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　2022 年 9月ガバナー公式訪問が今年も盛大に行われました。例年、ガバナーは約 1ヵ月半かけ て、全 14 リジョン
を訪問しますが、今期の増田正明ガバナー ( 東京田無 LC 所属 ) は精力的に訪問し約 1ヵ月で 14 リジョンに足を運び
ました。各クラブの会長・幹事とガバナーが直接対話をする事前懇親会と、それに続き合同例会が執り行われました。
新型コロナウイルスの影響も落ち着きを見せ始め、各会場では、基本的な感染対策を行い、ほぼ例年通りの開催をす
ることがで きました。
 　増田ガバナーはメンバーに対し、今期の 330-A 地区のテーマおよびスローガンを「頑張れ 花の 330-A 未来を夢見
て We Serve」とした理由を力強く語りました。それは、かつて全ての面でトップを走っていた 330-A 地区ですが、
今は人口当たりのメンバー数、LCIF 献金額など他地区の後れを取っている現状を打開し復活の期にしたいという熱い
思いでした。
   花の 330-A 地区の復活、そのためにはまずは会員増強。40 代以下の若いメンバーの増強も必要ではないか、そして
そのためには若手の声に耳を傾けることやデジタル化などの変革が重要であることを伝えました。最後に改めて会員
増強と LCI 寄付への協力をメンバーに訴えました。
　その後、ガバナーから各クラブと新入会員への記念品の贈呈、ガバナーへドネーションの贈呈が執り行われました。
式典に続く懇親会では、各リジョン工夫を凝らしてガバナーをもてなし、ガバナー公式訪問は盛況のうちに幕を閉じました。

2022
ガバナー公式訪問
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学生支部［白獅子会］結成会　
2022 年 8月 6日 ( 土 )　 於 中央大学 (Forest Gateway Chuo ホール )

白獅子会

今話題の「学生支部」とは ?
会員増強の新たな取り組みとして注目されている「学生支部」。昨年度から 力を入れている学生支部結成の現場から、
その結成の経緯や取り組みについ て取材しました。

東京白門 LC学生支部『白獅子会』結成会へ参加しました
2022 年 8月 6日 ( 土 )、中央大学多摩キャンパスにて、東京白門 LCの学 生支部『白獅子会』の結成式が挙行されました。
会場は、2021 年 4 月に供用開始されたばかりの新施設 Forest Gateway Chuo のホール。17 色に色分けされた座席
に座ると、自然と 1～2mのソーシャルディスタンスが確保できるとしてニュースにもなった広大な空間でした。
当日は、白獅子会初代会長の L 大石優花 ( 法学部政治学科 3 年在学中 ) に対して、当クラブ会長である L 松田啓から
支部編成証書が授与され、正式に学生支部が発足しました。
白獅子会の創設時会員数は 32名、うち 30名が中央大学応援団員、2名が親クラブメンバーの家族の新入生です。
そもそも、学生支部は中井正力・前 330-A 地区ガバナーから、主に大学を母体とするクラブに学生支部を作って若者
にライオンズクラブを知ってもらい一緒に活動してはどうかとのアイデアを契機としています。
そんな学生支部ですが、どのように結成されたのか実際のところを伺いました。
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学生支部結成の経緯について
東京白門LCは中央大学のOBで構成されている大学クラブです。母校である中央大学にはすでに多くのボランティア・
サークルがあり、大学としてもボランティア・センターを核として、学生による社会奉仕活動を積極的に支援してい
ます。そのため、実際に新たにライオンズクラブ学生支部を設置することは難しいとも思われました。
しかし、本学教員である L 佐藤信之が部会長である応援団 3 部 ( リーダー部、チアリーディング部及びブラスコア部 )
は日頃よりスポーツ応援等を通じた社会連携活動を展開していました。そこで、L 佐藤は、応援団 3 部の活動と連動
した社会奉仕・貢献を行うことはできるかもしれないと考え、団員 に呼びかけを行ったところ、30 名ものメンバーが
賛同してくれたのでし た。

今後の活動について
現在はコロナ禍のため応援団員の活動は制限されていますが、その解除に伴って、少しずつ社会奉仕活動を組み込ん
でいくことを予定しています。また、応援団員以外にもすでに 2 名のメンバーが加わってくれていますが、今後、そ
の輪をさらに広げることも計画されています。
最近はボランティア活動に励む学生も増えてきているそうです。ライオンズクラブ学生支部は彼らの活動に世界的な
ネットワークを提供したり、様々なアクティビティの機会を提供することができ、学生にとっても有意義な取り組み
になることが期待されます。メンバーの皆様の活動地域にある大学などに働きかけ学生支部を結成することもできま
すので、会員増強の切り札として、学生支部はどのクラブにとっても活用を検討すべき取り組みだと感じ ました。



Club Activity
2022.02.04・07.07
薬物乱用防止教室
渋谷区笹塚小学校  加計塚小学校

渋谷区内の 2 つの小学校で高学年生を対象に薬物乱用防
止教室を開催しました。インターネット等では、警戒心
を薄れさせる誤った情報が溢れていますが、自分の身を
守るために正しい情報を得ることが必要です。生徒たち
は真剣に聞き入り、薬物の怖さを全身で感じた様子で、
講義の後に多くの質問がありました。学校長からも、薬
物使用の低年齢化が急激に進んでいる昨今、警察や薬剤 
師とはまた異なる視点で有意義な教室とのご意見を頂戴
しました。

GST薬物乱用防止委員会 副委員長
東京蒼天 LC L 丸井一弘
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2022.07.31
献血及び骨髄移植ドナー登録会

三軒茶屋ふれあい広場にて献血及び骨髄移植ドナー登録
会を開催しました。東京三軒茶屋 LC の正会員だけでな
く、家族会員、学生会員、他クラブ会員の飛び入り参加
も頂き、献血と骨髄移植ドナー登録への協力呼びかけを
行ったほか、協力者へマルちゃん製麵のパックを贈呈し
ました。
終日大変厳しい暑さでしたが、呼びかけは、こまめに休
憩を取りながら行いました。献血は69名、骨髄移植ドナー
登録は 6名にご協力頂きました。

2022.06.19・07.10
青少年育成事業 麦作り体験会
継続アクティビティ

地元少年野球チームの子供たちの食育をテーマとした「麦
作り体験」を行っています。6 月 19 日は、 地元農家の協
力の下、少年野球関係者と共に、麦の脱穀作業を行いま
した。また 7 月 10 日の専用釡での焙煎作業には、少年
野球関係者とクラブメンバー合わせて 40 数名が参加し、
一連の体験を通して、食物の大切さを改めて認識しまし
た。最後に、昨年度解散した東京稲城多摩 LC の L 川島
の多大なご協力に感謝いたします。

東京町田クレイン LC 会長 L 高橋貞一

2022.07.18
玉川地域少年野球大会で
ホームラン賞を授与

第 74 回玉川地区少年野球防犯大会 ( 小学校の部 ) の閉会
式が玉川せせらぎホールで開催されました。今年は A ク
ラス、B クラスともに用賀ベアーズが優勝し、玉川防犯
協会の木村会長から賞状と優勝旗が、玉川警察の田川署
長からトロフィーが、それぞれ授与されました。また、
東京玉川 LC の L 馬場会長、L 野々幹事からは、ホーム
ランを打った選手全員にホームラン賞を授与しました。

東京玉川 LC 会長 L馬場久雄 東京三軒茶屋 LC

https://bit.ly/3WfnhiJ https://bit.ly/3TPpLD2

https://bit.ly/3TTfs0y https://bit.ly/3UcLdle



Club Activity
2022.08.04
浮間子ども食堂

今回は、夕立の中にもかかわらず 85 名の方々のご参加
を頂きました
回を重ねるごとに、たくさんのご参加を頂き、認知度の
高まりが励みになります
コロナ禍の為、食事の提供はできず配布会としました。
クラブ提供品・メンバー提供品に加え、今回はフードバ
ンクさんからのご提供品も合わせて配布することが出来
ました。

東京赤羽 LC 幹事 L 榛葉孝平
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2022.08.18
支部結成会

東急 REI ホテルにて支部結成会が行われました。
名称は「井之頭池支部」。当クラブの 4大事業の「井の頭
公園池の水質浄化事業」をますます発展させるべく、認
定 NPO 法人生態工房の皆様を素晴らしい仲間として迎
えました。
今後も「よみがえれ井の頭池」をモットーに活動します。
そして、今後の環境保全活動に新たな取り組みが期待さ
れます。
なお、「井之頭」は以前の表記です、昔の水質を復活させ
たい意味で命名されました。

2022.08.06
HDP ホシノドリームプロジェクト 
チャリティ ーボーリング大会

東京ピース LC 結成時よりの継続事業である HDP( ホシ
ノドリームプロジェクト ) チャリティ ーボーリング大会
を東京城東 LC 協賛で開催しました。 HDP とは、オリン
ピック・パラリンピック等の大会を目指すアスリートを
支援するプロジェクトで、故・星野仙一氏が生前よりラ
イフワークとして活動されていました。アスリート支援
の灯を消さぬよう、東京ピ ース LC はスポーツを本気で
頑張る若者支援を継続しています。

東京ピース LC

2022.08.11
「生きる」 上演支援

8 月 11 日豊島区南大塚ホールにて劇団 ZANGE 主催の
舞台「生きる」が上演され、東京ドリーム LC はこの舞
台を支援しました。全国を巡り、記念すべき 20 回目の
公演となった「生きる」は身近な介護をテーマとした演
劇で、親を思うやさしさと、規則重視の行政の狭間で行
き詰っていく「事実に基づいた」話です。
人として、また制度として、どのような対応を求めてい
くのか。沢山の問題点を投げかけられた作品です。

東京ドリーム LC 東京吉祥寺 LC

https://bit.ly/3TT7S6j https://bit.ly/3SOYwXN

https://bit.ly/3WgV9ff
https://bit.ly/3UfEveh
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2022.08.18
東北地方 大雨災害支援 募金活動

西葛西駅前ロータリー広場にて「東北地方 大雨災害支援」
募金活動を、江戸川区内の 4 クラブ合同 (5R2Z) で行い
ました。
今回も西葛西駅をご利用の方々をはじめ、大勢の方のお陰で
¥355,532 円もの募金をお預かりしました。 集まった募金
は翌日、東北地方のライオンズクラブ国際協会 332 地区
キャビネットに送金をし、お役に立てて頂きました。
ご協力いただいた方、暑い中募金活動を頑張ったメンバー
の皆様ありがとうございました。

5R2Z 4 クラブ合同   東京江戸川南 LC 会長 L福田大也
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2022.08.20
西新宿盆踊り大会
うちわデザインコンテストの表彰とうちわ 1500 枚配布

新宿中央公園水の広場にて、西新宿盆踊り大会が開催され
ました。
新都心 LC では、青少年健全育成のため西新宿小学校に
「平和」をテーマにうちわデザインを依頼し、盆踊り大会
で優秀作を表彰させて頂きました。
今年は過去最高の 220 名の参加賞と 7 名の優秀作を選
定し、うちわを 1500 枚配布しました。また、学生支部
のシンバ支部のメンバーも 11 名参加し、会場は大いに
盛り上がりました。

東京新都心 LC

2022.08.21
むさしの会 夏祭り 支援

「むさしの会」は 荻窪病院に長期入院している「血友病」
の子供たちの親の会です。 コロナ禍でしばらくイベント
が行われませんでしたが、今年久しぶりに夏祭りを致し
ました。並木通 LC は、例年、子供達へプレゼントや支
援金で支援しています。 久しぶりの開催に大変にぎわい
ました。

東京並木通 LC 会長 L 柴田美保

https://bit.ly/3UdUDfY https://bit.ly/3Dk6xyl

https://bit.ly/3gMg2yw

2022.08.27・28
原宿表参道元氣祭り
スーパーよさこい 2022

日本 3 大よさこいのひとつ「原宿表参道元氣祭スーパー
よさこい」が 3 年ぶりに開催されました。幅広い年齢層
から成るライオンズクラブよさこいチームは、10 年前か
ら参加し、ライオンズクラブのPRを行っています。近年、
多数の「ノンライオン」メンバー が、共にライオンズ旗
を掲げて踊ってくれるようになりました。沿道の温かい
声援を受け、チーム一丸となって最後まで踊り切った達
成感は何とも言えません。新たな絆が生ま れた素晴らし
い 2日間となりました。

東京表参道 LC L 飯田容子・L川等美咲
東京神楽坂 LC L 葛西 智子 https://bit.ly/3gPLFap
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2022.09.11
森環境保全活動

9 月 11 日、埼玉県の嵐山町にある東京シティ LC の森で
の里山保全活動として、下草刈りと丸太の半割りを行い
ました。この丸太は、昨年 10 月に切り倒し乾燥させて
おいた杉の大木で、前回 7 月 10 日に酷暑の中、軽四駆
荷台に積んで頂上広場まで運んだものです。すみつぼを
使って切断する位置に目印をつけ、チェーンソーで悪戦
苦闘しながら切りました。ゲストの L 藤村にドネーショ
ン頂いた柳を溜池のほとりに植樹し、支えの木組みも設
置しました。

2022.09.11
献血アクティビティ始まる

新宿西口献血ルーム前でのボーイスカウトの皆さんと一緒
に行う「献血呼びかけ」アクティビティが戻ってきました。
30 分と短い時間でしたが、受付した方もいつもより多く
なったとルームのスタッフの方がお話しされていました。
通常へ、第一歩を踏み出せたように感じられた久しぶり
の「献血呼びかけ」でした。
YouTube 動画 :https://youtu.be/h7vsfG-rchQ
PDF: 第 43 期 献血アクティビティ 始まる

東京豊新 LC 東京シティ LC

2022.09.04
保護猫の譲渡会
こまばサロン 暖炉 施設見学

少しでも殺処分される動物を減らしたいと思い、保護猫
の譲渡会を行っている「こまばサロン 暖炉」を見学して
きました。
譲渡会に参加する猫は平均 25 匹、夏は 35 匹から 40 匹
になるそうです。猫達はボランティアさんがご自宅でお
世話をしてくれています。可能な支援を考えています。
保護猫の里親になって下さる方をご紹介下さい。
「本気の譲渡会」のインスタグラムからも、詳細が紹介さ
れています。

紀尾井町 すずらん支部 LC 幹事 L 設楽彩子
https://bit.ly/3TPpgJd

https://bit.ly/3TQUFLj https://bit.ly/3TJJHHj

2022.09.05
豪雨災害義援金

静岡県賀茂郡松崎町で、8 月の豪雨で大きな災害があり
ました。
松崎町は 9 月のアクティビティで伺うご縁のある町とい
うことで、クラブから義援金をお贈りすることとしました。
9 月 5 日松崎町役場にて、深澤町長を表敬訪問させてい
ただき、直接お渡しすることが出来ました。
被災された皆様が一日も早く平穏な生活を取り戻されま
すことを、心よりお祈り申し上げます。

東京マリア LC
https://bit.ly/3Dp3Mfa
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2022.09.23
献血アクティビティ再開 !

2022 年 9 月 23 日 上野恩賜公園ポケットパークに於い
て献血 ACT を行いました。十数年 ぶりの献血であった
がクラブの枠を超えて多くのメンバーが応援に駆けつけ
てくださり結果を残せたこと は今後に良い機会となりま
した。公園内の献血が 3 年ぶりということもありお声が
けすると足を止め てくださる方も多く、我々もアクティ
ビティが出来る喜びを感じられた時間でした。また、9 
月は防災月 間ということでお礼をレトルトご飯などの非
常食にしたことも好評でした。

2022.09.18
ドレミファダンスレッスン

9 月 18 日、代々木の社地域交流センターにてドレミファ
ダンスメンバーレッスンを行いました。最近 は、感染症
対策として対面でのレッスンは行えていなかったため、障
がい者も私たちもこの日をとても楽 しみにしていました。
一緒に踊っていると、私たちの方が元気をもらいます。
腕を最大限まで伸ばして 踊っていたり、全力でジャンプ
したり、最後の決めポーズまでばっちり決めていたりと心
からダンスを楽し んでいることが伝わってきます。毎週
土曜日表参道ライオンズメンバーと練習し、ドレミファダ
ンスコンサ ートで発表します。

東京表参道 LC 東京上野南 LC

2022.09.16・17
下田ビーチクリーン活動と
座禅・写経体験

活動の柱であるクリーン活動で、下田 LC のご協力のも
と、合同ビーチクリーンを開催しました。悪天候が予想
され合同アクテビティは中止となりましたが、晴れ間を
見てクリーン活動を行いました。
第 4 期スローガンが「未来へ繋ぐ ~ 新たな体験」という
ことで、クリーン活動の他、加茂郡松崎町の「帰一寺」
さんにて、座禅と写経を体験してきました。
美しい景色でのクリーン活動と、心と体を整える座禅、
お経を書くことで功徳を積むと言われる写経で、中身の
濃いアクティビティとなりました。

東京マリア LC
https://bit.ly/3WeI7ih

https://bit.ly/3TPDnhj https://bit.ly/3DoM37n

2022.09.16
港区立御田小学校 薬物乱用防止教室

今回は、2年目の講習会です。
前回に引き続き開催をお申込み頂きクラブとしても大変
な励みになります。
ドリームでは、ほぼ全員のチャーターメンバーが認定講
師の資格をもっており機会を得て、講師の経験を積んで
おります。

東京ドリーム LC
https://bit.ly/3gYADjl
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2022.10.01
献血奉仕活動 於 : 船堀駅前

10 月 1 日船堀駅前にて献血奉仕活動を行いました。秋
晴れの土曜日、多くの方にご協力いただ きました。あり
がとうございました。奉仕活動されましたメンバー様、
お疲れ様でした。

2022.10.01
浅草寺清掃 於 : 浅草寺

第 59 期 10 月第一例会を、ライオンズデーとして、都内
最古の寺院である浅草寺の本堂参拝朝座 の法要と清掃ア
クティビティを行いました。清々しいお天気に恵まれ、他
クラブの方々にも参加していただきました。増田正明地区
ガバナー、進藤義夫元地区ガバナー、中島洋吉元地区ガバ
ナーにもお越しいただきました。また、終了後は朝食会例
会を行い、交流を深めました。

東京柳橋 LC 東京江戸川南 LC 会長 L 福田大也

2022.09.23
3 年ぶりの 「ライオンズ杯 武蔵野元気フット
サル大会」開催

コロナ禍で開催できなかった、「第 19 回ライオンズ杯武
蔵野元気フットサル大会 」3年ぶりに開催しました。
当日は感染症対策を十分に行い、参加者全員の 検温、健康
状態他 確認のうえ、武蔵野市内の小学校3年が約90名参加。
素晴らしいアリーナでのフットサルを堪能しました。
親善試合として 小学生 vs イエローライオンズ 試合も行
いました。
ライオンズメンバーの「優しさと強さ」をアピールでき
ました。

東京吉祥寺 LC
https://bit.ly/3TYgDfu

https://bit.ly/3U9o2bd https://bit.ly/3DnPsDz

2022.09.23
薬物乱用防止教室

9 月 23 日港区立御田小学校の 6 年生に対して薬物乱用
防止教室を開催しました。同校で の開催 は 3 年目。東
京ドリーム LC は毎年 4 回程度、港区の小学校を中心に
教室を開催し ています。 「薬物がなぜ危険なのか」につ
いて動画も使って学習し、授業が始まるまで大騒ぎだっ
た 生徒も、映像が始まると真剣にプロジェクターに注目
していました。 講師を務めた第二副地区ガバナー L 杉原
省吾の熱心な講義で生徒たちは薬物乱用の危険性 をしっ
かりと理解したようでした。

東京ドリーム LC
https://bit.ly/3DqwxI6
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2022.10.17
薬乱防止教室

武蔵野市立関前南小にて、今期初の薬乱防止教室を行い
ました。 6 年生に薬物の恐ろしさ、甘い誘いへの断り方、
等々お話してきました。 積極的に質問も飛び出し、とて
も活発な教室となりました。「ダメゼッタイ」を心に刻ん
でくれたと確信 しました。
今後も地元の小学生を中心に開催していきます。

2022.10.10
神社 de献血 in 桜神宮

10 月 10 日スポーツの日に「神社 de 献血 in 桜神宮」を
開催致しました。
クラブ会員、支部会員、家族会員のほか、駒澤大学体育会
應援指導部ブルーペガサスの皆様にもご協力頂き、30 名
弱で活動致しました。
桜新町駅周辺で精力的に呼びかけをしたほか、ご協力者へ
障がい者就労施設で作って頂いた焼き菓子詰合せをクラブ
から贈呈致しました。
呼び込みで献血希望者が殺到し、途中で受付をストップす
る程の盛況ぶりで80名の方にご協力頂きました。

東京玉川 LC 東京吉祥寺 LC

2022.10.06
東京ウィルライオンズクラブ支部
HAKUHO TOKYO結成式

アパホテル & リゾート両国駅タワー「ラ・ベランダ」に
て東京ウィルライオンズクラブ支部 HAKUHO TO KYO
の結成式を開催しました。ウィル 26 名・支部 22 名をは
じめ、ご来賓や友好クラブ、宮城野部屋の力士など総勢
100 名近くの方々が出席しました。 祝宴では、支部名誉
会長 L 宮城野翔の挨拶に続き、経済産業大臣・衆議院議
員西村康稔先生からご祝辞を頂きました。会食後には支
部会長 L 高嶋学と新入会員代表として L 桂由美が挨拶を 
致しました。

東京ウィル LC
https://bit.ly/3UbUXMp

https://bit.ly/3UcFj3g https://bit.ly/3DkNio9

2022.10.08
よみがえれ井の頭池

10/8 吉祥寺恩賜井の頭公園において水質悪化の原因の外
来水草「コカナダモ」の除去作業を行いました。杉原第
二地区ガバナー、GST 環境保全委員会の皆様にもご参加
いただき、メンバー、井の頭池支部、合わせ総勢 50 名
での作業となりました。今回は少し深さが浅めの箇所に、
入水して、ネット等を使用してリヤカー 10 台分の水草
を駆除し、この模様は当日の NHK テレビにも取り上げ
られました。当事業はクラブ創設以来の事業です。

東京吉祥寺 LC
https://bit.ly/3Dr2U9X
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2022.10.18
第 21回チャリティーゴルフ大会
dattochihomeフードバンク開催

東京八王子高尾 LC は第 21 回目となる青少年育成事業 
チャリティーゴルフ大会を開催いたしました。
当日は NPO 法人 dattochihome が行っている [dattochi 
みんなの食堂 ] への食糧支援協力をクラブメンバー、大会
参加者、ブラザークラブにお願いし、多くの食料品を送る
ことが出来ました。みんなの食堂では支援を必要とする子
供向けにお弁当や食料品を配布する活動をされています。

東京八王子高尾 LC

2022.10.15
わいわいまつり 於 : 都立久我山青光学園

10 月 15 日、長年継続している特別支援学校都立久我山
青光学園への支援を実施しました。毎年開催していた親
子ふれあい祭りがコロナ禍でできなくなり、ここ数年は
鉢花の贈呈など形を変えた支援を続けていました。今年
度は少し緩和され、PTA の皆様と協力して安心・安全な
行事を模索し、「わいわいまつり せいこう だいせいこう」
というイベントにベリーダンスのアトラクションを提供
し、ガラポンコーナーを運営しました。

東京さぎそう LC
https://bit.ly/3UdUCZs

https://bit.ly/3U6R0Jv

2022.10.15
植樹祭～いのちの森を世界に

神奈川県秦野市の環境省のプロジェクトのひとつである
「宮脇メソッド植樹祭～いのちの森を世界に」に参加して
きました。 専門家の方々、ボランティアの方々数十名で
土を整え 20 種類ほどの苗木 1000 本ほどを丁寧に 一本
ずつ植えていきました。最後は藁を敷き詰め、ロープで
木々を守る作業も行いました。木を切るのは簡単ですが、
苗木を植えて自然界の中で生きていけるよう守っていく
のはとても複雑で手の込んだ作業であることを身をもっ
て体験しました。

東京マリア LC
https://bit.ly/3U77il2

2022.10.15・16
ふれあいキッチン

10 月 15 日 16 日、江東南 LC と蒼天 LC 合同で、災害
の復興支援として、第 40 回江東区民祭りにてふれあい
キッチンを出店しました。両クラブ及び友好クラブメン
バーあわせて 2 日間それぞれ 30 名が参加、ウクライナ
人も延べ 8 名参加しました。学生ボランティアも 30 名
以上参加し、 焼き鳥やフランクフルトなどを販売するふ
れあいキッチンは大盛況となりました。コロナ禍の影響
で 3 年 ぶりの開催となった今年は例年の 50 万人を上回
る参加者でした。

江東南 LC・蒼天 LC 合同   
https://bit.ly/3gUwi0v



Cabinet・Committee
2022.07.25
第 1回キャビネット会議

2022 年 7月 25 日 ( 月 ) 東京プリンスホテル「プロビデンスホール」において、第 1回キャビネット会議が開催されました。
キャビネット構成員 126 人中 113 名出席 ( 総出席者数 243 名 )。
増田正明地区ガバナーが今期の方針を発表し、ガバナー提出案件等が審議され、各レベルの報告がなされました。新型コロナ
の影響で恒例の懇親会は中止になったものの、会議は滞りなく進行され、盛会のうちに幕を閉じました。
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https://bit.ly/3flgzXX
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東京 2020 オリンピック・パラリンピック
事業報告

全国の LC メンバー 10 万人から 5 年間で約 5 億円の支
援金を募り、次の 5 件の支援事業を行いました。
1. パラリンピック出場を目指している次世代選手への支  
　援事業
2. 新国立競技場付近にライオンズモニュメント設置
3. 樹齢 1000 年のオリーブの樹 ( スペイン産 ) を植樹
4. パラリンピックメダリストへの報奨金の贈呈
5. 障がいを持った子供達 1500 名をパラリンピック競技
　会場へ招待
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2022.10.03
接遇マニュアル改定

「障がいをもつ方への理解のために」接遇マニュアル改定
に必要な関係官庁の許可を頂くため、衆議院会館を訪問
しました。 国土交通省作成の「こころと社会のバリアフ
リーハンドブック」について参考にさせて頂くために、
国土交通省総合政策局のご担当者お二人よりレクチャー
を受け、引用と抜粋等の許可を頂きました。 当委員会は
より良いハンドブックを制作し、バリアフリーや障がい
をもつ方の接遇についての啓発に貢 献します。

2022.09.29
AED 講習会

講師にライフトレーナー株式会社 代表取締役 円舘 潤様
をお迎えしてキャビネット会議室にて AED 講習会を行
いました。前半はパワーポイントを使用して AED の重
要性を教えていただき、後半は AED からの細かい指示
に従って心臓マッサージなどを実践しました。
電池切れで使用出来ない場合もあるので設置したから終
わりではないということ・倒れている人がいたら先ずは
怖がらずに使うことなどを、思いを込めてレクチャーし
て頂きました。

GST緊急対策・アラート委員会オリンピック・パラリンピック支援委員会

2022.08.30・31
ライオンズクエスト

8 月 30 日 31 日と 2 日間にわたり、世田谷区の砧中学
校にて、GST レオ・ライオンズクエスト委員会主催のラ
イオンズクエストが実施されました。約 50 名の中学校
の先生方が熱心に参加したワークショップでは、ファシ
リテーターの指導のもと、身体を動かしたり、話し合っ
たりと様々な実際の活動を通じてライフスキルやその指
導方法を学びました。先生方は時には楽しみながら、時
には真剣な面持ちで参加し 2 日間のプログラムを終えま
した。

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 GST社会福祉・障が い者支援委員会

https://bit.ly/3flgvrb https://bit.ly/3Df1cZ2

https://bit.ly/3Wb3scx



編集後記

 編集長 L 茂岡 幹弥（PR 広報委員会副委員長）

早いもので今年も余すところあと 2 か月となりました。 齢を重ねるごとに時の過ぎ去る
間隔が年々短くなっているのを感じる今日この頃です。 
さて昨年末の話ですが旧知の風水コンサルタントが来年 (今年 )は風水で言えば「火の年」
だと言っておりました。 その時は適当に聞き流しておりましたが今年に入ってから まず
ロシアによるウクライナ侵攻に始まり 7 月には安部晋三元首相の 暗殺が有り「火の年」
が現実のものとなって驚いています。 これは歴史に刻まれる暗い年になったと思ってお
りましたが やっとここにきてコロナの収束に伴い政府の「全国旅行支援」や海外旅行者 
入国の全面緩和など明るいニュースもチラホラ。 
我がライオンズクラブの広報も今秋から来年に向けて明るいニュースで 紙面を飾りたい
と思っております。

東京平成 LC
東京新宿 LC
東京三鷹 LC

PRコーディネーター
PR副コーディネーター
PR副コーディネーター

L坪谷 茂
L阿部 清彦
L坂本 純一

東京世田谷 LC
東京白門 LC
東京スバルLC
東京柳橋 LC
東京ウィルLC
東京飯田橋 LC
東京さぎそうLC
東京新宿 LC

東京 LC
東京尾張町 LC
東京小金井 LC
東京新宿 LC

委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
アドバイザー
アドバイザー
アドバイザー
オブザーバー

・PR広報委員会
L桂 太郎
L茂岡 幹弥
L三代 勝之
L堀江 昇太
L小倉 左羅
L小泉 邦明
L石川 ナオミ
L鈴木 郁朗
L荒牧 知子
L佐藤 聖士
L向井 忠義
L新井 大介

東京けやきLC
東京平成 LC
東京ヒルズLC
東京豊新 LC
東京蒼天 LC
東京柳橋 LC

東京ピースLC
東京葵 LC魁支部

東京稲門 LC
東京三鷹 LC
東京調布 LC
東京新宿 LC

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員
委員

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員
アドバイザー

・PRメディア制作委員会
L吉岡 晋
L河田 淳一
L藤田 紘子
L赤尾 嘉晃
L吉田 拓矢
L海沼 潤

・PR SNS対策委員会
L小野 健志
L大和田 博道
L石橋 卓磨
L石田 賢
L山本 元気
L坪坂 有純
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	p08. アクティビティ4
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