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クリスマス例会 自慢のOne Scene
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深川 萬年橋（葛飾北斎 富嶽三十六景のうち「深川萬年橋下」）
　江戸時代、河川舟運の要所として開
削された小名木川にかかる橋。当時の
小名木川は、行徳の塩や、近郊農村で
採れた野菜、米などを江戸市内へ運び
込むための運河であり、架けられた橋は
いずれも船の航行を妨げないように橋
脚を高くしていたが、中でも萬年橋は大

きく高く、虹型に架けられていたことから、その優美な姿を愛された。
　歴史ある萬年橋には及ばないが、LC100周年への橋渡しもいよいよ後
半に差し掛かってきたところである。時には、橋そのものが通航の妨げに
なっていないか、顧みるのもよいかもしれない。　　　　　   （L荒牧知子）

撮影：L押元正樹

100周年に向け 新たな気持ちで We Serve 「奉仕こそが ライオンズの喜び」

地区ニュースVOL.4（web版）
近藤ガバナー　　　

年頭のご挨拶
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■３月３日 フジコヘミング チャリティーコンサート 告知

東日本復興支援『フジコ・ヘミング』チャリティコンサート

魂 のピアニスト フジコ・へミング

　世界的なクラシックピアニストであり、現在クラシックコンサートで最もチケットが取り難いと言われてい
るフジコ・ヘミング女史から３３０-A地区へ、東日本大震災から5年の節目の年に杜の都仙台でチャリティ
コンサートを開催したいとのお申し出を頂きました。
　私たち３３０－A地区はこの要望に応え、東日本大震災被災者の方々の「心のケア」を主旨としたチャリ
ティコンサートを３月３日に仙台で開催する運びとなりました。
　フジコ・ヘミング女史の意思と協力、そして330-A地区のメンバー皆様の温かいドネーションにより、宮
城県を中心とした東北の皆様を無料で招待いたします。

2016年3月3日（木曜日）
14時開場／14時45分開始　コンサート時間 15時～17時

（途中休憩時間２０分含む）
会場：仙台市泉文化創造センター（イズミティ２１）

主催：ライオンズクラブ国際協会３３０-Ａ地区・３３２-Ｃ地区
後援：（株）河北新報社・東北放送（株）・宮城県教育委員会・
仙台市教育委員会・公益財団法人仙台市市民文化事業団

2016年3月3日（木曜日）
14時開場／14時45分開始　コンサート時間 15時～17時

（途中休憩時間２０分含む）
会場：仙台市泉文化創造センター（イズミティ２１）

主催：ライオンズクラブ国際協会３３０-Ａ地区・３３２-Ｃ地区
後援：（株）河北新報社・東北放送（株）・宮城県教育委員会・
仙台市教育委員会・公益財団法人仙台市市民文化事業団

フジコ・ヘミング
本名／Ingrid Fuzjko v.Georgii-Hemming （イングリット・フジコ・ゲオルギー・ヘミング）

　ベルリンに生まれ、5歳で帰国。母の手ほどきでピアノを始める。青山学院高等部在学中、17歳でデビュー・コンサー
トを果たし、東京芸大在学中には、NHK毎日コンクール入賞など多数受賞。東京芸大卒業後より、本格的な演奏活動
に入り、数多くの国内オーケストラと共演。その後28歳でドイツへ留学。ベルリン音楽学校を優秀な成績で卒業。その後
長年にわたりヨーロッパに在住し、演奏家としてのキャリアを積む。しかし、風邪をこじらせ、聴力を失うというアクシデント

に見舞われる。失意の中、ストックホルムに移住。耳の治療の傍ら、音楽学校の教師の資格を得、以後はピアノ教師をしなが
ら、欧州各地でコンサート活動を続ける。

　1999年2月11日には、フジコのピアニストとしての軌跡を描いたNHKのドキュメント番組、ETV特集『フジコ～あるピアニストの軌跡～』が放
映され大反響を巻き起こす。1999年8月25日に発売されたファーストCD『奇蹟のカンパネラ』は200万枚（2012年4月現在）を超える売り上げと
いう、クラシック界異例の大ヒットを記録し、いまだにその記録を更新し続けている。

　公演活動で多忙を極める中、猫や犬をはじめ動物愛護への関心も深く、長年の援助も続けている。また、米国同時多発テロ後の被災者救済
　のために支援活動を続けており、こうした人や動物を愛し支援する事を忘れない人間味溢れる人柄も多くのファンを魅了してやまない。

主催：ライオンズクラブ国際協会３３０-Ａ地区・３３２-Ｃ地区

　新年明けましておめでとうございます。2016年の幕開けを

迎え、謹んでお慶びを申し上げます。

　「誇らしく思う心と喜びと奉仕とを」をアクティビ

ティ・スローガンとして掲げた今期、各クラブにおかれまして

は、家族会員・女性会員を含めての会員増強、そしてクラブ

の活性化に向けて、多岐にわたる奉仕活動に邁進されてい

らっしゃること、心より敬意を表します。前期の9月から10月

にかけての14回にわたるガバナー公式訪問も、すべてのリジョンにおいて事

前懇談会に「ライオンズの原点と現在」なるパワーポイント資料を映写し、

懇談を有意義かつ実りあるものとして終わらせることができました。これもひ

とえにリジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソン、各クラブ会長様の

一方ならぬご尽力のたまものと深く感謝を申し上げる次第です。

　さて、今期は日本から34年ぶりに山田實紘国際会長が誕生し、日本ライ

オンズクラブの活性化に大変力を入れていることに加え、ライオンズクラブ

国際協会も2期後に100周年を迎えるにあたって大きな変革期を迎えていま

す。国際理事構成員バランスの改変、ライオン誌の完全WEB化にむけての準備などに加え、本年6月に予定されている第99回福岡

国際大会では第三国際副会長が選出されるほか、第二国際副会長候補として女性の元国際理事が国際協会公認候補としてエン

ドースされています。

　これらの変革の動きに呼応して、330-A地区においてもクラブアクティビティの活性化を推進する委員会の新設や、資源の節約を

目的にできるだけ資料をペーパレス化し、地区ニュースも各号とも事前にWEBで閲覧できる体制を取るなど変革を進めてまいりまし

た。今後も各地区委員長はじめ会員の皆さまのご協力のもと、変革に努めてまいります。

　後期は、まず3月3日に仙台市泉創造文化センター（イズミティ２１）にて、「フジコ・ヘミング女史による東日本復興支援
チャリティコンサート」を332-C地区と共催で開催いたします。フジコ・ヘミング女史から無償でのご協力をお申し出いただいたこ

のチャリティコンサートの開催に向けて、現在、332-C地区と連携して準備を進めておりますので、ご期待いただきたいと思います。

また、後期の一番の目玉として、青少年健全育成事業コンペティションを行います。各クラブにおいて実施されておられます「ユニー
クでかつ他クラブに自慢できる、青少年健全育成をテーマ」とした
アクティビティをエントリーいただき、優秀なアクティビティを選出し表彰

いたします。これをまた、全国規模の青少年健全育成アクティビティコンペ

ティションへとつなげてまいりますので、本事業に対しましてのご理解と、

ご協力を賜りますよう切にお願いする次第です。

　結びに、330-A地区のライオンズクラブメンバーお一人おひとりが誇り

と使命感を持たれ、志高く奉仕活動に邁進されますこと、そして、メン

バー各位のご健勝とご多幸を祈念し、年頭のご挨拶とさせて頂きます。
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■近藤ガバナー年頭あいさつ

新年のご挨拶新年のご挨拶

330-A地区ガバナー　近藤 正彦

山田實紘国際会長と 330-A 地区ガバナー近藤正彦
（2015.9. 旭川市　国際会長公式訪問）

山田實紘国際会長と 330-A 地区役員
（2015.9. 旭川市　国際会長公式訪問）



Lions Clubs International 330-A　2016 Feb　03

　毎年開催される東京江東ライオンズクラブ・東京江東南

ライオンズクラブ・東京江東中央ライオネスクラブの3クラ

ブ合同クリスマス家族例会です。

　サンタクロースによるプレゼントあり、ラッキーカードあ

りの楽しい家族例会です。アトラクションでは歌謡ショー、

フラダンスと盛り上がりました。

　クラブメンバーとその御家族、他のクラブやキャビネット役

員のご参加もあり、総勢180名超の家族例会となりました。

　江東区長も毎年楽しみにして頂いているとのことで、今

年もご参加頂きました。

12/12
㈯

4R2Z 江東LC、江東南LC、江東中央ライオネスC合同
於 東京ステーションホテル「アトリウム」

　子ども達も大喜び、パントマイムのおじさんからの風船

のプレゼント。

12/11
㈮

8R1Z 東京豊新LC
於 ハイアットリージェンシーホテル東京（新宿）

　仙台萩LC、東京六本木LC、東京ゴルフLC、東京神田LC

（仮称）をお招きして、アトリウムを借り切って

のクリスマス例会。美味しいフレンチに、つい

ワインがすすみました。

12/8
㈫

3R3Z 東京赤坂LC
於 東京ステーションホテル「アトリウム」

　このクラブならではの、例会前にホテル内のチャペルに

てクリスマス礼拝。聖歌、聖書朗読、クリスマスメッセージ、

祈祷、聖歌と、厳かな気分を味わえ、例会では津軽三味線

の望郷ある音色に酔いしれた。和洋折衷を感じた例会で

あった。

12/9
㈬

4R3Z 東京セントポールLC
於 池袋メトロポリタンホテル
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■クリスマス例会「自慢の One Scene」

自慢の�e Sceneワンシーン

自慢の�e Sceneワンシーン

自慢の�e Sceneワンシーン

年に一度のお楽しみ年に一度のお楽しみ クリスマス例会クリスマス例会

　女性メンバーによるコーラスチームでクリスマスソング

等5～6曲を熱唱！

　メンバーの歌声に、場内は大歓声！

　外から誰かを呼ぶのも一見だが、メンバーが盛り上げる

のも、また違った素晴らしさがあった。

12/3
㈭

2R1Z 東京柳橋LC
於 浅草橋ベルモントホテル

　毎年恒例、法政LCと友好関係にある粋酔会との合同クリ

スマス忘年例会が、原宿・南国酒家で行われた。両方のメ

ンバー・ビジター合わせて約60名が集まり、歌手の香山る

りさんが、ジャズから演歌まで幅広いジャンルの歌を披露

した。

　メンバー・ビジターによるカラオケ大会も行われ、優勝3

万円、準優勝2万円、3位1万円と賞金が渡され、ビジターの

田無LC会長 増田Lが準優勝で場内を盛り上げた。

12/2
㈬

4R3Z 東京法政LC
於 南国酒家

　2015年12月、330
-A地区各クラブでは

、恒例のクリスマス例
会が開催されました

。各クラブのアトラク

ション、コンサート、ラ
ッキーカード抽選会、

プレゼント交換会、地
域との交流など、特に

自慢したいワンシー

ンの「写真」と「コメント
」を募集したところ30

クラブから投稿を頂き
ました。（原文を掲載し

ました）

　開催日順に掲載し
ていますので、様々な

思考を凝らした他クラ
ブのクリスマス例会の

様子をご覧いただ

き、より楽しいクリスマ
ス例会を作り上げられ

るよう参考にして頂け
ればと思います。

　なお、感想、コメント
をお待ちしています。下

記アドレスまで、お願い
いたします。

　●宛先：cab@lions330-a.org

　●件名：「自慢のOne　Sceneを見て」：〇R〇Z　□□クラブ　

mailto:cab%40lions330-a.org?subject=
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　クリスマスの夜は、「やっぱり笑い」と実行委員が春風亭

柳朝さんへ出演を依頼。笑いで1年を締めくくりました。ま

た、ラッキーカード当選で家族メンバー皆、Happyとなりま

した。

12/16
㈬

4R3Z 東京桜門LC
於 帝国ホテル

　幅広い年代のライオンとその家族が集まり楽しい時間

を過ごします！サンタクロースの登場はもちろんですが、ク

リスマスソングや渋谷クラブシャンソンの大合唱は最も盛

り上がります！

12/16
㈬

10R1Z 東京渋谷LC
於 新宿京王プラザホテル

　プレゼント交換会を開催しました。

　伊原毅会長から子供たちへ素敵なクリスマスプレゼント

を贈りました。

　子供たちは嬉しそうな笑顔でプレゼントをもらい、大き

な声で「ありがとう！」とお礼を伝えました。

12/17
㈭

9R1Z 東京蒲田LC
於 品川プリンスホテル

　レ・ミゼラブルにも出演したミュージカルスター三戸亜

耶さんによるミニコンサートでクリスマスナイトは大いに盛

り上がりました！

12/15
㈫

4R1Z 東京隅田川LC
於 錦糸町・東武ホテルレバント東京
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■クリスマス例会「自慢の One Scene」

　当クラブでは毎年ホテルミラコスタのショーが見られる

部屋でクリスマス例会を行っています。子供たちはバルコ

ニーに出てショーを見ることができます。

12/15
㈫

5R2Z 東京江戸川東LC
於 TDS ホテルミラコスタ

　調布市長ご夫妻はじめ地元電通大の学長、12か国から

の留学生50名を招待した国際交流家族例会。留学生たち

が自国の説明をしたり歌や民族衣装を披露してくれまし

た。（いろいろな国の留学生を招待する都合上、キリスト教

ではない方への配慮の為、クリスマスという文言を入れず

国際交流家族例会と呼んでおります。）お互いの文化の違

いを受け留め理解し合い、平和と発展を目指す重要性を

再認識できた素晴らしい例会でした。

12/15
㈫

12R1Z 東京調布LC
於 調布クレストンホテル

　39名出席のクリスマス家族会で、芸達者な

メンバーのステージ。昭和の歌メドレーで大いに

盛り上がりました。

12/14
㈪

6R1Z 東京飛翔LC
於 浅草ビューホテル

　今回は本当にメンバーとその家族だけでこじんまりと実

施しました。

　会場装飾も、ラッキーカードもメンバーの手作りで行い、

メンバーの子供達の交流も深まり、家族の皆様ともゆっくり

お話しすることができて、アットホームな雰囲気でした。

12/13
㈰

2R2Z 東京平成LC
於 三軒茶屋モデラBAR
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　港区白金八芳園にて、クリスマス家族例会を開催。

　ケン・ダニエル氏のマジック・ショーに思わず身を乗り出

して見入り、「できたよ」と喜ぶ子供達、お土産はシクラメン

と年越し蕎麦。子供達にはバルーン。

　ラッキーカードは外れなし。笑顔の絶えない

楽しい夜でした。

12/22
㈫

9R2Z 東京五反田LC
於 八芳園

「メリークリスマス　ふーっ」

12/22
㈫

10R2Z 東京さぎそうLC
於 京王プラザホテル

　歌手のグレース美香さんをゲストにお呼びして、Jazz＆

ハワイアン、タップもありと、大人も子供もウキウキさせられ

るショーを楽しみました。

12/18
㈮

8R1Z 東京豊島LC
於 ホテルメトロポリタン東京池袋

　80名以上を集めて、盛大に行われた。

　メンバーの、あのライザップで一躍注目を集めている生

島ヒロシLの登場で、場内は大変な盛り上がりで楽しい例

会になった。

　ラッキーカードの際にも、生島ヒロシLのMCの面白さに

かなり盛り上がり、河合元ガバナーの司会というのも一見

であった。

12/19
㈯

1R3Z 東京みやこLC
於 ホテルニューオータニ『ガンシップ』
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■クリスマス例会「自慢の One Scene」

　我等が宮本浩生会長、クリスマスバージョンのシャツと

ネクタイで参上しました。

12/18
㈮

10R2Z 東京シティLC
於 明治記念館 花がすみ

　第二例会として「クリスマス家族例会」を開催いたしまし

た。アトラクションにジャズバンドを招き、また恒例の大抽

選会では、たくさんの豪華賞品を用意し、大いに盛り上

がった楽しいクリスマス例会となり、上半期を締めくくりま

した。

12/17
㈭

14R1Z 東京八王子中央LC
於 八王子エルシィ

　赤色のドレスに白のファーで艶やかに歌う石橋Ｌのジャ

ズライブ。歌もトークも素敵。お食事を楽しみながら常連

客、私達も聞き入った。そして繁田Ｌの長寿のお祝に有志

よりささやかなプレゼント。

12/18
㈮

7R3Z 東京ウィルLC
於 銀座インズ２ ジャズクラブ Ｓｗｉｎｇ

　女性マジシャン「あゆみん」とガールズバンド「はんなりず

む」がサンタの衣装で華やかに登場し、マジックショーとク

リスマスソングを披露、「ようかい体操」「let it go」で盛り上

がった。子供たちは、一足早くサンタからプレ

ゼントを受取り、笑顔の花が開くアットホーム

なクリスマス例会だった。

12/17
㈭

12R1Z 東京三鷹LC
於 吉祥寺東急Ｒｅｉ 
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　私達がライオンズマンとして社会奉仕に専心できるの

は、ライオンレディ及びご家族・ご友人のお陰と常日頃より

感謝申し上げております。今宵は感謝の意を込めて、クリス

マス家族会を催しました。

　この趣旨で行われ、明大ビックサンズソサエティオーケ

ストラの楽しい演奏と、ジャズ歌手・ドリーケイさんの歌声

で覆いに盛り上がった。

12/24
㈭

4R1Z 東京墨東LC
於 東武ホテルレバント東京

　師走の最終土曜日という慌しい日にも関わらず、お忙し

い中200名を超える大勢の皆様にご参加いただき盛大な

クリスマス例会が開催できました。

　地元立教大学応援団、チアリーディングコラボレーショ

ン華やかに宴を飾ってくださいました。

12/26
㈯

8R2Z 東京巣鴨LC＆東京セイシンLC 親子合同
於 池袋メトロポリタンホテル

　当日は三軒茶屋ふれあい広場での献血活動を終了後、

そのままクリスマス家族例会。30～40代の家族会員にも

多数参加頂き、2月10日のCN25に家族会員の会を結成す

る素地を作る有意義な集いとなりました。

12/23
㈬

10R2Z 東京三軒茶屋LC
於 OTTO

　今年も12月24日帝国ホテルの「光の間」で、東京LCの

64回目のクリスマス家族会。

　サンタさんから子ども達へ素敵なプレゼント。

12/24
㈭

1R1Z 東京LC
於 帝国ホテル「光の間」
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■クリスマス例会「自慢の One Scene」

　近藤ガバナーのクラブであり、石井元ガバナーもおられ、

盛大なクリスマス例会で、ラッキーカードの賞品も豪華で

あった。

　地元八王子出身のフラチナリズムというバンドの演奏と

歌声に盛り上がった例会であった。

12/22
㈫

14R1Z 東京八王子陵東LC
於 八王子エルシィ

　御来賓・御家族・留学生を巻き込んでダンスタイム！！

国や文化を乗り越え輪となり、情熱と笑顔にあふれるクラ

ブ、それが、東京八王子いちょうライオンズクラブです。

12/22
㈫

14R1Z 東京八王子いちょうLC
於 八王子エルシィ

　写真は、第17回クリスマスチャリティーコンサートの花
束贈呈の様子です。
　贈呈者は、参加者を代表して手をつなぐ親の会から、名
演奏を披露して頂いた陸上自衛隊第一音楽隊宍戸隊長に
送られました。如何ですか？　皆さん素敵な笑顔をしてま
すでしょう！
　私達は、障害のある子供達を笑顔にしたいと始めたアク
テビティーでしたが、私達が子供達から沢山の笑顔を貰い
ました。笑顔という最高のクリスマスプレゼントをくれた子
供達に心から有難うと言いたいと思います。
　暖かく優しい気持ちにしてくれて、有難う！！

12/22
㈫

7R2Z 東京けやきLC
於 成増ＡＣＴホール

　東京玉川LCのクリスマス例会はペー

パーレスでプログラムも歌詞もすべて会

場の白壁に映写。一年間の活動報告も

プレゼンテーション形式にまとめられ、

2015年を振り返り、また来年も奉仕に

励もうと心新たに誓う有意義なパー

ティーでした。

12/22
㈫

10R2Z 東京玉川LC
於 The Room 代官山



・「地域社会奉仕ニーズ調査」は、地域が求めているニーズを

見極めてクラブ運営に活かすために、地域住民や諸団体、関

連アクティビティ先などに依頼するアンケート。国際協会

ウェブサイトからダウンロードできるが、より効果を高める

ために設問内容を変更しても良い。

・「あなたの評価は？」はメンバーの奉仕意識やクラブの長所

と短所などを明確化するために、メンバーが回答するクラブ

評価アンケート。回答内容の分析のために集計結果テンプ

レートも用意されている。

◆地域社会奉仕ニーズ調査って？

　「あなたの評価は？」アンケートって？

「あなたの評価は？」
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me15b.pdf

「地域社会奉仕ニーズ調査」

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk9.pdf

CEP（クラブ向上プロセス）

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/

membership-and-new-clubs/strengthen-membership/

club-excellence-process/index.php
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ライオンズクラブに求められる指導力について

・We Serveのモットーの下、ライオンズクラブに集って
いることを忘れずにルールを守り自身の役割を理解して
いることが大切である。

・一人ではできないがみんなで、問題解決に取り組めば
大きな力となり実行できることを理解していることが大
切である。

・みなが実施したい方向へ持っていく。先頭に立ちまとめ
ることが困難であることは分かっているが、それを敢え
て率先して行う、それこそ指導力であり、クラブ会長、
キャビネット役員がやらねばならないことである。

・自分たちがわくわくするような、アクティビティを企画し
ていく。

・指導力とは、きっかけ、チャンスを多く創り、みなにやる
気を出させることである。

・高齢者や子ども達、障がい者へのケアなど、今後益々女
性ならではのきめ細かな心遣いが求められるため、女性
メンバーの加入を促し、リーダーシップを発揮できる機
会と環境を整える必要がある。

5

CEP（クラブ向上プロセス）について

・CEPは４つのプロセス（詳細後述◆）で構成されている
が、中でも「地域社会奉仕ニーズ調査」と「あなたの評価
は？」アンケートを実施するとクラブの現状や改善点が
共有できるので有効だと思う。

・昨年あるクラブで「地域社会奉仕ニーズ調査」を活動地
域の190団体に行ったところ返信が20通あり、オリン
ピックにむけてのボランティア窓口の整備や児童通学
時の見守り、老人安否確認などのニーズが浮き彫りに
なった。

・市民から印象に残る奉仕としては、清掃活動や駅前自
転車の整理整頓などが挙げられ、海外支援などは地域
が求めていない奉仕であるとの結果が出た。

・「あなたの評価は？」アンケートを実施したところ、メン
バーがアクティビティを楽しんでいないことや、概ね現
状のクラブに満足している反面、友人や家族を誘うのを
ためらうメンバーが多いなど、重要な改善のヒントを得
たクラブもある。

4

公認ガイディング・ライオンについて

・公認ガイディング・ライオンは、近い将来ZC（ゾーン・
チェアパーソン）になるための資格になる予定。現在
330－A地区で約150名が取得済み。

・新しいクラブが不慣れな運営に戸惑うのは当然だ。ガイ
ディング・ライオンがしっかりサポートすればスタート
アップはうまく行く場合が多い。

・公認研修を受けていないメンバーがガイディング・ライ
オンを担当することもあり、自己流的な運営になってし
まう場合がある。公認ガイディング・ライオン指導による
基本に忠実な運営方法の習得がクラブ成長、成功への
近道と言える。

・公認研修会を1回受講して終わりではなく、ガイディン
グスキルを高めるためには、繰り返し受講を重ねること
も大切だ。また、公認取得メンバーのための役に立つ情
報提供も必要だと思っている。

・現在、各クラブで入会5年以内退会者が多い状況。メン
ター制度の充実や在籍して楽しい体験をする機会を作
る工夫が必要である。

・指導力育成委員会では、どこでも同じようなクラブ運
営、地域ニーズに合致したアクティビティができるよう
にメンバーズマニュアルを作成中で、近々にHPで公開す
る予定である。

3

つぎの100年必要とされる奉仕団体とは。

・普遍的なニーズに対して希望の灯りを照らし続け、真面
目に奉仕を行う精神を大切にする。アクティビティなど見
直しながら、人のために役に立つことをやり続ける団体。

・その時代のニーズにあった柔軟な対応ができる団体が
次の100年も存在し続ける。

　「ボランティアには、ステータスはない」
　若いメンバーにエクステンションの機会を創り、ベテラ

ンメンバーは良きアドバイザーとして支えて行けば、次
の100年もライオンズクラブは継続して、市民に地域に
必要とされると思う。

結びに

ＣＥＰとはファシリテーターのもとで「私たちはなぜここにいるの

か？」、「クラブを向上させるものは何か？」「どうすればクラブの

ニーズを見極めることができるのか？」「次に何ができるのか？」

の４ステップを通じて、クラブの現状を客観的に認識した上で今

後の目標を新たに設定し、行動計画を立案するプログラム。

◆ここでCEPの4つのプロセスって？
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■委員長インタビュー　「クラブサクセス・CEP・会員維持／指導力育成」

2015年12月17日㈭16時30分～17時30分
於：330－A事務局小会議室

聴き手：広報情報委員会 委員長　L赤尾 嘉晃
撮影：広報情報委員会 副委員長　L後藤 裕文、L押元 正樹

委員長 インタビュー委員長 インタビュー
330－A地区クラブの現状について

（人数、男女比、運営、例会、アクティビティ）

L山本：たとえ人数が少なくてもクラブに一体感があり、地
域のニーズに合致したアクティビティに地道に取り組んで
いるクラブを賞賛してメンバーのモチベーションを高める
とともに、その活動を地区内に紹介する必要があると思
う。会員増強はもちろんだが、会員維持の視点でクラブの
力を評価する必要性を感じている。
L脇村：メンバー数より、アクティビティを積極的にやって
いるかがクラブの強さを決めるという視点が大切。女子メ
ンバーが多いクラブは幅広いテーマに対応が可能。運営
については、一部のメンバーの意見だけを優先せず、多数
決で物事を決定していくべきで、特に新しいクラブでは声
の大きい人たちだけでリードすると良い方向に進まず、ク
ラブが長く続かない場合もあるので注意していきたい。

1

クラブアクティビティについて（新規立ち上げと継続の必要性）

・地域で新規アクティビティを始めるには「きっかけ創り」
が大切。一例として入学式などの式典で校長から、学
校、児童のニーズを聞きだし、他校でのアクティビティ実
施実績を伝えると良い情報が入ってくる。
・過去、継続していた国際的なアクティビティ（途上国の
小学校設立など）から地域の青少年育成へ変更した経
験がある。急転換せず数年かけてメンバーを説得し、今
なぜその支援が必要かをじっくり解いていくと継続から
新規への変更が円滑に実施できる。
・人数や予算の関係でアクティビティが限定されているク
ラブは、他クラブとの合同アクティビティを企画してみる
と良いと思う。
・合同アクティビティは、関わる人数が増えることで地域
貢献度の向上が期待できる上、新たな試みはメンバー
にとってリーダーシップを磨く貴重な機会になる。さらに
他クラブとの交流を通じて相互理解が深まるなどのメ
リットがある。
・アクティビティの本質は、メンバーが「わくわく」できるかど
うか、アクティビティにやらされ感があると参加者にその
雰囲気が伝わっ
てしまう。リー
ダーはメンバー
のモチベーショ
ンを高めること
も重要である。

2

指導力育成委員会

L脇村 孝友L脇村 孝友L山本 康弘L山本 康弘
クラブサクセス・CEP・会員維持委員会

L脇村　孝友（2R2Z晴海LC）
【A：33年目／B：39周年、45周年と二度の会長、国際支援活動か
ら地域の青少年育成（わんぱく相撲支援、薬物乱用防止教室開
催、少年野球大会開催）へアクティビティの方向転換を実行した
／C：委員長6回目。異業種の人との出会い高め合えるキャビネッ
トへ若手に出向して、得意分野を活かして欲しい。】

L山本　康弘（10R2Z世田谷LC）
【A：14年目／B：45周年の会長。障がい者支援の新規アクティビ
ティを入会直後のL進藤（現在のキャビネット幹事）と共に作り上
げた。また積極的に他クラブを訪問した。／C：広報委員長(河合Ｇ
期)、ライオンズ経験が浅い段階から地区のＩＴ広報系委員会で他
クラブの活動が勉強できた。キャビネットで新たな出会いと刺激を
体験して欲しい。】

出席者プロフィール
【A：ライオン歴年数／B：クラブ会長時代の苦労話／C：キャビネット役員時の活躍】

　クラブの誕生、成長、成熟、維持等について様々なス
テージでかかわりのあるクラブサクセス・CEP・会員維持
委員会、指導力育成委員会の両委員長に①330－A地区
の現状、②クラブアクティビティ（新規立ち上げと継続の必
要性）、③公認ガイディング・ライオン、④クラブ向上プロセ
ス、⑤ライオンズクラブに求められる指導力、の5項目につ
いてインタビューを行った。

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me15b.pdf
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■MD他　OSEAL 12.3～6

2015.12.4.

The 54th
OSEAL Forumin Bangkok
2015.12.4.

The 54th
OSEAL Forumin Bangkok

　第54回OSEAL（バンコク）フォーラムの開会式が

2015年12月4日（金）14：00よりタイ・バンコク郊外の

BITECホールにて行われました。東洋・東南アジアの各国

ライオンズクラブより多数のメンバーが参加、着席のなか、

まずタイの民族舞踊のパフォーマンス、代議員の入場と紹

介、それからフォーラム委員長の挨拶、参加国の紹介、来賓

祝辞、その後山田国際会長のテーマのビデオ上映、挨拶が

行われ、今回のフォーラムが正式に始まりました。

　主要参加国の日本、タイ、韓国、台湾、香港・中国、それ

以外の参加国と着席場所がエリア分けされ、整然と行われ

た式典においては、主催国（タイ）のライオンズメンバーの

熱意が感じられ、来年6月の福岡国際大会の運営面におい

ても参考になるフォーラムになったと感じられました。

（レポート：IT委員会SPA L佐原 幸雄）
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12/1 ㈫　わんぱくまつり参加
【10R2Z東京世田谷LC】　於 三軒茶屋　テーマ：社会福祉障がい者支援
　わんぱくまつりでは、皆さまの善意で集められたバザー品
や、模擬店で焼きそば、お好み焼き、とん汁、ホットドッグ…な
どなど、おまつりにふさわしいお品物を販売し、収益金を施設
運営費の助けとします。そして、我が世田谷LCは、前日の備
品・物品の準備、会場の設営のお手伝い、そして当日、「東北
復興支援」も兼ねて、懇意にさせていただいている被災地「宮
城県南三陸」より、物産品を仕入れ販売、その売上金を寄付
します。小さなお子さまが楽しめるパフォーマーさんもいらっ
しゃいますし、ゲームを楽しめるキッズコーナーもあります。ま
た、施設を利用する障がい児（者）の皆さんが、日頃練習した
歌やダンスなどを発表します。みんな、歌やダンスが大好き
で、一生懸命披露してくれます♪ですが、これには、実は一
つ、気がかりな事があります。 昨年、おまつりにいらしてくだ
さった方が「彼らを見せ物にして！」と、泣いて帰られたそうな
のです。すっかり忘れていましたが、確かに、私も、ライオンズ
クラブに入会して間もない頃、仕事でとても辛い目に合った
時、ピュアな彼らに癒されている自分に罪悪感を覚え、当時
会長だった進藤Lに「私は（ボランティアを）続けても良いの
でしょうか？（；Ｏ；）」と泣きながら相談した事が有ります。だ
から、その方のお気持ちがとても良く分かります。 でも、その
時いただいた答えは。「皆が喜んでくれているのだから、いい
んじゃない？（＾＾）」というものでした。それからは、このあきまつりの他、クラブでルーティン化している、施設を支援するア
クティビティ（ボランティア）に参加し、施設の利用者さんや保護者の皆さんと交流しながら、楽しく活動しています。それに、
様々な事を学ばせていただいています。そうする内に、彼らに罪悪感を覚えることもなく、彼らに役立つことだけを考えるよう
になっていました。 特別な事は出来ないけれど、少しでも、彼らを見守り、手助けをする「人」となれるように。 ですから、保護
者の皆さまが立ち上げたこのイベントを、世田谷LCは応援しています。 そして、地域の皆さまにも、会場に足を運んでいただ
き、彼らを特別視するのではなく、お友だちが困っている時にちょっと手助けするような感覚で接していただけるよう働きか
けています。 もちろん、地域の皆さまには、おまつりを楽しんでいただくだけでもＯＫです。それが、彼らを助けることになりま
す。日常的に地域全体で彼らを見守ってあげられたら。そのように思います。この「わんぱくまつり」は、支援する人、される人、
みなさんで一緒に作りあげることのできるボランティア活動です。（レポート：東京世田谷LC L須藤 陽子）

12/6 ㈰　第21回品川区少年少女マラソン大会
【9R合同】　於 大井ふ頭中央海浜公園・スポーツの森「陸上競技場」　テーマ：青少年健全育成
　大井ふ頭中央海浜公園・スポーツの森「陸上競技場」に
て第21回品川区少年少女マラソン大会が実施された。この
大会は330-A地区9リジョンの4クラブ（品川LC、荏原LC、五
反田LC、ウエストLC）が共催し、今年はウエストLCが主催。
参加者は品川区内の小・中校生約950名、大会関係者約
300名、ライオンズメンバー約50名が参加、保護者、家族の
応援も多数参加し、スタンドは熱気に包まれた。後援は品川
区、運営は品川区少年野球連盟。
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■クラブアクティビティ

11/13 ㈮　献血・骨髄ドナー登録奉仕
【4R3Z東京桜門LC】　於 日本大学法学部三崎町キャンパス　テーマ：献血・骨髄ドナー登録

　 桜門ライオンズクラブでは、例年春・秋の二回クラブ創設母体の日本大学法学部三崎町キャンパスにて法学部学生及
び近隣の各種学校や地元の方々を対象に「献血・骨髄移植ドナー登録奉仕」を実施しており、今回も寒さ厳しい中、日大ス
カウト研究会のスカウト達の協力もあり多くの献血者とドナー登録実績を上げることができた。

11/21 ㈯・22 ㈰　第36回八王子いちょう祭り参加
【14R1Z合同】　於 八王子市内　テーマ：薬物乱用防止・交流など

【14R1Z東京桑都LC】　快晴に恵まれた11月21、22日に毎年恒例の秋のイベント第36回八王子いちょう祭りが開催さ
れた。桑都LCでは”海鮮焼き”の模擬店を出店し、日頃のクラブの活動をPRした。また大勢の市民の方と交流することが出
来、ライオンズ活動の発信と会員拡大にもつながるような大変有意義なイベントだった。

【14R1Z東京八王子陵東LC】　第36回八王子いちょう祭りが11月21日、22日に、おもいやりの心 おもてなしの心 やさ
しい心「YESをはじめよう！」をテーマとして開催されました。東京八王子陸東L.Cは毎年この行事にアクテビティとして参加
し薬物乱用防止を訴えております。又子供さんに綿あめを
提供し大勢の列が出来ておりました。

11/29 ㈰　薬物乱用防止キャンペーン
【11R2Z東京中野LC】　於 JR中野駅北口広場　
テーマ：薬物乱用防止
　東京中野LCでは、11月29日(日)JR中野駅北口広場で
第4回「ダメ。ゼッタイ。」の薬物乱用防止キャンペーンを
行った。
　区内の中、高等学校3校のブラスバンドの演奏を企画し、
道行く人に「ダメ。ゼッタイ。」のビラを配り有害な薬物に手
を出さないようにと呼びかけた。
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12/21 ㈪　地域の子ども達に「食育」推進活動　「練馬大根掘りと食物提供」・「食料支援」
【7R3Z東京ウィルLC】　於 練馬区立開進第四小学校　テーマ：青少年健全育成事業
　｢命の尊厳｣をテーマに青少年育成事業の一環として、練

馬区立開進第四小学校の協力で4年生73名を対象に“食

育”の推進活動“練馬大根掘りと食物提供”食料支援“を行っ

た。練馬大根掘りは子ども達の足で40分程歩いた平和台の

大根畑で実施された。　

　冬の穏やかな青空の下、練馬大根の歴史・特徴、掘り方の

注意を聞いてから、練馬大根掘りは始まり、大きな歓声を上

げ、泥だらけになりながらも沢山の大根を掘り上げた。 収穫

後、小学校に戻ると、保護者と地域の方々、そしてライオンズ

メンバー（家族会員含む）が調理した練馬大根といろいろな

野菜がたっぷり入った豚汁、大根葉とじゃこの入ったおにぎ

りなどが体育館に用意され、大きな食卓に児童達は大喜び。 

練馬大根を葉っぱからしっぽまで使った具たくさん簡単豚

汁レシピをうけとり、大根おろしの味くらべ体験を楽しんだ。

　子ども達は掘った大根を1本ずつ持ち帰り、また収穫した

大根を翌日の全校児童525名の給食用として食料支援し

た。保護者、地域の方々と教職員の皆さんの協力を得て、企

画したライオンズメンバーが一体となれた大変意義深い奉

仕活動となった。（レポート：東京ウィルLC）

12/30 ㈬　もちつき例会
【2R1Z東京柳橋LC】　於 L雨宮幹事宅　
テーマ：交流活動
　毎年恒例の年末もちつき例会が、幹事のL雨宮宅で朝8：

00～夕方5：00位迄行われた。メンバー約30名位が集まり、

L深野会長も自らもちをつき、今年一年の思い出を振り返る

と共に、新たな年への抱負を語り合った。年末恒例の意義あ

る例会であった。

練馬大根は先細く、真ん中太く、葉先は細く、長いのが特徴
抜くのに悪戦苦闘する子供達
練馬大根は先細く、真ん中太く、葉先は細く、長いのが特徴
抜くのに悪戦苦闘する子供達

地域の方々、保護者、ウィルメンバーの調理班で
具たくさん豚汁の具材切り
調理用具一式地域の町会より拝借

地域の方々、保護者、ウィルメンバーの調理班で
具たくさん豚汁の具材切り
調理用具一式地域の町会より拝借

調理されたお弁当パックと
練馬大根と野菜がたっぷりと入った豚汁
調理されたお弁当パックと
練馬大根と野菜がたっぷりと入った豚汁

21日、J:COMのデイリーニュースにて3分程放映された。22日給食試食会に
招かれ、ウィルより4名で参加し、殆んどの子ども達が見ていたことが分かった

■クラブアクティビティ
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12/8 ㈫　八王子5クラブ合同献血を実施
【14R合同】　於 八王子駅北口　テーマ：献血奉仕

　師走の慌ただしい中、第2回八王子5クラブ合同献血を八王子駅北口東急スクエア前で実施いたしました。石井GMTも

駆けつけメンバー総勢50名が参集し、熱心に献血を呼びかけたところ当日は気温7度の寒さでしたが、61名の方々に献

血にご協力頂きました。

共催：八王子中央LC、八王子いちょうLC、八王子高尾LC、八王子陵東LC、桑都LC

12/19 ㈯　「皇后陛下とご一緒に鑑賞：
　　　　　　　　100名の視覚障害者と関係者をクラシックコンサートにご招待」

【1R2Z東京ピースLC】　於 東京都港区サントリーホール　テーマ：社会福祉障がい者支援
　大谷康子さんデビュー40周年記念コンサートに100名

の視覚障害者と関係者を招待するアクティビティを実施し

た。大谷康子さんは日本を代表する名バイオリニストであ

り、皇后陛下のピアノとアンサンブルのお相手をされる事

もしばしば。今回は大谷康子さんのヘアメイクを手がける

ピースLC、L中川喜美枝の呼びかけに応え、大谷康子さん

が100名分のチケットをライオンズクラブの奉仕活動に託

してくださった。

　ウィルLC、表参道LCにも全面協力のもと、ヘレンケラー

センター様、盲導犬協会様、アイバンク協会様、他からた

くさんの視聴覚障害の方を招待する事ができた。

　コンサートには皇后陛下をはじめ、皇室の方々も参加

され、厳かな雰囲気の中で1709年製ストラティバリウス

の最高の音色を堪能でき、すばらしいアクティビティと

なった。

-（以下メディア記事抜粋）-
　皇后さまは19日夜、東京都港区のサントリーホールを

訪れ、日本を代表するバイオリニスト大谷康子さんのコン

サート「大谷康子×キエフ国立フィルハーモニー交響楽

団」を鑑賞された。皇后さまは、大谷さんとウクライナのキ

エフ国立フィルハーモニー交響楽団が奏でるチャイコフ

スキーのバイオリン協奏曲などを心地よさそうに聴き、拍手を送った。（レポート：東京ピースLC 幹事 L今泉 大輔）
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　4日間、埼玉県嵐山町にあります国立女性教育会館に
おきまして330複合地区YCE委員会主催、330-C地区
YCE委員会主管のYCE冬期来日生キャンプが開催されま
した。330複合地区には、オーストラリア、マレーシア、シ
ンガポールからの学生7名が来日しました。最終日に開
催されましたフェアウェルパーティには、近藤複合地区ガ
バナー協議会議長・A地区ガバナーをはじめとしまして、
河合元ガバナー（2015～16年度複合地区YCE委員長）、
村木第1副地区ガバナー、B・C各地区の地区ガバナー・第
1副地区ガバナー、ホストファミリー関係者、委員会関係
者が参加し、来日生の来訪を歓迎しました。それぞれの
地区ごとにガバナーからの記念品の贈呈やYCE委員長
からのホストクラブ・ホストファミリーの紹介が行われま
した。来日生全員で行うアトラクションでは、ダンスが披
露され、盛会のうちに終了しました。各来日生は、名残惜
しくお別れをしつつも、それぞれのホストファミリーに引
き取られて最終タームの滞在生活がスタートしました。

（レポート：YCE委員会 副委員長 L高木 千明）

12/17㈭～20㈰
【YCE委員会】　於 国立女性教育会館

2015-16年度YCE冬期来日生キャンプを開催2015-16年度YCE冬期来日生キャンプを開催2015-16年度YCE冬期来日生キャンプを開催

　ふれあいランド岩手（岩手県盛岡市）において社会福

祉法人岩手県社会福祉協議会より2014-2015年期の東

日本復興支援委員会(前委員長 東京中央南LC L山口 勝

一)への感謝状贈呈式が執り行われました。

　前期の東日本復興支援委員会は、2015年5月16日に

開催した東日本大震災被災地の障がい者施設利用者へ

の支援アクティビティ招待および岩手県社会福祉協議会

への寄付金を贈呈するなど障がい者へ心の復興支援を

おこなった貢献によって岩手県社会福祉協議会 専務理

事 古内保之様より感謝状を受贈する次第となりました。

　地元の盛岡ライオンズクラブ 関根 信 前会長より祝辞

を頂き「県全体を通しての障がい者アクティビティは初め

てであり、今後の参考にさせて頂きたい」とお言葉を頂戴

しました。（レポート：前期東日本復興支援委員会）

12/14 ㈪
【2014-2015年期東日本復興支援委員会】　
於 東日本震災復興支援

330-A地区東日本復興支援委員会（2014-15年期）への感謝状贈呈式330-A地区東日本復興支援委員会（2014-15年期）への感謝状贈呈式330-A地区東日本復興支援委員会（2014-15年期）への感謝状贈呈式
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■キャビネット関連／委員会セミナー告知

　青少年健全育成として「日本の子どもたちの貧困を改善するため
にライオンズでできること」の実態調査をへてシンポジウムを開催
し、多くのメンバーから意見を聴き取った結果、負の連鎖を断ち切る
ためには教育が一番大切なであるとの意見の一致を見た。そこです
でにボランティアの学生とともに子どもの居場所をつくり、勉強を教
えすべての子どもが夢や希望を持てる社会の実現に向けて活動して
いる「NPO法人キッズドア」とともに困窮家庭の欠食を補助し、厨房
設備を設置。

寄付総額　656.277円（内　お歳暮用果物より 100.100）12月12日現在）　参加者135名（関係団体含む）。
22クラブ合同アクティビティ募金活動（名称から東京は省略）
千代田LC／紀尾井町LC／ピースLC／葵LC／蒼天LC／銀座LC／築地市場LC／数寄屋橋LC／並木通LC／
2020LC／赤坂LC／ヒルズLC／虎ノ門LC／隅田川LC／ウィルLC／巣鴨LC／荏原LC／レスキューLC／さぎそ
うLC／中野LC／キングLC／ハーモニーLC／IT委員会／会員増強委員会／広報情報委員会／CAP委員会／
330AFWT／330BFWT 
　当日の様子（You Tube）　https://www.youtube.com/watch?v=IRChLGvpDBI

12/13 ㈰
【22クラブ合同】　於 於 東京メトロ日比谷線 銀座駅コンコース「銀座のオアシス」広場

330-A地区内の子どもの居場所・学習教室の厨房設備設置へ協力募金アクティビティ330-A地区内の子どもの居場所・学習教室の厨房設備設置へ協力募金アクティビティ330-A地区内の子どもの居場所・学習教室の厨房設備設置へ協力募金アクティビティ

　「薬物乱用防止教育認定講師」の新規受講者と更新者及びゴール

ド認定講師に対する養成講座を代々木の国立オリンピック記念青少

年総合センターで実施した。今期は一度のみの開催で、約125名の

受講者があった。

　また、本講座終了後に“ペーパードライバーを減らす”のスローガン

のもと「スキルアップセミナー」を２回開催するので多くのメンバーの

受講を本委員会としては期待している。

11/26 ㈭
【薬物乱用防止委員会】　於 国立オリンピック記念青少年総合センター

薬物乱用防止認定講座開催　委員会セミナー薬物乱用防止認定講座開催　委員会セミナー薬物乱用防止認定講座開催　委員会セミナー

　330-A地区GLTコーディネーターL橋口　啓一の呼び掛けにより開催さ
れた。今回の研修会は、地区運営の要ともいえるゾーン・チェアパーソン

（ZC）を対象に、グローバル指導力育成チームにより、国際協会のプログ
ラムに沿って行われた。
　21名のZCが参加のもと、約4時間に及ぶ研修が行われた。内容は、50
分間の4つのセッションで構成されたプログラムで、それぞれL橋口啓一
GLTコーディネーター、L脇村孝友指導力育成委員長、L山本康弘クラブサ
クセス・CEP・会員維持委員長、L清水峰次 1Rリジョン・チェアパーソンが
担当した。
　クラブの活性化、リーダーシップを発揮するため役立つ情報が満載の
研修会だった。

11/27 ㈮
於 AP西新宿

ゾーン・チェアパーソン研修会報告ゾーン・チェアパーソン研修会報告ゾーン・チェアパーソン研修会報告

https://www.youtube.com/watch?v=IRChLGvpDBI
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2/2 ㈫

2/4 ㈬

2/7 ㈰

2/10 ㈬

2/15 ㈪

2/18 ㈭

2/21 ㈰

3/3 ㈭

3/8 ㈫

3/10 ㈭

3/16 ㈬

3/18 ㈮

3/23 ㈬

3/26 ㈯

4/5 ㈫

4/6 ㈬

2月 February

3月 March

4月 April

東京一ツ橋LC 結成式

東京城東LC 45周年

東京都薬物乱用専門講師研修会　【薬物乱用防止委員会】

東京三軒茶屋LC 25周年

LCIFセミナー　【LCIF推進委員会】

東京八重洲LC 50周年

桜の木植樹の参加　【環境保全委員会】

東京上野南LC 50周年

東日本復興支援　『フジコ・ヘミング』チャリティコンサート

東京並木通りLC チャーターナイト

東京原宿LC 50周年

会員維持のためのスキルアップセミナー　【クラブサクセス・CEP・会員維持委員会】

東京高輪LC 40周年

東京シティLC 45周年

東京江東南LC 50周年

東京光が丘LC 25周年

東京豊島LC 50周年

明治記念館 1F「若竹の間」／18時～　●スポンサークラブ：東京赤坂LC

アンフェリシオン／18時～

都庁第一本庁舎5F／14時～

銀座アスター三軒茶屋賓館／18時～

AP西新宿4F／14時～

アンダーズホテル／18時～

葛飾区白鳥 曳舟川親水公園 広場ゾーン／10時～　

上野精養軒／17時～

　

仙台市泉文化創造センター（イズミティ２１）／15時～　●330-A地区、332-C地区共催

明治記念館「富士の間」／18時～　●スポンサークラブ：東京数寄屋橋LC

国際文化会館／18時～

AP西新宿／13時～

東京品川プリンスホテル／18時～

新宿京王プラザホテル／18時～

ロイヤルパークホテル／17時30分～

池袋メトロポリタンホテル／時間未定

池袋メトロポリタンホテル／時間未定

今後の予定（4月6日まで）委員会セミナー、チャーターナイト、結団式等
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■年次大会 予告／今後の予定

　今年度の年次大会のテーマは「誇」。

　今期は、34年ぶりに国際会長として山田實紘国際

会長が誕生した画期的な年である。山田實紘国際会

長は、「命の尊厳と和」をテーマに世界の地区を訪問

し、新たな100年に向け会員増強と活性化に邁進して

いる。

　わが330-A地区においても、「誇らしく思う心と喜び

と奉仕とを」をアクティビティスローガンに掲げ、「奉仕

活動＝アクティビティこそクラブ活性化に繋がる」とい

う理念のもと、ガバナーズ・スローガン「奉仕こそライ

オンズの誇り」、ガバナーズ・テーマ「奉仕こそがライオ

ンズの喜び」を掲げ、様々な変革と青少年健全育成等のアクティビティに取り組んで

きた。年次大会の運営部会もすでに2度開催され準備は進んでいる。2015-16年度

の集大成となる年次大会を大いに期待したい。

　大会委員長は、元地区ガバナー・名誉顧問　L石井 征二

　また、記念講演は、読売新聞特別編集委員　橋本 五郎 先生

第62回 年 次 大 会第62回 年 次 大 会
ライオンズクラブ国際協会330-A地区ライオンズクラブ国際協会330-A地区

2016年4月17日㈰　新宿京王プラザホテルにて開催。

記念講演 読売新聞特別編集委員 橋本五郎先生 プロフィール
　1946年12月29日、秋田県琴丘町(現・三種町)生まれ。慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、読売新聞社に入社、浜松支局に配属される。1975年に本社社会部に配属され、
1976年には本社政治部に転属。以降、政治部次長、論説委員、政治部長などを歴任する。1999年からは日本テレビキャスターとして「ズームイン!!朝!」などの番組にコメンテー
ターとして出演。現在は、読売新聞社の特別編集委員を務める傍ら、日本テレビ系の選挙特番や読売テレビ制作「ウェークアップ!ぷらす」などの報道番組に出演。講演では、記者と
しての長年にわたる取材経験を元に、今後の日本の政治・経済のゆくえについて解説する。親しみやすい語り口とポイントをおさえたわかりやすい解説が人気。

大会委員長　L石井　征二
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編集後記
　地区ニュース4号は、初の試みでWeb版のみでの発行となりました。パソコンやスマートフォン、iPadなどか
らご覧いただいているかと思います。電子版は、ページをめくるブックタイプ、PDF版は、パソコンなどを通してプ
リント（印刷）が可能なタイプです。
　今回の特集、「自慢のOne Scene」のみなさまの笑顔がとっても印象的で家族、お子様にクリスマスパーティ
をプレゼントされているメンバーの「お・も・て・な・し」に脱帽です。スタッフ皆がサンタクロースのようですね。
　後半も、わくわくする気持ちを大切に、入会候補者への積極的な声掛け、そして様々なアクティビティをチー
ムで楽しんでいければと思っています。これからも取材等ご協力よろしくお願いいたします。
・地区ニュース：http://www.lions-news.com　・投稿先:http://330a.jp/contact
・e-mail:cab@lions330-a.org

330-A地区広報情報委員会 委員長　L赤尾 嘉晃

5月までの主な行事予定

L 赤尾嘉晃 委員長

L 後藤裕文 副委員長

L 桃沢　秀 副委員長

L 押元正樹 副委員長

L 津守勝男 副委員長

L 荒牧知子

L 工藤紀子

L 田下一雄

L 吉岡　晋

L 矢追秀紀

L 大和祥郎

L 遠藤　登

L 向井忠義 SPA

L 上杉秀樹 担当副幹事

（豊新LC）

（法政LC）

（愛宕山LC）

（三鷹LC）

（大森LC）

（東京LC）

（三田LC）

（隅田川LC）

（けやきLC）

（ウエストLC）

（国立LC）

（日野LC）

（三鷹LC）

（豊新LC）

今期広報情報委員会
メンバーのご紹介

２月１日：
3月３日：
３月７日：

４月17日：
５月８日：

臨時第１回キャビネット会議・賀詞交換会・新宿京王プラザホテル
東日本復興支援チャリティコンサート・仙台市泉文化創造センター
第3回キャビネット会議・新宿京王プラザホテル
第62回330-A地区年次大会・新宿京王プラザホテル
第62回330複合地区年次大会・新宿京王プラザホテル

① 地区ニュースについて、クラブ例会などで話題になったことはありますか？…………………………

② 貴クラブ、貴委員会の活動が記事になったことはありますか？………………………………………

③ ②で「はい」をお答えの方へ、アクティビティ・セミナーなどわかり易く掲載されていましたか？……

④ 地区ニュースは、ライオンズクラブの具体的な紹介になっていますか？……………………………

⑤ 地区ニュースを、330-Aのホームページで見られることをご存知ですか？…………………………

⑥ 今後取り上げて欲しいテーマや話題、そしてインタビュー候補者（クラブ・委員会・メンバー）をお聞かせください。

⑦ サイズ、発行回数、配布方法、Web版へのコメント、特集記事についてなどご意見・感想をお願いいたします。

 サイズ……………………………………………………………………

 発行回数……………………………………………………………………………

 配布方法…………………………………………………………………………

 Web版………………………………………………………………………………………

特集記事………………

〇 ご意見・感想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A「はい」／B「いいえ」／C「その他」

A「はい」／B「いいえ」／C「その他」

A「はい」／B「いいえ」／C「その他」

A「はい」／B「いいえ」／C「その他」

A「はい」／B「いいえ」／C「その他」

A「現状のポケットサイズ」／B「A４版」／C「その他のサイズ」

A「現在の年6回」／B「年4回」／C「その他の回数」

A「ライオン誌同封」／B「クラブ事務局」／C「その他」

A「便利」／B「紙媒体と併用」／C「その他」

A「インタビューを読んでいる」／B「LINEでLIONSが面白い」／C「他の話題を取り上げて欲しい・その他」

　今回で、地区ニュース年6回発行の内4回を無事終えることができました。これもメンバー皆様の取材へのご理解とご協力
のお蔭と委員会一同感謝しています。Web版発行やホームページへの電子版掲載、各種特集記事などについてアンケート
調査を行いたいと思います。質問は以下の７項目です。A、B、Cからお選びください。
　後日各クラブ、委員会へ改めてご案内いたしますので、返信ご意見・感想等をお待ちしています。何卒よろしくお願いいたし
ます。

　　広報情報委員会からアンケートのお願い

http://www.lions-news.com
http://330a.jp/contact
http://330a.jp
mailto:cab%40lions330-a.org?subject=
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