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法人化へ向けた検討
１　法人化検討の経緯
　西新宿に所在するライオン

ズクラブ 330-A 地区のキャ

ビネット事務局は、一般社団

法人 330-A 地区支援会（以

下「支援会」といいます。）

を賃貸人とする賃借物件で

す。かつてのキャビネット事

務局は、1 年毎に費用をかけ

て引越しを行い、賃料もほぼ

相場どおり（およそ月額 100

万円程度）負担していたとの

ことです。これでは、キャビ

ネット事務局の賃料等の運営

費の負担は高止まりしたまま

です。そこで、不動産を賃貸

することを目的とした法人

（いわば特別目的会社（SPC））

として支援会を設立し、その

法人化へ向けた検討

支援会から物件を賃借することによりキャビネット事務局の場

所を固定しています。賃貸人である支援会は、利益を上げるこ

とが目的の事業会社ではなく、330-A 地区を支援することを

目的とする SPC ですから、賃料は税務問題とのバランスを十

分に考慮しつつ相場の半分程度（月額 45 万円程度）に抑えて

います。

２　法人化のメリットは何か
　まず、近時では、実体が必ずしも明らかではない法人格のな

い団体については、反社会的勢力の排除その他の社会的要請か

ら、社会的な信用力が相対的に低下している状況にあります。

330-A 地区を法人にすることにより、組織関係、財産関係お

よび契約関係について、法令上の立ち位置が明確になり透明性

が生まれる結果、社会的な信用力が向上するというメリットが

あります。加えて、330-A 地区の法人化は、各クラブ自体が

法人化をして奉仕活動を活発化するための呼び水になるのでは

ないかとも思っています。

　次に、330-A 地区を法人にすることにより、キャビネット

事務局の賃料の負担すら無くし、330-A 地区の負担を管理費・

修繕積立金および固定資産税・都市計画税のみ（月額 15 万

円程度）とすることができます。これにより、330-A 地区の

更なる経費削減を実現することができるというメリットもあ

ります。法人化による経費削減は、会員増強の推進とともに、

330-A 地区の車の両輪として

位置付けられると思います。

　そのほか、法人が公益認定

を受けることができれば、法

人に対する寄付財産のうち一

定の要件を満たすものについ

て税務上の優遇措置が発生す

るというメリットもあります。

３　デメリットはないのか
　法人化に当たってはメリッ

トばかりではありません。法

人を管理するための事務手間

（社員総会の招集手続、社員

総会や理事会の議事録の作成

および保存に係る事務、なら

びに税務申告作業など）が発

生するデメリットはあります。

　しかし、これらのデメリッ

トは、メリットを享受する対価として位置づけられます。その

ため、殊更にデメリットを強調する必要はないと思いますし、

現状では、法人化に当たって致命的なデメリットもないと考え

ているところです。

４　今後の展望
　法人を設立した場合、支援会と吸収合併をすることにより不

動産や預金債権を承継したり、330-A 地区の預金債権も承継

したりするなどの実務的な作業が発生します。そのほか、一般

社団法人の社員を 330-A 地区に所属するライオンズクラブと

することの可否、法人の定款と 330-A 地区を取り巻く会則な

どとの整合性どのように図るべきであるのかなど、細目・技術

的な事項の詳細についても、詰めていく必要があります。いず

れも解消可能な論点であると考えており、現時点の視界は良好

と言ってよいと思います。

　今後の各ライオンズクラブによる奉仕活動の更なる発展や永

続性を確保する観点からすると、330-A 地区がライオンズク

ラブの法人化の先鞭をつけるために法人化の検討を推進するこ

とは重要な役目であると考えています。330-A 地区がこのよ

うな役目を果たすためには、法人化について各ライオンズクラ

ブの理解を得ることが前提になりますところ、本稿がその理解

の一助となれば幸いです。

組織連携 ･ 再編検討委員会
委員長 Ｌ池田和司
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330-A 地区の法人化

クラブアクティビティ報告

特集「健康と難病支援」そして

　　　　　　「4 献について」の座談会

クラブアクティビティ報告

クラブ周年行事

委員会等告知

キャビネットより告知

【法人化】 

 公益認定不可 社会的信用力が低い 不動産の所有不可 

【法人格がないことによるデメリット】 

社会的信用力の向上 公益認定への布石 

 

 

【近時の課題】 

不動産の所有による更なる賃

料その他の経費削減（※） 

過去 現在 未来 

ガバナーが交代する都

度事務局を移転し、賃料

も相場どおり 

→高コスト体質 

支援会から事務局を賃借することにより、

①毎年の事務局移転コストを無くし、かつ、

②賃料を低額に抑えている 

※年間約 1000万円のコスト削減効果 

→2005 年から累計 1 億円を超えるコスト

削減効果 

2005.7 

事務局を所有することにより、

①毎年の事務局移転コストを無

しにするのはもちろんのこと、

②賃料負担も無しにする 

→更なるコスト削減効果 

※年間約 1000万円＋400万円の

コスト削減効果 

2018 

（※）賃料削減に関する補足説明 

会員減少等に伴う更な

る経費削減の必要性 

反社会的勢力排除に係る政府指針（2007.6～）、

マネーロンダリング防止に係る犯罪収益移転

防止法（2008.3～）→法人格のない団体は、相

対的にみて、社会的な信用力がより低下 

2005.7～支援会から事務局の

賃借開始（※） 
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ニューイヤー・チャリティーコンサート吹奏楽のしらべ

井の頭公園開園100 年記念かいぼり例会

14R1Z東京八王子高尾LC

12R1Z 東京吉祥寺LC

1/14

1/13・1/14

東京八王子高尾 LC では今期予定の 2 大イ

ベントの一つであるニューイヤー・チャリ

ティーコンサート吹奏楽のしらべをオリンパ

スホール八王子で開催した。チャリティーの

目的は当クラブが 25 年前の結成当初より掲

げている「青少年育成」の観点から地元高校

の八王子高校、片倉高校、東海大菅生高校の

吹奏楽部に出演して頂いた。最後に各校へ収

現在井の頭恩賜公園にて三回目のカイボリが

行われた。

我が東京吉祥寺 LC が井の頭池の浄化運動を

始めてから約 13 年東京都の事業として拡大

していただき、ここまで大きな事業となった。

池の浄化作業については数年前までは我々自

身が行ってきたが今は東京都の事業となり作

業主体は井の頭公園を愛するボランティアの

方々のご協力により作業が行われている。　

そのボランテイアで清掃してくださる方々

や、関係者の労をねぎらう為に我々は温かい

豚汁、おにぎりを提供させて頂いた。

テーマ：青少年健全育成
於 オリンパスホール八王子

テーマ：環境保全
於 井の頭恩賜公園

益金の一部を育成資金としてお渡し、他の事

業にも使わせていただくことを来場の皆様に

伝えコンサートを終えた。3 校とも昨年 9 月

に行われた吹奏楽の都大会で金賞を取った学

校だけあって会場を出る多くの方から「感動

した」、「素晴らしかった」、「元気をもらった」

等のお言葉を掛けて頂いた。

東京八王子高尾 LC　会長　Ｌ増田克哉

障害者支援チャリティバザー

10R2Z 東京玉川 LC 1/20
東京玉川 LC 継続アクティビティの障害者支

援チャリティバザーを開催致しました。当日

は、九品仏浄眞寺参道で地元自治会の餅つき

大会の開催もあり、大勢の人で賑わいました。　

障害者が作ったクッキーや会員持ち寄りの

品々をチャリティ販売しました。おもちゃ

コーナーではカードゲーム用のカードを 100

円でつかみ取りという企画が子供たちの心を

掴み大好評でした。

東京世田谷 LC のＬ進藤義夫にも応援参加頂

いたほか、細川ガバナーご夫妻にもお立ち寄

テーマ：障害者支援
於 九品仏浄眞寺参道

り頂きました。合計 30 万円超の売り上げを

頂きましたので障害者支援に活用させて頂

きます。

我々の事業が実を結びここまで大きな事業に

なった。これも偏に東京都の関係者、ボラ

ンティアの方々、近隣関係者の方々のお陰

である。

東京吉祥寺 LC　計画委員会　Ｌ笠原伸太郎

ご協力頂きました皆様ありがとうござい

ました。　東京玉川 LC　会長　Ｌ馬場久雄

02

12Ｒ2Ｚ東京町田クレインLC 1/13
今年一番の寒さで手足が冷える中、早歩きで

体を温め、献血協力のお願いを呼びかけなが

らティッシュを配った。

土曜日ということもあり人通りは大変多く、

子連れの通行人の方からは「頑張ってくださ

い」と嬉しい言葉をいただいて寒さも吹き飛

び、参加メンバー 7 名の掛け声もさらに大き

くなった。

まだまだ暖かい日は遠く、血液不足が心配さ

テーマ：献血
於 町田市ぱっぷビル

奉仕活動の原点であるクラブアクティビティをご紹介致します。
魅力あるこれらのクラブアクティビティは我々ライオンズメンバーの誇りです。

冬季献血キャンペーン

第 41 回 塞の神どんど焼き

障害者支援「新春餅つき大会」

13R1Z 東京国立 LC

9R2Z 東京レスキュー LC

1/8

1/7

「第 41 回 塞の神どんど焼き」が開催された。

国立市では、市内の社会奉仕団体、青少年団

体、ボーイスカウト、近隣自治会、造園組合

等が中心となり、どんど焼き実行委員会をつ

くっている。実行委員会では、毎年 1 月の成

人式に、子供たちへの伝統文化継承と市民皆

さんの一年間、無病息災と五穀豊穣を祈り、

どんど焼きを開催している。当日は、早朝 5

謹賀新年　東京都多摩障害者スポーツセン

ターでは、毎年１月第一日曜日に「新春餅つ

き大会」が開催された。今年もクラブでは雑

煮餅を担当し多くの来館者に提供した。今回

は多摩支部が担当しクラブメンバー、ライオ

ンズメンバーゲスト、家族会員、サポートメ

ンバー（クラブを支援してくれる一般の方）

が多数参加して元気な新年を迎えた。

東京レスキュー LC　幹事　Ｌ高橋長生

テーマ：青少年健全育成
於 谷保第三公園

テーマ：障害者支援
於 東京都多摩障害者スポーツセンター

クラブアクティビティ報告

れる日が続くが、今後も継続してこのアク

ティビティに取り組んでいきたい。

東京町田クレイン LC　会長　Ｌ志村容一

時 30 分に集合し、まゆ玉づくり ( 上新粉を

ねって団子をつくる工程 )、出来た団子を蒸

しあげ、最後に篠竹の先端に団子を取り付け、

2,000 本を用意をした。早朝の作業にも関わら

ず、参加者の皆さんは非常に熱心に作業に取り組み、

当クラブでは、集まって下さった皆さまに温かいコー

ヒーとココアの無料配布とお手伝いをさせて頂いた。

東京国立 LC　会長　Ｌ大和祥郎
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2018 年 新年合同例会・新年会

薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室

13R1Z 東京国立 LC

13R2Z 東京田無 LC

2R2Z 東京銀座 LC

1/20

1/22

1/29

2018 年 1 月 20 日 ( 土 )18 時 30 分、ホテ

ル日航立川東京にて「ライオンズクラブ国際

協会 330-A 地区 13R1Z 東京小平 LC・東京

国分寺 LC・東京国立 LC 2018 年 新年合同

例会・新年会」を開催した。東京小平 LC 会

長 L 山崎規正の開会ゴング、代表会長挨拶を

東京国分寺 LC 会長 L 渡辺才司、来賓挨拶で

LC メンバーでもある松本洋平衆議院議員に

頂いた。新年会の We Serve は東京小平 LC 

幹事 L 高橋信博より、和やかに始まり、ビ

2018 年 1 月 22 日（月）、西東京市立保谷

第一小学校で、6 年生約 80 名を対象とした

薬物乱用防止教室を実施した。

一度でも薬物乱用を行うと、一生が台無しに

なることをお話し、最後に「薬物乱用は、ダメ、

2018 年 1 月 29 日（月）13：25 ～ 14：30

に中央区立京橋築地小学校に於いて、薬物乱

用防止教室を行った。ライオンズクラブの簡

単な紹介を越村会長に頂いたのち講師から

DVD を使って薬物乱用の意味、怖さ、保身

のノウハウ等について解説。

途中 DVD に無いことも付加して実際にあっ

テーマ：合同例会
ホテル日航立川東京

テーマ：薬物乱用防止
於 西東京市立保谷第一小学校

テーマ：薬物乱用防止
於 中央区立京橋築地小学校

ンゴ大会では、東京小平 LC 第一副会長 L 小

野高一より元気良く行われ大変盛会の中楽し

い新年会となった。閉会のあいさつは、13

Ｒ 1Z ゾーン・チェアパーソン L 平山和克

より新年の挨拶と例会の謝辞も頂いた。閉会

ゴングは東京国立 LC 会長 L 大和祥郎より、

2018 年も友愛の心で助け合い、アクティビ

ティを行なって行くことを確認しあい閉会と

なった。

東京国立 LC 会長 L 大和祥郎

ゼッタイ」と誓いの言葉を言ってもらった。

東京田無 LC　L 髙橋雅人

た小学６年生の薬物関連新聞記事等の内容を

盛り込み補足し、子供に問いがけしながら一

緒に考えるような形も交え、楽しく盛り上

がった。子供たちは集中して聞き入り質問も

多く充実した講習会だった。　

レポート）東京銀座 LC

広報委員会副委員長　Ｌ石田善計

クラブアクティビティ報告

新春たこあげ大会

13R1Z 東京昭島 LC 1/21
1 月 21 日（日）に多摩川緑地くじら運動公

園（昭島市）において「第 57 回 新春たこあ

げ大会」を開催した。参加した親達が子供だっ

た頃から続くイベントで昭島市では恒例行事

となっている。

当日は、子供 180 人を含む総勢 394 人が参

加した。東京昭島 LC では青少年健全育成活

テーマ：青少年健全育成
於 多摩川緑地くじら運動公園

動の一環として当大会に協力・協賛をしてい

る。地元自治会と協力し、壊れた凧の修理や

凧を高く上げた子供達への優秀賞（記念品）

の寄贈や飲み物の提供を行なった。子供たち

は自作した凧を大空高く上げ、たこあげ大会

は親子での楽しい想い出作りの場となった。

東京昭島 LC 第一副会長 L 関 飛雄一
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第 44 回 板橋千人献血

高尾山合同アクティビティ

第 33 回中国帰国者日本語発表会

7R2Z 東京板橋西 LC

330-A 地区ほか

10R1Z 東京セントラル LC

2/2

2/5

2/11

2 月 2 日の金曜日、東京板橋西 LC は板橋区

立グリーンホールに於いて献血活動を行なった。

「板橋千人献血」と銘打ち今回で 44 回を数え、

過去には協力者が千人を超える回もあった歴

史あるアクティビティである。　当日は昨夜

からの雪にも関わらず多くの人々が会場に駆

けつけ約 400 人の協力を得る事ができた。　

会場は多くの協力者が円滑に献血できるよう

１６箇所の献血ブースが設置されるなど、長

2018 年 2 月 5 日（月）高尾山に於いて高尾

山合同アクティビティが開催された。

2017-2018 年度 330-A 地区細川孝雄ガバ

テーマ：献血
於 板橋区立グリーンホール

テーマ：環境
於 高尾山

テーマ：青少年健全育成
於 国立オリンピック記念青少年総合センター１０１号室

ナーはじめ高尾山環境保全基金協力会 石井 

征二会長、阿久津 隆文副会長、村木 秀之元

地区ガバナー、高尾登山鉄道株式会社代表取

締役会長 大野 彰様、ライオンズクラブメン

バー、総勢約 50 名が参加し雪が残る足元の

悪い中、高尾山登山道一号路の清掃活動に汗

を流した。

また、展望台では寄贈するベンチの設置およ

び除幕式が執り行われた。

最後に高尾山薬王院にてベンチの贈呈式が執

2 月 11 日（日）午前 10 時より、国立オリ

ンピック記念青少年総合センター 101 号室

にて、LC メンバー・発表者 12 名・発表者

の応援者を併せて総勢約 160 名を超える人

数で開催された。

冒頭の挨拶で東京セントラル LC 会長Ｌ菊池

健より、「中国帰国者日本語発表会」はクラ

ブ開設から継続しているアクティビティであ

る説明が有った。

発表者の応援に来られている方々は発表の様

子をカメラや動画で撮影し、時には大きく頷

り行われ、ベンチは、展望台に 5 台、権現茶

屋前の参道に 5 台を寄贈した。

広報情報委員会 Ｌ根岸 雅也

年の経験による協力者への心遣いを感じた。　

献血終了後には、記念品とくじ引きによるプ

レゼントや温かいお汁粉などが提供され、千

人献血のテーマ「楽しく社会貢献」を実践で

きたアクティビティであった。

レポート）７Ｒ２Ｚ ZC Ｌ吉岡 晋

いたり拍手が有ったりと和やかな雰囲気で発

表を終了した。

発表者の御一人から「このような発表の機会

を与えて頂いた東京セントラル LC に感謝し

たい。」との言葉が印象的だった。

レポート：広報情報委員会
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第 31 回少年少女レスリング選手権大会

留学生・障がい者支援チャリティーボウリング大会

第７回 Jr 空手道大会

11R1Z 東京新宿LC

14R1Z 東京八王子いちょう LC

4R3Z東京法政 LC

2/11

2/11

2/12

東京新宿 LC の第 31 回少年少女レスリング

選手権大会は、晴天の 2 月 11 日（祝）新宿

区コズミックセンターに於いて、330-A 細川

孝雄ガバナー、新宿区区長　吉住健一様をお

迎えし、今年も盛大に開催された。今年の大

会には、（財）日本レスリング協会のご尽力で、

ゲストとして、オリンピックレスリング 4 連

覇・一昨年国民栄誉賞を受賞された伊調馨選

2018 年 2 月 11 日（日）高尾スターレーン

に於いて当クラブメインアクティビティであ

る「留学生・障がい者支援チャリティーボウ

リング大会」を開催した。　チャリティーボ

ウリング大会は、留学生及び障がい者支援の

為、毎年とり行われている。ライオンズクラ

ブメンバーの方々をはじめ助成留学生・一般

参加者を含む、総勢 約 130 名が参加した。　

チャリティー BOX による募金活動やストラ

テーマ：青少年健全育成
於 新宿区コズミックセンター

テーマ：青少年健全育成
於 高尾スターレーン

テーマ：青少年健全育成
於 法政大学多摩キャンパス

手、並びに東京オリンピック重量挙げ金メダ

リストの三宅義信氏にご来場頂き、大会に花

を添えることができた。大会エントリーの少

年少女（小学生の選手達）の数は 421 名で、

昨年と同数で指導者・父兄を加えた来場数は、

800 名を超える人数になり、当日貸し切りで

使用した会館も満員の盛況であった。

東京新宿 LC　会長　Ｌ中井正力

イクを取った際に募金を募るストライク募金

などユニークな募金活動が行われ、募金総額

74,940 円 が集まった。参加費の一部および

チャリティー BOX 募金・ストライク募金な

どで集められた募金は、留学生および障がい

者支援などの社会福祉事業に役立てられる。

レポート：東京八王子いちょう LC

IT・広報委員会　Ｌ根岸雅也

第 7 回法政ライオンズクラブ杯ジュニア

空手道大会が、法政大学多摩キャンパス

総合体育館にておこなわれた。　参加選

手は今回も前回を上回る 520 名。　主催

は東京法政ライオンズクラブと法政剛柔

会。後援は一般社団法人法政大学校友会。　

法政大学卒業の内閣官房長官、菅義偉長

クラブアクティビティ報告

「クラブアクティビティ･委員会報告、告知の投稿方法：6つのステップ」
330- Ａ地区ホームページから投稿することができます。
　① ホームページのメニューから「投稿」をクリック
　② 名前⇒メールアドレス⇒リジョン・ゾーン・クラブ名⇒役職⇒区分（アクティビティ、委員会など）入力
　③ タイトル⇒実施日⇒本文（300 文字程度）記入
　④ 写真を添付（6 枚まで）。1 枚あたり 1 ＭＢの大きさまで。
　⑤ ファイル（参考資料など）を PDF で添付できます。
　⑥ 画像認証⇒「配信」をクリック
なお、ホームページには審査の上、漏れなく掲載されますが、地区ニュースには誌面の都合上掲載されない場合がありますのでご了承下さい。
投稿をお待ちしております。広報委員会一同

官から本年も祝電が届き、元地区ガバナー

L 河合悦子から寄贈のカップが、優勝チー

ムに手渡たされ、子供たちの喜びととも

に、保護者の方々の笑顔が伝わる大会で

あった。

レポート）広報情報委員会
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2018 チャリティーボウリング大会

第１回「多摩地区ライオンズクラブ交流会」　

８リジョン合同献血奉仕活動

1R2Z東京ピース LC

13R1Z 東京国立 LC

8 リジョン合同

2/18

2/19

2/20

う HDP に賛同し、ピース LC では毎年ボウ

リング大会を企画、支援を続けています。

そのチェアマンである星野監督は残念ながら

今年の 1 月 4 日に逝去されましたが、その

星野監督の遺志を引き継ぐチャリティーボウ

リング大会を今年も開催することが出来た。

夫婦で世界大会のメダル 6 個を獲得している

デフリンピック高田裕士選手・パラリンピッ

ク高田千明選手や自転車競技の新村選手、そ

してライオンズ関係者など 120 名もの方々

2018年 2月 19日、立川グランドホテルに

て、「第 1回多摩地域ライオンズクラブ交流

会」160名超の中、明日の多摩地域からのラ

イオンズの願いこめ開催された。発起人代表

として L田野倉より、開催趣旨説明と御礼の

挨拶があった。

来賓として今井第１副地区ガバナー、伊賀第

２副地区ガバナーからご挨拶頂いた。また、

発起人挨拶として石井元地区ガバナー、塩月

テーマ：社会福祉
於 東京ポートボウル

テーマ：会員増強
於 立川グランドホテル

テーマ：献血
於 豊島区役所 1F センタースクエア

に参加して頂いた。

東京ピース LC　会長　Ｌ山下規介

昨日は東京ピースライオンズクラブ主催で毎

年恒例のHDP（ホシノドリームズプロジェク

ト）チャリティーボウリング大会を開催した。

本気で頑張る若者たちを本気で応援するとい

元地区ガバナー、近藤元地区ガバナーから素

晴らしいご挨拶を頂いた。

L梶原の名議長のもと、とどこおりなく会則、

役員の承認が全会一致で拍手をもって承認さ

れた。

今回の交流会は、田野倉代表が提唱した誰で

もいつでも多摩から参加できる新しい多摩の

ライオンズクラブの交流の場作りを考えス

タートした。

2 月 20 日（火）10：00 ～ 16：00 に豊島

区役所 1 Ｆセンタースクエアにおいて８リ

ジョンの各クラブ合同での献血奉仕活動を実

施した。9：00 からの準備開始にあたり、豊

島区・高野区長からご挨拶をいただき、引き

続き、東京都赤十字血液センター・加藤所長、

今井第一副地区ガバナーからご挨拶を頂い

た。クラブごとに担当の時間帯を設定し、ラ

イオンズクラブからの呼びかけでの献血者、

12･13･14Rから更なるライオンズクラブの

会員増強を祈念し頑張っています。

東京国立 LC　会長　L大和祥郎

デフリンピック代表・高田裕士選手、
パラリンピック代表・高田千明選手ご夫妻　メダル受賞のご報告

豊島区役所での呼びかけでの献血者、一般の

献血者など、合計 149 名の献血者にご協力

を頂いた。これまで 8 リジョンでは合同アク

ティビティの実施はあまり行われてきており

ませんでしたが、来年度以降は継続した取り

組みを目指していきたい。

キャビネット副幹事（８R担当）Ｌ高木千明
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第三回防災チャレンジ大運動会開催

市内７校にて薬物乱用防止教室開催

薬物乱用防止教室

3R3Z 東京赤坂 LC

12R1Z 東京調布 LC

4R1Z東京隅田川 LC

2/25

1/29 ～ 2/27

3/3

2 月 25 日（日）港区立高松中学校体育館にて、

第三回防災チャレンジ大運動会を実施した。

来賓としてお招きした山東昭子参議院議員、

武井雅昭港区長、鈴木恭一高輪消防署長、細

川孝雄ガバナーからご挨拶の後、近隣の小学

児童親子 330 人が 4 チームに分かれ、消火

器を使った障害物競争や、毛布で作った簡易

テーマ：緊急対策
於 港区立高松中学校体育館

テーマ：薬物乱用防止
於 調布市内 7 小学校

テーマ：薬物乱用防止
於 墨田区立本所中学校

担架を早く慎重に運ぶリレーを行った。

昼食にはピザが提供され、午後からはアルピ

ニスト野口健氏の講演や〇×クイズと盛り上

がり、防災に関わる知識を楽しく体験しなが

ら学んだ。

東京赤坂 LC　防災チャレンジ大運動会

実行委員長　L 大和田尚子

東京調布 LC では毎年 市内 20 校ほどで薬物

乱用防止教室を開催している。　今期後半も

1 月 19 日第一小、1 月 20 日第三小、2 月 6

日上ノ原小 2 月 8 日布田小、2 月 9 日杉森小、

2 月 17 日八雲台小、2 月 27 日北ノ台小の

７校で薬物乱用の恐ろしさを訴えてきた。

当クラブは体育館での大規模な講義ではな

4 Ｒ 1 Ｚ東京隅田川 LC では 3 月 3 日（土）

墨田区立本所中学校に於いて薬物乱用防止教

室を開催した。

今回、受講の対象となった学生は 470 名に

上った。学校長、クラブ会長の開会の辞に続

き L 瀧澤による講義が行われた。DVD の映

像からは薬物の恐ろしさが伝わり、受講者た

ちは真剣な眼差しで画面に見入っていた。

隅田川 LC からはメンバー 7 名が参加したが、

クラブアクティビティの記事においては、投稿された記事の原文を優先しています。よって呼称など統一されていない箇所がありますが、

ご理解よろしくお願い致します。

く、手間や時間を惜しまず ひとりひとりの

生徒に訴えかけられるよう クラス単位での

開催にこだわっている。　薬物乱用防止教育

認定講師の有資格メンバーも 22 名おり、い

つでも講習会開催に対応できる状態である。

東京調布 LC　会長　L 宮本和実

学生達の規律正しい真剣な受講態度には、メ

ンバーはみな感心していた。

当日は受講者全員にダメ・ゼッタイ読本を配

布し、学校には啓発用ポスターを配布した。

東京隅田川 LC

広報情報委員会 委員　Ｌ田下一雄
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薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室

池尻こどもマラソン大会

東京マラソン2018 応援

4R2Z東京江東南 LC

1R3Z東京蒼天 LC

10R2Z 東京世田谷 LC

2R1Z東京柳橋 LC

2/22

2/23

2/24

2/25

2018 年 2 月 23 日（金）に稲城第二小学校

に於いて、6 年生に薬物乱用防止教室を行っ

た。講師 L 丸井一弘会長の進行で DVD とパ

ワーポイントを使い、薬物乱用の怖さと甘い

誘いの断り方を学んだ。　最後は全員で「薬

合計・約 700 食を 3 時間フル稼働により完

了し、参加児童および運営に御協力いただい

た父兄や団体等に、競技終了後の昼食として

振る舞いを行った。閉会式では、ご挨拶、ラ

イオンズクラブの PR をさせて頂き、協賛し

ました参加賞のオリジナルバンダナ（3 校お

よび当クラブの名入り）を贈呈した。

東京世田谷 LC　会長　Ｌ大竹良雄

が駆けつけ、寒さ厳しい中、大きな声援を送

り選手を盛り上げた。

2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ

クに少しでも貢献出来ればと、雨宮弘枝会長

の熱い思いが伝わる有意義なアクティビティ

であった。

レポート）広報情報委員会

テーマ：薬物乱用防止
於 目黒区立中根小学校

テーマ：薬物乱用防止
於 稲城第二小学校

テーマ：青少年健全育成
於 世田谷区立池尻小学校

テーマ：オリンピック・パラリンピック支援
於 浅草むぎとろの向かい側の沿道

2018 年 2 月 22 日（木）に目黒区立中根

小学校に於いて、6 年生 67 名に薬物乱用防

止教室を行った。講師Ｌ德田修一の進行で

DVD とパワーポイントを使い、薬物乱用の

怖さと甘い誘いの断り方を学んだ。

伊賀保夫第二副地区ガバナーにもご協力いた

だき、最後は全員で「薬物乱用は、ダメ絶対」

物乱用は、ダメ絶対」を唱和した。クラブと

しては初めての教室でしたが薬物に対する関

心が強く、今後も継続して行っていきます。

東京蒼天 LC　Ｌ川島富美子

2 月 24 日 ( 土 ) 世田谷区立池尻小学校にお

いて、毎年恒例の池尻こどもマラソン大会の

お手伝いに参加。今年で 7 回目、参加小学校

も 3 校になり、多数（参加児童は約 350 名）

のこどもが参加された。メンバーは午前 9 時

に校庭に集合。前日から当クラブメンバー有

志と PTA 数名の御協力により、下準備した

焼きそばとコンソメスープの調理およびパッ

ク詰めを PTA 関係者の方々と共に担当した。

柳橋 LC は 2 月 25 日に毎年恒例の東京マラ

ソン応援を行った。今年も隅田川にかかる浅

草駒形橋近くの名店「浅草むぎとろ」の向か

いの沿道で行った。毎年スプレー鎮痛消炎剤

の手渡しなどのサポートを行っているが、選

手の方々が足の痛みが和らぐと、今回も非常

に好評であった。沿道にはメンバー約 30 名

クラブアクティビティ報告

を唱和した。

東京江東南 LC PR 情報委員会委員長 L 半谷英治
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健康と難病支援そして4 献についての座談会健康と難病支援そして4 献についての座談会

今期、細川ガバナー

は健康をメインの

テーマとしています

が、その趣旨につい

てお伺いします。

それでは、改めて本日の趣旨ですが、細川キャビネッ

トは環境問題、健康、難病支援、４献（献血・献眼・

献腎・骨髄移植）について力を入れていますが、私た

ちはそれをどのように行動に移していくのか、3 つの

委員会の取り組みと実績を教えて頂ければと思います。

社会福祉 ･障がい者支援委員会

今期が初めての委員会ですが、このテーマを検討して

浸透させるために来期以降も続けて欲しいですね。

100 周年奉仕チャ

レンジとして奉仕受

給者を 2 億人にする

LCI フォワードプロ

グラムがあります。

健康と難病支援そして 4 献についての座談会（3月 6日）キャビネット事務局会議室

L佐原）

L佐原）

後藤委員長

細川ガバナー

細川ガバナー

葛西委員長

細川キャビネットは環境問題、健康、難病支援、４献（献血・献眼・献腎・骨髄移植）について力

を入れていますが、私たちはそれをどのように行動に移していくのか、関連の３つの委員会の取り

組みと実績を聞き出すべく座談会を開催しました。

フジコ・ヘミングチャリティーコンサートではファシ

リティドッグに来てもらい、募金活動を行いましたが、

小児がんへの理解とファシリティドッグの認知も含め

て意義のあるものだったと思います。

＜各委員会のミッション＞

メインテーマについて語る細川ガバナー

それを具現化する委員会として初めて健康促進委員会

(小児がん、糖尿病対策 )を作り、そこに諮問しました。

「あやめちゃん」募金は一部批判もありましたが救済

対象が明確だったので行いました。

私たちは細川ガバナーに東京

都障がい者スポーツ大会に対

する支援と障がい者、難病者、

高齢者に対する支援を諮問さ

れています。NHK の調査に
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後藤委員長、難病支援の活動として 3 カ月にわたり計

9 回のあやめちゃん募金で常にリーダーとして活躍さ

れました。その動機、使命感、皆様の反応またモティ

ベーションの維持など苦労されたことなどお聞かせい

ただけますか。　また目標達成時のお気持ち、委員会

メンバーのその時の喜びについてもお願いします。

川島委員長、２月

に東京都赤十字血

液センターで行わ

れ た 献 血・ 献 眼・

献 腎・ 骨 髄 移 植

フォーラムには大

勢の参加者があり、

以前、きょうこちゃん

の心臓移植のための募

金 活 動 を し ま し た が、

その時は冷たい風当た

りでした。そして今年

はあやめちゃんの心臓

移植のための募金を行

いましたが、皆様より

様々なご意見を頂いて

います。しかし、委員

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会

献血はライオンズクラブの主力アクティビティですが、

現状、街頭における献血は減少しています。今は企業・

事業所での献血の方が多く集まるようです。骨髄バン

一番大きなイベントの献血・献眼・献腎・骨髄移植

フォーラムが終わり、献血についてはさらに見学会を

実施しました。献眼についてはドナーファミリーの集

いを麻布 LC を中心に企画開催しました。献血と骨髄

移植は生きている方から、献眼、献腎は亡くなった

方からという違いがあり、本人の想いとは別に遺族の

健康促進（小児がん・糖尿病対策）委員会

新しくできた委員会ということで世界の状況を知って

頂くのがまず必要です。糖尿病と小児がんについて皆

さんにお知らせしていくことに取り組んでいます。

まずは、実績としては小児がんの子供たちのために医

療犬（ファリシティドック）についての啓蒙活動及び

募金活動や世界での死亡数の 1 位、2 位を競う糖尿病

についてセミナーを開催して啓蒙活動をしています。

東京都赤十字血液センター

日頃よりご支援を頂きありがとうございます。一昨年

東京で第 52 回献血推進全国大会を行いましたが、そ

の中で 330-A 地区から献血車両 3 台と東京羽田 LC

および東京三軒茶屋 LC より１台ずつ計 5 台を寄贈頂

きました。

一昨年に竣工した新宿区の血液センターは地域の方々

に防災時のケアができるような施設を目指してやって

います。都内 14 の献血ルームと新宿区、葛飾区、大

田区、立川市、武蔵野市に血液センターがあり、そ

れを統括しているのが新宿区の東京都赤十字血液セン

ターとなります。なお、献血バス約 10 台が常時稼働

しています。

L 佐原）

L 佐原）

後藤委員長

川島委員長

川島委員長

葛西委員長

瀧川部長

＜社会福祉・障がい者支援委員会の活動について＞

＜献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会の活動について＞

クも若い人の協力が伸び悩んで

いるという現状です。アイバン

クについては日本に来て約 20

年ですが、提供者が少ないので

啓蒙活動を行っています。そし

て献腎ですが、一番難しいのが

子供の臓器移植ですので日本で

はほとんど例がなく海外に行っ

て移植手術をしている状況です。

その中で、日本でいかに取り扱っ

ていくかが問題です。

社会福祉 ･ 障がい者支援委員会
委員長　L 後藤　義英

献血 ･ 献眼 ･ 献腎 ･ 骨髄移植委員会
委員長　L 川島富美子

よるとパラリンピックには 57％の人が興味を持って

いるが行ったことがある人は 2.7％です。私たちはい

かに皆さまに興味を持って行動をしていただくかとい

うことに委員会として取り組んでいます。

出席者：東京都赤十字血液センター
地区ガバナー
社会福祉 ･ 障がい者支援委員会
献血 ･ 献眼 ･ 献腎 ･ 骨髄移植委員会
健康促進（小児がん ･ 糖尿病対策）委員会

　瀧川部長様
　細川　孝雄
L 後藤　義英 委員長
L 川島富美子 委員長
L 葛西　智子 委員長

聞き手：広報情報委員会 委員長
広報情報委員会 アドバイザー

L 佐原　幸雄
L 荘　　英隆

記録：広報情報委員会 委員 L 桂　　太郎

写真：広報情報委員会 サポーター L 吉岡　　晋

会としては小さな命を救いたい一心で一所懸命取り組

んで参りました。そして、昨年 12 月 7 日に目標額に

到達することができ、苦労が報われ大変な喜びです。

お父様からお礼の手紙を頂きました。もし困っている

人がいたら、手を差し伸べるのがライオンズクラブで

はないかと思います。いろんなクラブを巻き込んでた

くさんアクティビティをやることで、皆様にこの活動

を知って頂ければと思います。短期間に回数を多く募

金活動を行ったので、地区においても大変お騒がせ致

しましたが良い結果になってよかったです。

このアクティビティテーマにつ

いてのライオンズクラブメン

バーの関心の高さがわかりまし

たが、それぞれの分野での委員

会の今期の活動についてご説明

お願いしたいと思います。 献血・献眼・献腎・骨髄移植フォーラム
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ライオンズクラブとは非常に良い関係を築かせて頂い

ています。今後とも引き続きご支援をよろしくお願い

致します。

瀧川部長

最後に地区メンバーの皆様にメッセージがあれば一言

ずつお願い致します。

L佐原）

＜地区メンバーの皆様へ一言＞

糖尿病が国際協会の 5 大テーマであることもまだ

知られていないので、全メンバーに知って頂ける

よう広めていきたいです。

葛西委員長

心臓移植については引き続き協力していくつもりで

す。5 月 26 日 27 日の東京都障がい者スポーツ大会

には一人でも多くのメンバーの皆様に来ていただきた

いと思います。

後藤委員長

いままでライオンズのメンバーの一人が骨髄移植の提

供者になっています。今後はメンバーの中からもっと

提供者が出てくるように活動を続けていきたいです。

川島委員長

座談会メンバー　　（写真左上より　L佐原、三根課長、L後藤、瀧川部長、L荘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L葛西、細川ガバナー、L川島）

糖尿病対策セミナー

日本の血液型構成は AB 型の人が 10％程度です。通

常は A 型などの方が不足しがちですが、AB 型につい

ては、ひとたび備蓄がなくなると一気になくなるとい

う特徴があります。先日、AB 型の血液が不足した際

にはライオンズクラブの支援で 1 週間未満の短期間で

回復することができました。ありがとうございました。

瀧川部長

この 2 月に AB 型の血液不足の問題がありましたが、

その際のお話をお聞かせ下さい。

L佐原）

力を頂き、人数では 1 万 7 千人の

ご協力を頂いています。今年度は現

時点で 53 のクラブから 8400 名の

ご協力を頂いています。明治神宮で

の初詣献血をはじめとして全面的な

支援を頂いています。今後の話です

が、献血は現在40代50代の皆さまに支えられており、

10 代、20 代の方々が少ないという課題があります。

そこで、小学校、中学校での献血セミナーの開催など

のご協力頂ければと思います。

12

血液は内科系の治療に半数以上が使われます。特に小

児がんの子供に輸血をすると元気になるのでアンパン

マンのエキスと呼んでいます。また、骨髄移植の後も

輸血をしないと成長しないので小児がんの子供には必

要不可欠で医療全体として捉えて頂く必要があると思

います。

私たちは昔から安定

的に血液を供給する

のが使命です。ピー

クで延べ 800 万人

にご協力を頂いてい

ましたが、昨年度は

483 万人のご協力を

いただきました。献

血は衰退していると

みられがちですが、

実は輸血医療が変

わってきています。

瀧川部長

瀧川部長

葛西委員長、特に健康についてライオンズメンバーは

日頃より問題意識を持っていると思います。　国際協

会の奉仕テーマである糖尿病、それから小児がんにつ

瀧川部長、今期の当地区の会議・セミナー等に赤十字

血液センターの会議室を利用させていただき、それに

つれて当地区メンバーの献血についての関心も高まっ

ていると思います。　献血活動は日本中のライオン

ズクラブにとって、長くメインの活動テーマの一つで

あったと思いますが、時代と共に変遷してきた献血と

その必要性についてご説明いただければと思います。

L佐原）

L佐原）

＜健康促進（小児がん・糖尿病対策）委員会の活動について＞

＜献血活動について＞

小児がんは家族だけでなく学校の先生などの周り

の人たちもきちんとした認識が必要だと強く感じ

ましたので、各クラブの人たちにはそのような認

識を持っていただきたいと思います。

葛西委員長

小児がんと献血は分かれていますが、実は小児がん患

者は輸血をすると元気になります。

川島委員長

国際協会の 5 つの奉仕テーマについて荘アドバイザー

から説明をお願いします。

ライオンズクラブには国際プログラムというものがあ

ります。たとえば視力ファーストはライオンズを代表

する奉仕活動です。最近では糖尿病、環境保護、食糧

支援、小児がん、視力保護という 5つのプラットフォー

ムがあります。ライオン誌にも情報がありますが、糖

尿病と小児がんはライオンズの中ではどのような活動

になるのかを紹介しています。今後、糖尿病と小児が

んと視力保護がクローズアップされてきますが、クラ

ブにどのように対応すればアクティビティとして取り

上げられるかということがそれぞれの委員会の役目に

なるだろうと思います。

L佐原）

荘アドバイザー

＜国際協会の新たな５つの奉仕テーマ＞

それは、なるべく余計なものを入れない、手術もなる

べく血液を出さないという方向に向かっています。ま

た、なるべく少ない方からご提供して頂くという方針

で、昔は 200ml だった献血量が、現在は 400ml の

血液を頂いています。東京は全国の血液不足への対応

も担っています。ライオンズクラブには 28 年度に延

べ 91 のライオンズクラブのご協力で約 300 回のご協

東京都赤十字血液センター委員長　
瀧川部長様

チャリティーコンサート＆基調講演（小児がんの日）

想いもあるのでどうしても簡単には広がっていきませ

ん。私の所属している東京蒼天 LC もひまりちゃんの

心臓移植のための募金をやろうとしましたが、難し

かったです。今後の課題については骨髄移植の説明員

という資格取得があります。一度登録したら 54 歳ま

で有効ですが、若い方にぜひ取って頂きたいので、そ

の認定説明員の資格をメンバーで取ろうと努力してい

ます。

更に心臓移植についてですが、アメリカでの心

臓移植費用 3 億円は命の値段になってしまって

いるので、将来的には日本で何とか実現したい

です。

いてお聞きしたいと

思います。　万人に

とって身近なテーマ

である糖尿病予防・

糖尿病治療、それか

ら長期の治療が本人

および家族に負担が

大きい小児がん、こ

れらの支援活動につ

いて具体的にお聞か

せいただければと思

います。

健康促進（小児がん ･糖尿病対策）委員会
委員長　L葛西　智子
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東京世田谷 LC カップ　少年サッカー教室開催

「震災から 7 年。石巻市 NPO 法人にじいろクレヨン講演＆ YCE 生壮行会」

10R2Z 東京世田谷 LC

8RZ 東京豊新 LC

3/4

3/6

プロのサッカーコーチによる直接の指導が受

けられる人気のプログラムで参加した子供た

ちは初めて受けるプロコーチの指導に目を輝

かせていた。午後は 16 のクラブチームから

各 2 チームが結成され合計 32 チームが優勝

カップをかけて熱い戦いを繰り広げた。会場

はチームメイトや父兄たちの声援が響き渡り

大いに盛り上がった。

東京世田谷 LC　Ｌ桂太郎

い子ども、大人達そして地域が同じ時間を過

ごして「ご近所つきあい、人と人がつながる

幸せの復活」を目指し活動を継続していると

結んだ。

また、YCE生の村上さんの壮行会が開催され、

2 週間海外（タイ国）で多くの経験体験を重

ね、異文化に触れ勉強して参りますと意気込

みを述べた。

東京豊新 LC　会長　Ｌ杉山賢二

テーマ：青少年健全育成
於 駒沢オリンピック公園 第二球技場

テーマ：復興支援＆青少年健全育成
於 ハイアットリージェンシー東京

3 月 4 日（日）駒沢オリンピック公園 第二

球技場にて毎年恒例の FC 東京による少年

サッカー教室及び東京世田谷 LC カップが開

催された。当日は晴天に恵まれ、会場には世

田谷区の小学生 5 年生の 16 チーム約 230

名の選手とその父兄たちが集まり、細川ガバ

ナーをはじめ保坂展人世田谷区長や同区教育

委員会教育長堀恵子氏らも駆けつけた。午前

に開催された FC 東京によるサッカー教室は

震災からまもなく 7 年。2012-13 年 33 期

会長吉岡 L 時から支援を続けている、石巻

市 NPO 法人にじいろクレヨン代表  柴田 滋

紀氏が 3 年半ぶりに来訪した。「石巻の今と

これから」と題して講演があり、35 期会長

Ｌ岩村時、寄贈した卓球台が「石巻のくのく

ハウス」の子ども、大人達に現在も 1 日平

均 15 名に利用（のべ約 15,000 人がプレイ）

されていること等の報告があった。今後は卓

球やモザイクアート、陶芸などのツールを使

クラブアクティビティ報告

薬物乱用防止教室　テーマ「ダメ ゼッタイ」

6R1Z 東京蔵前 LC 3/5・3/7
うことを丁寧に解説した。

生徒達は、DVD 映像に薬物の恐ろしさを感

じながら真剣な眼差しで受講していた。

クラブ会員：各日 7 名・8 名が参加し、両校

に東京蔵前 LC より記念品を贈呈した。

最後に「愛する自分を大切に」を誓い薬乱防

教室を閉会した。

レポート）広報情報委員会

テーマ：薬物乱用防止
於 台東区立田原小学校・ 台東区立蔵前小学校

6R1 Ｚ東京蔵前 LC では 3 月 5 日 ( 月）於：

台東区立田原小学校、 3 月 7 日（水）於：台

東区立蔵前小学校の卒業生（72 名・74 名）

を対象に薬物乱用防止教室を実施した。

学校長、クラブ会長 L 荒井 勇の開会の辞に

続き講義が行われた。

講師には 330- Ａ薬乱委員会副委員長 エキス

パート L 寺田義和。

薬物依存の恐ろしさ「崩壊につながる」とい
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区内６中学校にて薬物乱用防止講習会を開催

防災フェア＆チャリティーイベント

献血会場奉仕

10R2Z 東京玉川 LC

RZ合同

4R1Z東京隅田川 LC

3/5 ～ 3/12

3/11

3/11

東京玉川ライオンズクラブが 20 年目を迎え

る継続アクティビティ 薬物乱用防止講習会

を今年も 3 月 5 日～ 12 日にかけて区内６中

学校で開催した。　教育認定講師のメンバー

が中心に講演を行い、玉川警察署生活安全課

テーマ：薬物乱用防止
於 世田谷区内６中学校

テーマ：復興支援
於 新宿中央公園水の広場

テーマ：献血
於 和光大学ポプリホール鶴川

平成 30 年 3 月 11 日、新宿中央公園水の広

場にて

主催：西新宿角三町会、共催：東京新都心ラ

イオンズクラブで防災フェアが行われた。

協力：新宿消防署、新宿警察署、新宿区危機

管理課、水道局、新宿中央公園管理事務所、

ＮＴＴ東日本など

当日は東京ハーモニー LC、東京山王 LC、東

4 Ｒ 1 Ｚ 隅田川 LC は 3 月 11 日（日）JR

錦糸町駅南口にて献血会場奉仕を行った。当

日は天候に恵まれ錦糸町駅前は家族連れや若

者たちなどの往来する人々で賑わい、メン

バーの献血への呼びかけに対し、受付者 46

名、採血者 35 名にご協力頂くことができた。

東日本大震災復興チャリティイベント

2R3Z東京山王 LC 3/11
3 月 11 日は、東日本大震災から７年目。　

新宿中央公園にて東日本大震災復興チャリ

ティイベントが行われ、東京山王 LC はメン

バー 18 名が参加し、「絶品山王豚汁」を販

売。　湧き出す天然水とこだわりの飼料で育

てたあつぎ豚は、コクと甘さが広がり、肉質

もやわらかだった。そして、無添加のお味噌、

東京数寄屋橋 LC 所属 L 小柳の小柳商店で購

入した国産野菜とかつおと昆布のお出汁で

テーマ：復興支援
於 新宿中央公園水の広場

京数寄屋橋 LC、東京平成 LC、東京 21 世紀

LC、河合元ガバナーチーム、東京新宿 LC、

東京渋谷 LC、東京蒼空 LC、東京葵 LC など

のクラブも参加して模擬店などを行い沢山の

お客様が来場された。午前 11 時から始まっ

たフェアは東日本大震災が起こった 14 時

46 分に黙祷を以って終了とした。

レポート）広報情報委員会

また、当日は東日本震災 7 年目にあたるため、

地震発生時刻である午後 2 時 46 分に LC メ

ンバー・血液センター・社会広報部隊も揃い

黙祷した。参加者は皆、目頭を熱くし、より

一層奉仕活動に励もうと決意を新たにした。

東京隅田川 LC 広報情報委員会　Ｌ田下一雄

と都治安対策本部と連携し、薬物乱用の恐ろ

しさを訴えた。　受講者は 737 名、クラブ

からの労力奉仕参加は累計 39 名であった。

東京玉川 LC　会長　L 馬場久雄

作った、無添加の豚汁。前日は、仕込みに 6

時間かかりました。豚汁の他に「ソラフラワー

アレンジメント」、東京山王 LC のメンバーで

ある L 品川恵子主演、ひとり芝居「おりょう」

の DVD も販売させていただき、メンバーか

らのドネーションも足して、117,200 円の収

入となった。材料費、経費を差し引き、残り

は全て東日本復興支援として寄付いたします。

東京山王 LC　会長　L 大川あつ子
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7R1Z５クラブ合同　「街の清掃活動」

第１回「なでしこしあわせ食堂」

東京江東南ライオンズクラブ杯　ミニバスケットボール大会

RZ合同

5R2Z 東京江戸川なでしこ LC

4R2Z東京江東南 LC

3/17

3/21

3/3 ～ 3/21

テーマ：環境
於 王子駅前

テーマ：社会福祉
於 東京江戸川なでしこライオンズクラブ事務局

テーマ：青少年健全育成
於 江東区深川スポーツセンター

今期の細川ガバナーが掲げた「環境」をテー

マのアクティビティを行うことなので、5 ク

ラブ合同で「街の清掃活動」を実施した。

当日は、35 名の参加。王子駅前に集合して、

細川ガバナーをお迎えして、ご挨拶を伺って

から清掃活動に入った。主に駅前の三角公園

と周辺の明治通り等歩道のゴミ拾いを、揃い

3 月 21 日東京江戸川なでしこ LC 事務局に

於きまして第 11回「なでしこしあわせ食堂」

を開催いたしました。

「だれでも食堂」というコンセプトで、子ど

もから大人まで、みんな仲良く楽しい時間を、

美味しいご飯と共に過ごすことをテーマに、

東京江東南ライオンズクラブでは、青少年健

全育成の継続アクティビティとして「ミニバ

スケットボール」に協力している。今年度は

男子 12 チーム、女子 10 チーム、総勢 400

名の参加のもと 21 日に無事閉会した。今年

度は男子チームが城東ミニバスケットボール

クラブ、女子チームが深川ミニバスケット

盲導犬育成募金活動およびチャリティコンサート広報活動

9R1Z東京品川 LC 3/17
東京品川 LC は継続アクティビティとして

2018 年 4 月 25 日（水）に盲導犬育成チャ

リティコンサートを開催します。本日（3 月

17 日）はこのコンサートの広報活動そして

盲導犬育成募金を 14 時より JR 大井町駅東

口 2 階デッキ広場にて公益財団法人アイメイ

ト協会の協力を得て行った。土曜日の午後、

春らしい穏やかな晴天に恵まれ、駅前広場を

テーマ：社会福祉・障がい者支援
於 JR 大井町駅東口２階デッキ広場

のライオンズのマークの付いた格好で、1 時

間程行った。お天気にも恵まれ温かい日で

あった。意外と多くのゴミを集めることがで

きた。最後に集めたゴミも入れて参加者全員

で記念写真。ライオンズクラブの活動を少し

PRもできたのではないかと思った。

東京荒川西 LC　Ｌ明戸まゆみ

今後は月１回の開催を目指していきます。

また、5R2Z の RCP、ZCP をはじめとする

ライオンズクラブメンバーにも多数お立ち寄

り頂き、雪の降る中、盛会に終わらせていた

だきました。

東京江戸川なでしこ LC　会長　Ｌ早川和江

ボールクラブが見事優勝となった。平松勇権

会長より優勝チームへの表彰の場面です。今

後も継続して青少年健全育成アクティビティ

を展開していきたい。

東京江東南 LC

PR情報委員会委員長　L半谷英治

行き交う人々にクラブメンバー約 10 名はア

イメイト協会の盲導犬 2 頭と共に募金の呼び

かけ、それからチャリティコンサートの告知

を行った。また阿久津隆文元地区ガバナー夫

妻も愛犬とともに激励に訪れ、このアクティ

ビティを盛り上げた。　

東京品川 LC　会長 L伊藤義夫

実行委員長 L今村廉彦
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3.11 支援者の集い「私たちは忘れない」

東日本大震災復興支援「3.11 を忘れない」募金

文京区少年少女サッカー大会

12R2Z東京町田クレインLC

5R2Z東京江戸川南 LC

1R3Z東京中央 LC

3/11

3/12

3/17

テーマ：復興支援
於 和光大学ポプリホール鶴川

テーマ：復興支援
於 東西線西葛西駅前

テーマ：青少年健全育成
於 小石川運動場

東日本大震災から 7 年。少しずつ復興してい

るように思われるが、被災者の皆さんは、今

もなお重い心の傷を持ち生活している今日。　

遠くからただ情報だけを見たり聞いたりの中

で、地元でのチャリティ事業は素晴らしく思

えた。私どもメンバー 12 名も参加させてい

3 月 12 日　東西線西葛西駅前におきまして

東日本大震災復興支援「3.11 を忘れない」

募金を実施した。大震災から 7 年被災地はま

だまだ復興が進まない状況のようであるが、

当クラブでは宮城県気仙沼の子ども達のため

にとの思いで、毎年 3 月に実施している。当

日は 5R2Z のメンバーが多数応援に来ていた

東京中央ライオンズクラブ主催の「文京区少

年少女サッカー大会」が小石川運動場で開催

された。選手登録は１年生から 6 年生までの

600 名、保護者を含めると 1,000 名を超え

る方々に参加いただき、文京区の後援をいた

だいて盛大に開催することができた。お天気

東日本大震災復興支援募金

7R2Z東京けやき LC 3/11
3 月 11 日 ( 日曜日 ) 東武東上線成増駅に於

いて、東京けやき LC は東日本大震災復興支

援募金を行った。被災地ではインフラを中心

にまちの姿が再興する一方、今も約 7 万 3

千人が避難生活を送り、人々の生活や地域社

会の立て直しは道半ばが現実である。

7 年目をむかえた復興支援募金で、けやき

LC は避難生活を送る皆様の生活再建を願い、

テーマ：復興支援
於 東武東上線成増駅

ただき、ビデオ上映の中の 7 年前の様子を見

ると、当時を思い出さずにはいられなかった。　

今、被災地では何が必要なのかを常に考え、

被災地に寄り添った支援を今後も引き続き行

いたいものである。

東京町田クレイン LC　会長　Ｌ志村容一

だき、お陰様で 552,596 円の募金をお預か

りすることができた。全額、気仙沼 LC をと

おして、気仙沼の子どもたちの為に役立たせ

て頂く。応援に駆けつけいただいた 5R2Z の

メンバーにお礼と、募金していただいた皆々

様に感謝申しあげます。

江戸川南 LC　会長　Ｌ硯川俊浩

は快晴でサッカー日和であった。

将来の J リーガーを目指す子どもたちには笑

顔があふれ、またお父さんお母さんもお子さ

んの活躍に黄色い声援を送り、会場を盛り上

げていた。

東京中央 LC　Ｌ市村一敏

大勢の人々の協力を得て 118,427 円の思い

を被災地に届ける事ができた。　今年も 3 月

11 日 14 時 46 分 18 秒、被災地にサイレン

が鳴り響く、それは多くの哀しみを乗り越え

て復興のゴールへ導く冀望の声。

それとも遠い先にあるものを次の世代に託す

祈りの声だろうか。

7Ｒ 2Ｚ　ＺＣ　Ｌ吉岡晋
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浅川清掃

14R1Z 東京八王子いちょう LC 4/3

テーマ：環境
於 浅川堤防

2018 年 4 月 3 日（火）浅川堤防に於いて浅

川清掃を実施した。このアクティビティーは

当クラブ CN5 周年の際に 36 本の桜を植樹

したことから始まり、環境環境保全事業のメ

インアクティビティーとして毎年実施されて

いる。27 年たった今、植樹された桜は大き

な大木となり春の浅川堤防を色あざやに飾っ

みんなの公園をみんなできれいにしよう！

7R2Z 4/1
4 月 1 日に 7R2Z（東京板橋西 LC・東京志

村 LC・東京けやき LC）合同アクティビティ

「みんなの公園をみんなできれいにしよう！」

を板橋区立城北公園でおこなった。親子連れ

の方に LC メンバーが、子供が持てるごみ袋

を手渡して「ケガをしないように小さなもの

でも良いので、ごみを集めて下さい。ごみ袋

を持ってきて頂くとミニ蒸気機関車に乗れま

すよ」と声がけをし、公園内の多くのごみが

集まった。石炭を焚いて蒸気の力で走るミニ

蒸気機関車を走らせる為に、公園内の一角を

テーマ：環境
於 板橋区立城北公園

囲うように線路を敷設した。発射合図の汽笛

を鳴らし、多くの親子に春のさわやかな風を

感じながら敷地内を 2 周し、子供たちの笑

子ども食堂とコラボ～いっぱい食べようBBQ大会

5R2Z東京江戸川南 LC 4/1

テーマ：社会福祉
於 新左近川親水公園デイキャンプ場

4 月 1 日　新左近川親水公園デイキャンプ場

に於いて、東京江戸川南 LC 今期最大のアク

ティビティ【子ども食堂とコラボ、いっぱい

食べよう BBQ 大会】を実施した。江戸川区

内の子ども食堂５団体に声をかけ、子ども食

堂に来ているご家族を招待して行った。最高

の天気ということもあり、当日 参加希望者

が殺到し 最終的に 39 家族、139 名の親子

が参加しての大 BBQ 大会となった。子ども

達が飽きることのないようにと 飲食の他に、

金魚すくい ･ ヨーヨーつり ･ 落書きボードを

用意し、子ども達の笑顔を思い浮かべると、

本当にやって良かったと感じた。最後になり

ましたが、ご協力頂きました「東京江戸川な

でしこライオンズクラブをはじめ、5R2Z の

各クラブ」「ボーイスカウト江戸川 7 団」「江

戸川区内子ども食堂関係者」等の各団体の皆

様方に深く感謝申しあげます。

東京江戸川南 LC　会長 L 硯川俊浩

ている。クラブメンバー 28 名が参加し、清

掃活動に汗を流しゴミ袋（45L）9 袋のゴミ

が集められた。毎年清掃活動を実施している

が、年々ゴミの数が減少しているように感じ

られた。

レポート）東京八王子いちょう LC　L 根岸雅也

顔も満開なアクティビティであった。

レポート）広報情報委員会
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献血活動

チャリティ観劇例会

紅しだれ桜の植樹

11R2Z 東京中野 LC

13R2Z 東京田無 LC

2R1Z東京浜町 LC

3/22

3/25

3/28

テーマ：献血
於 中野サンプラザ

テーマ：青少年育成、障害者支援、社会福祉
於 明治座

テーマ：青少年健全育成
於 浜町公園

22 日 ( 春分 ) の雪が降る様相から一転し、晴

天の暖かい 3 月 22 日に東京中野 LC は中野

サンプラザの広場に於いて献血活動を実施し

た。献血車両 3 台を配置して午前から多くの

方々にお越し頂き、東京中野 LC 受付数 217

名、赤十字受付数 199 名、実献血者数 166

名であった。お待ち頂く方々にコーヒーをお

毎年恒例の東京田無 LC 主催の観劇会が今回

は桜の時期に開催された。今年の内容は五木

ひろし特別公演及び坂本冬美が特別出演とい

う豪華なラインナップであった。11 時に開

演した第１部は、五木ひろし・坂本冬美の共

演による１時間の松竹新喜劇で、第２部は

平成 30 年 3 月 28 日（水）毎年実施してい

る「紅しだれ桜」の植樹を行った。浜町公園

の植樹は平成 11 年に始まり、平成 20 年か

ら毎年続けて、現在では 16 本となった。当

日は晴れ晴れした天気にめぐまれ、そめいよ

しの桜も紅しだれ桜も満開で、花見の見物の

児童養護施設卒園式

1R2Z東京ピース LC 3/21
昨年来東京ピースライオンズクラブとしてご

縁をいただきました児童養護施設の卒園式に

会長として参加した。児童養護施設は 2 歳か

ら 18 歳までの子供たちを対象としている。

18 歳になり高校卒業と同時に今まで家族の

ように暮らしてきた子供同士や職員と離れて

巣立って行かなければなりません。未来への

第一歩に胸を膨らませながらも、はじめての

一人暮らしに、心細い思いもしていることで

テーマ：社会福祉
於 青梅児童養護施設

出し、のどの渇きを癒して頂き、くつろいで

頂く等おもてなしの心が見られた。また、東

京都赤十字血液センター 副所長　西田一雄

様もお見えになり、L 宇田川直子の説明を受

けながら献血活動を見守った。

レポート）広報情報委員会

人々が沢山いる状況であった。このアクティ

ビティは、中央区役所水とみどりの課が担当

し、毎回ご協力を得て行なっている。東京浜

町ライオンズは、地域と相互理解と友愛、そ

して地域に根ざした社会奉仕をつづけて行き

たいと思っている。

しょう。東京ピースライオンズクラブからも

些少ではありますが卒園生を支援していただ

けるようにと施設に寄付をさせて頂いた。彼、

彼女等の将来が明るく素晴らしい人生になり

ますように心から願わずにいられません。来

期もこの活動を続けて行かれますようにクラ

ブで話し合って参りたいと思います。

東京ピース LC　会長 L 山下規介

「ビッグショー華麗なるステージ」という 2

時間のコンサートが行われた。

約 160 名の参加メンバーは芝居と歌に酔い

しれ、あっという間の素晴らしい３時間を過

ごした。　　　    レポート）広報情報委員会

東京浜町 LC　会長 L 鳥居 勇
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児童養護施設広尾フレンズ進級を祝う会

2R3Z東京山王 LC 4/4
渋谷区広尾にある社会福祉法人福田会が運営

する児童養護施設「広尾フレンズの進級を祝

う会」にお招きいただき、東京山王 LC を代

表し、会長の大川あつ子、幹事の塚松卓也の

2 名が出席した。お弁当を食べながら子供た

ちと談笑。クリスマス会の時、東京山王 LC

が贈ったおもちゃが楽しく、みんなで遊んで

いるとの話を聞くことができた。子供たちと

テーマ：社会福祉
於 児童養護施設「広尾フレンズ」

は、秋のわいわい祭り、渋谷区のバザー、ク

リスマス会の準備と当日、そして今回の進級

を祝う会と、何度も顔を合わせているので、

だんだんと顔見知りになり、当初より親しく

できるのが嬉しかった。

東京山王 LC から、進級のお祝いの品を 46

名全員にプレゼントさせていただいた。

東京山王 LC　会長　L 大川あつ子

東京昭島 LC　多摩川クリーン作戦

13R1Z 東京昭島 LC 4/8

テーマ：環境
於 多摩川河川敷

2018 年 4 月 8 日（日）に東京昭島 LC では

「昭島市 多摩川クリーン作戦」に参加し、昭

島市内の多摩川河川敷を清掃を行った。清掃

活動の参加者はライオンズクラブの他に少年

野球や少年サッカー等のスポーツ団体や自治

会連合会等の団体も協力し、参加者数は総勢

約 2000 人であった。空き缶やタバコの吸い

殻の他に魚釣りやバーベキューで出されたゴ

ミを回収し手配したゴミ収集車にて分別回収

を行った。

東京昭島 LC　第一副会長　L 関　飛雄一

東京表参道ライオンズクラブチャーターナイト５周年記念式典

10R1Z 東京表参道 LC 2/16（金）
東京表参道ライオンズクラブ結成 5 周年記念

式典と 3 人の新入会員を迎え、入会式を京王

プラザホテルエミネンスホールにて執り行っ

た。細川ガバナーよりラベルピン、入会キッ

トの贈呈と激励のお言葉も頂戴した。山浦元

国際理事よりご祝辞を頂いた際には、障害者

支援活動の功績に対し、初代会長Ｌ松浦へ国

際会長感謝状を頂戴した。式典後の休憩の時

間には、ドレミファダンスメンバーから、い

つも応援していただいているライオンズの皆

様へ御礼のご挨拶とダンスが披露された。祝

宴では村木前地区ガバナー 、大石元地区ガ

クラブ周年行事

バナー よりご祝辞を頂き、中野元地区ガバ

ナーに WE SERVE の御発声を頂いた。アト

ラクションとして、当クラブメンバー及びサ

ポーターによる「ライオンズよさこい」を披

露した。そして、ウェルカム演奏で皆様をお

迎えした東海大学吹奏楽研究会による演奏、

サポーターメンバーによるジャズダンス、バ

レエの演舞を披露した。

「また会う日まで」で締めくくり、大盛会の中、

祝宴を閉会しました。

東京表参道ライオンズクラブ　会長 L 左近聖子

幹事 L 細田未央
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クラブ周年行事

東京ウィルＬＣ 支部「みらい」結成会並びにチャリティライブ開催

東京八王子高尾ライオンズクラブチャーターナイト２５周年記念式典

7R3Z 東京ウィル LC

14R1Z 東京八王子高尾 LC

2/25（日）

3/13（火）

2 月 25 日（日）19 時よりアルカンシェル

南青山にて東京ウィル LC 支部「みらい」結

成会並びにチャリティライブを総勢 117 名

で開催した。

16 期Ｌ石橋みどり会長方針は会員増強の一

環として、クラブ支部を結成し地域の小さ

なニーズに即応する事でした。結成以来今

期まで女性ばかりで奉仕活動に取り組んで

参りましたが支部には男性会員にご入会い

2018 年 3 月 13 日京王プラザホテル八王

子 5 階 翔王の間に於いて、東京八王子高尾

LC CN25 周年記念式典が開催された。東京

八王子高尾 LC は、高尾山の自然環境保全を

中心に運動し、エコカー日本一、マルニエ

通り清掃、東海自然歩道、五クラブ献血活

動、発達障害者支援など地域ニーズに対応

した運動を続け、25 周年を迎えた。第 1 部

では記念アクティビティが発表され地球環

境、未来を担う青少年を対象としたアクティ

ビティにこれから一層の発展を感じる式典

だった。第 2 部、記念講演は、大本山高尾

山薬王院 執事長 菅谷秀文 様による講演が

行われた。第 3 部は、元地区ガバナー・名

誉顧問の L 石井征二の乾杯で祝宴が開会し

春を感じながらの 25 周年をお祝いした。

レポート）広報情報委員会Ｌ赤尾、Ｌ根岸

ただき新たな可能性を感じた。たくさんの

ウィル LC ファンにご出席いただき、あたた

かい励ましのお言葉を頂戴し新入会員のみ

ならずメンバー一同緊張感とやる気が漲っ

た。チャリティライブでは jazz singer 石橋

みどりの新曲とおなじみの名曲を楽しんだ。

愛されること・必要とされること・役に立

つこと・褒められること・究極の幸せと言

われている 4 つがライオンズクラブの活動

3 月 29 日（木）10 時より、千鳥ヶ淵戦没

者墓苑にて東京葵ライオンズクラブ主催「戦

没者追悼慰霊式典」が行われた。実行委員

長 L 福井清太により開式の辞が行われ、戦

没者追悼慰霊式典では細川孝雄ガバナーは

じめ地区役員・全国友好葵ライオンズ・後

援クラブ会長による献水の儀、江東区立明

治小学校マーチングバンドによる音楽奉奏、

そして参加者全員による献花などが厳かに

行われた。またアクティビティとして、千

鳥ヶ淵戦没者墓苑仕会様、区の花「桜」の再

生などに活用される千代田区さくら基金様、

ガールスカウト東京都連盟新宿・千代田様、

さらに結成 45 周年特別アクティビティとし

てクラブメンバー全員による「LCIF100 ド

ル献金」がそれぞれ贈呈された。その後場

所を移動し、マリオット銀座東武ホテル『龍

田の間』において 13 時より東京葵ライオン

ズクラブ結成 45 周年記念例会・祝宴が行わ

れた。祝宴では学習院大学アカペラ・バン

ド・サークルのメンバーによるアカペラ演奏

が行われた。100 周年記念ライオンズクラ

戦没者追悼慰霊式典＆結成４５周年記念例会・祝宴

1R3Z 東京葵 LC 3/29（木）

にあります。

東京ウィル LC　幹事 L 小川　晶子

ブソング・コンペティション応募作品も披露

され会場は大いに盛り上がった。今井文彦第

一副地区ガバナー・伊賀保夫第二副地区ガバ

ナー・追原リジョン・チェアパーソンによる

ライオンズローアが行われた後、副実行委員

長Ｌ今井龍司による挨拶で閉宴となった。

レポート）広報情報委員会
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ー キャビネット ー　於  東京プリンスホテル・マグノリア

ー 献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 ー　於  東京都赤十字血液センター

ー 健康促進（小児がん・糖尿病対策）委員会 ー　於  聖路加国際病院本館トイスラーホール

1/29（月）臨時第１回キャビネット会議および賀詞交歓会開催

2/14（水）献血・献眼・献腎・骨髄移植フォーラムを開催

2/15（木）チャリティーコンサート＆基調講演（小児がんの日）

臨時第 1 回キャビネット会議及び賀詞交歓会

が東京プリンスホテルにて開催された。

キャビネット構成員 109 名のうち 100 名が

出席し構成員以外の出席者 142 名をあわせ、

計242名が出席した。冒頭にアワード贈呈式、

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会

（Ｌ川島富美子委員長）主催によるフォーラ

ムが赤十字血液センターで行われ、約 120

名が参加した。

アイバンクサポーター講習会を兼ねた第 1 部

では、受講終了後「日本アイバンク協会サポー

ター」の資格認定証が全受講者に授与された。

講師として招かれた（公財）日本アイバンク

協会の西田輝夫常務理事が同協会の現状とラ

イオンズクラブの皆様にお願いしたい啓発活

健康促進（小児がん・糖尿病対策）委員会（L

葛西智子委員長）は2月15日（小児がんの日）

に小児がん患者支援、啓蒙活動の一環として

アーティスト 2 組のチャリティコンサート

と 1 団体の講演を中央区築地近くの聖路加国

際病院本館トイスラーホールにおいて開催し

感謝状贈呈、それか

ら会員増強の表彰を

行った。引き続き議

事に入り会計報告、

年次大会関係、スペ

シャルオリンピック

動について話した。

第 2 部ではゲストスピーカーとして女優の友

寄蓮氏が「急性リンパ性白血病」を克服した

自己の経験による献血に対する「ありがとう

の声」を講演、続いて日本骨髄バンクよりド

ナーの体験談や日本の臓器移植の現状をコー

ディネーターが講演し参加者は 3 時間に渡る

講演を熱心に聴講した。

レポート）広報情報委員会

た。当日は地区メンバーおよび関係者約 80

名が参加した。当委員会は国際協会が小児が

んに取り組むこととなったのをきっかけに、

がんを克服した子供たちの多くが体の発達や

学習能力を低下させる後遺症に悩まされてい

る現状、その子供たちや家族をサポートする

目的でこのチャリティイベントを企画した。

まず基調講演として、ひまわりメソッド代表　

三村麻子氏の「小児がん患者の教育・学習機

会についての問題」について、ご自身の体験

に基づいたお話と皆様への支援および協力の

要請がなされた。引き続き、D’STARS およ

びハモローザによるコンサートが行われ、参

加の皆様を楽しませた。

＜ひまわりメソッドとは＞　小児がんにより

ス日本支援、提出案件の審議、各委員会委員

長報告及び報告事項が伝達された。

その後、鳳凰の間にて約 350 名が集まり賀

詞交歓会が開催された。恒例の鏡開きの後、

サプライズとして細川ガバナーのチェロ演

奏、ライオンズクラブソングコンテストのグ

ランプリ受賞曲の発表、フレーベル少年合唱

団によるアトラクションなどが行われ、和や

かな雰囲気のうちに閉幕した。

レポート )広報情報委員会

15 歳 4 か月で他界した理事長三村氏の娘さ

んの闘病できっかけとして生まれた。手術や

治療のために長期入院している病児は闘病の

苦しさ、学校へ通えない悲しさ、さらに治療

のために経済的・時間的負担を家族に強いて

いるという心苦しさなど山積してしまう。こ

のような病児たちに「アートワークショップ」

と「教育の場」を届けたいという想いから生

まれた。　　　　レポート　広報情報委員会
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キャビネット関連報告
委員会セミナー等告知

ー 献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 ー　於  増上寺境内

ー 健康促進（糖尿病対策・小児がん）委員会 ー　於 東京都赤十字血液センター

ー キャビネット ー　於  東京都赤十字血液センター

1/2（火）・1/3（水）新年、増上寺境内での献血活動

1/25（木）糖尿病対策セミナーを開催

1/15（月）１００周年記念特別・第６４回年次大会　第１回 正・副部会長会議

皆さま、新年あけましておめでとうございま

す。新年最初のアクティビティとして献血・

献眼・献腎・骨髄移植委員会（Ｌ川島富美子

委員長）は地区内各クラブの有志メンバーと

共に日本赤十字社（東京都赤十字血液セン

ター）に協力、初詣参拝者で賑わう芝・増上

寺境内において献血活動を行った。2 日、3

健康促進（糖尿病対策・小児がん）委員会（委

員長 Ｌ葛西 智子）は 100 周年記念奉仕チャ

レンジで追加された重要なグローバル奉仕、

すなわち糖尿病の啓発活動の一つとして糖尿

病対策セミナーを赤十字血液センターにおい

東京都赤十字血液センターにて第 64 回年次大

会　第 1回 正・副部会長会議が開催された。

日共に良い天気に恵まれ増上寺の初詣参拝者

約５万人という事もあり、献血者の受付は 2

日は順調、3 日はすこし少なくなりましたが、

2 日が 58 名、3 日が 55 名と 2 日間で 100

名を越す方々に貴重な血液を提供して頂く結

果となった。

レポート）広報情報委員会

て開催した。

メンバー及び一般の方々併せて約 100 名が

参加し、導尿病の知識、予防及び治療法につ

いて学習した。

1）エバーグリーン代表  加藤実絵先生

　  テーマ： 糖尿病予防栄養学

予防・治療には糖質制限食（炭水化物の摂取

量の制限）が必須であることを説明した。

2）宗田マタニティクリニック院長　宗田哲男先生

　 テーマ： 糖尿病からさよならをする為に

糖質ゼロの食事術やケトン体の効果などにつ

いて説明した。

出席者は 45 名であった。

細川ガバナーと大会委員長　Ｌ阿久津隆文の挨

拶の後、大会委員会アドバイザーＬ戸部研一の

もと 4 月14 日（土）に開催される第 64 回年

次大会代議員会、式典、晩餐会のタイムスケ

ジュールの説明がなされた。

また、今後の会議日程としては 3 月に第 2 回正・

副部会長会議、4 月には第 1回運営全体会議、

議事運営代議員会進行勉強会、前日準備に大会

リハーサルが開催される旨の説明があった。

その後、各部会で協議を行い各部会長の報告後

に、大会会計　Ｌ荻野桂一の挨拶で閉会した。　　　 

レポート ) 広報情報委員会

また複数の質問者に対しても真摯に疑問点に

返答がなされ、参加者・糖尿病に関心のある

方にとって非常に有意義なセミナーとなった。　　　　　　

レポート）広報情報委員会
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ー 薬物乱用防止委員会 ー　於  国立オリンピック記念青少年総合センター

ー キャビネット ー　於  東京都赤十字血液センター会議室

ー 環境委員会 ー　於  片倉つどいの森公園

ー キャビネット ー　於  AP 西新宿

2/22（木）第２回薬物乱用防止教育認定講師養成講座

2/23（金）アワード審査会

3/10（土）環境保全植樹活動

3/12（月）第３回キャビネット会議を開催、１～２月会員増強優秀クラブを表彰

国立オリンピック記念青少年総合センターに

て「第 2 回薬物乱用防止教育認定講師養成講

座」が開催され、新規・更新受講者 68 名、

委員会より 13 名が参加した。

第 64 回年次大会において表彰されるガバ

ナーズ・アワードの審査会が 2 月 23 日（金）

に東京都赤十字血液センター会議室において

開催された。今期のアワードはアクティビ

ティ部門（A-1 ～ 15）、運営部門（B-1 ～

10）そして特別賞で構成される。

八王子「片倉つどいの森公園」で植樹活動実

施し、参加者は 55 名。環境委員会佐藤剛委

員長の開会挨拶から始まり、八王子市石森孝

志市長、八王子市議会福安徹前議長、細川孝

雄ガバナーの挨拶に続き、記念石製ベンチの

除幕式、記念樹「ハナミズキ」の贈呈式を行った。

その後、植樹を開始。シャベルで土を掘り、

120 株のサツキツツジ、クルメツツジ（トコ

AP 西新宿において第３回キャビネット会議

を開催した。キャビネット構成員 109 名中、

105 名が出席した。冒頭に 1 月～ 2 月会員

増強 2 マンスアワードの表彰が行われ、優

秀クラブ 1 位より 3 位までが表彰された。1

位は東京江戸川東 LC（純増 18 名）、2 位は

東京横田 LC（純増 6 名）そして 3 位は東京

キング LC（純増 5 名）であった。会議では

5 月 9 日（水）にメンバー間の親睦を深め情

報交流の場として開催する ｢ 薬物乱用防止委

員会主催親睦ゴルフ ｣ が案内され、続いて最

新 DVD｢ ダメ・ゼッタイ ｣ の薬物乱用防止教

育 ｢ 身近にひそむ薬物乱用 ｣ に続いて、世界

の薬物事犯の情報・麻薬取締の実態・危険ド

ラッグ対策について・薬物乱用と身体への影

響等各分野の先生による講演、その後、ゴー

ルド認定講師 L 森瀬宗忠（東京石泉 LC 所属）

より中学生を対象とした実践講座が行われ

た。公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止セ

ンター企画部長加藤康樹氏に閉校の挨拶を頂

きＬ今井文彦第一副地区ガバナーによる新規

受講者に認定証授与が行われ盛会のうちに閉

会した。

薬物乱用防止委員会副委員長 Ｌ川名喜正

審査担当の各委員会メンバーは各クラブより

提出された申請書について真剣に目を通し、

協議しながら審査を進めていった。2 月 27

日の最終審査を経て第 3 回キャビネット会議

において受賞クラブ・受賞者が発表される。

レポート）広報情報委員会

ナツ・ハナアソビ）の 3 種類を、L 字型に並

べた。八王子市制 100 周年とライオンズク

ラブ 100 周年を記念に御影石で制作された

石製ベンチの側面には、ロゴと「悠久の未来

へ」の言葉を彫り、この雄大な公園の環境が

これからの未来にも続き、人々の心にやすら

ぎを与えてくれることを願った。

環境委員会副委員長 L 中川喜美枝

2017-18 年度上半期会計報告および第 64

回年次大会関係の協議がなされた。その後、

各委員会委員長の提出案件を協議した。報告

事項では、第 101 回国際大会（ラスベガ

ス）の代議員登録手順、それから 2019 年の

OSEAL フォーラムの開催が広島に決定され

たことが発表された。

さらに 330-A 地区全般に関する事項として

本年度主要行事、ゾーンチェアパーソンの選

任について各クラブへ文書が発信されたこと

について報告がなされた。

レポート）広報情報委員会

■クラブ対抗ゴルフ大会

■第 19 回東京都障害者スポーツ大会

キャビネットより告知

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 『
地
位
』と　

　
『
名
誉
』を
か
け
て
。

『
地
位
』と　

　
『
名
誉
』を
か
け
て
。

開催日時・場所

競技方法

平成30年 6/18（月）

大利根カントリークラブ
〒306-0633 茨城県坂東市下出島10　　TEL 0297（35）1344

　スタート時間　AM8：00
　集合は各自スタート45分前まで。

参加人数：300名様を予定
 （各クラブ可能な限り、最低2名はご協力くださいますようお願い申し上げます）

参加資格：ライオンズクラブ会員（賛助会員、家族会員の方でも大丈夫です）

申込方法：2018年5月31日（木）までに下記へFAXまたはメールにてお申し込みください
会　　費：4,000円（パーティー代と景品代として）

プレー費等：18,000円前後　各自でご精算ください
 （プレー費、キャディフィを含む） 

クラブより出場頂きましたメンバーのうち、上位2名のスコアを「グロス」で集計し、
クラブごとの順位を決めます。

（組合せ、スタート時間他、詳細は後日ご連絡申し上げます。）

お問い合わせ先
ライオンズクラブ国際協会 330-A地区　キャビネット副幹事（L萩原俊長） まで
メールアドレス：toshinaga@kyoeido.co.jp
F A X：03 - 5 3 3 0 - 3 3 7 0
携帯電話：090 - 3 9 1 6 - 8 2 7 2（L萩原）

当日はプレー終了後、会場にて表彰式を行います。こちらも併せてご出席くださいますようお願い申し上げます。　欠席される場合は、予めお知らせくださいますようお願い申し上げます。

【谷和原ICからお越しの場合】三郷JCTー常磐自動車道（約15分）谷和原ICー（約25分）大利根カントリークラブ
【坂東ICからお越しの場合】久喜白岡JCTー圏央道（約25分）坂東ICー（約15分）大利根カントリークラブ
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357

鬼
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川

鬼怒川
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根
川 ミュージアムパーク

茨城県自然博物館

きぬ総合公園
常総市役所

野田市

愛宕

清水公園

TKK茨城工場大利根カントリークラブ

※時間厳守で
　お願いいたします。

拝啓　春暖の候、皆様方に於かれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素はキャビネット活動へのご理解とご協力に深く感謝申し上げます。
　さてこの度、地区キャビネットでは初めての試みとなりますが、各クラブ間の親睦を
深めながら、ゴルフNO.1クラブを決定するゴルフ大会を開催する運びとなりました。
　チャリティなしのガチンコ対決でございますが、親睦も深めていただくことも
この会の主旨となっておりますので、皆様方には奮ってご参加くださいますよう
お願い申し上げます。

敬具

330-A地区 キャビネット 東京ゴルフライオンズクラブ主 催 幹事クラブ

2018年
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東京都障害者スポーツ大会� 開催概要�
�

開� � � 催� � 日� ：���� 年 �月 �� 日�土�・�� 日�日�両日� �� 時 �� 分～��時 �� 分まで�
集� 合� 時� 間� ：両日とも �時 �� 分�
開� 催� 場� 所� ：駒沢オリンピック公園総合運動場� 陸上競技場�
� � � � � � � � � 〒��������� 世田谷区駒沢公園 ����
� � � � � � � � � 東急田園都市線「駒澤大学」駅より徒歩 �� 分�
主� � � � � � 催� ：東京都・公益社団法人東京都障害者スポーツ協会�
特別協賛団体：ライオンズクラブ国際協会 �����地区�
登� � � 録� � � 料：無料（登録された方のお弁当は無料）�
お問い合わせ先：社会福祉・障がい者支援委員会� 副委員長� � 田村� 聖二� �������������� � � � � �

副委員長� � �� 柴﨑� 武士� ��������������
�
※軽装にてお出かけください。�
※ゴム底スニーカー（タイプ）にてご参加をお願い致します。�
※ライオンズベスト、ライオンズ帽子、ジャンパー等御座いましたらご着用お願い致します。�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

※スポーツ大会・その他の競技と競技場及び支援クラブのお知らせ�
���� 卓球（身体・知的・精神部門）�月 ��日�土�・�� 日（日）� � 時 �� 分～��時 �� 分（予定）�

開催場所：駒澤オリンピック公園運動場� 体育館�
〒��������� 世田谷区駒沢公園 ����

� � � � � � � � � � 東急田園都市線「駒澤大学」駅より徒歩 �� 分�
� � � 支援クラブ：東京紀尾井町 ���
�
���� ボウリング（知的部門）�月 �� 日�日�� � 時 �� 分～�� 時 �� 分（予定）�
� � � 開催場所：東京ポートボウル�
� � � � � � � � 〒��������� 東京都港区芝浦 ��������
� � � � � � � � ����������������������������������
� � � � � 支援クラブ：東京番町 ��、東京大江戸 ���
�
���� 水泳（身体・知的部門・精神）�月 ��日�土�・�� 日�日�� � 時 �� 分～��時 �� 分（予定）�

開催場所：武蔵野の森総合スポーツプラザ�プール�
� � � � � � � � 〒��������� 東京都調布市西町 �������
� � � � � � � � ����������������������������������
� � � � � � � � � � � � � � � 京王線「飛田給駅」より徒歩約 �分�
� � � � � � � � 西武多摩川線是政行「多摩駅」より徒歩約 �分�

支援クラブ：東京新都心��、東京池袋 ��、東京新宿 ��、�
� � � � 東京新世紀 ��、東京霞ケ関 ��、東京ウイル ��、�
� � � � 東京日本橋 ��、東京赤羽 ���



現在の国会議事堂は、1918 年意匠設計の一般公募、1920 年原敬内閣総理大臣ら参列

の地鎮祭、その後関東大震災や仮議事堂の火災、2・26 事件などを経て 1938 年 11

月の竣工式に至るまで、実に 20 年余の歳月をかけて建設された。設計からは今年で

100 年、私たちライオンズクラブとほぼ同じ歴史を歩んできた。

中央塔下の中央広間には大日本帝国憲法発布 50 年を記念して作られた 3 つの銅像（板

垣退助、大隈重信、伊藤博文）がある。４つの台座に対して銅像が３つしかない理由

については、「4 人目を選出できなかった」、「政治に完成はない、未来の象徴」、「もっ

と偉大な政治家になれという戒めの意味」など諸説あり、未来への期待がそこに込め

られている。また、衆議院入口左手側には、桜の木があり（表紙写真）、敷地内に植え

られている 47 都道府県の木々たちへ「春の訪れを告げ」登院してくる人々へ「精神の

美」を伝えている。

さて、このニュースが配布される第 64 回年次大会の頃には次期リーダーの選出など

様々な手続きが行われるであろう。次年度以降も、こころ豊かな社会の実現に向け、

メンバー一丸となって新たな奉仕活動に挑戦していくことが求められている。先輩方

の実績を継承しつつ、地域からより期待される存在となるために、メンバー一人ひと

りが「4 つ目の台座」の意味について改めて考えてみるのも良いかもしれない。

（写真説明・広報情報委員会 L 荒牧知子・アドバイザー L 赤尾嘉晃）

表紙及び説明写真、撮影協力 : 衆議院警務部・衆議院議員　手塚仁雄事務所

委員長

副委員長

副委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

Adv.

Adv.

Adv.

撮影協力

撮影協力

担当副幹事

（東京みやこ LC）

（東京ピース LC）

（東京法政 LC）

（東京三鷹 LC）

（東京 LC）

（東京葵 LC）

（東京銀座 LC）

（東京ヒルズ LC）

（東京隅田川 LC）

（東京ウィル LC）

（東京大森 LC）

（東京五反田 LC）

（東京ウエスト LC）

（東京表参道 LC）

（東京世田谷 LC）

（東京国立 LC）

（東京葛飾 LC）

（東京豊新 LC）

（東京恵比寿 LC）

（東京けやき LC）

（東京新宿 LC）

（東京銀座 LC）

L 佐原 幸雄

L 茶谷 彰彦

L 後藤 裕文

L 坂本 純一

L 荒牧 知子

L 泉　 孝之

L 高　 亨叔

L 萩　 幸旗

L 田下 一雄

L 篠﨑美千代

L 津守 勝男

L 上辻 利隆

L 矢追 秀紀

L 飯田 容子

L 桂　 太郎

L 大和 祥郎

L 奥山 貞夫

L 赤尾 嘉晃

L 荘　 英隆

L 吉岡 　晋

L 新井 大介

L 宇田 英樹

本日、ちょうど年次大会が終了したところです。代議員会の主な議題であった「３３０－Ａ地

区法人化の推進」については、種々の質問・意見が述べられました。長年この課題について取

り組まれてきた先輩ライオンもたくさんおられますが、新しい地区メンバーにとっては地区の

運営面での議論はまだ身近なものとは感じられないようです。このテーマを今回提案した、組

織連携・再編検討委員会の池田和司委員長はこれから１年かけてじっくり議論して、地区メン

バーのコンセンサスを得てから実行に移したいとのお考えです。このような提案を初めて耳に

したとの各クラブ代議員の感想も耳にし、まずは法人化ということの基礎的な知識を勉強し、

各クラブ・メンバーにとってのメリット・デメリットをじっくり考えることが肝要と感じます。

その目的で今回は巻頭にその特集記事を掲載することとしました。

広報情報委員会　Ｌ佐原幸雄

■ 330 複合地区（第 64 回）年次大会 2018 年 5 月 19 日（土） ＝浦和ロイヤルパインズホテル

■次期三役セミナー　2018 年 5 月 21 日（月） ＝東京プリンスホテル

■第 19 回東京都障害者スポーツ大会　2018 年 5 月 26 日（土）・27 日（日）＝駒沢オリンピック公園総合運動場 陸上競技場

■第 4 回キャビネット会議　2018 年 6 月 4 日（月） ＝東京プリンスホテル

　会議 14 時 00 分～ 17 時 00 分（予定）　懇親会 17 時 30 分～ 19 時 30 分（予定）

■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

クラブアクティビティ・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いたします。330-A　NEWS デジタル版は、過

去の地区ニュース 6 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出来ます。

◆ HP は、「330A で検索」
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