


 

 

２０２０年３月１０日 
 
ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 
第６６回年次大会代議員 各位 
 

                           ３３０－Ａ地区 
ガバナー 伊賀 保夫 

 
２０２０～２０２１年度３３０－Ａ地区 

地区ガバナー・第１及び第２副地区ガバナー立候補者の公示 
 
 
 首題について、地区ガバナー・第１及び第２副地区ガバナーの立候補届出締切日にあたる

２０２０年３月２日（月）１６時３０分までに、下記の通り立候補の届出を受理いたしまし

たのでここに公示いたします。 
 

記 
 

次次期期地地区区ガガババナナーー立立候候補補者者（（１１名名））  
 

Ｌ進藤  義夫（しんどう よしお）    （東京世田谷ＬＣ所属） 
 
 
次次期期第第１１副副地地区区ガガババナナーー立立候候補補者者（（１１名名））  

 
Ｌ中井  正力（なかい まさりき）    （東京新宿ＬＣ所属） 

 
 
次次期期第第２２副副地地区区ガガババナナーー立立候候補補者者（（１１名名））  

  
 Ｌ増田  正明（ますだ まさあき）    （東京田無ＬＣ所属） 

 
以上 

 
 

 資格審査については、３月９日（月）「選挙管理委員会」にて資格審査を行った結果、 
適格であったことを報告いたします。 
この公示のお知らせは、３３０－Ａ地区のホームページに掲載いたします。 
 
なお、選挙公報につきましては、２０２０－２０２１年度地区ガバナー・第１及び第２副地

区ガバナー選挙規定 第五章 第１３条(選挙公報)の通り、投票日の前日から起算して１０日

前までに選挙権のある会員に発送いたします（投票日：年次大会当日４月２５日（土）） 
 
 
 
 
同文写送付先 ： キャビネット構成員，地区選挙管理委員会，各クラブ事務局 
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特集：2020東京オリンピック・パラリンピッ
クホストタウン情報

クラブアクティビティ報告

特集： 各委員会紹介

キャビネット関連報告 ･ 委員会セミナー等

LCIF レポート

東京オリンピック・パラリンピックの
開催地のライオンズクラブ国際協会
330-A（東京）地区が、都内ホスト
タウンと参加国・地域とその応援等
その内容を一覧表にしました。

東京都のホストタウンは、
10区と14市が登録。

（１０区） （１４市）
文京 八王子
品川 立川
目黒 武蔵野市
大田 青梅
世田谷 府中
杉並 調布
豊島 町田
板橋 日野
足立 東村山
江戸川 国分寺

武蔵村山
多摩
羽村
西東京

参加国・地域の応援・交流を地元クラブの
アクティビティ一つに加えてオリンピック・
パラリンピックを盛り上げていきましょう！

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部（全国のホストタウン詳細情報）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/gaiyou_dai1.html

330-A　MCICT COMMITTEE

TOKYO

2020 東京オリンピック・パラリンピック
東京都（区・市）24 のホストタウン情報

五輪開幕まで、いよいよあと半年を切りました。

東京都では、24 の区市がオリンピック・パラリンピック参加国・地域のホストタウンとなっています。

ライオンズクラブの活動地域で関連のあるところは、各行政へ連絡して選手たちと交流、合宿の支援などこの時にしかできない新

アクティビティを企画提案実行してみてはいかがでしょうか。

是非、ホストタウン一覧をご確認いただければ幸いです。

マーケティング・コミュニケーション・IT 委員会
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東京都内、2020東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンと参加国・地域名と内容 2020.1.26.作成

番号 区市 参加国・地域 内容（応援・交流等）

1988年にカイザースラウテルン市と姉妹都市提携を行い、ホームステイ交換事業や文化・芸術、スポーツを通じた区民交流事業を実施している。こ
ども新聞記者がドイツの文化に触れドイツ人との交流を行い、また、様々な競技体験の取材を通じて記事にした広報誌を制作・発行している。

柔道を中心としたパラリンピック競技等の選手との交流を目指し、交渉を進めていく。

2 品川区 コロンビア 2019年3月、コロンビア共和国と事前合宿に係る合意書を締結。ボッチャ、パラパワーリフティング競技の選手・関係者と小学生や地域住民との交流
を通じ、障害者スポーツの理解促進やコロンビア共和国との更なる友好関係の構築を図る。

区内に駐日ケニア大使館が所在し、目黒区国際交流協会が主催する国際交流フェスティバルに長年参加するなど、これまで積極的に地域との交流
が行われてきた。

2017年11月には、交流に係る覚書を締結。ケニアの子どもたちにシューズを集めて送るとともに、ケニアのオリンピアン・パラリンピアンと小・中学校
生とのスポーツ交流などを実施し、大会終了後も継続していく。

2017年6月にブラジルオリンピック委員会と事前合宿に係る覚書を締結。ハンドボール、バレーボール、ビーチバレーボール、アーチェリーの事前合
宿を受け入れることとしている。

2018年６月～７月でブラジル男子ハンドボール代表チームが区内で合宿を行うともに、日本代表との国際親善試合、区内ハンドボール部生徒への
競技指導、区内小中学校への訪問を実施。区民向けのブラジルの文化や歴史を紹介するイベントも実施している。

区と米国オリンピック委員会との間で、2015年11月に覚書を、2017年11月に詳細を定めた契約を締結。

これまで、米国にゆかりのあるプロ野球選手・ソフトボール選手を招いた区内中・高生との交流、米国金メダリストによる小・中学校の児童・生徒及び
都立高校生を対象とした水泳教室、米国パラリンピアンを招いた区内小中学校での講演会等を実施。

大会終了後も継続して区民との交流事業を実施できるよう交渉していく。

6 杉並区 イタリア
イタリアオリンピック委員会から、永福体育館に整備したビーチコートを活用して、ビーチバレーボールチームの事前キャンプを実施したい旨の申出
があり、受け入れを決定。これをきっかけに、当施設を誰もが気軽にサンドスポーツに親しめる交流の拠点としていくとともに、区民主体の地域活性
化及び交流推進体制を根付かせ、区の発展の原動力としていく。

15年以上にわたり区内公園においてバングラデシュ人の在日コミュニティによる新年を祝うイベントが開催されている。今後、ホストタウンとして東京
大会に出場する選手も含めたバングラデシュ人の方々と、スポーツや文化を通じた区民との交流を進めることで、国際理解を推進していく。

日本に住むわずか6人のセントルシア人のうち１人が区内在住。この貴重な縁を活かし、遠く離れたカリブ海西インド諸島に位置する同国と交流する
ことで、世界の多様な文化を学び、相互理解を推進する。大会期間中には、選手団を招き、小中学生や区民とのスポーツや文化芸能交流会を実施
する。

区内で開催した国際絵本原画展をきっかけにイタリアと交流が続き、イタリアボローニャ市と友好都市交流協定を締結。

2018年5月、イタリアオリンピック委員会と男女バレーボールチームの「東京2020オリンピック競技大会期間前及び期間中トレーニングに係る協定」を
締結。

2017年10月、オランダオリンピック委員会・スポーツ連合とGame Changer Projectに関する覚書を締結。東京パラリンピックの競技終了後にオランダ
の選手等を招き、区立小・中学校、都立特別支援学校の児童・生徒の交流事業を実施。
東京2020大会後もオランダと地域のスポーツ、障がい者、医療関係団体等との交流を継続し、障がい者も健常者も誰もが身近な地域で気軽にス
ポーツを楽しめる共生社会の実現を目指す。

1

3

5

7

8

4

9

豊島区
バングラデシュ、

セントルシア

板橋区 イタリア

足立区 オランダ

文京区 ドイツ

目黒区 ケニア

世田谷区 米国

大田区 ブラジル
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番号 区市町 応援国 内容（応援・交流等）

2017年10月、交流計画の核となるGame Changer Projectに関する覚書を、オランダオリンピック委員会・スポーツ連合とオランダ大使館で締結。４年
間にわたりパラアスリートと交流を実施予定。

本覚書に基づき、オランダからパラアスリートやコーチの派遣を受け、講演会やスポーツ教室を実施。合わせて、オランダのパラスポーツ関係者によ
る茶道等の日本文化体験も開催。

大使館等の協力を得て、オランダ研究者やオランダ大使館員等を講師とした講習を実施。

11 八王子市 米国
米国スポーツクライミングの統括団体であるUSA　CLIMBINGと東京大会に向けた強化合宿及び事前キャンプの実施について合意。相互交流に繋げ
られる環境も整っており、市民、市民団体、大学等と連携した幅広い分野における交流を大会後も継続し、スポーツや観光面の振興を図るとともに
地域の活性化につなげる。

12 立川市 ベラルーシ
既にベラルーシ共和国新体操ナショナルチームの事前合宿を実施している宮城県の「白石市・柴田町・仙台大学東京オリ・パラ事前合宿招致推進協
議会」と連携し、ベラルーシ共和国新体操ナショナルチームが宮城県白石市と仙台大学（柴田町）での事前合宿を終えた後、東京に移動してからの
事前合宿地として受け入れを行い、選手と市民、特に子どもたちとの交流を行う。

ルーマニア革命から間もない1992年から友好都市交流のあるブラショフ市との交流が基盤。毎年30日間、日本文化研修のためブラショフ市民を招へ
い。

これまでの交流をさらに深めていくため、オリパラを契機に、文化分野に加えスポーツ分野での交流を開始。

2018年９月に、市民交流団がルーマニア訪問し、文化交流を実施。また、2019年１月に、ルーマニア国パラリンピック委員会・パラ卓球選手および
コーチ、視覚障害者柔道選手などを招待し、強化合宿を実施予定。

1965年、ボッパルト市と姉妹都市提携を締結。同市寄贈のブドウの木から収穫された実を使った「おうめワイン ボッパルトの雫」の販売、青少年交流
やマラソン交流など多様な分野における交流を続けている。

ドイツの食や文化を紹介する青梅オクトーバーフェストや青梅クリスマスマーケットなどのイベントを開催するとともに、在日ドイツ人と青梅市民との
サッカー交流戦、ドイツ人歌手による小学校における交流、ドイツ語版青梅市観光ガイドを作成している。

多数のオリンピアンを輩出しているカヌースラロームの聖地「御岳渓谷」を活用し、事前合宿誘致を進める。

1992年にウィーン市ヘルナルス区と友好都市提携を結び、以後26年に渡りヘルナルス区とのホームステイを相互に実施するなど、市民を交えた文
化交流等を継続。これを縁として、オーストリアの卓球代表の事前合宿誘致を進めている。

野球オーストラリア代表チームが2018年、2019年、2020年に日本国内で実施する事前合宿をすべて受け入れ、滞在中には市民との交流を図る。ま
た事前合宿を契機として、オーストラリアの車いすバスケットボール代表による小学校での体験会・交流会やオーストラリアの高校生と市内のチーム
による野球交流等、スポーツ・文化・経済といった様々な分野での交流を推進。

2002年FIFAワールドカップサッカー大会の事前合宿を受け入れたことを契機に交流が開始。

サウジアラビアからの留学生等を招き市民とともにフットサルを楽しむ大会や小・中学生を対象としたサウジアラビア王国直属学校との交流を実施。
調布市花火大会に同国関係者を招待するなど調布の魅力を体験してもらうとともに、市内小中学校で交流事業を実施。市民向けにはアラビア文化
に関する展示やアラビア語教室を開催。

2015年、同国のラグビーチームが強化合宿を実施。これをきっかけに、ラグビー等の事前合宿誘致を進める。

「ネルソンマンデラ月間」などの同国の関連行事に合わせたイベント等により、スポーツ・文化・経済交流を深める。

東京大会におけるパラバドミントン、空手、バドミントン競技の事前キャンプ実施に関する覚書を締結し、2019年にもプレキャンプを実施予定。

2017年、2018年にはパラバドミントンインドネシア代表が合宿を開催し、市内小中学生との交流を実施。

2020年にはインドネシア人のアーティストを招聘した展覧会を開催するほか、同国の文化イベント等を開催する予定。

10

13

14

15

16

17

府中市
オーストリア、
オーストラリア

調布市 サウジアラビア

町田市
南アフリカ、インド

ネシア

江戸川区 オランダ

武蔵野市 ルーマニア

青梅市 ドイツ
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番号 区市町 応援国 内容（応援・交流等）

空手の盛んな当市において、空手強豪のウクライナの事前合宿誘致と事後交流を進める。2019年はテストイベントの合宿を受入、市内小中高大学
生、企業空手部員と交歓稽古を行い、市民応援団がウクライナを会場で応援する。

事後交流では大使館とも連携し、音楽演奏会、文化講演会、食の体験会等の文化交流を行う。

2004年に中華人民共和国の蘇州市と友好交流都市の協定を締結し、以降、教育交流等を継続。

この交流を核として、蘇州市・東村山市の小学生選抜チームによるサッカー教室・交流試合を相互に行うとともに、中国からの留学生を市内高校で
受入れ学生や市民等との交流を実施するなど、中華人民共和国とのサッカー、卓球競技を中心とした継続的な交流を推進する。

20 国分寺市 ベトナム JICAによる行政視察の受入れや、市内の企業・大学による医療・経済・文化・教育等の民間交流をベースとした官民連携による国際交流の促進と、
事前キャンプ受入等による選手との交流を契機とし東京2020大会の機運醸成と地域活性化を図る。

市では小学校の授業への導入や大会の開催など相撲の取組に力を入れていることから、モンゴル相撲が盛んなモンゴルを相手国とし、競技終了後
にモンゴルのオリンピアンを招いた交流会の実施や、両国の子どもたちを中心とした文化・スポーツ交流を図る。

市民まつりで行われる相撲大会にモンゴルの子どもたちを招待し、地域の小学生との交流を実施。

アイスランド共和国は世界男女平等ランキングで11年連続世界第1位、環境パフォーマンス指数2018では世界第11位であり、男女平等参画社会や
地球と人にやさしい持続可能なまちづくりを推進する多摩市と価値観などで多くの共通点がある。

2019年8月にアイスランド国立オリンピック・スポーツ協会、多摩市、学校法人国士舘の三者によるアイスランド共和国オリンピック選手団の事前キャ
ンプ実施に関する覚書を締結した。

大会に参加する選手と市民らの交流を促進するとともに、大会終了後も同じ価値観を共有するアイスランド共和国各種団体との人的交流を継続・発
展させる。

「2018年度にキルギス共和国男子柔道チームによる「柔道グランドスラム大阪2018」事前キャンプの受入れを実施。

それを契機に2019年度以降は、「2019世界柔道選手権」・「東京2020オリンピック」事前キャンプの受入れや、同国の歌手・民族楽器演奏者等による
「キルギス友好親善コンサート」開催を始めとした文化紹介等の交流事業により市民意識の高揚を図る。

24 西東京市 オランダ オランダオリンピック委員会・スポーツ連合との連携プロジェクト「GameChangerプロジェクト～パラスポーツで社会を変える～」の交流を契機に、パラ
スポーツの普及啓発や障害や障害者への理解を図るための交流を深め、共生社会の実現を目指す。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等に資する観点から
参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体を「ホストタウン」として全国各地に登録しています。
東京都は、10区、14市（2020.12.31.現在）が登録している。

           330-A　MCICT COMMITTEE

多摩市 アイスランド

羽村市 キルギス

武蔵村山市 モンゴル

18

19

21

22

23

日野市 ウクライナ

東村山市 中国

           330-A　MCICT COMMITTEE
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東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部（全国のホストタウン詳細情報）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/gaiyou_dai1.html

都内10区多摩地区14市

2020 東京オリンピック・パラリンピック 東京都ホストタウン

330-A Marketing communication
ICT Committee
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東日本大震災復興支援元気市 in 豊洲市場

ブルーサークル糖尿病対策啓発アクティビティ実施

1R3Z 東京蒼天 LC

1R3Z 東京蒼天 LC

11/28 ～ 30

11/28・12/5

岩手・宮城・福島からの産地直送品の海

の幸・山の幸を震災復興「感謝せり市」

のお手伝いをさせて頂きました。

今回もゆりあげ港朝市協同組合の桜井理

事長様よりお声をかけて頂き、３日間充

実した活動となりました。

土曜日は、上智大学公認ボランティアサー

クルの水野部長にもお手伝い頂き、若い

力が戦力となり、大変助かりました。

東京蒼天ＬＣ　Ｌ川島富美子

11 月 28 日の東京蒼天ライオンズクラブ・

東京新世紀ライオンズクラブ、合同チャー

ターナイト 10 周年実行委員会の中で、

糖尿病の予防、治療、療養を喚起する啓

発運動について話し合い、「ブルーサーク

ル」を作りました。 写真に秋田犬のすえ

きちも入ってもらい、委員会終了後、す

えきちとスロー・ウォーキングしました。

両クラブ実行委員長・副実行委員長 4 名

と幹事の 8 名と秋田犬のすえきち。

12 月 5 日の東京蒼天ライオンズクラブ

第一理事会で、ブルーサークルを作り啓

発活動を行いました。

何処までも続く空を表す「ブルー」と団

結を表す「輪」とは、蒼天ライオンズの

理念と一致しているため、糖尿病対策啓

発として、尿病は世界で 4 億 1500 万人、

我が国でも 1000 万人を抱える病気で、

世界で 6 秒に 1 人の命を奪 う糖尿病は合

併症などが原因になる。 予防の大切さを

知って頂く為の勉強会を開きました。

理事 8 名

東京蒼天 LC L 川島富美子
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東京番町 LC チャーターナイト 50 周年記念例会を開催

クリスマス例会 及び 塚田稔氏講演会

1R2Z 東京番町 LC

2R1Z 東京メディカル LC

11/28

12/5

東京番町 LC チャーターナイト 50 周年記念

例会が 11 月 28 日に開催されました。

山口会長は「番町 LC は、いま最小限の状

況であるが会員増強に努め、We serve ！

につなげたい」と決意表明しました。

来賓の山浦 PDG から「こぐま園支援など障

がい者支援の先駆者として、襷をつなぎ地

区のリーダーとして前進していただきたい」

と祝辞を頂きました。

山口会長に対して国際協会長アワードが贈

呈され、MJF 献金の L 神谷、L 鈴木、L 萩原、

L 石隈にも楯が授与されました。

ケニア出張中の伊賀ガバナーの現地写真が

披露され、代わって進藤・中井 両副地区ガ

バナーより祝辞を頂きました。

12 月 5 日 霞ヶ関の霞山会館ピオニーにて、

クリスマス例会を行いました。

あわせて、ゲストスピーカーとして塚田稔氏

をお呼びし「芸術と脳の関係について」の講

演会を行っていただきました。 塚田稔氏は

玉川大学客員名誉教授であり、脳科学者でい

らっしゃいます。

クリスマス例会では、ドイツで活躍中のバ

イオリニスト齋藤アンジュ玉藻 L による演

奏披露や、齋藤アンジュ玉藻 L 伴奏による、

L 鈴木による「記念アクティビティ」発表

に続き、山口会長よりこぐま園の田谷代表

理事に目録が贈呈され、田谷様からは永年

の奉仕活動に対する感謝状を頂きました。

第二部の祝宴は、L 萩原の司会で、奥田実

行委員長の開宴の挨拶、L 大石、L 塩月の

心のこもった祝辞につづき、L 石井の「We 

serve!」によって、たのしく和やかな祝宴

の幕を開けました。

吉田さんによるエレクトーン演奏を交え、L

進藤の「宇宙戦艦ヤマト」や、L 宮本によ

るラッキーカード抽選会が行われ、伊賀ガ

バナー賞、TDL チケット（山浦賞）、山口

会長賞などたくさんの賞品を提供いただき、

皆さんに喜んでもらったものと思います。

オペラ歌手細沼初美 L と小林眞理子 L によ

る讃美歌二重唱が披露されました。

当会が支援している「がんの子どもを守る

会」工藤晋平氏を紹介し、ゴールドピン募金

も行いました。 また「はーとふる？はんど」

主宰の山辺ユリコ氏らも参加し、2 月 22 ～

23 日に三越劇場で行われる公演の告知もし

ていただきました。

東京メディカル LC

第一副会長 L 小林眞理子

山口会長の発声により、出席の皆様でライ

オンズローアを叫び、すべての参加者が手

を取り輪になって「また会う日まで」を斉

唱し、楽しく和やかだった祝宴の幕を下ろ

しました。

東京番町 LC 幹事 L 石隈和雄

東京番町ライオンズクラブ系譜【http://330a.

jp/wp-content/uploads/2019/12/d56

b86090c1131c26ce9876ed89be64b.

pdf】
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第 17 回ボランティア共和国　青少年弁論大会

6R2Z 東京上野 LC

12/7

東京上野 LC のメインアクティビティである

青少年弁論大会を 12 月 7 日に精養軒にて開

催しました。 桜井正人会長スローガン「地

域の生活、文化、福祉に奉仕し 親しみやす

いライオンズクラブを目指そう！」により、

台東区立黒門小・忍岡小・御徒町台東中・

忍岡中学校の 4 校の学生による合同弁論大

会は、今年で 17 回目を迎えます。

学生弁士 25 名、保護者、学校関係者、ライ

オンズメンバー 100 名、総勢 120 名が熱の

こもった学生の主張に耳を傾けました。 ま

た、多摩動物公園園長の渡部浩文氏による

「獣医師の仕事～仕事にまつわる様々なお

話」の興味深い講演もありました。

甲乙つけ難い内容の学生の堂々たる弁論は、

毎年レベルアップして、益々の発展を今後

も期待します。

東京上野 LC

第 2 回 科学コンテスト

2R2Z 東京銀座 LC

12/7

東京都中央区教育委員会の全面的な後援を

えて、東京銀座ライオンズクラブと早稲田

大学基幹理工学部との共催による小中学生

対象の第 2 回科学コンテストの表彰と最優

秀作品の発表会が、中央区立教育センター

の研修室を使用して開催された。

理数教育の振興を目指し、2019 年の春より

参加校を募集して区立の小学校 9 校、中学

校 2 校より総数 195 点の出品があった。

1 名、生徒児童の父兄がおよそ 30 名ほど参

加される盛会となりました。

最優秀の 2 名をはじめ、受賞者の発表と大

石教授による講評が行われ、子供たちの視点

やレポート能力の高さに感嘆し、次回の益々

の参加を呼びかけ終了しました。

東京銀座 LC L 石田善計

その中から、早稲田大学の大石教授らによ

る審査の結果、小学校部門では最優秀賞 1、

優秀賞 3、佳作賞 4、中学校部門では最優秀

賞 1、優秀賞 3、学校参加賞 2 件が決定した。

表彰式には、早稲田大学大石教授を含め 3

名の教授の方々、銀座 LC 会長宇田 L を含め

8 名のライオン、担当の中央区教育う委員会

の方々数名が参加した。

また、受賞者生徒児童が 11 名、学校代表が
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薬物乱用防止教室

献血奉仕活動を行いました

国際交流家族例会～電通大の学生・職員を例会にご招待

12R2Z 東京町田クレイン LC

5R2Z 東京江戸川南 LC

12R1Z 東京調布 LC

12/12

12/15

12/17

寒空の下、町田市立山崎小学校にて、同校

6 年生 65 名を対象に薬物乱用防止教室を

開催させていただきました。 最初に校長先

生から「ライオンズクラブの講師の方から

皆さんの将来に関わる大切なお話を聞かせ

ていただけるのでしっかり勉強するように」

今年最後の献血奉仕活動を 東西線［西葛西

駅前ロータリー』にて行いました。

師走に入り忙しくされている方々も足を止

めて献血をしてくださいました。

御協力いただきまして ありがとうございま

した！

東京江戸川南ＬＣ　会長　Ｌ伊勢崎禎也

12 月 17 日調布クレストンホテルにて、地

元 電気通信大学の留学生と職員約 60 名を

お招きし、国際交流家族例会を開催致しま

した。

皆様に自己紹介頂いたあと、代表 5 名によ

る日本語スピーチコンテスト。皆様 熱のこ

もった内容で感心するほど上手な日本語で

スピーチしてくれました。

頼もしい次世代リーダーたちを応援してい

ます。皆様ご参加ありがとうございました！

東京調布 LC　会長　Ｌ宝久雄

とのご挨拶から教室がスタートした。

最近、有名人の薬物関連の逮捕があったこ

ともあり、川越委員長の時折ユーモアを交

えた講義に必死に耳を傾けていました。

最後の質問時間にて、次から次へと難しい

質問に我々メンバーも、回答に大奮闘。 

見本のコーナーから、なかなか離れないの

が印象的でした。

当クラブからは川越委員長の他、矢端会計、

L 成岡、小林会長の 4 名で参加しました。

東京町田クレイン LC 会長 L 小林直人
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第 21 回クリスマスチャリティーコンサート

7R2Z 東京けやき LC

こぐま園クリスマス会を訪問

1R2Z 東京番町 LC

12/19

12/20

第 7 リジョン第 2 ゾーン所属の当クラブで

は恒例のクリスマスチャリティーコンサー

トを今年は第 21 回目としてメンバー 17 名

の参加を得て 12 月 20 日成増アクトホール

にて開催致しました。 クリスマス間近の年

末押し詰まっての開催でしたが 350 名を超

える観客のご来場をいただきました。

今年度は伊賀ガバナーはじめマーケティン

グコミュニケーション IT 委員会の方々にも

ご来場いただき、又例年通り葵 LC から泉 L

にも特別参加いただきまして大変賑やかな

行事となりました。

チャリティ募金にも多数の皆様のご協力を

いただき合計 ¥90,578- を集めることが出

来ました。

ご協力頂いた募金は年明けに板橋区社会福

祉協議会へ寄贈させていただきます。

クリスマスチャリティーコンサート開催に

あたり準備・運営、募金活動に参加された

メンバー、ご協力頂きました関係者の皆様

に厚く御礼申し上げます。

東京けやき LC 幹事 L 鈴木雅章

東京番町ライオンズクラブ（山口軍次会長

/10 人 ） は、2019 年 12 月 19 日、1984

年以来のアクトとなっている、心臓病の子

どもの集い「こぐま園（大澤恵 園長）」を

訪問しました。 当日は、山口会長はじめ 4

名のメンバーが訪問し、子供たちと一緒に、

歌やお話会を楽しみました。

L 神谷がサンタクロースの衣装を着て、子ど

もたちへのプレゼントを、ひとりひとり子

供たちの名前を呼んで手渡し、幼児たちの

喜びの笑顔やお母さんたちの感謝の言葉に

奉仕活動の報われることを実感しました。

山口会長より田谷代表理事にドネーション

を手渡し、わかれ際には、「また来てね」の

ことばに、サンタさんも「来年もサンタ役

やっても良いなぁ」と継続的なアクトの重

要性を再認識したそうです。

『こぐま園』は、1975 年（昭和 50 年）設

立、2017 年（平成 29 年）4 月より、「一

般社団法人 心臓病の子どもの教育を進める

会こぐま園」として運営されている、1 才か

ら 6 才までの心臓病の子どものための保育

グループで、毎週月曜と木曜日に、保育士と

ともに楽しい時間を過ごされています。 12

月はクリスマスの飾りを作ったり、歌をう

たったりしてクリスマス会を楽しみに待っ

ていたそうです。

例年、サンタさんの登場におっかなびっく

りだったり、泣き出す子も居たりするそう

ですが、今年はクリスマスツリーも新調さ

れ、子どもたちとお母さん方から大歓迎さ

れたアクトでした。

東京番町 LC 幹事 L 石隈和雄
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社会福祉法人日本介助犬協会 募金活動

新宿駅東口のライオン像の命名

8R1Z 東京豊島 LC

11R1Z 東京新宿 LC

12/22

12/22

東京豊島ライオンズクラブ様のアクティビ

ティに参加しました。

今年で 5 回目である事や私ども 8 リジョン

で一番の大所帯クラブである事もあり、さ

すがに 2 箇所（今年から）に渡っての活動

も統制のとれた素晴らしい募金活動でした。

15 時過ぎから雨が強くなったため屋根のあ

る第二会場であるメトロポリタンプラザビ

ル自由通路に合流しました。

今後も継続アクティビティとして活動して

いくそうです。なんとも頼もしいです！！

京王プラザホテルで開催された「年忘れ家

族会」で、東京新宿ライオンズクラブの「新

たなる原点への回帰」の象徴として、ライ

オン像の命名が行われ「みらいおん」と正

式に発表されました。

「ライオン像」は、新宿駅の東口広場にある

東京新宿ライオンズクラブが設立 40 周年

の記念として建てられた「災害募金、青少

年育成、難病対策の支援」をテーマとする

募金の像で「口からお金を入れるとお礼を

言うライオン」として親しまれています。

最近では「恋愛成就の神、東口の百獣の王」

募金して像をなでると恋愛が成就するとい

日 時：令和 1 年 12 月 22 日（日）

　　　 13 時 00 分～ 16 時 15 分

場 所：第 1 会場 池袋駅西口交番横

第 2 会場 メトロポリタンプラザビル 1F 自由通

募金額：320,000 円（天候が良ければもう

少し頑張れたかも）

参加者：

社会福祉法人 日本介助犬協会広報部 後藤・

伊藤様 介助犬 ハッシュ（5 歳 ) 、ファンタ（2 歳）

参加メンバー：東京豊島ライオンズクラブ

幹事真尾 L、向山 L、伊東 L、松本 L、岩田 L、

福田 L、荒川 L、松戸 L、鈴木 L、

五日市 L、田中秀人 L、内藤 L、竹島 L、金 L、

窪田 L、梅本 L、花岡 L（計 17 ライオン）

8R-1Z ゾーン・チェアパーソン L 小野毅（東

京サンシャイン LC）

投稿者：8R リジョン・チェアパーソン

L 荻野桂一（東京神楽坂 LC）

う都市伝説としてひそかに若者たちを中心

に広がり SNS でも注目されるようになりま

した。

そこで、東京新宿ライオンズクラブ 60 周

年（5 月 19 日）の記念事業として、渋谷の

忠犬ハチ公に追いつけ追い越せとばかりに、

「ライオン像に名前をつけようキャンペー

ン」のアクティビティを 10 月 26 日に実施

したところ、全国から予想を上回る多数の

応募が集まり決まりました。

ライオン像を通じて、東京新宿ライオンズ

クラブをより多くの方に知って頂き、興味

を持って頂ければ、理解も促しやすく会員

の増強も期待も出来るのではという試みで

すが、今後、若手世代のメンバーを中心に、

時代に応じた新しいスタイルの社会奉仕活

動が新宿地域から発信して行ければと、未

來のらいおん「みらいおん」像に夢を託し

ています。

東京新宿 LC 会長 L まるもゆきこ
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子ども食堂 こつな夜かふぇ

２０１９年 クリスマス会

日時： １２月２６日（木曜日） 午後５時１５分から7時半
場所： 東玉川地区会館 世田谷区東玉川１－１９－１５
参加費： 子ども／おとな 無料 （先着３０名様）
お問合せ： 子どもでつながるハートくらぶ
申込方法 メール✉：

☎＆FAX📠📠: （０３）６４２１－８９４０

http://kostuna.blog.fc2.com
申し込みはお名前、人数、連絡先を明記の上お申込みください

協賛： 東京玉川ライオンズクラブ

heart_club_kodomo0930@yahoo.co.jp

美味しい食事とクリスマスプレゼントを用意してお待ちします

ビンゴゲームを楽しみましょう

新宿区青少年団体新春祝賀パレード

11R1Z 東京新宿 LC

1/12

新宿区の主催する新宿区青少年団体新春祝

賀パレードに参加しました。

新宿花園小学校での式典後は、交通少年団、

少年野球チーム、消防少年団、スポーツ少

年団、チアリーダーズにボーイスカウトの

皆様たちと新宿通りを行進。

新宿区の青少年の健全育成を図るための一

環として元気な子供たちの姿を地域にＰＲ

することを目的とし、東京新宿ライオンズ

クラブが後援しています。

子供たちの人数が年々減少する近年ですが、

新都心ライオンズクラブやスバルライオン

ズクラブの有志メンバーの皆様たちも応援

に駆けつけてくださり、活気あるパレード

となりました。

パレード終了後は、「みらいおん」と名前の

付いた新宿駅東口のライオン像前で、メン

バ―一同で写真撮影を行い、その後、新年

顔合わせ会（例会振替）を新宿中村屋で行

いました。

東京新宿 LC　会長　L まるもゆきこ

子供食堂支援～クリスマスパーティーを開催

10R2Z 東京玉川 LC

12/26

当クラブが今期から新アクティビティとし

て取り組み始めた子供食堂支援の一環とし

て、クラブシェアリング交付金を活用し、

12 月 26 日に東玉川地域センターでクリス

マスパーティーを開催しました。

通常の子供食堂をパーティー風にアレンジ

したお料理やフルーツポンチ、クリスマス

ケーキなどを楽しみ、ビンゴ大会で盛り上

がりました。

お料理は毎月 2 回の子供食堂を開催してい

る方々にお願いし、ライオンズクラブとして

は会場の飾り付けや司会進行、ビンゴ大会、

景品と食材の提供などを行い、51 名の方々

にご参加頂きました。初めての試みでした

が、皆様に喜んで頂きよかったです。今後

も継続支援をしていきます。

東京玉川 LC 会長 L 松野順子
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三軒茶屋ふれあい広場で献血活動

ボッチャ競技会

10R2Z 東京三軒茶屋 LC

2R2Z 東京銀座 LC

1/13

1/18

1 月 13 日に三軒茶屋ふれあい広場で献血

会・骨髄移植ドナー登録会を開催しました。

会場設営、献血・ドナー登録協力の呼びか

けや受付を手分けして行ったほか、協力者

へ粗品を、東京都赤十字血液センター職員

東京銀座 LC が後援するボッチャ競技会で

す。 今回は、他クラブのメンバーと共に、

ライオンズクラブのメンバーによる 3 チー

ムがオープン参加しました。

障害者のチームも含め、16 チームのところ

が 13 チームとなり、競技者は 40 名となり

ました。 他の会場でのボッチャ競技会と重

なったため、例年より参加者が少なくなっ

たようです。

身体障害者、知的障害者によるチームがあ

り、健常者と障碍者の混成チームもありま

した。

ライオンズクラブのメンバーもにわか仕立

てのチームのため、審判員に指導を受けな

がらの競技参加となりました。 障碍者の方

が勝つケースも多かったようです。

重度の身体障碍者の方のでは、専用のボー

へは昼食を提供しました。

会長はライオンのコスプレで呼びかけを行

い、ちびっ子たちに好評でした。

成人の日、午後から歩行者天国となる駅前

商店街で 70 名の皆様にご協力頂きました。

ル投てき装置や補助員が就く場合もありま

すが、競技に集中しつつも楽しんでいるよ

うでした。

試合中は静かな会場ですが、終了すると歓

声が挙るときもありました。ライオンズの

健常者のメンバーにとっても意義のある楽

しい時間でもありました。

東京銀座 LC 広報委員会副委員長 L 石田善計

粗品はなんとマルちゃん製？ 5 食パック！

受け取った人は「え？ラーメン？ ( 笑 )」と

思わず笑顔になっておりました。 ご協力頂

きました皆様ありがとうございました。

東京三軒茶屋 LC 会長 L 藤村貞夫
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新宿区少年サッカー大会開会式

薬物乱防止教室

11R1Z 東京新宿 LC

12R2Z 東京町田クレイン LC

1/19

1/21

東京新宿ライオンズクラブ争奪旗の試合の

開会式に参列しました。

歴代の先輩たちから続いている、当クラブ

のメインアクティビティでもあり第 39 回目

を迎えました。

この日は、サッカー日和で、神田会長（新

宿区サッカ―協会）やの山口理事（新宿区

サッカー連盟）の掛け声に身を引き締めた

選手たちが、元気に試合に臨んでいました。

東京新宿 LC　会長　L まるもゆきこ

1 月 21 日に、「ダメ。ゼッタイ。薬物乱用

防止教室」を町田市立小山田小学校で開催

しました。

6 年生 63 名を対象に、当クラブから小林会

長、薬物乱用防止認定講師の川越 L が参加

し奉仕活動を行いました。

今回は逮捕者の多い大麻をメインとした講

義で DVD とパワーポイントを使用し、薬物

汚染者のビフォー・アフターの容姿が映し

出されたスクリーンを見て小学生たちも

「ゾンビだ！ゾンビだ！」と恐怖に慄きびっ

くりした様子でした。川越委員長の時折ユー

モアを交えた講義を必死に傾聴した後、僕

たちは薬物を使用しないと決意を固め「ダ

メ。ゼッタイ。」を声高らかに皆で復唱して

教室を終了しました。

来月も町田市立町田鶴川第二小学校で教室

開催を予定しており、引き続き薬物に手を

出してしまう若者がいなくなるよう、子供

達の明るい未来を見守っていかなければな

らないと改めて実感した薬物乱用防止教室

でした。

東京町田クレイン LC 会長 L 小林直人

第 1 回薬物乱用防止教室

10R2Z 東京世田谷 LC

1/18

1 月 18 日（土）、今年 1 回目の薬物乱用防

止教室が、世田谷区立上北沢小学校で行わ

れました。世田谷 LC メンバー 10 名で実施

いたしました。

朝 8：20 に正門前に集合、会場は 2F のラ

ンチルームで非常にきれいな校舎で暖房も

きいて温かいところで実施できました。

上北沢小学校では今回初めて実施するとの

ことでしたが、L 丸山の下打ち合わせがよ

かったので、準備はほぼ整っていて余裕を

もって開始することができました。

総合司会は L 進藤、須藤会長の挨拶、1 時

限目は、DVD 鑑賞と、L 西山の講義、2 時

限目はメンバーによる寸劇、生徒も交えた

寸劇、終了前の時間には、全体を通しての

感想を何名か発表と進めてまいりました。

生徒は 3 クラス 85 名の参加、その他父兄

の参観日とのことで、保護者の方も何名か

参加されていました。手慣れたメンバーに

よる進行で、順調に開催できました。

第 2 回は池尻小学校で 2 月 19 日（水）

第 3 回は多聞小学校で 2 月 20 日（木）に

なります。

東京世田谷 LC 幹事 L 大竹良雄　
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東京稲門ライオンズクラブ結成式

新春合同例会ならび子供食堂支援チャリティ

4R3Z 東京稲門 LC

12R2Z 東京町田クレイン LC

1/23

1/23

この度、東京稲門ライオンズクラブは 2020

年 1 月 23 日、早稲田大学の創立者である

大隈重信侯が 1915 年に創設した永楽倶楽

部（溜池山王）にて結成式を開催致しました。

東京にはすでに５大学のライオンズクラブ

がありますが、早稲田大学出身者である伊

賀保夫地区ガバナーのリーダーシップの下、

社会奉仕とともに母校への貢献を果たした

1 月 23 日 ベストウエスタンレンブラント

ホテル東京町田にて町田ライオンズクラブ・

町田クレインライオンズクラブの新春合同

例会を開催しました。

各会長、矢沢ゾーン・チェアパーソン挨拶

の後、町田市社会福祉協議会様に子供食堂

支援のためのチャリティ金を寄贈し、会長

いという気持ちから早稲田大学の OB・OG

による「東京稲門ライオンズクラブ」を結

成致しました。これで東京６大学のライオ

ンズクラブが揃ったことになり、大変嬉し

く思っております。

結成式当日は 61 人（東京稲門ライオンズク

ラブ会員含む）もの方々にご参列頂き、盛

大に開催が出来ましたことを、心からお礼

様から家庭の事情により夕食のお弁当を希

望されている子供達への弁当箱の購入に利

用させていただくと御礼のお言葉を頂戴し

ました。

ウィ・サーブの後、お互いのチャーターメ

ンバーから入会したてのメンバーまでライ

オンズに対する熱い想いや近況などを語っ

申し上げます。今後は、初代会長である八

木秀次 L を筆頭とし、「稲門」らしい特色あ

る社会奉仕活動とともに大学への奉仕を実

現して参りたいと思っております。改めて、

今回結成にあたりお力添えをして下さった

全ての方々に感謝申し上げます。今後とも

東京稲門ライオンズクラブを何卒宜しくお

願い致します。

東京稲門 LC　幹事　L 石橋卓磨

ていただきました。

最後に大きな輪を作り「また会う日まで」

を合唱し、新春合同例会を終了しました。

十数年ぶりの合同例会でしたがお互いに今

まで以上に親睦を深める良い機会となり、

これからも定期的に開催したいと思います。

東京町田クレイン LC 会長 L 小林直人
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薬物乱用防止教室を開催しました

5R2Z 東京江戸川南 LC

1/28

江戸川区内小学校に於いて 1 月 28 日、薬

物乱用防止教室を実施しました。

授業を受けた児童たちは 4 月から中学生に

なる 6 年生。

中学校に入ったら環境が変わり 勉強や部活

など 今までと違ったストレスを感じやすく

なります。

野球教室

11R3Z 東京新宿御苑 LC

1/26

新宿御苑 LC メンバー 4 名・協力者 2 名

各野球チーム 監督・コーチ関係者の協力も

と野球教室を実地いたしました。

対象は、毎秋アクティビティでサポートし

てる「四谷・牛込 少年野球大会」に参加し

てる 9 チームの選抜選手（5 年生）総勢 33

名。 新宿区の「みなみ元町公園 野球グラン

ド」午後 12 時から 15 時までの 3 時間。

指導者は、現役読売巨人軍一軍コーチ 三澤

投手コーチ・古城内野守備走塁コーチにお

願いをして、基本動作から守備・投球・打撃・

さらに三澤投手コーチがピッチングをして

の紅白戦まで充実した内容でした。

最後は、質疑応答、裏話、サイン会なども

して頂き、参加した子供たちは大変喜んで

満足の 1 日だった事でしょう！

このような事がきっかけで野球人口が益々

増加する事を願い来年も継続できるよう

クラブ運営を行っていきたいと思います。

子供たちの笑顔は最高ですね！！

東京新宿御苑 LC 幹事 L 太田裕二

そういう心の隙間を狙う 悪い誘惑に負け

ず、みんなで拳を上げて誓った「ダメ！絶

対！」を忘れず、立派な大人になると決め

た瞬間を忘れずに大人になっていってもら

いたいです。

東京江戸川南 LC 会長 L 伊勢崎禎也
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第 28 代さくらの女王選出大会

10R1Z 東京表参道 LC

2/7・8

2020 年 2 月 7 日（金）、8 日（土）、公益財団

法人日本さくらの会（会長は衆議院議長）が主

催する「第 28 代日本さくら女王選出大会」が

ホテルニューオータニで行われました。

昭和 39 年、東京オリンピックを控え、道路・

河川改修、公園整備などにより樹木や多くのさ

くらの伐採が余儀なくされた年、樹木の再生や

保護、植栽、愛護が急務となり、日本さくらの

会が設立されました。

その後、日本の花「さくら」を象徴する親善大

使として 1966 年に初代「日本さくらの女王」

が選出され、国内外に渡り親交を深める活動を

しています。

国際交流では、「日本さくらの女王」が全米さく

ら祭りに毎年招聘され、ホワイトハウス表敬訪

問、グランドボウル、全米さくらの女王とのパ

レードなど数々の行事に参加し、親善交流に努

めています。

1912 年に日米友好の印として日本からワシン

トン D.C に 3,000 本の桜が贈られ、桜を贈った

見返りとしてハナミズキが贈られました。

その桜が縁となり毎春、ポトマック河畔に美し

く咲き誇る桜の下で 1 週間に亘り「全米さくら

祭り」が華やかに開催されているのです。

国内行事では、都道府県・市町村等の自治体や

企業・団体からの依頼を受け、「さくらの植樹式」・

「苗木の贈呈・配布」・「さくら祭り」などに出席

します。

毎年 3 月に開かれるさくら祭り中央大会では全

国のさくら愛護者、さくらの会会員との親交を

深め、また衆議院議長や秋篠宮邸、総理表敬訪

問などを行っています。

「日本さくらの女王選出大会」は 2 年に 1 度開

催され、「日本さくらの女王」が 2 名、「さくら

プリンセス」が 2 名、全国から選ばれ親善大使

として任期 2 年の着任となります。

東京表参道ライオンズクラブの細田未央 L がエ

ントリーし、昨年秋より大会に向け準備に励み、

最終候補者に残ることが出来ました。

昨日（2 月 7 日）、本日（2 月 8 日）と 2 日間に

渡り、23 名の最終候補者が、ドレスや和装での

立ち振る舞い、自己 PR を含むスピーチ、審査員

からの英語での受け答えなどの審査があり、

公開審査では、この会の常務理事である東京渋谷

ライオンズクラブ中野了 L を含む 5 名の各界の

審査員と大勢の観客が見守る中、行われました。

そして、マーケティング・コミュニケーション

委員会のメンバーや他クラブのメンバーの応援

もあり、「さくらプリンセス」に選ばれました。

ライオンズメンバーとしても益々輝く活躍を楽

しみにしています。

東京表参道ライオンズクラブ 会長 L 松居朋子

【https://youtu.be/1OpI7wChEyk】

第 70 回全関東八王子夢街道駅伝競走大会

14R1Z 東京八王子いちょう LC

2/9

2020 年 2 月 9 日（日）八王子市に於いて

第 70 回全関東八王子夢街道駅伝競走大会が

開催された。

全関東八王子夢街道駅伝競走大会の歴史は

長く、昭和 26 年（1951 年）から始まり今

年で第 70 回を迎える。

総距離は約 20 キロ 4 区間で行われ、公道

を走る駅伝大会としては国内最大級の大会

である。

箱根駅伝出場校など強豪チームを含め現在

では全国から約 500 チーム、約 2,000 人も

のランナーが参加する大会となっている。

当クラブ（東京八王子いちょうライオンズ

クラブ）駅伝同好会からは第 1 部一般男子

の部に、第 1 区（4.7km）L 常盤聡選手、

第 2 区（6.2km）L 久保田保久選手、

第 3 区（5.7km）L 岡田年晃選手、第 4 区

（4.1km）L 小方一博選手の 4 名が出場し、

応援団としてライオンズクラブ国際協会

330 － A 地区 GST 環境保全委員会はじめ

・マーケティングコミュニケーション IT 委

員会、アラート委員会、クラブメンバー含

む約 50 名が応援に駆け

つけ汗を流した。

前回は、惜しくも途中失

格となってしまったが一

年間練習に練習を重ね、

今年は 188 位で完走する

ことができた。 目的は大い

に果たせたと感じている。

今後の更なる活躍に期待

したい。

動画提供：マーケティング・コミュニケーション IT 委員会 
副委員長 L 赤尾 嘉晃

写真提供：マーケティング・コミュニケーション IT 委員会 
副委員長 L 赤尾 嘉晃

写真提供：マーケティング・コミュニケーション IT 委員会 
副委員長 L 坂本 純一

写真提供：東京八王子いちょうライオンズクラブ 
メンバー  一同

レポート：マーケティング・コミュニケーション IT 委員会 
副委員長 L 根岸 雅也

【https://youtu.be/8K7ZFhqo8X4】

https://youtu.be/1OpI7wChEyk
https://youtu.be/8K7ZFhqo8X4
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薬物乱用防止教室

12R2Z 東京町田クレイン LC

2/15

2 月 15 日に、「ダメ。ゼッタイ。薬物乱用

防止教室」を町田市立鶴川第二小学校で、6

年生 95 名を対象に当クラブから、薬物乱用

防止認定講師の川越委員長、L 大沢、会長 L

小林の 3 名で奉仕活動を行いました。

教室の僅か 2 日前に某有名ミュージシャン

が薬物所持・逮捕されたニュースを子供達

も知っている模様で、川越委員長の映像を

交えた講義に加え、L 大沢が少年時代に目の

当たりにした知人の薬物事件の実話に会場

が静まり返るほど必死で耳を傾け、薬物乱

用の怖さを十分理解できた様子でした。

当日は土曜日の開放授業日で子供達と一緒に

保護者の方も多く参加していただき、「今日

の 夕 飯 時 に

家 族 と 薬 物

乱 用 防 止 に

つ い て 話 し

合 い を し て

下 さ い 」 と

お 願 い し て

薬 物 乱 用 防

止 教 室 を 終

了しました。
なくなるよう、子供達の明るい未来を見守っ

ていかなければならないと改めて痛感しつ

つ、学校をあとにしました。

東京町田クレイン LC 会長 L 小林直人

献血奉仕活動を行いました

5R2Z 東京江戸川南 LC

2/15

アリオ葛西にて献血奉仕活動を行いました。

土曜日でしたので、多くの方々がいらっしゃ

いました。

お買い物に来られている方々を中心に献血

のご協力をいただきまして、ありがとうご

ざいました。　また、ご協力いただいたメ

ンバーの皆様もお疲れ様でした。

東京江戸川南 LC　会長　L 伊勢崎 禎也

第 33 回少年少女レスリング選手権大会

11R1Z 東京新宿 LC

2/11

東京新宿ライオンズクラブが主催する「第 33

回少年少女レスリング選手権大会・東京新宿ラ

イオンズクラブ 創立 60 周年記念 クラブ旗争奪

戦」が新宿コズミックセンターにて選手 423 名、

監督、コーチ、父兄合わせ 1,000 名を超える参

加者で盛況裏に開催されました。

L 田邊浩嗣第一副会長による開会宣言に続き、

L まるもゆきこ大会委員長と吉住新宿区長の挨

拶に続いて、試合が始まりました。

今年は東京オリンピック・パラリンピックの年

としてレスリングは注目の種目です。

本大会からもオリンピック選手が輩出されたほ

どの実力のあるチームが参加。

選手たちは、東京、千葉、神奈川、埼玉の未就

学から小学校 6 年生までの男女です。

朝 10 時過ぎから夕方 5 時過ぎまで日頃の練習

の成果を存分に発揮して頂きました。

保護者・監督・コーチをはじめ、プロレフリ―

の審査も含めて、関係するスタッフの皆様たち

それぞれの立場から、選手たちの白熱した試合

の様子を見守りました。

メダルと賞状をクラブメンバーからお渡ししま

すが、惜しくも金メダルに手が届かなかった選

手たちの悔し涙の純粋で真っすぐな力に感動さ

せられました。

46 の参加チームから団体賞優勝を飾ったのは、

東京の「wrestle － Win（レッスルウィン）」で

した。 優勝チームの永田監督を取材した様子は、

2 月 22 日に TBS の「バースデー」で放送され

る予定です。

また、本アクティビティの取材もあり、日刊ス

ポーツで掲載されます。（日程は後日東京新宿ラ

イオンズクラブのホームページに掲載いたしま

す）

中井正力副実行委員長の「伸びしろを感じた素

晴らしい試合でした」と力強い言葉で閉幕。

東京新宿 LC 会長 L まるもゆきこ

このアクティビティのやりがいと現在も

変わらない子供達の純粋さに心が温まり

ました。

引き続き薬物に手を出してしまう若者がい
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東京田無 LC 主催の観劇会

告知：第 16 回東京都障害者ダンス大会ドレミファダンスコンサート♪

13R2Z 東京田無 LC

10R1Z 東京表参道 LC

2/23

4/19

東京表参道ライオンズクラブのメインアク

ティビティである「東京都障害者ダンス大

会ドレミファダンスコンサート」の第 16

回大会を、2020 年 4 月 19 日 ( 日 ) 渋谷区

にあります千駄ヶ谷区民会館 2 階集会場に

て開催致します。

500 名規模の会場でアットホームに障害者

の方々と”身近に”ダンスと音楽を楽しみ

ます♪

ー前回大会のダイジェスト映像ー

【https://www.youtube.com/ watch?v=wSdyATT2IcI】

東京田無 LC 主催の、毎年恒例の観劇会が

2 月 23 日明治座で行われた。川中美幸特別

公演約 150 名のメンバーが、笑顔咲く楽し

いお芝居 & コンサートに酔いしれた。

第一部はフジヤマ「夢の湯」物語。下町の

銭湯「夢の湯」で繰り広げる、涙あり笑い

ありの波瀾万丈の人情喜劇。

第二部は川中美幸オンステージ、人・うた・

心。伸びやかで艶やかな歌声が輝く川中美

幸さんの、まごころを込めた、情感豊かな

歌の世界をヒット曲名曲満載のコンサート。

明治座だけの特別なステージだった。

キャビネット副事務局長 L 後藤裕文

当日、車いすの方々を 1 階から 2 階へご誘

導する役割を共に行って頂けますと幸いで

す。 また、一般の方々からの来場のご寄付

で運営させて頂いておりますので、会場で

ご観覧頂く協力をお願い出来れば幸いです。

来場の障害者の皆さん、ご家族、施設職員

の方々の、キラキラ輝く笑顔に触れ、一生

の宝物となる時間をプレゼントしたく思っ

ております。

キャビネット副幹事 L 飯田容子　
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◇ 330-A地区委員会紹介 ◇
キャビネット運営改革室

委員長　L 梶原　正和
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①国際協会の最新動向・情報収集を行う。

　②キャビネット事務局および地区の将来的なあり方、運営改革について助言・提言を行う。

　③適正なリジョン・ゾーン内のクラブ数を検討し、必要に応じて再編成の提案を行う。

キャビネット事業企画室

委員長　L 浅井　洋一郎
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①キャビネット主催事業のプロジェクト管理・支援を行う。

GLT 指導力育成委員会

委員長　L 清水　峰次
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①地区、複合地区、国際協会の提供する指導力育成プログラムの紹介及び参加を促す。

　②次世代リーダーシップセミナー（地区・複合地区・８複合等）の企画・実施する。

　③公認ガイディングライオンセミナー・CQI の企画・実施する（クラブサクセス委員会と連携）。

　④ファシリテーターセミナーを通じて、各セミナー講師の育成を図る。

　⑤女性リーダーの育成プログラムを企画・実施する。

　⑥次期クラブ役員にリーダーシップセミナーへの参加を促す。

　⑦ RC/ZC マニュアル等の見直しをする（会員・会則委員会と連携）。

GLT 会員・会則委員会

委員長　L 知野　秀雄
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①会則の見直し箇所を抽出し、改廃に対応する。

　②選挙規定の見直しを検討する（選挙管理委員会と連携）。

　③ガバナーズ・アワード表彰規程の見直しを検討する（年次大会にてプログラム内に表彰理由の明記等）。

　④国際理事会方針書・決議事項の最新情報を把握する。

　⑤ RC/ZC マニュアル等の見直しをする。
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GMT 青年アカデミー委員会

委員長　L 鈴木　順一
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①入会間もない若手メンバーの育成・交流を図る（会員オリエンテーション等）

　②定期的（毎月 / 隔月 / 四半期）な合同入会式・オリエンテーションの実施（同期の仲間作り）。

　③クラブの垣根を越えた合同例会や交流会を開催する。

　④他地域（地区及び他団体等）との交流を深めるための施策を行い、新規会員獲得につなげる。

GMT 会員増強・維持・エクステンション委員会

委員長　L 小川　晶子
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　① 外部からキャビネットへ入会問い合わせがあった場合の窓口機能となる。

　② 会員維持のマニュアル作成並びにイベントを実施する。

　③ クラブの垣根を越えた合同例会や交流会を開催する（青年アカデミー委員会と連携）。

　④ 会員目標を 7,000 名とし、目標を達成するための行動計画を立案・実施する。

　⑤ 各クラブ内において、会員増強をテーマとしたディスカッションの場を提供する。

　⑥ クラブ結成を推進し、３クラブ結成を目標とする（スペシャルティクラブも推奨）。

　⑦ １０のクラブ支部結成を目標とする。

　⑧ 新クラブ（支部）での結成会、認証状伝達式や新入会員勉強会への支援と協力を強化する。

GLT クラブサクセス・CQI 委員会

委員長　L 関　飛雄一
当委員会の名称は「ＧＬＴ」「クラブサクセス」「ＣＱＩ」単語に分割することできます。

「ＧＬＴ」は指導力育成、「クラブサクセス」はクラブ活性化、「ＣＱＩ」は国際協会が推奨するクラブ活性化プログラム

の意味となっています。

名称の通り取り組む範囲が広く、ガバナー諮問事項は難易度が高い内容となっており、伊賀ガバナー期になって襷を繋が

れた重要な委員会であると実感しています。

ＧＬＴの取り組み内容としては、ＧＬＴ指導力育成委員会と協力してキャビネット会議後３日以内にＺＣセミナーを開催

し、ガバナー諮問委員会の開催に向けたＺＣの教育の場を設けています。

参加したＺＣより「ガバナー諮問委員会では議事の説明がしやすくなった」「知らない単語の意味を知ることができた」

など好評な意見を頂きました。

クラブサクセスの取り組みとしては①期首に各クラブへ配布するアンケート項目の見直し、②各クラブのアクティビティ

やチャリティ事業を広告する制度の確立、③アクティビティカレンダーの管理、④各クラブのアクティビティをホームペー

ジ上から検索可能とするシステム構築を検討、⑤複数クラブや多くの方々が参加できる合同アクティビティの企画立案と

なっています。

中でも注目の取り組み内容としては、６月１３日（土）に宮古市民文化会館にて開催予定である障がい者支援アクティビ

ティの企画です。このアクティビティは東京中央南ＬＣと東京北ＬＣが主催する岩手県の沿岸部に住む障がい者１５０人

を集めて食事やダンスを楽しんでもらおうという企画です。３３２－Ｂ地区（岩手県）のライオンズクラブにもこのアク

ティビティに参加頂いてノウハウを伝え、来期からは同地区のライオンズクラブが障がい者支援アクティビティを開催で

きるようにすることを計画しています。

「ＣＱＩ」の取り組みとしては、国際本部が推奨するＣＱＩをより多くの方へ分かりやすく伝えるために「ＣＱＩセミナー」

の開催を計画しています。
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GMT クラブ合併検討委員会

委員長　L 高桑　高彦
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①クラブの解散等の情報収集を行う。

　②クラブ解散防止のため、クラブ間の合併検討を推奨・研究し、セミナーや勉強会の開催をする。 

GST 社会福祉・障がい者支援（スペシャルオリンピックス）委員会

委員長　L 谷山　光俊
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①東京都障がい者スポーツ大会に対する支援を行う。

　②地区内各クラブの社会福祉・障がい者の為のアクティビティ情報を把握し、情報提供を行う。

　③障がい者・難病者及び高齢者福祉に対する支援を行う。

　④視覚障がい者、盲導犬育成の支援を行う。

　⑤スペシャルオリンピックスに対する支援（日本ライオンズとの連携）

GST 環境保全委員会

委員長　L 小方　一博
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　① 環境憲章を周知し、今後の環境活動に関する取り組みを考える。

　② クラブの環境関連のアクティビティの支援並びに、新たなアクティビティの開催協力を行う。

　③ 未来の地球を守るため、植樹活動を継続する。

GST 献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会

委員長　L 柳井　健一
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①アイバンク、腎バンク、骨髄バンク登録を推進する。

　②各クラブの活動を把握し、献眼・献腎セミナー等を開催、情報提供の場を設ける。

　③「日本アイバンク協会認定サポーター」講習会の実施と及び参加の推進をする。

　④「骨髄ドナー登録説明員」の養成。

FWT 糖尿病・小児がん対策、子供の未来応援委員会

委員長　L 中原　聡美
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①糖尿病啓発活動を実施する（GST と連携）。

　②小児がんの子供たちへの支援。

　③貧困の子供の教育支援、食糧支援。

　④ 小児がん活動支援のため、海外旅行等で残った少額の海外貨幣を収集する。換金できない貨幣については、LCIF の

小児がん指定ドネーションを行う。
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マーケティング・コミュニケーション・IT 委員会

委員長　L 吉岡　晋
330-A 地区のマーケティングコミュニケーションは主に広告 PR 活動を行う事であります。

①地区ホームページ（以下 HP）及び地区ニュース（広報誌）を使い各クラブのアクティビティの紹介などの情報提供

② SNS を活用した外部への情報発信

以上２項目の実施と効果をモニタリングが主な活動内容と考えます。当委員会では HP の運用に関わる知識と技術、地区

ニュース制作には取材者としてのスキル（撮影、文章、編集、デザイン）が必要となります。我こそはと思うメンバーの

皆様、是非協力をお願いします。我らライオンズクラブが奉仕受給者や奉仕提供者から信頼され、評価されるためにマー

ケティングコミュニケーションは必要不可欠で、いくつかの奉仕団体の中から選ばれる関係を築くために活動するのが

マーケティング・コミュニケーション IT 委員会です。

LCIF 委員会

委員長　L 大森　光徳
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　① LCIF の基礎知識の研修セミナーを実施する。

　② LCIF 交付金活用を推進する。

　③ LCIF 交付金の周知と申請方法の紹介をする。

　④ LCIF 献金 (MJF$1000、キャンペーン 100) を推進する。

FWT 女性・家族会員推進委員会

委員長　L 早川　和江

《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

女性・家族会員に関わる

　①支部の啓発活動。　

　②会員増強活動。

法人化推進委員会

委員長　L 池田　和司
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　① 地区キャビネットの法人化を推進する。

　② 「ライオンズクラブ国際協会 330-A 地区と一般社団法人 330-A 地区支援会間の人的・物的連携に関する規定」に

基づき運営上の事項を協議する。

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会

委員長　L 小林　伸光
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　① 地区内各クラブの青少年健全育成の為のアクティビティ情報を把握し、情報提供・参加を促進する。

　② 複数クラブ・ゾーン等での共同開催を推奨し、地域に対するインパクトを上げるよう促進する。

　③ ライオンズクエストの普及・定着を図る。

　④ LCIF 交付金活用を推進する。
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オリンピック・パラリンピック支援委員会

委員長　L 戸部　研一

《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　① 2020 年開催に至るまでの支援活動並びに機運醸成を促進する。

　②各クラブへオリンピック・パラリンピック事業の説明と情報提供を行う。

　③パラリンピックに対する支援を検討する（社会福祉・障がい者支援委員会と連携）。

　④一般社団法人日本ライオンズ オリンピック・パラリンピック委員会の進める「東京 2020

　⑤オリンピック・パラリンピック支援に向けた協力支援基本構想」の実施に協力する。

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会

委員長　L 小林　伸光
330- Ａ地区ライオンズクラブメンバーの皆様　こんにちわ。

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会です。私達の委員会は青少年育成事業全てのことに関わっていますが、

中でも「いじめ防止」「レオクラブの育成」そして「ライオンズクエスト」の普及を中心に活動を進めています。

今の子ども達を取りまく環境は、私達が育った頃とは大分変って来ています。

「いじめ」そして「貧困 格差」を感じながらの成長を余儀なくされています。

委員会メンバーの多くが思っていますが、青少年育成には地域の大人達の力が必要です。その手助けをライオンズクラブ

が行わなければいけないとの思いから活動しています。ライオンズクラブも発足以来 100 年が経ち新たな 100 年に向か

いｽﾀｰﾄし 様々な事が大きく変わろうとしています。しかし本当に 100 年後の事を思うなら「ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄの普及」を中心

に活動すべきではないかと私達の委員会では意見が一致しています。

今期もセミナーの開催そして 180 名の教師の皆様に向けてワークショップも開きました。委員会メンバーによる、自ク

ラブを始め、リジョン、ゾーン内のクラブに向けてのＰＲも進めています。東京都教育庁はじめ品川区教育主事より導入

方法等のご指導も受けて活動しています。

委員会メンバー全員が自分の周りからクエストの良さを認知してもらい地域からの取り組みをすべく今後も子ども達の笑

顔に会えるのを楽しみにすすめて参ります。

薬物乱用防止委員会

委員長　L 村島　吉豐
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①薬物乱用防止教育認定講師養成講座を開催する。

　②地区内各クラブの薬物乱用防止教室の開催情報を把握し、情報提供を行う。

　③様々な薬物対策を指導できる実務講師の育成をする。

　④薬物乱用防止に対する啓発並びに対外 PR を行う。

国際協調・アジア友好委員会

委員長　L 河田　弘昭
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①地区内 200 クラブの姉妹クラブ（国内外）情報を整理し、情報提供を行う。

　②海外の他クラブとの姉妹クラブ締結を推進する。

　③モンゴル LC への協力及びモンゴルからの留学生の支援を推進する。
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復興支援委員会

委員長　L 德田　修一
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①東日本大震災をはじめとする日本各地における復興支援活動の状況収集、地区内クラブ活動の状況確認。

　② 330-A 地区としての取り組み方針の模索、情報発信等。

アラート委員会

委員長　L 野村　起成
今期アラート委員会は、ガバナー諮問にのっとり次の点にフォーカスして活動しております。

自然災害時に備えて平常時の備えを促すことと、災害発生時には発生地区と速やかに連絡を取り、情報を的確に伝え対策

を検討し、被災したクラブとそれを支援したいクラブを繋ぐ。

具体的には、緊急連絡の作成、SNS による災害掲示板の作成、被災対応マニュアルの作成、関連各種セミナー・勉強会

の開催、等の活動を行っています。今期の委員会メンバーは 12 名（うち女性 2 名）、委員会は原則として毎月 1 回ですが、

委員会メンバーの出席率は 90% をキープしています。司会・書記は持ち回り制で、全員が意見を言う状況で会議が進行

しており、明るく活発です。また、委員会以外のお客様のご出席もあり、委員会見学どなたでも Welcome の精神で明

るくオープンな委員会です。

YCE 委員会

委員長　L 三宅　泰雄

《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　① YCE 活動に対して、各クラブの理解と周知を徹底するよう、例会訪問等を推進する。

　② YCE 生の受入・派遣について、より多くのクラブが参画するよう推進を図る。

　③ YCE プログラムの継続的実施の為、現状と問題点の精査を行う。

国際大会委員会

委員長　L 根岸　久美子
国際大会委員会は名称通り国際大会と OSEAL フォーラムへの参加要請及びスムーズな運営を行うため、

そして大会内容を広くメンバーにアピールするため活動をしております。

今期は 19 名で昨年 7 月の準備会から本年 6 月のシンガポール国際大会出発前まで 16 回の委員会を開催して参加される

方を万全の体制でお迎えする準備をと心掛けております。

昨年 11 月に広島で開催されました第 58 回 OSEAL フォーラムでは大会登録 400 名・ガバナー晩餐会 250 名という結

果を残すことが出来ました。このような参加者数は地区のメンバーの方々のご協力をいただけたからこそですが、一人一

人が積極的に自分の役割を理解して地道にお声がけをした結果と思っております。

国際大会に参加してみたいけど一人だとどうしたらよいかわからないという方どうぞお気軽にお問い合わせください。

6 月 26 日～ 30 日までのシンガポール国際大会への皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

選挙管理委員会

委員長　L 橋本　光祥
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　① GLT 会員・会則委員会と連携し、選挙規定の見直しを検討する。

　②地区ガバナー、副地区ガバナーの立候補受付及び審査、地区内への広報を実施する。

　③国際協会会則及び地区選挙規定に従い選挙の監視を行う。
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短期ビジョン委員会

委員長　L 進藤　義夫
来期に向けて、準備をする委員会です。来期に向けて着々と準備を進めております。

来期も伊賀ガバナーからの襷をつなぎ、「キャビネットはクラブを支えて行く」という方針を継続してまいります。

その中で、次の 2 点を早めにご周知させていただきます。

①アクティビティ・コンペティションの実施とクラブ活性化。

　 各クラブの活動の中心となり、活性化に繋がるのはやはりアクティビティの充実です。来期は、アクティビティ・コン

ペティションを新規アクティビティ部門・合同アクティビティ部門・継続アクティビティ部門の 3 部門で実施したいと

考えています。

②各クラブに訪問して、メンバーの皆様の意見を吸い上げるチームの結成。

　 キャビネットから各クラブへの情報の流れだけでなく、各クラブ・各メンバーの意見をきちんと吸い上げて行くために、

通常の委員会とは別に、各クラブの例会やアクティビティに訪問して、ご意見を伺い、キャビネットに伝えるチームを

構築します。名称は日本語で分かりやすいものとして「ご意見伺い隊」と考えています。チーム加入希望者は、進藤

（090-8845-3565）までご連絡くださいますようお願いします。

ドレミファダンスプロジェクトチーム

リーダー　L 松浦　辰吉
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①ドレミファダンスコンサートの運営・企画支援。

　②プロジェクトを通じたライオンズ活動のＰＲ方法の模索。

キッズフェスタプロジェクトチーム

リーダー　L 牧野　剛嗣
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①キッズフェスタプロジェクトの運営・企画支援。

　②プロジェクトを通じたライオンズ活動のＰＲ方法の模索。

第 66 回年次大会委員会

委員長　L 大石　誠
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①第 66 回年次大会の方針・企画・運営内容を検討する。

　②大会参加が促せるよう、広報活動を展開する。

英国ロイヤルバレエの輝きプロジェクトチーム

リーダー　L 後藤　満
《2019-2020 年度　ガバナー諮問事項》

　①英国ロイヤルバレエの輝きプロジェクトの運営・企画支援。

　②プロジェクトを通じたライオンズ活動のＰＲ方法の模索。
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歴代指導力育成委員長懇談会　10 月 31日

次世代リーダーシップセミナー開催　11 月 15 日

2019 年 10 月 31 日に GLT 指導力育成

委員会が主催となって 4 人の歴代指導力

委員長にお集まり頂き懇談会を開催しま

した。

指導力育成委員会に携わっていた頃の体

験談、長年ライオンズ活動に情熱を傾け

ることができた理由、ZC の教育などにつ

いて意見交換を行いました。

勉強になった話として「将来の委員長候

補者には『次の委員長は貴方だからね』

と口癖のように言って繋ぐこと」や「ZC

2019 年 11 月 15 日（金）に赤十字血液

センターにおいて GLT 指導力育成委員会

が主催となり次世代リーダーシップセミ

ナーを開催しました。

330 複合地区 GLT コーディネーター L

濱野雅司氏を講師に招き、サーバーント

リーダーシップの考え方について講義頂

きました。

一般的なリーダーシップとはリーダーが

先頭に立って組織を引っ張る「支配型リー

がガバナー諮問委員会で上手く話を伝え

られないのは指導が出来ていないからだ。

だから指導できる人を育てなさい。」「セ

ミナーは上から下へ一方通行の講義はダ

メ。下から上へ意見を吸い上げることも

必要」など心に突き刺さるようなエッセ

ンスがたくさんありました。

懇談会において頂いたエキスは今後のセ

ミナーに繋げていくよう努めます。

GLT クラブサクセス CQI 委員会 委員長 

L 関 飛雄一

ダーシップ」と呼ばれるものですが、「サー

バントリーダーシップ」の考え方はその

反対でリーダーはまず仲間に奉仕して信

頼を得てから主体的に協力してもらうと

いうものです。

受講者から「本業の仕事にも役立つ内容

でした。また参加したいです。」と嬉しい

感想を頂きました。

GLT クラブサクセス CQI 委員会 委員長 

L 関飛雄一

指導力育成委員会 歴代委員長懇談会 議事

【http://330a.jp/wp-content/uploads/

2019/12/14a88fa2005348773f79b

6c8893c5704.pdf】

サーバントリーダーシップ（奉仕する

リーダーシップ）【http://330a.jp/wp-

content/uploads/2019/12/ffba40e6

92b60a697ddd5b582253869c.pdf】

http://330a.jp/wp-content/uploads/2019/12/14a88fa2005348773f79b6c8893c5704.pdf
http://330a.jp/wp-content/uploads/2019/12/ffba40e692b60a697ddd5b582253869c.pdf
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2019 年 11 月 21 日 ( 木 ) に GLT 指導力育

成委員会が主催となって ZC セミナーを開催

し 20 人の ZC が参加しました。

今期よりキャビネット会議が終わった 3 日

以内に ZC セミナーを開催することを目標と

し、ZC がガバナー諮問委員会を円滑に進め

られるよう取り組みを始めました。

5 ～ 6 人でグループを組みキャビネット会議

において各クラブの会長・幹事へ伝える事項

YCE 委員会では冬期派遣生・来日生のプロ

グラムが始まりました。

今期はマレーシアとシンガポールの来日生 2

名と、イタリア・マレーシアの派遣生が出発

しました。

12 月 22 日のキャンプ最終日に坂戸グラン

ド H にて、330 複合地区主催のフェアウェ

ルパーティが開催され、伊賀ガバナーをはじ

は何か？どのように説明するか？など議論

しました。

ガバナー諮問委員会の某参加者から「ZC の

報告事項が簡潔に纏まっていたので前回よ

り良かった」と嬉しい報告がありました。

GLT クラブサクセス CQI 委員会 委員長

L 関飛雄一

め多くの地区役員が出席されました。

来日生は 26 日両国とも帰国し、派遣生は

1 月 7 日・8 日に帰国します。

ホストクラブ・ホスト家庭・スポンサークラ

ブの皆様には大変お世話になりました、引き

続き当委員会の活動にご理解とご協力の程

お願いいたします。

YCE 委員会 副委員長 L 高橋長生

ZC セミナー開催　11 月 21 日

2019 ～ 20 年度 YCE 冬期プログラム　YCE 委員会
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1 月 2 日、3 日、4 日（3 日間）増上寺にて

献血活動 GST 献血・献眼・献腎・骨髄移植

委員会

輸血用血液の確保が困難な時期であるお正月

に、ライオンズクラブ国際協会 330―A 地

区

GST 献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会は、

新年のアクティビティを実施しました。

お正月、箱根駅伝の行われた 2 日 3 日の例

年に加えて、今年は 4 日の土曜日も献血の

お願いをしました。

3 日間とも晴天に恵まれ、朝 10 時より 16

時まで、上智大学公認のボランティアサーク

ル（Sophia Volunteer Network）、上智大

学献血サークル、キャビネット、各クラブの

メンバー、委員会メンバーと大勢の皆様から

の協力を頂きました。

1 月 2 日（木） 受付者数：53 名 200mL 献血者数：1 名 400mL 献血者数：46 名

1 月 3 日（金） 受付者数：69 名 200mL 献血者数：2 名 400mL 献血者数：60 名

1 月 4 日（土） 受付者数：60 名 200mL 献血者数：6 名 400mL 献血者数：43 名

ご協力頂きありがとうございました。

GST 献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会

委員長 L 柳井健一

1 月 2 日、3 日、4 日（3 日間）増上寺にて献血活動　ＧＳＴ献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会



- 30 -

代々の 330 － A 環境委員会が植樹された場

所と、植樹された樹木が現在どのように成長

しているのかを知るために、小方一博委員長

とメンバーが、1 月 14 日と 16 日の 2 日間

で調査しました。 記念石碑や寄贈ベンチ周

りの清掃も行いました。

「きちんと育っているところと、無くなって

いるところがありました。

割と見やすいところに碑があったのは良かっ

たが、気がつきにくいところもあったので、

どういうふうにライオンズ活動をアピールし

ていくかが大事だと思いました。」

「メンテナンスの仕方や頻度について、引き

継ぎをしていったほうがいいと思いました。」

「桜が咲いている頃に状況 を再度見たいとい

う気持ちがある。」などの感想が委員会のメ

ンバーで話合われました。

今回の現地調査は実施状況について知ること

ができ、良い機会になりました。 過去から

の植樹活動を知ることにより、今後の環境保

全活動に活かしていきたいと思います。

GST 環境保全委員会 副委員長 L 中川喜美枝

2013 年 阿久津隆文ガバナー期

（森本憲治委員長）に「高尾山の自然を守る

植樹の会」

2017 年 村木秀之ガバナー期

（田中則雄委員長）に葛西防災公園「桜の植樹」

2018 年細川孝雄ガバナー期（佐藤剛委員長）

に片倉つどいの森公園「ツツジの植樹」

2019 年 今井文彦ガバナー期

（完山一範委員長）に江戸川区千本桜公園「桜

の植樹」

2016 年 近藤正彦ガバナー期

（鈴木順一委員長）に曳舟川親水公園「桜の

植樹」

代々の環境保全活動に付いて現地調査を実施 1 月 14・16 日 GST 環境保全委員会
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英国ロイヤルバレエ団　ゲネプロ観劇　1 月 31日

2020 年 1 月 30 日（木）に GLT（指導力育成）

の各委員会（GLT 指導力育成委員会、GLT

会員会則委員会、GLT クラブサクセス ･CQI

委員会）はキャビネット事務局において第 2

回ゾーンチェアパーソン（以下 ZC）セミナー

を開催しました。

35 ゾーン中 16 ゾーンの ZC の皆様にご参

加頂きました。

この ZC セミナーはガバナー諮問委員会にお

いてキャビネット会議の議事が各クラブの役

員の皆様へスムーズに情報伝達されるよう企

画されたものです。

ZC セミナーの内容は 2020 年 1 月 27 日

（月）に開催された臨時第 1 回キャビネット

会議の内容について具体的な用語の説明やガ

バナーの思いを ZC の皆様へ伝えさせて頂き

ました。

また LCI フォワードに基づいたクラブ評価

アンケートを実践しクラブ活性化の指標につ

いて学びました。

当セミナーの情報量がかなり多かったため有

意義な時間となりました。

GLT クラブサクセス ･CQI 委員会

委員長 L 関飛雄一

先日の英国ロイヤルバレエ、スクールマチネ

のご支援、ありがとうございました。

「英国ロイヤルバレエのプリンシパル・フェ

デリコ・ボネッリ氏と奥様の小林ひかる様

の提案からスタートした小学生に本格的な

クラッシックバレエを無料で見せる企画は、

330-A 地区ガバナー伊賀保夫氏の協力の基、

多くのライオンズメンバーによる協力とド

ネーションのおかげで大成功いたしました。

恐らくこのような企画は日本で初めての企画

だったと思っております。

本公演も大盛況に幕を閉じる事が出来ました。

皆様のご協力に感謝申し上げます。」

英国ロイヤルバレエの輝きプロジェクトチームリーダー　

L 後藤　満

第 2 回 ZC セミナー GLT 指導力育成委員会 1 月 30 日
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セレモニーの流れ 1 開式宣言 L鈴木定光 ライオンズクラブ代表挨拶
一般社団法人日本ライオンズ
理助長 L識名安信

ライオンズクラブ
オリンピック・パラリンピック委員会
代表挨拶
元国際理事 L山浦晟暉

設計者 野老朝雄氏 ご挨拶
テープカット
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一般社団法人日本ライオンズ寄贈

HARMONIZED TOWER 
野老朝雄モニュメント

一般社団法人日本ライオンズにおけるオリンピック・パラリンピック支援活動の一環として、東京
体育館敷地内にモニュメントを寄贈致します。
モニュメント（直径1,2m高さ約8m）周りに植栽、3m円型ベンチでモニュメントを囲む。
東京2020エンプレムデザインをされた野老朝雄氏 にデザイン・設計を委託しました。
東京都より市民が集えるデザインの要望あり設置場所は、JR千駄ヶ谷駅前
東京体育館敷地内に設置されます。今後東京体育館前にシンボリックに設置され、待ち合わせ
の場所として多くの利用者に愛されることとなるでしょう。
正式な披露は東京体育館の工事囲いが撤去されてからになりますが、ほぼ完成しましたので、
竣工式を兼ねたテープカットセレモニーを行ってまいりました。
日程は2020年1月31日（金） 11：00開始

主催：一般社団法人日本ライオンズ
運営：ライオンズクラブ国際協会３３０複合地区オリンピック・パラリンピック支援

特別委員会
次第：司会進行 L工藤 章

開会宣言 L鈴木定光
代表挨拶 L識名安信
委員会代表挨拶 L山浦晟暉
設計者挨拶 野老朝雄氏
テープカット キーパーソン
一般社団法人日本ライオンズ 理事長 識名安信L
ライオンズクラブ国際協会 元国際理事 山浦晟暉L
記念モニュメント設計者 野老朝雄様
ライオンズクラブ国際協会３３０複合地区ガバナー協議会議長 石原英司L
ライオンズクラブ国際協会３３０複合地区ガバナー協議会

オリンピック・パラリンピック支援特別委員会 委員長 鈴木定光L
一般社団法人日本ライオンズ 副理事長 今井文彦L
株式会社丹青社 代表取締役会長 青田嘉光様

一般社団法人日本ライオンズ寄贈 HARMONIZED TOWER
野老朝雄モニュメント竣工セレモニー実施報告

一般社団法人日本ライオンズにおけるオリン

ピック・パラリンピック支援活動の一環とし

て、東京体育館敷地内にモニュメントを寄贈

致します。

モニュメント（直径 1,2m 高さ約 8m）周りに

植栽、3m 円型ベンチでモニュメントを囲む。

東京 2020 エンプレムデザインをされた野

老朝雄氏 にデザイン・設計を委託しました。

東京都より市民が集えるデザインの要望あり

設置場所は、JR 千駄ヶ谷駅前　東京体育館

敷地内に設置されます。今後東京体育館前に

シンボリックに設置され、待ち合わせの場所

として多くの利用者に愛されることとなる

でしょう。

正式な披露は東京体育館の工事囲いが撤去

されてからになりますが、ほぼ完成しました

ので、竣工式を兼ねたテープカットセレモ

ニーを行ってまいりました。

日程は 2020 年 1 月 31日（金） 11：00 開始

330 複合地区オリンピック・パラリンピック支援特別委員会

委員 L 坪谷　茂



■ 累計金額 : 7,844,453 円
■ 献金クラブ数：33 クラブ

リードギフト誓約者

メジャーギフト誓約者 リジョン・ゾーン順

L 伊賀保夫
（東京ピース LC）

L 山浦晟暉
（東京新宿 LC）

L 山田春雄
（東京銀座 LC）

330-A 地区 1 月 31 日現在での MJF の現況

L 村木秀之
（東京数寄屋橋 LC）

L 阿久津隆文
（東京赤坂 LC）

L 大石誠
（東京数寄屋橋 LC）

L 今井文彦
（東京巣鴨 LC）

■

L 宇田川直子
（東京中野 LC）

L 田中淳正
（東京中野 LC）

■ 累計金額 : 45,250,400 円
■ 口  　 数 : 420 口

■ 献金者数 : 231 名

330-A 地区 1 月 31 日現在での $100 の現況

L 加藤邦広
（東京横田 LC）

L 石井征二
（東京八王子陵東 LC）

※ 1 名でも $100 寄付に協力されたクラブ

LCIF Report



クラブアクティビティや委員会セミナーの予告、報告は
330-A 地区 HP 右上の投稿欄からお願い致します。
330-A NEWS デジタル版は過去の地区ニュース 7 年分が掲
載されていて他クラブのアクティビティやキャビネット活
動の変化を見ることができます。
HP は「330A で検索」

第 66 回年次大会

第 4 回キャビネット会議

第 103 回国際大会

 4 月 25 日（土）

 6 月 8 日（月）

 6 月２６日（金）～ 30 日（火）

主要行事予定

於 東京プリンスホテル

於 東京プリンスホテル

於 シンガポール
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新聞・テレビ・雑誌・SNS のどれを見ても「新型コロナウイルス」の話
題ばかりの日々が続いています。　当初は多くの方々が「対岸の火事」
として見ていましたが、いつの間にか私たちの生活を脅かす存在となり
ました。
正確な情報が得られない状況下で、疑心暗鬼になり電車内で口論となっ
ているニュースや、SNS から発信された「トイレットペーパーが無くなる」
の情報を見て、全国のスーパーなどから商品争奪戦となっている映像を
見ると、ここは「本当に日本なのか」と感じざるをえません。
これに因り、日本家庭紙工業会からは異例の「トイレットペーパー、ティ
シューペーパーの供給力、在庫は十分にあります」との声明と共に倉庫
内の在庫状況が分かる写真が報道されました。
身近となった SNS から得られる情報を自分自身で見極める力が、求めら
れていると感じます。
幼少のころ、「メディアから得られる情報は自分の片目・片耳で見聞きし、
自分の中でもう一度よく考えろ」と教えられました。　当時は何を言っ
ているか分かりませんでしたが、いまこの言葉の意味が充分理解出来る
状況です。
最後にこの様な時こそ、力強いリーダーの元で一人ひとりの力を最大限
に引き出すと同時に、ベクトルの方向を合わせる事で、計算以上の力が
発揮されると考えます。
いまこそ「Our Nation’s Safety（われわれの国の安全をはかる）」では
ないでしょうか。
マーケティング・コミュニケーション・IT 委員会 副委員長　Ｌ坂本純一

編集後記
《2020 年》

　本号の表紙は、7 月 24 日 ~8 月 9 日 TOKYO2020 オリンピック大
会の式典（開会式・閉会式）、陸上競技、サッカー決勝の会場、8 月
25 日～ 9 月 6 日同パラリンピック大会の式典（開会式・閉会式）、
陸上競技の会場となる新国立競技場（オリンピックスタジアム）です。
　建築家の隈研吾氏設計による本競技場は、鉄骨とともに全国 47 都
道府県の木材、スギ・カラマツを使用しハイブリッド（混合）で建
設されました。自然と調和して生活する日本人ならではのメッセー
ジがスタジアムに込められていると思われます。
　オリンピックのメッセージと言えば「参加することに意義がある」
が一番に浮かびます。これは 1908 年のロンドン大会で英米チーム
があからさまに対立する険悪なムードに配慮し、大会中の日曜礼拝
に集まった選手を前にセントポール大寺院の主教が説いた「オリン
ピックで重要なことは、勝つことではなく参加することである」戒
めの言葉でした。この言葉に感動したクーベルタン男爵が「人生に
とって大切なことは、成功することではなく努力すること」という
趣旨のスピーチを英政府主催の晩さん会で行ったといわれています。
　両大会まで約 5 か月です。今、国際的に抱えている大きな困難を
乗り越えての大会開催となると思われます。市民一人ひとりが、健
康管理、衛生面に気を配り、大会を作り上げていく一員として「小
さな努力」を積み重ねていけば大会開催が叶うと思われます。
　世界からアスリートを招き、多くの観客とともに市民が「大会開
催への努力」を分かち合う大会になり、TOKYO2020 オリンピック・

パラリンピックは新たな評価を得ることになるのではないでしょう
か。新国立競技場が満員となりますように We Serve.　

（MCIT 委員会 副委員長 L 赤尾　嘉晃）
・動くピクトグラム（オリンピック）
　https://tokyo2020.org/ja/news/news-20200226-04-ja
・動くピクトグラム（パラリンピック）
　 https://tokyo2020.org/ja/paralympics/news/news-20200226-

04-ja-para

https://tokyo2020.org/ja/news/news-20200226-04-ja
https://tokyo2020.org/ja/paralympics/news/news-20200226-04-ja-para



