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ガバナー挨拶
ライオンズクラブ国際協会 330―A 地区ガバナー

鈴木 定光

去る7月5日～ 9日に開催されましたハンブルグの国際大会におきまして330Ａ地区ガバナーとして

のご承認をいただきました。阿久津前ガバナーよりこの重責を承継し、真に身の引き締まる思いです。

浅学非才の身ではありますが、メンバー皆様のご理解、ご協力を得てこの一年間地区運営、ライオン

ズクラブ発展のため一所懸命に努力させていただきます。何卒宜しくお願い申し上げます。

将来に向けてガバナーズテーマを「ＡＣＴＩＯＮ F ｏｒ Ｔｈｅ F ｕｔｕｒｅ」ガバナーズスロー

ガンを「今を見据え、より良きライオンズクラブの創造へ」としました。国際会長テーマ「Ｆｏｌｌｏ

ｗ Yｏｕｒ ＤＲＥＡＭ」と併せて将来のライオンズクラブとしての夢の実現に今何をするかが問われ

ています。年間のテーマとして東日本復興支援の再考を掲げていますが、ライオンズクラブとしての

活動はその他にも社会福祉障害者支援、薬物乱用防止、青少年健全育成、環境保全など多岐に亘り枚

挙に暇がない程です。皆様と力を合わせてアクティビティーを推進していきましょう。

私のガバナーズピンは、私らしさを顕すようにデザインされました。ライオンズの奉仕の心がお釈

迦さまの教えのように広く行き渡る意味合いとＬの字をとり巻く花弁はあえて14にし、330Ａのリ

ジョンをあらわしています。又それと共に自分自身が船が好きだったことも選択の基準となっていま

す。獅子吼（ライオンズローア）はもともとブッダの言葉を指しますが、リバティー、インテリジェン

ス、アワー、ネイションズ、セーフティーのため皆様と力を合わせライオンズ活動に取り組んでゆく

ことを念願しています。
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第 96 回 
ハンブルク国際大会

毎年の国際大会では任期を迎える半数の国際理
事の選出ならびに国際第一、国際第二副会長の選
出も行われる。この第96回国際大会では日本から国
際第二副会長候補者として参加するＬ山田實宏の
支援を国際的にアピールする必要から、日本からも多
くのメンバー（登録者約3500名、うち代議員1004
名、補欠44名）が参加した。Ｌ山田實宏の地区334
地区からはおよそ300名が参加したほか330-Ａ地区
からもおよそ200以上のメンバーや家族が参加した
模様。地区の国際大会参加委員会の話によると、地
区メンバーの参加登録者は約200名、大会初日の7
月5日（金）空路や陸路から続 と々地区メンバーが到
着し、この日の午後は多くの地区メンバーが大会登
録、代議員資格証明、大会キットの引き渡しを受ける
ため会場のハンブルク・メッセに足を運んだ。現地の
天気は午後より晴れ、翌日のインターナショナル・パ
レードに向けて国際大会の雰囲気が盛り上がった。
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2013年7月5日～7月9日まで5日間、
ライオンズクラブ国際協会の年次総会である
第96回国際大会がドイツのハンブルクにて
開催された。
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翌7月6日（土）は朝から快晴でパレードには申し分のな
い好天気に恵まれ、ハンブルク国際大会の主要行事で
あるインターナショナルパレードに参加するため、参加者
の集合場所である市庁舎前広場には世界各国のライオ
ンズメンバーが集結し、折からの日差しと熱気でごった返
し、メンバーは興奮気味でパレード出発の順番を待った。
全日本のライオンズメンバー数百名がスタートしたのは予
定を大幅に遅れ、ようやく午後1時を過ぎてスタートした。
それでも全日本チームは整然と行進し、山田實宏国際第
二副会長候補者を盛り立てた。各国のチームはそれぞれ
民族衣装を身に着けたり、楽器演奏や、ダンスなどを披露
して、パレードコースの両側に陣取った観客を楽しませ
た。※日本ライオンズのバンドを担当した「ショー・ブラス
バンド・ハイケンドルフ」は「YMCA」などノリのいい曲でパ
レード参加者と沿道の聴衆を盛り上げ、インターナショナ
ル・パレード・コンテストのバンド部門で第1位を獲得した。

 7月7日（日）、いよいよ開会式。ハンブルク中心部より車で約1
時間ほどの郊外のO2アリーナに世界各地から集まったライオンズ
クラブメンバーは約25000人。午前10：00より始まった開会式

（一日目総会）では、ウェイン・マデン国際会長による年次報告の
後、一日目総会のハイライト「フラッグ・セレモニー」、前アメリカ大
統領夫人ローラ・ブッシュ氏による基調講演などが行われた。同氏
はウェイン・マディン国
際会長が呼びかけた
リーディング・アクショ
ン・プログラム（ＲＡＰ）
に関連して、ユネスコ
の識字率の向上にか
かわる活動に携わって
いる立場からライオン
ズクラブメンバーにメッ
セージを送った。 2012-13年度国際平和ポスター・コンテスト大賞受賞者

ジェニー・パクさん。

1 日目

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 日目日目

3 日目

5 日目

4 日目

1 日目

2 日目

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333 日目日目

5 日目

4 日目



地区ニュース  2013 Autumn 3

7月8日（月）の二日目総会ではオランダのぺトラ・ローレン
ティン王子妃がローラ・ブッシュ氏と同じく識字率の向上に
かかわる立場からライオンズクラブメンバーにメッセージを
送った。総会後ジャパンレセプション、さらに夕刻には330‐
Ａ地区のメンバーが集まり「地区ガバナーとガバナーエレク
トを囲む会」が開催された。 ジャパンレセプションでは山田
国際第二副会長候補者を応援する全日本ライオンズのメ
ンバーが集結し、また国際協会の多数の役員が応援スピー
チを行った。330-A地区の国際大会参加委員会が主催
する「地区ガバナーとガバナーエレクトを囲む会」は午後7
時半より開催され、約200名の地区メンバーや家族が参加
し、阿久津地区ガバナーの今期の活躍を祝福し、鈴木ガバ
ナーエレクトの次期キャビネット運営に対する期待が伝えら
れた。アトラクションではハンブルクの障害者で構成される
合唱団、約25名のメンバーによるドイツ民謡のコーラスが
披露され、ドイツでの大会参加の雰囲気を参加メンバーや
家族が実感した。

大会の最終日も、晴天が続き、大会初日から5日間快晴
に恵まれた。夏の短いヨーロッパに於いて、季節ならでは
の気候を満喫した。 大会最終日は早朝7：30より代議員
投票、10：30より閉会式が行われ、ウェイン Ａ．マデン国際
会長からバリー Ｊ．パーマー新国際会長（オーストラリア）へ
の引き継ぎ、新国際理事の紹介、そして各地区ガバナーの
交代の就任宣誓式が行われた。阿久津ガバナーにより鈴
木ガバナーエレクトのリボンが外され、330‐Ａ地区におい
ても鈴木地区ガバナーが正式に就任しました。また、代議
員投票の結果が発表され、山田国際第二副会長の決定
が知らされると、日本各地より参加したメンバーは歓声を上
げ、2年後の日本人国際会長の誕生に期待を膨らませた。
ハイライトは、人道主義大賞を受賞したイタリアのテノール
歌手アンドレア・ボチェッリの胸に響く歌声。そしていよい

よ、大洋州及びその周辺地域からは2人目、オーストラリア
からは初の国際会長となるバリー・パーマー新国際会長の
就任式だ。マデン国際会長からの引き継ぎを終えたパー
マー新会長は、就任スピーチで今年度実現を目指す四つ
の夢を語った。第1の夢は、マイクロファイナンス（貧困者
向け小口融資）による女性と子どもの支援。第2の夢は女
性会員の割合を30％に引き上げること。第3の夢は世界
の会員数を140万人に増加。そして第4の夢はソーシャル
メディアなどの活用でライオンズの存在感を高めること。こ
れらの夢の実現に向けて共に行動しようと訴えた。新会長
がスピーチを終えると、国際理事、第2副会長選挙の結果
が発表され、日本の清水英徳国際理事を含む新国際理
事17人が登壇。そして山田實紘国際第2副会長の就任
の瞬間を迎えた。日本のライオンズにとって、2年後ハワイ
国際大会での国際会長誕生に向け、ライオンズの将来に
どのような夢を描き実現していくのか注目される。
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キャビネットだより

ドイツのハンブルクで開催された第96回国際大会に於いて、2013年
-2014年ライオンズクラブ国際協会330-A地区ガバナーに就任した鈴
木定光地区ガバナーは地区キャビネットとして最初のキャビネット会議を、
2013年7月29日（月）東京プリンスホテルにて開催した。会議の開催に当
たり出席者に本年度のキャビネット構成員が紹介がされたのち、山浦元国
際理事からはドイツのハンブルクにおいて開催された第96回国際大会で、

山田實紘国際第二副会長が選任されたことが報告され、参加した地区メ
ンバーらに、支援に対する感謝の意が伝えられた。鈴木地区ガバナーから
は本年度のガバナーズスローガンが発表され、東日本復興支援、会員、特
に家族会員の増強、青少年育成、地球環境保全活動、保護司のためのセ
ミナー開催等今期のキャビネット運営方針が紹介され、各クラブのアクティ
ビティーを中心としたライオンズデー開催などを新組織・体制で行う方針の

説明が有り、全会一致で承認された。さらに国際協会関係や330複合
地区、330-Ａ地区キャビネット関係などの多くの報告がされた。詳しくは
地区ホームページからキャビネット会議議事録がご覧いただけます。

330-A地区、228番目のクラブとして東
京ピースLC（阿部かな子会長、スポンサー
クラブ東京表参道LC）が、都内のザ・リッ
ツカールトン東京でチャーターナイト（CN、
認証状伝達式）を迎えた。メンバー数54
名、平均年齢46歳、女性会員も多いこの
クラブは、第1リジョン2ゾーンで今後活動
を始める。現時点で入会予定者が4名あ
り、今後さらに会員増強の予定という。ア
クティビティーも多彩で東北支援、アスリー
トを支援するHDPという組織への支援を
行うなど、今後の活動に注目したい。

第一回キャビネット会議開催される
7月29日

東京ピースLC、チャーターナイト
9月4日 東京ピースLC
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キャビネットだより

会長会開催
8月6日 

RC会／ZC会開催される
8月7日

ハロー会議室新宿ロイヤルビルで、新しい
会長約150名を対象に、鈴木ガバナーより今
期の方針の説明があった。今期の方針は第
1回キャビネット会議で明らかにした内容で、さ
らに各委員会からの要望事項などの説明が
あった。

2013年8月7日（水）リジョンチェアパーソン会、ゾーンチェアパーソ
ン会が、キャビネット会議室でそれぞれ開催された。今回も会長会と同様
に、鈴木ガバナーから今期の方針の詳細な説明があった。
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キャビネットだより

2013年7月20日（土）12：00より新宿京王
プラザホテルにおいてＹＥＳレオクラブの結成
会がおこなわれた。地区ＹＥ派遣生（2012年
度、2013年度他）23名が結成メンバーとなり、
浜松町ライオンズクラブがスポンサークラブ。
鈴木地区ガバナー、そしてスポンサークラブ野
坂会長より激励のあいさつを受け、ＹＥＳレオ
クラブ松本華奈会長が就任挨拶、メンバー紹
介、会則採択などを行った。

今後、毎年度、ＹＥ派遣生の参加が見込ま
れ、若いエネルギーが地区ライオンズクラブの
発展、活性化に貢献することが期待される。

第1回青年アカデミーメンバー交流会（坪谷
茂委員長）が8月26日開催された。地区内及び
地区外の若手メンバーの交流を通じて、ライオン
ズの素晴らしさを知ってもらうことを目的としたこ
の会であるが、この日新宿ロイヤルビルには75
名の幅広い年齢層のメンバーが集結し、熱い議
論が繰り広げられた。参加者は8組のグループに
分かれ、自クラブの会員増強方法や問題点、ア
クティビティーの中身、年会費などの意見交換を
した後に、グループごとのまとめの発表があり終
了した。

ＹＥＳレオクラブ 結成会
7月20日 ＹＥＳLC

青年アカデミーメンバー交流会を開催
8月26日
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キャビネットだより

地区内各クラブへのガバナー公式訪問が、各リジョン単位での合同例
会に公式訪問する形で始まった。9月4日（水）第8リジョン於：ホテルグラン
ドパレス、9月5日（木）第10リジョン第１ゾーン、第２ゾーン於：京王プラザ
ホテル、9月6日（金）第２リジョン、於：グランドアーク半蔵門にて行われた。
第８リジョンでは１ゾーン８２名、２ゾーン５５名のメンバーが出席、翌日の第
１０リジョン公式訪問では事前懇談会で活発な意見交換が行われた。さら
に翌６日に行われた第２リジョン公式訪問では１５クラブ１１８名のメンバー
が出席し、地区ガバナーも懇親会では各テーブルを回りメンバー一人一人
に声をかけるなど地区内各クラブのメンバーと懇親を深めた。

地区内各地でガバナー公式訪問
9月4日、9月5日、9月6日 第8、第10、第2各リジョン合同
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地区内クラブだより

　2013年9月9日（月）東京
隅田川ライオンズクラブは錦
糸町丸井前にて恒例の献血
呼びかけの活動を行った。女
性の方が多く、今回初めて献
血をするという男子高校生二
人がとても緊 張していたのが
印象的だった。70名の受け付
けがあり献血者は50名。

　キャビネット事務局大会議室において、薬物乱用防止委員会主催
の薬物乱用防止教育エキスパート指導者養成講座が行われた。第一
回の今回は基本と歴史を勉強。募集人数25名に対して32名出席の
大盛況で、梶正明委員長の挨拶の後、専任講師L寺田義和とL舘親

光の講義に受講生は
真剣に耳を傾けてい
た。エキスパート指導
者となるためには全部
で6回の受講が必要
で、次回は受講生の
一部が各自行ってき
た講習方法を発表し、
それについての討議
を行う予定である。

　東京新都心ライオンズクラブは、地元の
西新宿の新宿中央公園内の広場で盆踊
り大会を共催するとともに、地元小学校の
生徒から応募された、「環境保護運動」「薬
物乱用防止運動」の標語やポスターの入
賞者を盆踊り会場で表彰した。

　7/18（木） 5R2Z ゾーン・チェアパーソン表敬訪
問合同例会が東京都江戸川区小岩のニューオーク
ラで開催された。5R2Zでは毎年、期の始まりにゾー
ン内クラブ合同で、ゾーン・チェアパーソン表敬訪問
を受けるのが習わし。多忙なゾーン・チェアパーソンが

各クラブへ表敬訪問するエネルギーを軽減
し、またゾーン内各クラブの結束を固める意
味で開催される。この合同例会には毎期、
ガバナーも訪問され、次第にはテール・ツイ
スターが企画するゲームなども盛り込まれ、
盛大に開催された。ゾーン内の複合役員・

地区役員を始め、各クラブ会長・幹事、所属メンバーが一堂に会して期首
に結束を固める奉仕と友愛の両輪を深める優れた企画である。

キャビネットだより

第1回薬物乱用防止教育エキスパート指導者養成講座 330-A地区 5R2Z ゾーン・チェアパーソン表敬訪問 合同例会
8月9日 薬物乱用防止委員会 7月18日 5R2Z

錦糸町駅前で献血呼びかけ運動 盆踊りを協賛して子供たちを応援
9月9日 東京隅田川LC 8月3日 東京新都心LC
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地区内クラブだより

第9リジョン第1ゾーンの「薬物乱用防止教室」続く
3月12日/5月11日/6月4日/7月12日 9R1Z

第9リジョン第1ゾーンの東京品川・東京大森・東京蒲田・東京羽田・
東京大井・東京荏原・東京ウイング・各ライオンズクラブ合同の薬物乱用
防止教室が大田区立の各小学校で開催された。合同の“「薬物乱用防
止教室」実行委員会”は委員長のＬ松田貞男他40名のメンバーで構成さ
れ、毎年、大田区立の小学校などで「薬物乱用防止教室」を開催し、学
校関係者らから喜ばれている。同委員会から寄せられた情報によると、今
年は2013年3月12日（火）大田区立東糀谷小学校（6年90名）、5月11
日（土）大田区立赤松小学校（6年64名）、6月4日（火）大田区立糀谷
小学校（4年生107名、5年生111名、6年生141名計359名）、7月12日

2013年7月8日（月）福生市立福生第二中学校、1年生189名と教職
員含む約200名に翌日7月9日（火）青梅市立青梅第二小学校、5年生、6
年生の児童284名、教職員、保護者を含む約300名に対して「薬物乱用
防止教室」を実施した。今期、第1回目の福生市立福生第二中学校では、
今期会長のL指田勇自らが講師に立ち、DVD＆パワーポイントを活用した
講義に続いて好評のメンバーによる寸劇が行われた。寸劇の中では、もし
すすめられたらどの様に断るかを演技者と一緒に具体的に練習した。後半
では先生を巻き込んでの熱演が行われ「薬物乱用防止」の重要性を参加
者全員で確認した。そして翌日7月9日（火）は青梅市立青梅第二小学校、
こちらは今期幹事のL塩田篤が講師に立ち小学生の目線で話をした。こち
らでも寸劇のショートバージョンが行われ児童や先生も参加して、すすめら
れた時の具体的な断り方や逃げ方を演技の中で練習、終了後は学校関
係者や保護者の方から来年もお願いします・・・ともうすでに来期の依頼を
受けた。現在14R2Zで「薬物乱用防止教室」を定期的に実施しているク
ラブは、羽村LCと瑞穂LCのみだが、福生第二中学校には福生LCが、ま
た青梅第二小学校には青梅LCのそれぞれ執行部の皆さんが見学に来ら
れ、出来るだけ早い時期に体制を整えて市内の学校の要請には自クラブ
で実施出来るにしていきたいと話していた。また7月27日28日の両日は羽
村市恒例の「はむら夏祭り」が行われ、東京羽村ライオンズは例会振替で
参加、「薬物乱用防止」の啓発活動を行った。初日（土）は「人波踊り」に
参加、「ダメ。ゼッタイ。」の横断幕を先頭に当日の参加者25名ほどのメ
ンバーが踊りながら合いの手に「・・・・・・ライオンズ！」の掛け声を入れてラ

東京羽村ライオンズクラブ
7月8日/7月9日/7月27日/7月28日 東京羽村LC

（金）大田区立道塚小学校（6年生108名）でそれぞれ開催され、4校生
徒数合計621名、校長担当教諭保護者数18名総計639名を対象に実
施されたとのこと。各校の生徒たちは、皆真剣な態度で聴講し、大変勉強
になったと感想を述べ、活発な質疑があったとのこと。赤松小学校、糀谷
小学校では、生徒全員の感想文が寄せられ、道塚小学校では、校長先生・
担当教諭の指導で生徒全員で「標語」の作成にとり組んでいる。大田区
立の小学校ではライオンズクラブが主催する“薬物乱用防止教室”に深い
関心と信頼関係が生まれ、開催依頼が続いている。

イオンズクラブをPR、多くの参加団体の中でも一際大きな拍手を受けて
いた。また、会場には専用ブースを設け、「ダメ。ゼッタイ。」と書かれた協
賛のうちわ500枚とパンレット約5000枚、ばんそうこう約5000を配布し

「薬物乱用防止」を呼びかけていた。お祭り会場に来ていた女子中学
生数名のグループは小学校の時に受けた「ダメ。ゼッタイ。」を覚えてい
る・・・脳がダメになる・・・寸劇面白かった・・・・などと親しく話していた。
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　2013年8月10日（土）5R3Z東京城北LC
は、足立区周辺にある高校の軽音楽を対象
にした‘あだち けいおんフェスタ ライオンズカッ
プ 2013’を西新井文化ホールにて開催した。
主催である城北LCの他、協賛に白鳳LC、西
新井LC、足立LCと複数LCの合同ACTとなっ
た。当日は、近藤第2副地区ガバナー等、多数
のライオンズ関係者が、駆けつける中、9校の
バンドと200人以上の高校生、関係者で会場
は熱気に包まれた。冒頭にあたり城北LC上岡会長は、「皆さん！ライオン
ズって知っていますか？」という問いに「はーい」という高校生の認知度に
少し驚きながら今回多数のLCが協賛した事に礼を、述べた。次に同クラ
ブの高橋実行委員長が、自らも学生時代に軽音楽に携わった事を証し、

「合唱や管弦楽等の高校生の催しは沢山あるが、軽音楽に係わる高
校生の発表の場が大変少ない。ACTとしてこれらの高校生に少しでも
この様な場が持てるようクラブに提案した、これからもこの催事を継続さ
せていきたい」旨を語った。高校生の演奏は表現や魅力完成度等を基
準として審査される。審査委員長としてブルーコメッツの高橋氏が紹介さ

れた。演奏が始まる
と会場は熱気に包
まれ、甲子園さなが
らの声援に沸いた。

（取材：山口聖之／
広報委員会）

地区内クラブだより

ゆかた例会で入会式

30年以上に亘り、日赤に協力し献血活動を支援

世田谷のCN50記念植樹アクティビティ

甲子園以上の熱気

8月22日

7月23日

東京ウィルLC

東京三田LC

9月7日

8月10日

東京世田谷LC

東京城北LC

　昭和58年1月24日以来30年以上に亘り、東京三田ライオンズクラブ
は献血活動支援アクティビティを実施している。今期も年2回、7月の第
4火曜日と来年1月の第4火曜日と日程を決め、猛暑の7月23日（火）に第
1回が実施された。場所は短時間に大量献血活動が出来る港区三田1
丁目の三田国際ビル脇。長年にわたり献血アクティビティを行っている同
クラブだから確保できる素晴らしい場所だ。日赤から献血車3台予備車
1台、医師3名、看護婦7名、日赤職員8名、日赤奉仕団夫人メンバー10
名、東京三田ライオンズクラブメンバー全員参加で行われた。この献血活
動がスムーズに大量に行われるのは、実施日の1週間前から三田国際ビ
ル内の各企業を訪問し、時間にまで気を配り、献血への協力を依頼する
という地道な活動があればこその実績。献血当日は受付業務を代行、ま
た献血者（ドナー）には粗品を贈呈している。当日の午後には折からのゲリ
ラ豪雨に見舞われ、雨を避けながらの活動となったが、献血者178名（希
望者213名）採決量は68,200ccだった。同クラブのメンバーの協力、ま
た同リジョン・同ゾーンの協力で毎回同程 度の実績があるという。

　2013年8月22日（木）東京ウィルライオンズクラブは京王プラザホテ
ルにおいて恒例の「納涼ゆかた例会」を開催、330−A地区鈴木定光ガ
バナーをはじめ多くのライオンズメンバーにご出席いただき、会則・会員委
員会は11期・12期新入会したメンバー（正会員3名家族会員7名）の入
会式を挙行した。「一本の明り」の朗読の中、キャンドルを手に緊張した
面持ちで入場、新メンバー達はスポンサーライオンに紹介され、鈴木定光
ガバナーよりガバナーズピンが正会員・家族会員に贈られた。国旗とライ
オン旗を背にした鈴木定光ガバナーに向かいライオンズの誓いを唱え、
声高らかにウィサーブと宣誓した。今期会長L繁田恵美子は、新入会員
のこれからの活躍を期待していると述べた。

　2013年9月7日（土）11
時より世田谷公園にて東
京世田谷LCによる植樹ア
クティビティが行われた。同
クラブは9月28日にCN50
周年を迎えるため、その記
念アクティビティとして行わ
れた。当日は残暑の厳しい公園に約30名のメンバーが集合した。まず
は、クラブオリジナルで作った新しいべストを初めて着て、公園の南側に
ハナミズキの植樹を行った。メンバーや子供たちは代わる代わる苗木に
土をかけて水やりをした。次に公園内の噴水広場に「結成50周年記
念」と刻まれたプレートのついた3つのベンチを寄贈した。新しいベンチ
に座って記念撮影を行いメンバーたちは大いに盛り上がった。
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　昨年に引き続き、東京ウエストライオンズクラブが主催する「薬物乱用防止教室」が、
2013年7月13日（土）中野区立新井小学校（〒165-0026中野区新井4-19-1、鈴木
秀治校長）に於いて行われ、5年生・6年生の児童138名とPTA、町内会の防犯委員ら
約60名が参加した。当日は同クラブ会長が所用で欠席のため、幹事のL塚田由香里の
挨拶の後、15分のDVDが放映され、その後、30分にわたってL村上隆信が講演した。
講演中にキャビネットの薬物乱用防止委員会などでも司会や手品でお世話になっている
マホトーンの三宅さんも参加され、子供たちの興味を引き付けた。子供たちの驚きに笑い
に、ライオンズメンバーも手ごたえを感じる充実した薬物乱用防止教室が終了した。

　2013年8月28日（水）東京調布LC（曽山幹也会長）のメンバー11
名が大船渡ライオンズクラブ（新沼哲会長）の例会に出席した。同クラ
ブとは、東日本大震災が縁で交流を重ね、今回の訪問になった。メン
バーはほとんど被災した中、一名の退会者もなくウィーサーブで頑張っ
ておられるとのお話に大いに感心した。また仮設ではあるが、同クラブ
の例会場と大船渡屋台村の建設資金がLCIFから全額支給されたと
のお話もあり、目に見えるライオンズの支援を実感した。同クラブでは今
後とも連携を強めて、同地区の支援に努めたいという思いを強めた。

　2013年7月19日（金）東京都千代田区内幸町の帝国ホテルで、第
2R-第2Z 東京銀座ライオンズクラブの7月第2例会が開催された。当日
は木下RC・高桑ZC、また子クラブ東京数寄屋橋ライオンズクラブメン
バーの表敬訪問もあり、伝統のある老舗クラブらしい厳粛な中にも和やか
な例会が開催された。また、L坂間明彦（スポンサーL平石勇夫） の入会
式が執り行われ第2例会に花を添えた。幹事報告の中で木下RC（東京
銀座LC所属）より「語りつぐ・証言　巨大津波」（やまもと民話の会）を購
入しメンバーや家族に配布する事が提案され承認された。昼例会にもか
かわらず多数のメンバーとゲストが訪れ、名門クラブらしい例会であった。

地区内クラブだより

東京ウエストライオンズクラブの「薬物乱用防止教室」

大船渡訪問 東京銀座ライオンズクラブ　７月第２例会

7月13日 東京ウエストLC

8月28日 東京調布LC 7月19日 東京銀座LC
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   ２０１3　主要行事日程表

キャビネット会議

●第2回 2013年11月25日（月）　会議12：30－15：00 ＡＰ西新宿� ※キャビネット構成員
●臨時第1回 2014年1月20日（月）　��会議未定／賀詞交歓会未定東京プリンスホテル

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

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

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

バリー J．パーマー国際会長　公式訪問

2013年11月25日（月） 会場未定　（ホスト地区�ＭＤ333）

ウェイン Ａ．マデンLCIF理事長LCIFセミナー

日程未定

OSEALフォーラム

●第52回東洋・東南アジア・ライオンズ（OSEAL）フォーラム 2013年11月7日～10日 シンガポール
●第53回東洋・東南アジア・ライオンズ（OSEAL）フォーラム 2014年11月13日～16日 韓国、仁川（インチョン）

国際大会

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

年次大会

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

その他

●ライオンズデー統一活動の日 2013年10月6日（日）
●東日本復興支援イベント 2014年4月4日（金）・5日（土）

ライオンズクラブ国際協会330-A地区
地区ニュース�第1号（Autumn号） 広報委員会

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

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

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

発行日　2013年9月20日
発　行　広報委員会

家族会員制度のＰＲを兼ねた家族会員増強イベントのご案内
「東京マラソンを駆け抜ける会」　
求む！走るライオン・応援するライオン・清掃するライオン
　この度、家族会員増強委員会では、ライオンズクラブのPRを兼ねたイベントとして、家
族会員・友人で「東京マラソン2014」にエントリーする運びとなりました。東京マラソンの
イベントを通じてより多くの家族会員の増強をはかり、ともにライオンズの奉仕活動を向
上させていくことを目的としております。当日は、沿道に集って揃いのロゴTシャツを着用
し、幟をたててランナーを応援しながら清掃奉仕活動に参加します。これによって多くの
人々と“ひとつ”になって感動を共有するとともに、ライオンズクラブの活動を広く対外的
に発信できればと考えております。つきましては、このイベントに際し下記の要領で「東京
マラソン2014」へのランナー申し込みを行っていただき、ライオンズクラブ家族会員の
一員として走っていただけるメンバー及びそのご家族・ご友人を募集いたします。日ごろト
レーニングされている成果を発揮していただきたく、エントリーにふるってご協力をお願い
いたします。東京マラソンは2014年2月23日（日）開催されます。

その他地区委員会の行事予定

子供宣言集会
日時：2013年10月27日（日）
12：30会場
13：00開幕
16：30終了予定
場所：東京都庁舎・都民広場
主催：献眼・献腎・臓器移植委員会
共催：�青少年健全育成�・�

レオ・ライオンズクエスト委員会
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