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9R

3R 4R

7R6R

10R

13R

11R

14RGMT・GLT・
FWT・

FWT（副）・
地区100周年

コーディネーター

地区委員会
委員長

会計監査

キャビネット　副幹事・副会計



村木ガバナーインタビュー
2016－17年のガバナー方針を具体的にお聴きしました

■ 330-A地区のガバナーになり、
　大きく変化したことはありますか
・1年間のアクティビティなどが具体的になって
ゴールが遠くなった感じがしています。そして
100周年、記念の年をメンバー皆で作り上げた
いという気持ちの高ぶりが凄いですね。ゴルフ
でいうと、レギュラーティー（白色）、バック
ティー（青色）そして競技者用ティー（黒色）と
距離が伸びて攻略が難しくなりますが、一番後
ろのティーから「バーディを狙い、獲る喜び」を
体験できそうなワクワク感があります。

■ ライオンズ100周年になる今期、国際協会と連携や関係について
・昨年、日本人として34年ぶりに山田實紘国際会長が就任して、国際本部と330MD
（複合地区）との距離が縮まりました。今期のボブ・コーリュー国際会長テーマ「New 
Mountains to Climb（次なる山を目指して）」や100年を祝うにあたり過去に敬意
を払い、現在を見つめなおし、見据えなければならいのは「未来」という方針などが
直に耳に入ってくるようになっています。「次に続く世代の育成」を重視して、9月7日の
国際会長日本訪問時（新宿京王プラザホテル予定）には、全国のクラブ会長との対
話を希望されており、また薬物乱用防止教室（都内中学校）青少年育成アクティビ
ティの現場視察予定があり、国際協会との連携を深めてまいります。

■ 全クラブ会長との面談実施について
９～10月開催のガバナー公式訪問時、各クラブ会長と約10分ずつ直接お話しをさせ
ていただき、クラブの現状と未来（新しく企画しているアクティビティ、会員増強方法な
ど）についてお話を伺いたいと考えています。

■ 結びに村木ガバナーから入会希望者、
候補者へ一言

●ガバナー公式訪問日程決定●

1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R

10R
11R
12R
13R
14R

10月    6日（木）
9月20日（火）
9月14日（水）
9月13日（火）

10月12日（水）
9月21日（水）

10月    3日（月）
9月29日（木）
9月23日（金）
9月    1日（木）
9月26日（月）
9月15日（木）
9月28日（水）

10月11日（火）

・アクティビティ・スローガン
　100周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム
・ガバナーズ・スローガン
　よき伝統と　新しい　息吹を紡ぎ織りなして　明日につなげる　We Serve
・ガバナーズテーマ
100周年　未来を見据えて　叡智を絞り考えて　極めよう奉仕の世界
 

1917年ライオンズクラブの創立者メルビ
ン・ジョーンズが「他人に尽くす事から始
めるのでなければ、人生の大は成し遂げ
られない」と言っています。他人のために
何かすることは、恥ずかしかったり、環境
が整ってなかったりしてなかなか行うこと
ができない事もあります。ライオンズクラブ
は大手を振って、胸を張り、誇りをもって
奉仕活動ができます。私たちと一緒に国
際的な奉仕団体に所属して地域へ奉仕し
ませんか。
一人より皆で、チームでやれば大きな力と
なります。「We Serve」（私たちは奉仕する）

■ アクティビティ・スローガンが
「100周年　誇りを胸に　飛躍させよう　ライオニズム」です

330-A全体で行うアクティビティはありますか

■ 3つの大切なことについて
相互理解：メンバー・クラブ・地域と皆が明るく楽しくライオンズライフを送れる
ような仕組みづくりを提示したいと思っています。基本「奉仕活動」は各クラブ単
位で独自に行われており、リジョンやゾーンでの合同アクティビティの工夫やアクティ
ビティテーマがよく似たクラブ間の連携を容易にできる環境を整えてまいります。
アクティビティ、クラブ支援  輝く未来のために：ライオンズクラブが今何を
やっているかを地域に今まで以上に発信して、子どもや大人が気軽に参加でき
るようにアクティビティ、クラブを支援していきたい。
人材の育成：多様な奉仕のニー
ズに対応するには、優れたリー
ダーの存在が必要です。すなわ
ち知識、能力、情熱、そして先
進的な考えを持てるように、様々
な育成、研修プログラムに挑戦
できる環境をつくっていきます。

はい。10月と2月に行います。10月は『ダメ！ゼッ
タイ！』『ノードラッグ』薬物乱用防止大パレード
を数寄屋橋交差点・日比谷公園近隣で開催予
定です。若年層へ忍び寄る薬物乱用の危険性
をパレードと日比谷公園でのイベントで啓蒙し、
警視庁、東京都等とともに情報発信します。2月
は新宿ルミネtheよしもとでのお笑いライブで

『会員増強』を目指します。ライオンズを知っても
らうきっかけを作り、クラブが中心となってつながりを重視して参加を促すアクティ
ビティと位置付けています。

場所についてはホームページでご確認下さい。

2016.7.6.13時～ 330-A地区事務局にて　　村木 秀之ガバナー、篠 順三キャビネット幹事
聞き手：広報情報委員会 委員長 L赤尾 嘉晃　写真：L吉岡 晋

村木ガバナー（右）、篠キャビネット幹事（左）
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13R2Z 東京清瀬LC

　　

ベトナム・チャンビン省、ヤンタンＡ小学校訪問
（10周年時建設寄贈）

5

2016.5.～ クラブアクティビティ報告

本年10月の結成30周年記念事業の一環として実行
委員長L森屋以下6名で訪問した。日本とベトナムの
友好親善のため支援を今後も継続していきたい。
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+, 9R2Z　東京レスキューLC

14R1Z 八王子いちょうLC

　　

青色灯防犯パトロールカー市内巡回 5
9年前に購入したパトロールカーでメンバーが週1回2
時間程度、巡回中。東村山警察署から「パトロール実施
証」を交付され、市内の小学校、中学校そして住宅街を
回り、地域の防犯の一翼を担っている。

9R2Z 東京五反田LC

第11回中国全土年次大会参加（杭州にて開催） 6/3
第一、第二主席も出席した日中の災害援助委員会で東
京レスキューLCは「大災害発生時のライオンズクラブの
役割」について意見交換をした。当クラブの「地域と共に
支援する」が注目され、両国に重大災害発生時の、連携
組織網の組み立てへ一歩前進した。
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協賛：9R2Z 東京ウエストLC
協力：9R, 社会福祉・障がい者支援委員会

14R2Z 東京羽村LC
12R2Z 東京町田クレインLC 合同

献血奉仕活動　恵比寿㈱ジャックス本社 6/7
㈱ジャックスの従業員やメンバー総勢70名を超える
協力があった。特に若い年代の確保が難しくなって
おり、様な々年齢層が勤務している企業内での活動
を継続していきたい。

12R2Z 東京町田クレインLC 青少年育成米作り体験プロジェクトに参加 6/12
都心から一番近い“超田園が残る場所”で小学生が
田植え日を体験。「冷たい！！」と言いながら皆、泥だら
けになり苗を植えた。昼食は東京レスキューLCの協力
のもと、お手製のうどんとカキ氷がふるまわれた。秋の
収穫が楽しみだ。

 羽村LC主催の薬物乱用防止教育イベント 6/18
『白鳥歌舞喜』劇団（町田クレインLCメンバー所属）
が、薬物乱用防止を題材にした公演を行った。
羽村市教育長も出席していた。
於：羽村市ゆとろぎホール

皆さまからお預かりした熊本地震支援金について、報告致します。
・2016年6月29日　15,435,065円
・2016年7月1日　      114,553円（追加分） 
合計15,549,618円を337－E地区の指定口座に送金いたしました。 

 熊本募金アクティビティ送金報告 6/30

第30回関東身体障がい者
水泳選手権大会開催

6/11 12:00~

今大会はジャパンパラ水泳競技大会と日本身体障
がい者水泳選手権大会の予選会を兼ねており、多
くの選手が日頃の練習の成果を競い合った。
於：横浜国際プール（サブプール）。

村木ガバナー

P0CKET NEWS 
Lions Clubs International 330-A

2016.8  vol.1

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　

特集：第99回福岡国際大会レポート
2016～2017年度330-A地区キャビネット構成員一覧　
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第99回 福岡国際大会レポート

第２副会長
グットラン・ビョート
イングバドター

第 1 副会長
ナレシュ・アガワル

5/26

於 AP西新宿

　　

薬物乱用防止スキルアップセミナー開催　 5/20

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場に
於いて、第17回東京都障がい者スポーツ大会

（陸上競技・フライングディスク部門）が開催され
た。ロンドン・パラリンピック以降、競技の様子が
メディアで多く取り上げられた影響か、表彰され
る選手の雄姿をカメラに収める家族等が増えた。
330-A地区が長年続けてきた万歳表彰式では、
多くの選手は客席に手を振り、メダルを見せ合い喜びを表現するようになった。今回、新記録が9
つ、タイ記録が1つ飛び出した。一部の競技は今年10月に岩手県で行われる第16回全国障害者
スポーツ大会（愛称「希望郷いわて大会」22日～24日）への派遣選手選考会を兼ねている。詳細
は、330-A地区HPの5月28-29日、写真レポートPDFをご覧ください。

第12回青少年英語スピーチコンテスト～今こそ君の出番
だ　チャレンジしよう～がYCE委員会の主催（後援：330
複合地区YCE委員会）で開催された。スピーカー18名は
135名の聴衆の前で①日本のおもてなし②私の夢③最近
思うこと、の３つのテーマの１つを各自5分間発表した。18
名は情熱を込めてスピーチし、ハイレベルな内容で甲乙つ
け難く慎重に審査された。表彰式には、衆議院議員のL石
原宏高（東京五反田LC所属）も駆けつけ、「英語が得なところを活かして、様な々分野に興味を
もって挑戦し続けて欲しい」と述べ盛会のうちに閉会した。

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

第4回 キャビネット会議開催　 6/1

於 新宿京王プラザホテル

　　

　　

YCE壮行会開催 6/18
於 明治神宮会館

　　

　　

　　

　　

第52回 献血運動推進全国大会、献血事業車両寄贈 7/7

於 AP渋谷道玄坂

　　

　　

　　

青少年英語スピーチコンテスト　 6/5

東京秋葉原LC  50周年記念式典　 6/2

新三役セミナー開催　村木ガバナー期がいよいよスタート

5/28-29第17回 東京都障がい者スポーツ大会開催

2016.5.～ キャビネット関連報告

CN・周年報告

東京銀行協会ビル3階銀行倶楽部で開催された。近藤ガバ
ナーはじめ多くの元ガバナー、村木ガバナーエレクトらが出
席し、余興では八王子芸者の踊りが記念式典に華を添え
た。参加者約150名。

次期三役セミナーが京王プラザホテル花の間で開催された。参加者は
次期会長、幹事、会計、総勢約300名。セミナーでは、ライオンズクラブの
歴史ハイライトDVDの上映のあと、ガバナーエレクトL村木秀之から国際
会長紹介・方針の説明、次期ガバナー方針・キャビネット運営について説
明があった。その後、次期幹事団の紹介があり、会場を移して懇親会が
開催され、いよいよ次年度100周年に向けて330-A地区が走り始めた。

■2016年6月24日(金）～28日
（火）、ライオンズクラブ発足から第
99回目となる国際大会が福岡市ヤ
フオクドームを中心に開催されまし
た。国内での開催は東京・大阪に
次ぎ14年ぶり4回目。大会スローガ
ン「Do for People Do for World 
"動き出そう！人々の為に、世界の
為に”」を掲げ、世界各国120か国
から38,000人が参加、共にその精
神を共感し合いたたえ合う大会と
なりました。

■25日（土）10時、日本国旗を胸を
張って持った330-A地区の旗手を
先頭に、冷泉公園より1キロに渡り
インターナショナルパレードが開催
されました。参加者は約12,000
人。各国の特色を表した民族衣装
やイメージカラーを身にまとい、笑
顔いっぱいに歌い踊りながら練り
歩く姿、またそれを温かな声援で迎
えてくれる沿道の方々の姿は、まさ
に世界の平和を象徴しているよう
でした。夜にはヤフオクドームでイ
ンターナショナルショーが行われ、
和太鼓グループのパフォーマンス
と谷村新司さんのショーが行われ
大いに盛り上がりました。

■26日（日）10時より、ヤフオクドー
ムで開会式・初日総会が開催され
ました。寛仁親王妃信子さまをお
迎えし、ノーベル平和賞受賞者カ
イラシュ・サティーアーティーさんに
よる基調講演のほか、国際平和ポ
スター・作文コンテストの表彰式な
どが行われました。

■開会式終了後、ヤフオクドームの
上空を約10分間、航空自衛隊のブ
ルーインパルス（6機編隊）の航空
ショーが行われました。同日18時

からはグランドハイアットにて「近藤
正彦ガバナーと村木秀之エレクトを
囲む会」が開催され、大勢の参加者
の前で今期幹事団の慰労と来期幹
事団の紹介がありました。

■28日（火）代議員投票、閉会式が
行われ、国境なき医師団への授与
式、国際会長就任式、国連旗贈呈
式、ガバナー宣誓式などが行われま
した。また山田實紘国際会長の退
任式において、全日本8複合地区協
議会を代表し近藤正彦協議会議長
連絡会議代表世話人がスピーチを
行い、今期330-A地区のみならず
複合地区での活動に奮闘された近
藤ガバナーの雄姿を誇らしくそして
感慨深く拝見いたしました。

■新たに2016-2017年国際会長と
して就任したボブ・コーリュー氏より

「NEW MOUNTAINS TO CLIMB」
のスローガンの説明や紹介VTR,100
周年祝賀記念大会へ向けての一年
間の決意のスピーチなどが行われ、
閉会式は終了しました。

■閉会式の後、近藤ガバナーにより
村木エレクトの胸のリボンが外さ
れ、晴れて330-A地区に村木秀之
ガバナーが誕生しました。

■今回私は初めての国際大会参加
でしたが、博多の街が各国からのラ
イオンズメンバーで溢れ、それぞれ
が様々なピンバッジを着け笑顔で
交流をしている様子に感動を覚えま
した。来年、ライオンズクラブ発祥の
地・シカゴで開催されます第100回
目の国際大会はさらに盛大なもの
になるでしょう。ライオンズクラブと
いう世界規模の奉仕団体の1メン
バーとしての誇りを胸に、それにふ
さわしい活動をしていきたいと改め
て感じる大会でした。

（レポート：東京赤坂LC L湯川麻美子）

今年度地区ニュースの表紙は、ＬＣ100 周年にちなみ、「ほぼ同い年」の
建物や老舗などを取り上げる予定。第1号は、通年公開で最近話題の「迎
賓館赤坂離宮（国宝）」。
明治 42（1909) 年　紀州徳川家の屋敷跡に東宮御所として建設された、
日本における唯一のネオ・バロック様式西洋風宮殿建築。戦後は多くの
国賓・公賓を迎え、わが国の外交の歴史とともに歩んできた。ベルサイ
ユ宮殿を彷彿とさせる豪華絢爛な西洋建築や庭園の随所に、「和」の意
匠が調和している様は実に見事である。
我らがＬＣも、「崇高なライオニズム」と「日本人ならではの気配り」を
上手く融合させるよう、改めて意識していきたいものである。(L 荒牧 知子 )

迎賓館赤坂離宮

編集後記

今期広報情報委員会メンバーのご紹介
豊新 LC
法政 LC
けやきLC
大森 LC
世田谷 LC
東京 LC
芝 LC
隅田川 LC
江戸川中央 LC

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員

L 赤尾 嘉晃
L 後藤 裕文
L 吉岡 晋
L 津守 勝男 
L 桂 太郎
L 荒牧 知子
L 須藤 三男
L 田下 一雄
L 大類 雅之

ウエストLC
表参道 LC
三鷹 L
西東京 LC
国立 LC
三鷹 LC
調布 LC
数寄屋橋 LC

委員
委員
委員 
委員
委員
SPA
SPA
担当副幹事

L 矢追 秀紀
L 飯田 容子
L 窪田 直隆
L 里井 純二
L 大和 祥郎
L 向井 忠義
L 矢田部 満
L 鹿野 祥誠

100周年を迎える村木ガバナー期がスタートしました。1年のキャビネット方針を聴くためイン
タビューを企画し、約 1 時間お話しを伺いました。10月開催の数寄屋橋から日比谷公園周
辺の薬物乱用防止パレードや 2月開催の会員増強のためのルミネ the よしもとと情報発信ア
クティビティが満載の1年になりそうです。また、クラブメンバー間の相互理解を深めるための
様々な策に大いに期待できると感じました。そしてメンバーのリーダーシップ、専門性をたか
める数々の研修プログラムが用意されていてこれまで以上に、入会したくなるライオンズクラ
ブに変化していく村木ガバナー期になりそうです。
　当委員会発行の地区ニュースは、小冊子（ポケットサイズ、A4 版）年4回と電子版年 2
回を予定しています。クラブ、ゾーン、リジョン、委員会でのアクティビティ・
セミナー予告、報告の発信にぜひご利用いただければと思います。330-A
地区 HP の投稿欄が発信窓口です。電子版は右記 QR コードから地区
ニュースに入ることができ、過去の地区ニュース 5年分も閲覧できます。地
区ニュース電子版への訪問、投稿お待ちしています。
http://www.lions-news.com/

地区ニュース電子版へ

ライオンズ国際協会 330-A地区 ポケットニュース VOL1
発行：2016年8月 20160731

発行人：広報情報委員会委員長　L赤尾嘉晃
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330-A 地区　第１回キャビネット会議（ニューオータニ）

ボブ・コーリュー国際会長日本公式訪問（新宿京王プラザ）

ガバナー公式訪問（1R～14R）

薬物乱用防止大パレード　オリンピック・パラリンピックイベント
（銀座数寄屋橋周辺・日比谷公園）

第55回 OSEAL FORUM（開催場所：香港）

330-A 地区　第 2 回キャビネット会議（新宿京王プラザ）

7 月27日（水）

9 月6日～8日

9 月~10 月

10 月29日（土）

11 月10日～ 13日

11 月15日（火）

11月までの主な行事予定

ライオンの写真は、「ケニア マサイマラ国立保護区 加藤直子氏 撮影」。ご協賛頂きました。

330-A 地区広報情報委員長会 委員長　L 赤尾 嘉晃 

撮影日時：2015/3/22
撮影場所 : ケニア マサイマラ国立保護区
Moraniと呼ばれているライオンです。

「(c)2010 熊本県くまモン#熊本支援」

http://www.lions-news.com

