
東京中野ライオンズクラブ
330-A 地区 第 11リジョン 第 2 ゾーン
結成式 1963 年 11 月 25日
チャーターナイト 1964 年　5 月 31日
スポンサークラブ 東京杉並 L.C.

結
成
55
周
年
記
念
誌

東
京
中
野
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

東京中野ライオンズクラブ

結成55周年記念誌



結成55周年記念誌

目次

ごあいさつ… …………………………………………………… 2

…

結成 55周年記念式典………………………………………… 4

クラブの軌跡
●…第…51…期………………………………………………………… 8

●…第…52…期………………………………………………………… 10

●…第…53…期………………………………………………………… 12

●…第…54…期………………………………………………………… 34

●…第…55…期………………………………………………………… 52

在籍メンバー一覧……………………………………………… 72

東京中野ライオンズクラブ



2 TOKYO NAKANO LIONS CLUB 3TOKYO NAKANO LIONS CLUB

55TH ANNIVERSARY

今期、東京中野ライオンズクラブ結成55周年を迎えることができました事は、私
共クラブ会員、感慨無量でありまして、欣喜雀躍の思いであります。
私共、東京中野ライオンズクラブは 1963年11月25日に、東京地区順位36番目、
日本順位674番目のチャーターナイトとして、結成されました。
以来、この55年にわたります輝かしい歴史は、内外を問わず、親しいライオンズ
クラブの方々のサポートの下、結成時のチャーターメンバーを筆頭に、数多くの諸
先輩ライオンや現役ライオンとそのご家族の汗と涙と歓喜の結晶に他なりません。
ここに、東京中野ライオンズクラブを代表しまして、この輝かしい55年の歴史は、
友愛に基づくチームワークで、社会奉仕に邁進されてこられました、皆々様の努
力の賜物であると、衷心より御礼申し上げます。
そして、今後とも益々社会奉仕に邁進すべく、この記念すべき55周年のアクティ
ビティ・スローガンを『友情とかたい絆でWe…Serve』としました。
特に、地元警察のご協力にて「青少年育成・薬物乱用防止教室」の継続開催並
びに日本赤十字社のご協力にて「献血奉仕活動」の継続開催など、将来を担う
心が温かく優しい子供たちが育つ環境づくりには、今後とも尽力いたす所存です
ので、引き続きのご理解とご協力とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
私がライオンズクラブに入会しましたのが1984年なので、私も入会35周年を感慨
深く迎えました。今後とも引き続き、皆様全員で、100周年に向けて、篤く“友情”
を深め、“かたい絆”で良きチームワークを構築し、元気に笑顔で仲良く、有意
義で楽しく、社会奉仕に“We…Serve…!”してまいりましょう。
ここに皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げまして、感謝とお祝いの辞とさせ
ていただきます。
『東京中野ライオンズクラブは永遠に不滅です！』

東京中野ライオンズクラブ
第55 期会長
石井　正幸

結成 55周年記念式典

結成 55周年記念式典

ご挨拶
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55TH ANNIVERSARY

2019年5月24日（金）に東京ディズニーシー・ホテルミラコスタにおいて、結成55周年記念式典を執り行いました。
東京ディズニシーに隣接するホテルからの景色は、とても素晴らしく胸がときめく思いでした。
当クラブからは家族を含め70名、台北市陽明山ライオンズクラブからは20名が参加いたしました。また陽明山
ライオンズクラブ姉妹クラブの香港南九龍ライオンズクラブからは会長鄭 嘉財Lご夫妻にご出席いただき、新
しい交流の始まりとなる式典となりました。

石井正幸会長挨拶 陽明山ライオンズクラブ会長　楊 紀為L

香港南九龍ライオンズクラブ会長　鄭 嘉財L 55期のアクティビティ報告　高山 義章L

記念品交換で中野LC、陽明山LC、南九龍LCの新たな友情が始まりました。

親睦・国際協調大会委員会 委員長　麻沼 雅海L の乾杯のご発声で宴席が始まりました。

当クラブメンバーは、55周年記念で制作した黄色いベストを着用。これまで愛用していたジャンパーと共に、こ
れからのアクティビティで活躍することを期待いたします。
アトラクションでは、マジックショーとジャズダンスを融合した素晴らしいショーを楽しむことができました。
式典の最後となる「また会う日まで」の場面では、楽曲がホテルに届いていなかったというトラブルもございまし
たが、司会の堀井Lがソングリーダーとなり皆で伴奏なしで斉唱いたしました。

結成55周年記念式典
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式典の後は、ご家族や仲間と東京ディズニーシーを楽しんだり、

ホテル宴会室での二次会で友好を深め合うことができました。

第一副会長　鈴木芳久L の閉会の挨拶 前会長　都政成L を中心にライオンズロアを行い、式典はお開きとなりました。

クラブの歴史（51-55 期）

結成55周年記念式典
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55TH ANNIVERSARY

第51期 アクティビティスローガン :
経験という教えの力を未来の力へ、中野から発信

私が51期会長を任命された時は女性初の会長であるということ、また50期が終わった翌年であったことで、大

事に言うならば60年に向かっての第一歩と身の引き締まる思いと不安がたくさんありました。

しかし素晴らしい仲間の力添えとメンバーの優しさに支えられ、無事任期を終えることが出来ました。

任期中、武蔵丸親方が部屋を興したばかりの忙しい中、応援でいらしてくださった事は嬉しかったです。中野

のメンバーと腕相撲での力試しは、楽しいひと時でした

ハワイで行われた国際大会のパレードでは、浴衣姿や甚平姿で日本を応援しアピールを致しました。また、メン

バー皆様方と親睦を深めることができ、改めて大切な仲間の友情や繋がりに感謝致しました。

振りかえれば長いようなあっと言う間の１年でした。あんなことも出来たらな等と思うところもございましたが、今

はこれからの中野ライオンズクラブの発展と親睦のお手伝いが出来ればと思う次第です。

第51期会長　宇田川 直子

2014年7月ー2015年6月

会長
宇田川 直子

会計
中郡 一雄

幹事
岩崎 章

元横綱の武蔵丸師匠とご家族、お弟子さんを迎え、インタビューやライオンズメンバーとの胸借り・腕相撲を行い、サイン入り色
紙も頂戴し、出席率１００％にふさわしい盛り上がった楽しい例会でした。

ハワイ国際大会が２０１５.６.２６～６.３０に開催され、日本から３４年ぶりに山田實紘国際会長が誕生する記念すべき大会のた
め、中野ライオンズクラブからも御家族等も含め多くメンバーが参加し懇親を深めました。

「なかなかなかのボランティア編」～君（みんな）の一歩が大事！ というテーマで薬物乱用防止と献血の２本の番組を制作し、
ＪＣＯＭチャンネル中野において２０１５年２月から同年３月にかけて放映し、更にＤＶＤ化しました。
野外音楽フェスティバルでの「ダメ。ゼッタイ」や血液センターでの血液分析の模様も収められています。

【主なアクティビティ】
●小中学生のための中野の番組制作
●献血奉仕活動
●LCIF視力ファースト指定献金
●薬物乱用防止活動

【獲得アワード】
クラブ活性化優秀賞
指導力育成優秀賞
クラブホームページ優秀賞
薬物乱用防止優秀賞
LCIF優秀賞

【個人アワード】
敬寿賞（傘寿）　  L.安達　七郎
敬寿賞（傘寿）　  L.石井　祐治
ガバナー特別賞　L.中山　典隆

アクティビティ総額

4,570,302円

クラブの軌跡（51期）
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第52期
2015年7月ー2016年6月

アクティビティスローガン :
協調そして融和、築こう心の思いやり 2015年11月29日（日）中野駅北口前広場にて、薬物乱用防止キャンペーンイベント「青空コンサート」を行いました。堀越学園、

7中、10中の吹奏楽部の演奏、なっこいの登場、さらには多数のメンバーご家族の応援のもと、盛大に開催いたしました。

2016年5月13日（金）ｗｅｓｔ53ｒｄ日本閣において、東京中野LCと台北市陽明山LCの姉妹提携40周年記念式典および祝宴を
開催いたしました。当日は、陸前高田LCより2名、台北市陽明山ＬＣより18名、中野ＬＣおよびご家族で62名、合計82名の方々
にご参加していただき盛大に４０周年を祝うことができました。

本年度のメインアクティビティである東北復興支援事業の義捐金授与式が2016年5月13日（金）wast53rd日本閣において、
滞りなく執り行われました。
＜年間＞ 2015年12月　東京子ども図書館へ10万円寄付
　　　　2016年  5月　東京子ども図書館へ10万円寄付
　　　　2016年 5月　陸前高田市へ265万円寄付（陽明山LC・ハーグLCとの合同）

【主なアクティビティ】
●東北復興支援活動
●献血奉仕活動
●LCIF視力ファースト指定献金
●薬物乱用防止活動
●台湾陽明山LC姉妹提携40周年記念

【獲得アワード】
広報優秀賞
LCIF優秀賞

【個人アワード】
ガバナー特別賞　L.宇田川　直子
敬寿賞（傘寿）　  L.五味　道雄
敬寿賞（傘寿）　  L.渡邉　力

東京中野ライオンズクラブ創立55周年を迎えるにあたり、歴代諸氏、メンバー各位に敬意を称したいと存じま
す。当クラブのアクティビティの考え、そして何より全てのメンバーが楽しく充実したクラブライフを行えることは
喜びとプライドであります。
全てのメンバーが国際感覚を持ち、奉仕団体としての責任を共有し活動することは他には真似の出来ないす
ばらしいクラブと確信しております。
52期は東日本大震災の折に当クラブに託された多大な義捐金を陸前高田の地を選抜し被災した多くの子供
たちに役立てようと支援の手を差し伸べた台湾市陽明山ＬＣ、ドイツハーゲンＬＣとの連携は今も思い出として
強く胸に焼き付いています。
また、姉妹クラブの陽明山ＬＣ提携４０周年の式典においては、陸前高田より市議会議長の伊藤明彦Ｌ、同ラ
イオンズクラブ会長佐々木晃Ｌも現地より駆けつけ陸前高田市よりの感謝状を授与されたことは両クラブの絆
が一層深まったことと思います。
現在も現地との関係は継続され一本の光がいつの日か子供たちの成長に役立つことを信じて止みません。
また、当クラブメインアクティビティの薬物乱用防止教室は、長年の実績を踏まえて活況の様相を呈し、開催校
数も増加をたどり周知されて来たことは継続の力として誇れるところであり、年間の総決算として始まった薬物
乱用防止啓発活動の青空コンサートは認知度を増し参加を希望される学校が増えてきたことは喜ばしいこと
と思います。
残念なのは、同年チャーターメンバーで在られました河崎明彦Ｌのご逝去でありました。在籍中お世話を戴き
優しく諭されたメンバーは数多く居られると思います。
伝統と歴史を誇る東京中野ライオンズクラブを、今後もメンバー一丸となってローカルライオンとしての誇りを持
ち奉仕活動に従事されることを節に願うもので在ります。

第52期会長　佐藤光男

会長
佐藤 光男

会計
正村 宏人

幹事
田中 清嗣

アクティビティ総額

5,612,164円

クラブの軌跡（52期）
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中野ライオンズクラブメンバー総意の下、中野区へ防犯パトロールカーを寄贈致しました。2017年3月29日、中野区庁舎、正面
玄関において、寄贈式が執り行なわれ、レプリカキーを中野区長に贈呈致しました。寄贈式には11名のメンバーにご参加いた
だきました。

第53期
2016年7月ー2017年6月

2016年11月27日中野駅北口前広場にて、恒例の薬物乱用防止キャンペーンイベント「青空コンサート」を開催いたしました。
堀越学園、4中、7中、10中の吹奏楽部の演奏が行われました。当日は330-A地区、細川第1副地区ガバナー、阿久津オリンピッ
ク･パラリンピック支援委員会アドバイザーにも駆けつけていただきました。

2016年9月7日「自衛隊をもっと知ろう」ということで海上自衛隊横須賀総監を訪問いたしました。山下会長以下約20名のメンバー
と知人の方々が参加致しました。護衛艦（おおなみ）に乗船視察、港内の軍港めぐり、昼食、買い物と有意義な一日となりました。

2016年11月10日、香港で開催されましたＯＳＥＡＬフォーラムに参加後、参加メンバーとの懇親をかね桂林へ行って参りました。
ハードスケジュールでしたが、桂林の自然、漓江下りでの景観は本当に素晴らしく、思い出深い旅となりました。

アクティビティスローガン :
地域に根差し、自由を守り、
思いやりのある真の奉仕の実現

【主なアクティビティ】
●中野区役所への軽自動車の
　地域パトロールカー（1台）の寄贈
●薬物乱用防止活動
●献血奉仕活動
●LCIF視力ファースト指定献金
●震災被災地復興御支援

【獲得アワード】
広報最優秀賞

東京中野ライオンズクラブ創立55周年誠におめでとうございます。今日に至るまで、中野ライオンズクラブにご
尽力いただきました歴代の先輩ライオンはじめメンバーとご家族の皆様、そして地域の皆様に改めて感謝申し
上げます。
53期はライオンズ国際協会においては100周年の節目となり、330-A地区のメインアクティビティとして、薬物乱
用防止大パレードが銀座にて開催され、30名以上のメンバーにご参加いただきました。
クラブにおいては、「地域に根差し、自由を守り、思いやりのある真の奉仕の実現」とのスローガンを掲げ、まず
はメンバー間の絆が更に深くなることを願い、また欠席がちなメンバーにも情報共有できるよう、ライオンズ新聞
を創刊致しました。青少年薬物乱用防止委員会や国旗委員会、献血・献眼ドナー委員会の活動など、目立た
ないところで地道に奉仕活動をするメンバーに少しでも光があたって欲しいとの想いからでした。
メインアクティビティは、中野区内においてお子さんはじめ多くの地域の方を見守る防犯パトロールカーを中野
区に寄贈させていただきました。平成29年3月29日中野区役所正面玄関において、寄贈式が執り行なわれ、レ
プリカキーを中野区長に贈呈致しました。その他主な活動として、薬物乱用防止委員会では薬物乱用防止教
室、青空コンサートを含めイベント開催は19回となりました。また国旗掲揚におきましても延べ人数が188人と過
去最大人数に迫るご参加をいただきました。そして年間を通して例会参加率も目標の80％を達成することが
でき、各委員長のリーダーシップがいかんなく発揮されました。53期各委員会の委員長はじめご協力いただき
ましたメンバーの皆様に改めて御礼申し上げます。

第53期会長　山下晃司

会長
山下 晃司

会計
髙橋 万里子

幹事
花堂 浩一

アクティビティ総額

3,948,423円

クラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）



28 TOKYO NAKANO LIONS CLUB 29TOKYO NAKANO LIONS CLUB

55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARYクラブの軌跡（53期）
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55TH ANNIVERSARY

第54期
2017年7月ー2018年6月

2017年11月19日（日）中野駅北口前広場にて、薬物乱用防止キャンペーンイベント「青空コンサート」を開催いたしました。堀越
学園高等学校吹奏楽部によるパレードに始まり、4中、7中、10中の吹奏楽部の演奏もあり、大勢のお客様に薬物乱用防止を
アピールすることができました。

54期メインアクティビティとして中野区立の全小学校（23校）に屋外で使用できるテントを寄贈しました。未来を担う子どもたち
のために何か役立つことをしたい･･･との会長の思いが実現したアクティビティでしたが教育長からも感謝状をいただき、大い
に喜ばれました。各小学校の運動会などで役立っています。

アクティビティスローガン :
個性の輪 力をあわせて We Serve

1993年に入会して以来、ライオンとしてのいろいろな経験を積み、また善良で高い人格のライオン達と、ともに

奉仕活動に励む中で、素晴らしい友情を育んで参りました。それは私にとって、大きな力になり、またある時は癒

しになりました。そして、会長を務めさせていただいた第54期には、私自身の経験に基づき、ライオンズクラブの

醍醐味ともいうべき、「皆が一緒に楽しく活動する意義」を感じてもらいたい、そんな思いを以って「個性の輪 

力を合わせて We Serve」をスローガンに１年間活動を展開いたしました。45名の動員を見た納涼例会に始

まり、陽明山ライオンズクラブのチャーターナイト訪問には50名。また継続事業である献血活動においても、史

上最多の人数の協力を得、薬物乱用防止活動とともに、アワードをいただく事が出来ました。どの活動におい

ても、多人数というのが特徴的で、メンバー一人ひとりの思いに感動し、我がクラブを誇りに思う一年でした。今

後も、素晴らしい仲間を増やしながら、地域から善意の輪を広げていく、そんなライオンズ活動であることを願っ

てやみません。55年の時を掛けて育んで来た中野におけるライオニズムを、いやまして輝かせていきましょう。

第54期会長　都政成

会長
都 政成

会計
堀井 亮木子

幹事
髙橋 万里子

54期の国際協調大会はラスベガスで盛大に開催されました。当クラブからも7名のメンバーと家族が出席し、会場では世界の
ライオンズメンバーと交流を図り改めてライオンズの偉大さを感じました。

【主なアクティビティ】
●中野区立の小学校（23校）にテントを寄贈
●薬物乱用防止活動
●献血奉仕活動
●LCIF視力ファースト指定献金
●震災地域復興支援

【獲得アワード】
薬物乱用防止最優秀賞
ガバナー特別賞
合地区年次大会推薦クラブ　アイデア賞

【個人アワード】
献血推進優秀賞　L.上原　勲
敬寿賞（傘寿）　　L.田中　淳正
敬寿賞（傘寿）　　L.丸岡　千鶴子アクティビティ総額

4,744,342円

クラブの軌跡（54 期）
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６月10日（土）午前8時45分、中野区立
緑野小学校、つづいて午前10時30分、
中野区立武蔵野台小学校において薬物
乱用防止教室を開催いたしました。最終
2校同時開催をもって、53期、青少年育
成・薬物乱用防止委員会の全てのスケジ
ュールを終えることができました。一年間
、大変ありがとうございました。54期は食
野Ｌにバトンタッチ致しますが、引き続きご
協力の程宜しくお願い致します。（参加メ
ンバー 高山Ｌ, 食野Ｌ, 花堂Ｌ, Ｌ久保）

青少年育成・薬物乱用防止委員会
委員長 久保里香

米持Ｌ．（４日、４０歳） 梅若（和）Ｌ．（１８日）

戸矢崎Ｌ．（２１日、８７歳）

佐々木Ｌ．（２６日、６４歳）

７月１７日（月）海の日、第54期委員会活動の先陣をきって、国
旗委員会が中野駅南口にて国旗掲揚を行いました。参加いただき
ましたメンバーの皆様、有り難うございました。国旗掲揚後のモーニ
ングタイムは、先輩ライオンと若いライオンが唯一胸襟を開いてお
話のできるリラックスした時間です。この時間を一人でも多くのメンバ
ーに感じて頂けるよう、今期54期では、全てのメンバーが年間1回
は参加して頂けるよう、参加いただいた皆様には、国旗掲揚参加の
証として、ピンラベルをお渡ししています。多くの皆様のご参加をお
待ちしております。次回は８月11日（金）山の日に開催いたします。
国旗委員長 田中清嗣

7月8日（土）中野区立新井小学校におい
て、54期はじめての薬物乱用防止教室を
開催いたしました。5,6年生150名、保護
者約30名。（参加メンバー 都会長
久保Ｌ 星野L 髙橋L Ｌ食野）
7月13日（木）都立鷺宮高等学校、1学年277名の生徒にご参加
いただきました。（メンバー 佐藤L 久保副委員長 花堂L 竹内L
Ｌ食野） 青少年育成・薬物乱用防止委員会 委員長 食野友彦

7月14日（金）19時より、中野炙りや店に
て、54期、出席委員会が赤星委員長の
呼びかけで開催されました。
昨年同様、80％を越える出席率を目標
に少しでも多くのメンバーに参加いただくた
めに前委員長の岩崎Ｌにも参加いただき
意見交換が行なわれました。
出席者・・・都会長、山下前会長、高橋Ｌ
、赤星Ｌ、高山Ｌ、岩崎Ｌ、溝口Ｌ、花堂Ｌ

7月18日（火）18時より、中野駅前、百人衆において、54期薬物乱
用防止教室に向けて、出陣式を兼ね中野区内の小中学校の校長
先生と意見交換をいたしました。本年、薬物乱用防止活動の運営
が円滑に行なわれるためには、学校関係者のご理解と啓蒙活動が
重要であるとの認識のもと、胸襟を開いて意見交換、親睦をはかる
ことができました。

出席委員会よりお知らせです。
7月14日（金）19時より、中野炙りや店にて、54期、出席委員会が
開催され、以下の重要な方針が示されました。メンバーの皆様のご
協力宜しくお願いします。

・出欠席の返信の徹底（出欠の有無を徹底することで、
食を粗末にしない、また無駄な費用を抑えたい）

・今期の100％出席例会は、しいのきＬＣとの合同
例会と致します。

2016年６月23日（金）、17時～Ｗｅｓｔ５３ｒｄ
日本閣において、53期、54期、役員交替例
会が盛大に開催されました。メンバー各位の
ご協力に感謝申し上げます。53期山下会長
をはじめ執行部の皆様大変お疲れ様でした。
54期都会長、執行部の皆様おめでとうござい
ます。メンバー一同、全力でサポートして参り
ますので、宜しくお願いします。

役員交替例会実行委員長 石井正幸

山下Ｌ．（３日、６２歳） 遠山Ｌ．（８日、５６歳） 田中（清）Ｌ．

（１５日、５１歳） 藤沢麻衣Ｌ．（１５日） 高山Ｌ．（２０日、６３

歳） 鈴木（照）Ｌ．（２４日、７０歳古希）

８月１１日（金）山の日、中野駅南口にて国旗掲揚を行いました。今期54期
では、参加いただいた皆様に、国旗掲揚参加の証として、ピンラベルをお渡し
しています。多くの皆様のご参加をお待ちして
おります。次回は９月１８日（月）敬老の日に
開催いたします。担当委員会は会員会則委
員会となっています。ご協力宜しくお願いしま
す。 国旗委員長 田中清嗣

7月23日（日）、秋川の神戸国際マス釣場でマス釣り、バーベキュ
家族会を開催いたしました。釣りの楽しさを体感した溝口Ｌは海洋
資源開発研究会への入会表明？ バッチャンと大きな水しぶき、
振り返ると、梅若Ｌが勢い余って川に転落。水深50ｃｍの浅瀬で溺
れるところでした。梅若Ｌ、浅瀬で溺れないためのコツを教えます。
是非、海洋資源開発研究会にご入会下さい。メンバー家族総勢
19名で楽しい一日を過ごすことができました。

献血検眼・ドナー委員会よりお知らせです。
来る９月２６日のサンプラザ前献血にて実献血人数１００名を目標と
します。今回は献血者を増車し、昼休みを無くすことにより１０時から１
６時まで通しで受付させて頂きます。会員の皆様方のご協力を宜しく

お願い致します。（献血献眼・ドナー委員会 委員長 Ｌ上原勲）

2017年7月28日（金）、Ｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣に
おいて開催された7月第二例会で伊藤芳康Ｌ
の入会式が行なわれました。
伊藤Ｌは前職の三菱UFJ信託銀行中野支店在
籍時に中野ライオンズクラブに所属していたこと
で、多くのメンバーと面識もあり、再入会を希望
されました。現在、㈱グリーンフレンズの代表取
締役で、趣味は旅行、歴史、音楽と多彩です。
伊藤Ｌ、おめでとうございます。今後とも宜しくお
願いします。 （会員拡大委員長 山下晃司）

青少年育成・薬物乱用防止委員会よりお知らせです。
９月９日（土）９時より区立平和の森小学校にて6年生を
対象とした薬物乱用防止教室を開催致します。会員の
皆様方のご協力を宜しくお願い致します。（青少年育成・
薬物乱用防止委員会 委員長 Ｌ食野友彦）

9月22日（金）１８：００～会場ヒルトンホテル東京のガバナー公式訪
問例会が第二例会の振替例会となりますので、メンバーの皆様、お
間違えのないように願い致します。

ガバナー公式訪問例会について

７月２８日（金）第二例会終了後、喫煙スペースにて中国文化研究会のメ
ンバーが集合すると小耳に挟みました。会場は前回同様ということで、新宿
会場に行くも誰も集合しておらず、塩○Ｌに連絡すると中野会場です。何・・
・と思いながら到着するとこの笑顔憎めませんね。

８月４日（金）第一例会は当初、鳥居Ｌ率いる大成食品と佐藤光男
Ｌ率いるフジキン光来の「つけめん対決」ということで企画されました
が、中野ライオンズメンバー同志の対決は、さすがにまずいでしょー
ということで食べ比べ例会となりました。両ライオンは緊張の面持ち
でしたが、メンバーは例会初の企画に大満足でした。鳥居ライオン、
佐藤ライオンありがとうございました。そして何よりこの企画で準備等
ご協力いただきました、日本閣の皆様ありがとうございました。

クラブの軌跡（54 期）
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9月2日（土）中野区立第五中学校、9月9日（土）中野区立平和の森小
学校にて薬物乱用防止教室を開催しました。
区立第五中学校・・・115名 参加メンバー・・・山下L、佐藤L、宇田川L、
竹内L、塩澤L、久保L、高橋（万）L、L食野、野方警察小林警部補、甲
斐スクールサポーター。
区立平和の森小学校・・・6年生92名 参加メンバー・・・上原L,岩井L、
星野L、久保L、高橋（万）L、花堂L、L食野、野方警察小林警部補。
ご協力ありがとうございました。

２０１７年８月２５日（金）に富士山温泉 鐘山苑において８月
度第二例会・納涼例会が行われました。参加者４３名（メン
バー２９名、同伴者１４名）のご出席をいただき、皆様で懇親
を深めてまいりました。当日はゴルフ部コンペも開催され、懇
親会ではその表彰と報告がされました。

飯田 雄一Ｌ．（13日、87） 梅若 紀彰Ｌ．（18日、61） 佐藤 光男Ｌ

．（20日、64） 玉井 重敏Ｌ．（20日、52） 上原 勲Ｌ．（26日、56）

皆様にとって素晴らしい一年でありますよう
ライオンズメンバー一同祈っております。

9月4日（月）West53日本閣に於いてゴルフ部と海洋開発資源研究会合
同の総会が開催されました。どちらにも入部されているメンバーも多く、当
日参加者は18名となり、楽しいひと時となりました。

ガバナー公式訪問終了後、ヒルトンホテルのバーで来期
準備会の打合せを行ないました。打合せのはずが、随分
アルコールを体内に入れてしまった、赤星ライオン。
解散後、まったく見ず知らない、外
国人と飲みたいと言い出しました。
仕方なく就いていくと、明らかに
自分たちより年下の若者に、首を
つかまれ、捕らえられた宇宙人の
ようになっていました。
帰り間際、日本のおじさんは、可愛
いね～。と言ったとか。飲みすぎに
注意しましょう。

平成２９年９月１８日（月）敬老の日、今年度３回目の国旗掲揚
（参加者 柳萬治L 安川庸夫L 高山義章L 高橋万里子L
山下晃司L 佐藤光男L 鳥居憲夫L 溝口淑子L L田中清嗣
計９名）、９月２３日（土）秋分の日に第4回目の国旗掲揚（参加者
柳萬治L 安川庸夫L 都政成L 高橋万里子L 堀井亮子L
鈴木宏侑L 佐藤光男L 山下晃司L 花堂浩一L 田中志門君
（佐藤Lのお孫さん）L田中清嗣 計１１名）の委員会が開催されま
した。ご参加頂きましたライオンの皆様ありがとうございました。

（54期国旗委員会 委員長 田中清嗣）

9月22日（金）１８：００～ヒルトン東京（新宿）「菊の間」にてガバナー公式訪問合同例会が細川地区ガバナーをお迎え
して開催されました。また例会に先立ち、15時30分より各クラブとの事前懇談会が開かれ、当クラブより都会長・髙橋
幹事が出席し、細川地区ガバナーをはじめキャビネット執行部と意見交換をさせていただきました。

平成9月9日（土）区立平和の森小学校にて薬物乱用防止
教室を行いました。6年生92名が対象でした。参加メンバー
は、花堂L、上原L、岩井L、星野L、久保L、髙橋（万）L、L食
野の7名及び野方警察より小林警部補にご参加いただきまし
た。ご協力ありがとうございました。
（青少年薬物乱用防止委員会 委員長 食野友彦）

１０月１日（日）東京湾八景沖にてアジ釣りの例会を開催致しまし
た。天候にも恵まれ１５名にて楽しい時間を過ごすことができました
。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
（海洋資源開発研究会 部会長 鳥居憲夫）

クラブの軌跡（54 期）
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2017年10月26日、中野ライオンズクラブ第54期のメインアクティビティとなる、中野区内の小学校へのテ
ントの寄贈式が、中野区立桃園第二小学校でとり行われました。
今期のメインアクティビティは、都会長の未来のある小学生達に何かお力になれることはないかという、高
橋幹事への問いかけによりスタートいたしました。都会長の「未来ある小学生に」の想いを実現するために、
日頃ＰＴＡの活動など積極的に地域活動をする高橋幹事は、いろいろ考えを廻らせる中で、ある「ひらめき」
をしました。それは出身校である桃園第二小学校のテントが、高橋幹事が小学校時代に使用していたものを
今現在も使用しているという現実でした。
物を大切にすることは、大変嬉しく、大切なことではありますが、近年の温暖化などの影響により運動会など
強い日差しを受ける子どもたちに、少しでも環境のいい中で運動会などをして欲しいと考えました。さっそく都
会長に提案し、会長も大変喜ばれたとのことです。こうして54期メインアクティビティは実現したのでした。

2017年9月26日、54期第一回目の動員献血が中野サンプラザ前にて行なわれました。
例年、献血車1台での対応ですが、今期は上原委員長（献血献眼・ドナー委員会）の強
い要望で最低100名の献血者を動員したいとの目標を掲げ、赤十字さんにもお昼休み時

間帯のご対応をいただきました。結果例年70名前後の献血者を動員しておりましたが、今期第1回目の活動
におきましては、下記ご報告の通り、献血申込者数214名、実献血者数185名の素晴らしい実績を達成いた
しました。
全国の献血者数が、この10年間で30％近く減少している中、今回260％の戦いをされた上原委員長とご
協力いただきましたメンバーの皆様に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。（なお、撮影が一部
時間帯となってしまい、参加全メンバーの画像がないことをお詫びいたします。）

お陰様にて添付資料通り申込者数214名
実献血者数185名となりました。
高山L、髙橋幹事はじめ執行部や献血委員
の方々、また多くのメンバーの多大なるご協
力のもと無事終了することができました。
当日2時間以上もお待たせ致した方もあり来
年3月には10時から16時 3台の献血車をフ
ル活動させ実献血者数200名を目指します
。皆様、ご協力ありがとうございました。
献血献眼・ドナー委員会 委員長 上原 勲

クラブの軌跡（54 期）
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平成２９年１１月３日（金）文化の日、今年度６回目の国旗掲揚を
行ないました。参加者16名で今期最多人数を更新いたしました。
また１００％出席例会のメークアップの方々は全員ご出席頂きまし
たことを合わせてご報告させていただきます。多くの皆様にご参加
頂きましてありがとうございました。
参加者・・・柳L、安川L、都L、里依紗ちゃん（都Lのお孫さん）高橋
L、堀井L、鈴木L、黒澤L、鈴木照男L、鳥居L、佐々木L、上原L、
塩澤L、玉井L、玉井里緒菜ちゃん、L田中清嗣、計１６名。

（54期国旗委員会 委員長 田中清嗣）

10月27日、Ｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣において東京しいの木ＬＣとの親子合同例会が開催されました。
牧野健太郎氏をゲストにお招きし 『浮世絵で楽しむお江戸』と題してご講演いただきました。
牧野氏は、ＮＨＫ在職時にボストン美術館との浮世絵デジタルプロジェクトのプロデューサーとして
浮世絵のデジタル化と分析に大きく関与され、滅多に拝聴できない貴重なお話を聴くことができ
ました。後半は東京しいの木ＬＣの皆様と懇親を深めました。また、合わせて100％出席例会と
なっておりました合同例会でみごと100％出席を達成することができました。

11月11日（土）中野区立谷戸小学校、11月14日（火）中
野区立第七中学校にて薬物乱用防止教室を開催いたしまし
た。

10月27日の東京しいの木ＬＣとの親子合同例会は、
100％出席例会となっていましたが、無事100％出席を
達成することができました。ご報告させていただきますと
ともに改めて感謝申し上げます。

（54期出席委員会 委員長 赤星義彰）
台湾陽明山LC50周年チャーターナイト参加のお願い
旅行日程が決まりました。4月11日～13日、
多くのメンバーの皆様の参加をお願い致します。
（親睦・国際協調大会委員会

委員長 鳥居憲夫）

皆様にとって素晴らしい一年でありますように

11月１９日(日）にJR中野駅北口前広場にて、薬物乱用防止キャンペーンとしてサンモール商店街のパ
レード及び青空コンサートを開催致しました。パレードは、高橋幹事の発案による初の試みでしたが、サンモ
ール商店街、ブロードウェイ、中野警察、野方警察等のご協力を頂き、中野警察署長、野方警察署長、ピ
ーポーくん、なっこい、ライオンズメンバーと堀越高等学校吹奏楽部の演奏により盛大に行われました。パ
レード中は「ダメ・ゼッタイ」の横断幕を掲げ、「ストップ！薬物乱用」のティッシュを配布し、薬物乱用防止の
周知徹底を図りました。パレード後は、恒例となりました青空コンサートを開催。堀越高等学校、区立第七
中学校、第十中学校、第四中学校の各吹奏楽部の皆さんに演奏を行なっていただき、晴天の下無事終
了致しました。皆様のご協力ありがとうございました。 青少年育成・薬物乱用防止委員会 委員長 食野友彦

平成２９年１１月２３日（木）雨、勤労感謝の日、今年度７回目
の国旗掲揚の委員会を開催いたしました。あいにくの天候の為
、国旗掲揚は中止でしたが、場所を移しての委員会では楽しい
懇談となりました。雨にもかかわらず、多くの方々にご参加頂き、
ありがとうございました。 国旗委員会 委員長 Ｌ田中清嗣

平成２９年１１月28日（火）、桜ヶ丘
カントリークラブにて第42回ゾーンゴ
ルフ大会が開催されました。参加総
勢39名のメンバーが参加致しました。
当クラブからは都会長、高橋幹事、
田中（淳）L、鈴木（宏）L、食野Lと鈴
木（宏）夫人の鈴木ゆえ様、都会長の
ご友人の橋本様が参加いたしました。
優勝は杉並ＬＣの村山Ｌ、中野ライン
オンズクラブからは橋本様がベスグロ
、鈴木ゆえ様がニアピン賞をいただき
ました。ご参加いただきました皆様あ
りがとうございました。

本年も残すところあと僅かとなりました。日頃共に奉仕活動をする中野ライオンズクラブのメンバーの皆様のご活
躍や嬉しいお知らせをよく耳にします。それらの中から今年嬉しく思った出来事を皆様と共有させていただければと
思います。評判が宜しければ、来年よりコーナーとして取りあげることも検討したいと思いますが、ドネーションの
文字が頭をよぎることになるかもしれません。10月21日、大成食品株式会社の百周年のパーティーが明治記念館に
おいて盛大に開催され、多くの来賓と中野ライオンズクラブのメンバーがお祝いに掛けつけました。また11月18日
には、株式会社マルマンストアーの現社長をはじめ多
くの社員が柳Ｌ（会長）の米寿をお祝いして本社前に
銅像をプレゼントしてくれたとのことで、米持ライオ
ンよりご報告がありました。
そして飛ぶ鳥を落とす勢いの株式会社フジキンの佐藤
光男Ｌ、今年は多くの番組より工場いちの取材を受け、
月に1回の工場いちには長蛇の列ができ、大盛況のよ
うです。来年も益々のご活躍をお祈り致します。

クラブの軌跡（54 期）
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１２月２２日(金) ｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣において、クリスマス家族会を
開催しました。実行委員をはじめ、メンバー各位のご協力を得て大
変盛大で楽しいクリスマス会となりました。感謝いたします。また、
ラッキーカードの商品提供をいただいたメンバーの方には、改めて
御礼申し上げます。参加者：１１４名（メンバー４５名 同伴者６９名）

クリスマス家族例会実行委員長 Ｌ石井正幸

平成２９年１２月２３日（土）天皇誕生日、平成３０年１月１日（月）元旦、平成３０年１月８日（月）成人の日、今年度８回目、9
回目、10回目の国旗掲揚を行ないました。多くの方々にご参加頂き、ありがとうございました。
参加者12月23日・・・安川庸夫L 吉田豊松L 都政成L 高橋真理子L  石井祐治L

鳥居憲夫L 白幡泰地君 白幡菜乃子ちゃん 山下晃司L
佐藤光男L 田中志門君 L田中清嗣 計１２名

元 旦 ・・・柳萬治L 安川庸夫L 吉田豊松L 都政成L 高橋万里子L
高山義章L 鳥居憲夫L 白幡泰地君 白幡菜乃子ちゃん
山下晃司L 岩崎章L 佐藤光男L 田中志門君 赤星義彰L
上原勲L 米持大介L  L田中清嗣 計１７名

１月８日 ・・・柳萬治L 安川庸夫L 吉田豊松L 都政成L 高橋
真理子L  高山義章L山下晃司L 佐藤光男L
溝口淑子L 花堂浩一L 久保里香L L田中清嗣
計１２名 国旗委員会 委員長 Ｌ田中清嗣

平成29年12月16日（木）、（14時30分～15時20分）中野区立中野中学校において「人はなぜ働くのか」「働くと
はどのようなことなのか」を子供たちに考えてもらうための活動の一環として、中野ライオンズクラブメンバー6名
（赤星Ｌ、正村Ｌ、竹内Ｌ、上原Ｌ、堀井Ｌ、町山Ｌ）が講話を致しました。

皆様にとって素晴らしい一年でありますように

１月1２日(金) ｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣において、新年第一例会が開催されました。新年にふさわしいゲストとして、以前にもご登壇いた
だいた薬師寺副執事長大谷徹奘様をお招きして、「観自在」と題して説法をしていただきました。人にとっての一番の幸せは、仲良く
共に過ごすことだと。そのための心得として自身の狭い価値観をいつも見つめていくことが大切だと様々なたとえ話を通してお話いた
だきました。気の引き締まった説法の後は、飯田Ｌの乾杯に続き楽しい交流へと移っていきました。そして恒例となりました新年の書
初め、全員揃っての写真撮影を致しました。メンバー各位のご協力を得て大変有意義な新年例会を今年も開催することができまし
た。中野ライオンズクラブ全メンバーの皆様に感謝申し上げます。 ５４期会長 都政成

平成３０年2月11日（日）建国記念の日、中野駅南口前にて国旗
掲揚を行ないました。多くの方々にご参加頂き、ありがとうございま
した。参加者・・・都会長、柳Ｌ、黒澤L、鈴木（侑）Ｌ、麻沼Ｌ、高山Ｌ、
佐藤光男Ｌ、宇田川Ｌ、山下Ｌ、中郡Ｌ、上原Ｌ、花堂Ｌ、高橋Ｌ、
L田中清嗣と鈴木宏侑婦人ゆえ様
計15名（国旗委員会 委員長 Ｌ田中清嗣）

1月13日（土）区立桃園第二小学校、1月22日（月）区立
桃花小学校において、薬物乱用防止教室を開催しました。
1月22日（月）区立桜花小学校では終了後PTAの方々との
交流もさせていただきました。
参加メンバー・・・1月13日（月）都会長、丸岡L、髙橋L

久保L、佐藤L、中野警察より五十嵐
巡査長、白濱スクールサポーター。
1月22日（月）髙橋L、星野L、伊藤L
L食野、中野警察より白濱スクールサ
ポーター。メンバーの皆様ご協力あり
がとうございました。

重要

ポイント

２月５日（月）に今期アワードの申請を以下のとおりいた
し、ゾーンチェアパーソンに提出致しました。
・A－２ 薬物乱用防止優秀賞（薬物乱用防止教室）、
・A－２ 薬物乱用防止優秀賞（青空コンサート）、
・A－４ 献血推進優秀賞、
･B－１ 広報優秀賞、B-5 クラブ活性化優秀賞、B-10
敬寿賞（二名） 幹事 Ｌ高橋万里子

薬物乱用防止教室が下記の日程で開催されることに
なっております。現在多くのメンバーのご協力を宜しく
お願いします。
・3月8日（木）14:30～15:20 区立緑野中学校
・3月12日（月）13:25～14:15 区立中野中学校
・3月20日（火）14:35～15:25 区立南中野中学校
・5月12日（土）10:40～11:25 区立塔山小学校
・6月9日（土）10:40～11:25 区立武蔵台小学校

クラブの軌跡（54 期）
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平成３０年３月２１日（水）春分の日、あいにくの雨のため、国
旗掲揚は中止となりましたが、南口ルノアールにて国旗委員会
が開催致されました。雨天にも関わらず、お集まりいただき、あり
がとうございました。
参加者・・・都会長、柳Ｌ、吉田Ｌ、佐藤光男Ｌ、高山Ｌ、山下Ｌ、
竹内Ｌ、高橋Ｌ、花堂Ｌ、L田中清嗣
計1０名（国旗委員会 委員長 Ｌ田中清嗣）

２月２２日(木）区立白桜小学校にて、６年生４９名を
対象に薬物乱用防止教室を開催しました。
参加メンバー・・・竹内L、伊藤L、L食野、野方警察より
青柳警部補、白濱スクールサポーター。

３月８日(木）区立緑野中学校にて、１年生９７名を対
象に薬物乱用防止教室を開催しました。
参加メンバー・・・都会長、髙橋幹事、久保L、L食野、
野方警察より青柳警部補、白濱スクールサポーター。
白桜小学校は参加メンバーが３名と今期最少でしたが
無事に終えること出来ました。引き続き皆様のご協力
をお願い申し上げます。
青少年育成・薬物乱用防止委員長 食野友彦

重要

ポイント

４月１１日～13日、台湾陽明山ＬＣチャーターナイトはゲ
ストも含め約５０名のお申込みを頂きました。
ありがとうございました。
第101回世界大会がラスベガスで開催されます。詳細は
追って報告させて頂きます。

親睦・国際協調大会委員長 鳥居憲夫

薬物乱用防止教室の今後の日程は以下のようになって
おります。皆様お忙しいかとは思いますが、スケジュール
の調整を宜しくお願いします。
・5月12日（土）10:40～11:25 区立塔山小学校
・6月9日（土）10:40～11:25 区立武蔵台小学校
・７月１４日（土）８：３５～９：２０ 区立桃園小学校
・１０月２３日（火） 未定 区立江原小学校

（５５期事業）
青少年育成・薬物乱用防止委員長

食野友彦

２月第二例会でもご案内させていただきましたが、２０１８年４月
１６日（月）「浅草公会堂」にてライオンズ国際協会３３０―Ａ地
区 国際協調・モンゴル友好委員会主催のチャリティーコンサー
ト モンゴルの子供たちの「命」をつなぐ音楽祭をおこなうこととな
りました。収益は、満足な医療行為を受けられない赤ん坊や子
供への援助として国立母子保健センター病院への医療補助器
具の提供のほか継続援助している盲人協会への点字用紙の提
供を致します。チャリティーコンサートは、モンゴルより現代音楽
ヒット歌手やグループを招きモンゴル

民族楽器グループ、日本の演歌歌

手や津軽三味線ユニットが出演いた

します。
皆さまのご参加をお待ちしております。

３３０-A地区 国際協調・モンゴル

友好委員会
副委員長 梅若和子

委 員 溝口淑子

平成30年３月２０日(火）区立南中野中学校にて、２年生

１０４名を対象に薬物乱用防止教室を開催しました。時間

内では答えきれないほど多くの生徒から活発な意見・質問

が出て大変盛り上がった教室となりました。

参加メンバー・・・堀井L、星野L、伊藤L、花堂L、L食野、

白濱スクールサポーター(中野警察）

参加いただきましたメンバーの皆様ありがとうございました。

青少年育成・薬物乱用防止委員会 委員長 食野友彦

２０１８年３月２３日（金）、次期役員についての指名会が開催され、以下のメン
バーの皆様がエレクト候補者に指名され、4月６日（金）を選挙会としておりまし
た。選挙会までの期間に他候補者の立候補がございませんでしたので、４月６
日、自然承認として正式なエレクトになりましたのでご報告させていただきます
。55期も引き続き皆様のご支援を宜しくお願いします。

第５５期役員 会長エレクト 石井正幸Ｌ
第一副会長エレクト 鈴木芳久Ｌ
第二副会長エレクト 岩崎 章 Ｌ
幹事エレクト 竹内美千代Ｌ
会計エレクト 花堂浩一Ｌ
ライオンテーマーエレクト 田中清嗣L
テールツイスターエレクト 山下晃司Ｌ
会員会則委員長エレクト 高山義章L

会員拡大にご協力ください。
４月お誕生日のライオン募集中

平成2018年３月22日、54期二回目となる動員献血が

中野サンプラザ前にて行なわれました。

赤十字受付１９９名

実献血者数１６６名

昨年秋の実献血者数１８５名合せて３５１名となりました。

当日は東京都赤十字献血センター西田副所長様、３３０Ａ

地区広報情報委員会副委員長坂本Ｌにおいで頂きました

。前回に引き続き大勢のライオンの協力により無事終了致

しました。ありがとうございました。

献血献眼・ドナー委員会 委員長 上原 勲

お知らせ
第６４回年次大会ガバナーズ・アワード審査会において下記の通り受賞

が決まり、４月１４日、東京プリンス年次大会において表彰式が行なわ

れました。詳細は次号にて掲載いたします。

・Ａ２ 薬物乱用防止 『最優秀賞』 東京中野ライオンズクラブ

・Ｇ ガバナー特別賞 東京中野ライオンズクラブ

・Ａ４ 献血推進 『優秀賞』 上原勲Ｌ

・Ｂ１０敬寿賞 田中淳正Ｌ．丸岡千鶴子Ｌ

国旗委員会よりお知らせです。

４月２９日（日）昭和の日、四月生まれの方々、執行部の方々は出席の

ご協力よろしくお願い致します。

また、ゴールデンウイークの５月３日（木）憲法記念日は青少年育成・薬

物乱用防止委員会の方々、５月４日（金）みどりの日は会員拡大委員

会の方々５月５日（土）こどもの日は執行部の方々、それぞれ五月

生まれの方々のご出席ご協力のほどよろしくお願い致します。

なお、平成２９年度最終の委員会になります５月５日（土）

は、国旗掲揚後に次期への委員会引継ぎ会を計画致し

ますので、ご出席のほどよろしくお願い致します。
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平成３０年４月２９日
柳萬治L  安川庸夫L 都政成L  高橋万里子L 鳥居憲夫L  石井正幸L
佐藤光男L  山下晃司L 高山義章L  竹内美千代L  堀井亮子L  花堂
浩一L  塩澤清俊L 星野新一L L田中清嗣 計１５名

平成３０年５月３日
柳萬治L 都政成L 高橋万里子L  宇田川直子L 佐藤光男L   高山
義章L  竹内美千代L 上原勲L青木恵子さん L田中清嗣 計１０名

ライオンズクラブ国際協会330-Ａ地区、第６４回年次大会が開催されました。
２０１８年４月１４日（土）１３：００～東京プリンスホテルにおいてライオンズクラブ

国際協会３３０－Ａ地区第６４回年次大会代議員総会が開催されました。当クラ

ブからは都会長、石井祐治Ｌ、宇田川Ｌ、梅若Ｌ、花堂Ｌ、Ｌ高橋と薬物乱用防止

クラブ「最優秀賞」を受賞した食野委員長、献血推進「優秀賞」に輝いた上原委

員長が参加いたしました。その他受賞者は以下のメンバーです。また次期第二副

地区ガバナーには昨年２票差で次点となった進藤義夫氏が選出されました。

第６４回年次大会において受賞された方は下記のメンバーになります。

・Ａ２ 薬物乱用防止 『最優秀賞』 東京中野ライオンズクラブ

・Ｇ ガバナー特別賞 東京中野ライオンズクラブ

・Ａ４ 献血推進 『優秀賞』 上原勲Ｌ

・Ｂ１０敬寿賞 田中淳正Ｌ．丸岡千鶴子Ｌ

・ＬＣＩＦメルビンジョーンズフェロー賞 都政成Ｌ．戸矢崎哲Ｌ．田中淳正Ｌ．

宇田川直子Ｌ．山下晃司Ｌ

平成３０年５月４日
柳萬治L 安川庸夫L 都政成L 高橋万里子L 佐藤光男L 竹内
美千代L L田中清嗣 計７名

平成３０年５月５日
安川庸夫L 都政成L 高橋万里子L 鳥居憲夫L 佐藤光男L  高山
義章L 岩崎章L 竹内美千代L上原勲L 玉井重敏L L田中清嗣
計１１名

今期予定の国旗掲揚、国旗委員会の開催は完了いたします。全１６回の委員会に延べ１８３名（ライオン１７０名）のご協力を頂きましたこと、厚く

御礼申し上げます。次回は来期になりますが、７月１６日（月）海の日、出席のご協力よろしくお願い致します。 国旗委員会委員長 田中清嗣

クラブの軌跡（54 期）

４月１１日（水）、台北市陽明山ＬＣチャーターナイト式典参加のため、４月１1日（水）～１３日（金）に当中野ライオンズク
ラブからもご家族、ご友人を含め５０名でチャーターナイトに参加致しました。本年は５０期、王会長の総仕上げとなる大切な式
典でもありました。式典後の宴会では昨年より中野ライオンズクラブのご婦人方が練習されてきた森山直太朗の「さくら」を中国
語で披露し、台北市陽明山ＬＣの皆さんも大変歓ばれていました。式典翌日にはゴルフを楽しむメンバーや金爪山で砂金堀を楽し
む方、また夜間帯には台湾最大級の夜店街、士林夜市も大変楽しいひとときとなりました。ウィークデイのお忙しい中、多くのメ
ンバーの方にご参加いただきありがとうございました。本年も温かい歓迎を受け、陽明山ＬＣと懇親を深めることができました。



50 TOKYO NAKANO LIONS CLUB 51TOKYO NAKANO LIONS CLUB

55TH ANNIVERSARY

第一回クラブ対抗ゴルフ大会

第一回クラブ対抗ゴルフ大会

皆様にとって素晴らしい一年でありますように!

2018年5月25日（金）、Ｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣において開催された5
月度第二例会において青木恵子Ｌの入会式が行なわれました。
青木Ｌは、多くの方がご存知だと思いますが、日本の女子プロレス
界が絶頂を極めた1990年代にブル中野として女子プロレス界の頂
点に君臨。またアメリカのＷＷＦ世界女子ヘビー級王座を獲得した
唯一の日本人レスラーとしてアメリカでもその存在は多くの人に知ら
れています。現在は中野でGIRLS婆BAR 「中野のぶるちゃん」を経
営する傍ら、プロレス解説者やアメリカでのイベントに参加するなど
世界をまたに架け活躍されています。

２０１８年６月１８日（月）大利根カントリークラブにおいて地区キャビネッ
トで初めての試みとなる第1回クラブ対抗ゴルフ大会が開催されました
。中野ライオンズクラブを代表して田中淳正Ｌと青木恵子Ｌが参加いた
しました。また、当日プレー参加とはなりませんでしたが、都会長と高橋
幹事が応援に駆けつけました。

2018年５月１２日(土）に塔山小学校にて６年生５０、名西中野小学校にて６年生28
名、また５月３０日(水）に大妻中野中学校にて３年生２８３名を対象に薬物教室を開
催しました。
参加メンバー
塔 山 小 学 校・・・都会長、髙橋幹事、佐藤L、竹内L、丸岡L、L食野の６名と

中野警察より五十嵐巡査長と白濱スクールサポーター。
西 中 野 小 学 校・・・久保L、野方警察より甲斐スクールサポーター
大 妻 中野中学校・・・都会長、髙橋幹事、丸岡L、米持L、星野L、 L食野の６名と

中野警察より比企警部補、白濱スクールサポーター。
５４期は、１８校で教室を開催しました。（予定を含む。）前々期は１４校、前期は１６
校の開催となっており、年々増加しております。来期以降も校長会などを通じ、薬物
教室の周知を図りたいと思います。
引き続き皆様のご協力をお願い申し上げます。

東京中野ライオンズクラブ会員の石井祐治様が、30年6月14日83歳
にてご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げますとともに皆
様にお知らせ致します。通夜・葬儀は下記野通り執り行われます。

記
お通夜 平成30年6月27日（水） 午後6時～
告別式 平成30年6月28日（木） 午前10時～12時
場 所 杉並セレモニーホール 杉並区井草1-3-10

第一回クラブ対抗ゴルフ大会

２０１８年５月２６日、２７日の２日間、第１９回東京都障がい者スポーツ
大会が駒沢オリンピック公園総合運動場にて開催されました。本年は
昨年を上回る１，０００人以上のメンバーの参加があり、中野ライオンズ
クラブからも山下Ｌ夫妻、梅若（和）Ｌ、久保Ｌ夫妻、星野Ｌ Ｌ花堂夫妻
の計８名が参加しました。

クラブの軌跡（54 期）
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2018年7月に西日本を襲った記録的な豪雨で、死者は200人を超え、平成に入って最悪の豪雨災害となった。広島県では降
り続いた大雨による土砂崩れや土石流が住宅街に流れ込み被害が拡大した。東京中野ライオンズクラブは、呉市グリーン
ライオンズを経由し、広島県呉市の公立小中学校の中で特に被害程度の大きかった4校に物品を寄付することとしました。

55期のメインアクティビティとして、中野区立中学校10校にポータブルワイヤレスアンプとマイクのセットを寄贈したしました。
中野区中学校校長会と協議を行い、運動会や文化祭・生徒会などで活用度が高く、大変喜ばれました。1校（第8中学校）は
統合予定の為テントを寄贈。
平成31年1月22日に第4中学校で、中野区教育長にもお越しいただき寄贈式を執り行いました。

2018年12月2日（日）中野駅北口前広場にて薬物乱用防止キャンペーンイベント「青空コンサート」を開催いたしました。中野区
内の5つの中学校・高等学校の吹奏楽部に演奏していただき、各校の演奏の終わりには、生徒とお客様、クラブメンバーで

「薬物乱用 ダメ！ゼッタイ！」を大きな声で復唱し、たくさんの方々に薬物の恐ろしさを伝えることができました。

第55期
2018年7月ー2019年6月

アクティビティスローガン :
友情とかたい絆で We Serve

　5月24日、東京中野ライオンズクラブ結成55周年記念式典を、挙行できましたことに心より御礼申し上げます。
式典には1976年以来、43年の長い友好関係を頂いております姉妹提携クラブ、台北市陽明山LCより25名、
そして香港南九龍LCより2名のご臨席を頂き、更なる友情を深めることが出来ました。
　2018年度は自然災害の多い年でありました。その中でも特に被害が甚大であった、7月に発生した西日本
豪雨の被災地である広島県呉市の公立小中学校には、被災地復興支援委員会のメンバーが現地におもむ
き、物品を寄付致しました。
　メインアクティビティは、中野区立中学校10校に、ポータブルワイヤレスアンプとマイクのセットを寄付致しました。
　その他の主な活動として「友情とかたい絆で We Serve」のスローガンの基、薬物乱用防止委員会では、
薬物乱用防止教室に、延べ生徒数2,915名参加を頂き、イベント開催は青空コンサートを含め、19回となりまし
た。献血・献眼ドナー委員会においても、秋春共に、豚まんの配布をしながら、多くの方々のご協力を頂くことが
出来ました。国旗委員会では、国旗掲揚を年間17回、延べ人数218名にご協力頂き、新・旧の交友を深めまし
た。東京中野ライオンズクラブは、これからも、大切な国の宝である子供たちの健全な育成に貢献を続けて参り
ます。

第55期会長　石井正幸

会長
石井 正幸

会計
花堂 浩一

幹事
竹内 美千代

【主なアクティビティ】
●55周年記念式典55周年記念誌作成
●中野区10校の中学校に物品寄贈予定
●献血奉仕活動
●薬物乱用防止過活動
●LCIF視力ファースト指定献金

【獲得アワード】
広報優秀賞
女性参加・レオ推進優秀賞

【個人アワード】
敬寿賞（卒寿）　L.安川　庸夫
敬寿賞（卒寿）　L.吉田　豊松

アクティビティ総額

5,188,928円（2019 年 4 月現在）

クラブの軌跡（55期）
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6月9日(土）、区立武蔵台小学校6年生80名、また6月26日（火）には今期
最後の薬物乱用防止教室が、桜花小学校にて開催されました。武蔵台小
学校は公開授業のため、保護者の方も10名強参加され、保護者の方々も
一緒に大きな声でスローガン斉唱で締め括りました。桜花小学校では質疑
応答の時間、全てに答えることが出来ない程手が上がり、この教室の大切
さを実感しました。ご協力いただきました皆様、1年間大変お世話になりまし
た。来期55期は星野Ｌが委員長を務めますが、引き続きご協力宜しくお願
いします。

参加メンバー
武蔵台小学校・・・都会長、宇田川L、竹内L、L食野、

野方警察より中尾警部補、甲斐
スクールサポーター

桜花小学校・・・・・都会長、髙橋幹事、宇田川L、
星野L、伊藤L、L食野、中野警察
署の五十嵐巡査長。

薬物乱用防止委員会 委員長 食野友彦

米持Ｌ．（４日、４１歳） 梅若（和）Ｌ．（１８日）

町山Ｌ．（４日）

戸矢崎Ｌ．（２１日、８８歳）

佐々木Ｌ．（２６日、６５歳）

２０１８－２０１９年度国際会長・・・アイスランド・ガルザバイブのグドラ
ン・ビョート・イングバドターＬ.。国際会長テーマは『We Serve』。
３３０－Ａ地区アクティビティ・スローガン 『思いやりと感謝の心で
We Serve』 ３３０－Ａ地区ガバナーズ・スローガン 『チームワークを
発揮して奉仕事業の推進を！！』 ３３０－Ａ地区ガバナーズ・テー
マ 『101年目の第一歩全メンバーでつづるアクティビティーの始動』
３３０－Ａ地区ガバナー・カラー 『桜色』（ＤＩＣ-２６）

国旗委員会よりお知らせです。

2018年６月22日（金）、17時～Ｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣において、54期、55期、役員交替例会が盛大に開催されました。メンバー各位のご協力に感謝
申し上げます。54期都会長をはじめ執行部の皆様大変お疲れ様でした。55期石井会長、執行部の皆様おめでとうございます。メンバー一同、全力
でサポートして参りますので、宜しくお願いします。 役員交替例会実行委員長 鈴木芳久

『友情とかたい絆でＷｅ Ｓｅｒｖｅ』

２０１８年７月１３日現在 東京中野ライオンズクラブの会員数は５９
名。正会員５７名、名誉会員１名、優待会員１名となっております。

・５５周年年式典５５周年記念誌作成
・中野区１０校の中学校に物品寄贈予定
・献血奉仕活動 ・薬物乱用防止活動 ・LCIF 指定献金

東京中野ＬＣから、５５期は、以下の方々がキャビネット役員を勤め
られます。
宇田川直子Ｌ． ３３０複合地区 会則・会員委員会（ＭＤ） 委員
梅若 和子Ｌ． ３３０-A地区 スペシャルオリンピックス委員会 委員
溝口 淑子Ｌ． ３３０-A地区 スペシャルオリンピックス委員会 委員
*キャビネット役員は、中野ライオンズクラブ会長の名のもと、クラブを代表し
て活動をされます。皆様のご協力宜しくお願いします。

私は昭和４年生まれで、日本が中国と開戦したのが昭和１２年で私
が小学校２年生、アメリカ連合軍と開戦したのが小学校６年生の時で
した。そのころから「国旗は国家なり」の精神が叩き込まれましたので
、国旗は“正義のシンボル”としてこの歳になっても脳裏に生き続けて
おります。８８歳を過ぎても元気で働けるのもお蔭と思っております。国
旗掲揚日〔旗日〕には大勢のメンバーのご参加をお待ちして
おります。心意気が高揚し、目的達成の近道になります。

55期国旗委員会 委員長 柳 萬治

7月12日（木）、都立鷺宮高等学校1年生277名、7月14日（土）桃園小学校6
年生62名、同日平和の森小学校6年生110名が薬物乱用防止教室に参加し
ました。桃園小学校では、先生が薬物の売人役となり生徒と寸劇をしてくれまし
た。 薬物乱用防止委員会 委員長 星野新一
参加メンバー
都立鷺宮高等学校・・・竹内L、佐藤L、伊藤L、花堂L、L星野、野方警察より

甲斐スクールサポーター
桃 園 小 学 校・・・・・高山L、宇田川L、丸岡L、L星野、中野警察より

白濱スクールサポーター
平和の森小学校・・・・・竹内L、久保L、食野L、野方警察より銃器薬物対策係

中尾係長

７月１６日(月)海の日、今期第1回目の国旗掲揚が中野駅南口で行われ
ました。ご参加いただきましたメンバーの皆様ありがとうございました。
参加メンバー
7月16日・・・・・・柳L.・田中(清)・都L・髙橋(万)L・安川L・高山L・鈴木(宏)・

溝口L・鈴木(芳)・竹内L、計10名。
今後の予定
９月17日（敬老の日）
９月23日（秋分の日）
10月8日（体育の日）
メークアップとして国旗掲揚も
受付けています。
国旗委員会 委員長 柳萬治

被災地復興支援委員会よりお知らせです。

今回の西日本豪雨災害の支援のため、メンバー一人当たり１，０００
円を義捐金として拠出するようキャビネットより要請が有りましたので、
７月３０日に総額57,000円の送金をいたしました。
なお今回の豪雨は被害がかなり甚大であることを踏まえて、当委員
会では被害状況を勘案して、更なる支援が必要であるとの結論に至
り、８月の理事会にて審議いただき、承認を得ましたのでご報告させ
ていただきます。 （以下審議内容）
西日本豪雨は東日本大震災以来の大災害と認識しております。猛
暑の中、大量の土砂をかたづける作業は大変です。協議の結果、「
物」より「お金」と判断しました。キャビネットから街頭募金の要請もあり
ましたが、この猛暑での募金活動は健康上ふさわしくないと判断し、ド
ーネーションを中心にすることとさせていただきました。
１人当たり２万円として、合計百万円を目標にドーネー
ションを募りたく存じます。それを広島呉のライオンズ
クラブを通じて寄付することと致したく存じます。
被災地復興支援委員会 委員長 鈴木 宏侑

山下Ｌ．（３日、６３歳） 遠山Ｌ．（８日、５７歳） 田中（清）Ｌ．（１５日、５２歳）

藤沢Ｌ．（１５日）高山Ｌ．（２０日、６４歳） 鈴木（照）Ｌ．（２４日、７１歳）

皆様にとって素晴らしい一年でありますよう
ライオンズメンバー一同祈っております。

７月１１日(水) ビアレストラン ライオン 新宿ライオンビルにおい
て54期・55期 青少年育成・薬物乱用防止委員会交代会を開
催致しました。参加者・・・中野警察署 ４名、野方警察署 ２名、
中学校校長 １０名 中野ライオンズクラブより１６名 合計３２名
の方に参加頂きました。

青少年育成・薬物乱用防止委員会 委員長 星野新一

７月２３日(月)引継会及び第一回委員会を中野において開催致
しました。メンバー１４名、日本赤十字社より所長をはじめ２名のご
参加をいただきました。
席上、日本赤十字社より現在若年献血を推進されている趣の
お話が有り、当クラブにおいて薬防教室の折、許される範囲でＰＲ
活動を行いたい。16歳から可能。高校生向けに推進。都立は東
京都経由のためハードルが高いと思われるため、私立高校から
推進していきたい。薬防委員会と協調性を高めてメーンアクティビ
ティーの高揚を図って行ければと考えています。

献血献眼・ドナー委員会 委員長 佐藤光男

本年も納涼例会の季節がやってきました。本年は
９月８日～9日「木更津三日月温泉「富士見亭」
にて開催致します。東京湾越しに富士山を眺める
オーシャンビューの半露天風呂。また地上40mに
設けた眺望温泉「天空の湯」からも、朝な夕なに
移り変わる霊峰富士を心ゆくまでご覧いただけま
す。皆様のご参加お待ちしております。ご報告

クラブの軌跡（55期）
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参加者
８月11日（土）山の日

柳Ｌ.安川Ｌ.山下Ｌ.花堂Ｌ.佐藤(光）Ｌ.佐藤(ま）Ｌ 岩崎Ｌ.竹内Ｌ.溝口Ｌ.髙橋(万)Ｌ.
鈴木(芳)Ｌ.堀井Ｌ.都Ｌ.河崎Ｌ計１４名。

９月17日（月）敬老の日
Ｌ.柳 石井Ｌ. 竹内Ｌ. 鳥居Ｌ. 鈴木(芳)Ｌ. 安川Ｌ.高山Ｌ. 都Ｌ.髙橋(万)Ｌ.米持Ｌ.
＋米持美花さん(米持Ｌ．のお嬢さん）計11名

９月23日（日）秋分の日
Ｌ.柳 鈴木Ｌ. 塩澤Ｌ. 都Ｌ. 山下Ｌ. 竹内Ｌ. 吉田Ｌ. 髙橋(万)Ｌ. 田中(清)Ｌ.佐藤L.
＋田中志門君,田中あんなちゃん（佐藤Ｌ.のお孫さん２名） 計12名

10月８日（月）体育の日
L.柳 安川L.鳥居L.高山L.山下L.鈴木（芳）L.田中（清）L. 上原L.溝口L.中郡L.

高橋（万）L.星野L.竹内L 計13名

国旗委員長として、祝日には奮って国旗委員会にご参加下さいますようお勧めいたします。運気が
隆昌すると確信しております。次回は、11月３日（土）文化の日です。

＊ボーイスカウトの人数の関係から、2019年4月以降の国旗の掲揚管理は当LCが行わざるを得な
くなりました。管理方法におきましては今後検討していきます。 国旗委員会 委員長 柳萬治

９月８日（土）10時25分より、中野区立新井小学校体育館にて、５年生・６年生１５０名、
また９月15日（土）９時50分より中野区立第五中学校２年生90名を対象に薬物乱用防
止教室を開催致しました。また新井小学校においては地域の皆様、保護者のみなさんと
貴重な意見交換を行なうことも出来ました。
参加メンバー
新井小学校・・・・丸岡Ｌ． 佐藤Ｌ． 星野Ｌ．野方警察署、青柳少年係長 杉渕校長
中野区立第五中学校・・・・・

竹内Ｌ．花堂Ｌ．食野Ｌ．Ｌ．星野、野方警察署・スクールサポーター
甲斐様、生活安全課少年係、青柳係長

１０月の予定・・・中野区立江原小学校、１０月２６日（金）、９時４０分～ ５年生 ７８名
１０時２５分～１０時４５分、保護者との意見交換、１０時４５分～１１時
３０分 ６年生 ６９名。どれか一コマでもご参加ください。

青少年・薬物乱用防止委員会 委員長 星野新一

今期ガバナー公式訪問合同例会が９月26日(水)１８時００分から京王プラザホテル５Ｆコンコードホールにて、今井地区ガバナーを
お迎えして開催されました。また例会に先立ち、１５時３０分より各クラブとの事前懇談会が開かれ、当クラブより石井会長・竹内幹
事が出席し、今井地区ガバナーをはじめキャビネット執行部と意見交換をさせていただきました。

９月11日（火）18時30分～West53 日本閣において
ゴルフ部と海洋資源開発研究会の合同総会が開催さ
れました。９月８日、東京湾カントリークラブに於
いて雨の中開催された第234回ゴルフコンペの報告
（優勝、山下Ｌ、準優勝、麻沼Ｌ）とゴルフ部・海
洋資源開発研究会の一年間の活動報告、今後の活動
方針の披露後、懇親会を開催しました。

（ゴルフ部 部会長 麻沼雅海）

2018年9月25日（火）中野サンプラザ前広場にて、55期第一回目の中野ＬＣ・しいの木ＬＣ合同の動員献
血が行われました。中野ＬＣメンバーの奉仕者は３２名でした。集中豪雨に見舞われながらも、献血受付者
６６名、献血者５２名（２００ｍｌ ２名、４００ｍｌ ５０名）でした。強烈な雨の中、皆様ご協力ありがとうございま
した。（なお、撮影が一部時間帯となってしまい、参加全メンバーの画像がないことをお詫びいたします。）

９月９日(日)、納涼例会の翌日、まだ余韻覚めや
らぬ中 JR新宿駅東口、アルタ前ライオン広場に
於いて330-A地区11R主催で、北海道胆振東部地
区地震被災地支援募金活動を行いました。当クラ
ブからは、宇田川L 梅若L 竹内L、L鈴木(宏)が参
加を致しました。ご協力頂きましたライオンの皆
様、ありがとうございました。

（被災地復興支援委員会 委員長 鈴木宏侑）
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９月８日(土) 木更津 富士見亭において ９月度第一例会・納涼例会が行われました。参加者３４名（メンバー２８名 同伴者６名)
のご出席を頂き、皆様で懇親を深めてまいりました。当日は、ゴルフ部コンペも開催され、懇親会ではその表彰式と報告がされました
。また、翌日９日は、海洋資源開発研究会による、キス釣りも開催されるなど有意義な例会となりました。

岩崎Ｌ．（２日、６７歳） 飯塚Ｌ．（６日、８６歳） 星野Ｌ．（９日、６０歳 還暦）

榎本Ｌ．（１４日、８２歳） 柳Ｌ．（１９日、８９歳）

皆様にとって素晴らしい一年でありますようメンバー一同祈っております。

11月３日（土）文化の日には、会員をはじめ佐藤Ｌ.のお孫さん２名の合計14名の

ご参加を頂きまして、誠にありがとうございました。

参加者・・・L.柳 吉田L. 鈴木L. 安川L. 都L. 髙橋（万） L. 溝口L. 石井L. 竹内L.

田中（清） L. 花堂L. 佐藤L.＋田中志門君、田中あんなちゃん(佐藤L.

のお孫さん２名)合計14名でした。

明日、１１月２３日(金)は勤労感謝の日です。奮ってご参加くださいます

ようお待ち致しております。

10月26日（金）江原小学校にて、5年生（78名）、6年生（69名）、
保護者（10名）を対象に薬物乱用防止教室を開催いたしました。
そしてオブザーバーとして、東京新都心ライオンズクラブの高久
啓子Ｌにご参加いただきました。

参加メンバー・・・・・宇田川Ｌ、丸岡Ｌ、高橋（一）Ｌ、久保Ｌ、伊藤Ｌ
Ｌ、星野、東京新都心ライオンズクラブ、高久啓子Ｌ、野方警察生
活安全課少年係青柳係長、甲斐スクールサポータ。

10月24日（水）18時30分より、Ｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣において、しいの木ＬＣとの合同例会が開催されました。ご講演は、中野区に本
拠地を持ち、今金融業界で目覚しい活躍をみせる西武信用金庫の落合理事長に「変革期における金融機関の上手な使い方」と
題してご講演をいただきました。ＡＩ時代の到来や激動の時代を経営者としていかに備えるべきか、大きなヒントをいただきました。

１０月２８日（日）、久里浜にてカワハギ釣り
の例会を開催しました。１５名の参加で全
員カワハギを釣り、楽しい例会となりました。
終了後、佐藤Ｌのご自宅で恒例となりました
食味会を開催し、１１名が参加しました。あ
りがとうございました。

西日本豪雨災害に対して、10月15日に当委員会の髙橋ＬとＬ鈴木（宏）が広島県呉市
を訪問しました。被災地訪問当日の行程と面会者は下記のとおりです。
１．広島空港にて呉グリーンライオンズの会長以下メンバーと合流。
会長 寺本治彦Ｌ．幹事 小川和治Ｌ．元会長 崎本林之助Ｌ．次期幹事 中下憲治Ｌ．
佐倉寛文Ｌ．
２．呉市教育委員会教育長を訪問、教育部長陪席のもと被災状況の説明を受ける。
呉市教育委員会 寺本有伸教育長、小川聡教育部長、田村峡平学校教育課指導主事
３．寄付先の被災校４校を訪問し、被災状況を確認・懇談。
・呉市立音戸小学校 高橋智子校長・呉市立天応中学校 高野辰彦校長
・呉市立安浦中学校 細川 司校長・呉市立安浦小学校 山崎義之校長

１０月１２日（金）に今年度第一回の研究
会を開催。秋の夜長の研究に勤しみました
が、皆様、勉強熱心で明け方近くまで。皆
様、お元気で何よりです。参加メンバーは
麻沼Ｌ．都Ｌ．赤星Ｌ．
Ｌ．石森でした。
研究会の模様は、
極秘ということで、皆様の
ご想像にお任せします。
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五味Ｌ．（２日、８３歳） 丸岡Ｌ．（６日） 田中（淳）Ｌ．（８日、８１歳） 松原Ｌ．（８日、８５歳） 鈴木（芳）Ｌ．

（８日、７７歳 喜寿） 安川Ｌ．（１０日、９０歳 卒寿） 伊藤Ｌ．（１５日、６６歳） 髙橋（一）Ｌ．（１６日、５８歳）

久保Ｌ．（２２日） 麻沼Ｌ．（２４日、７５歳） 中山Ｌ．（３０日、４４歳）

皆様にとって素晴らしい一年でありますようメンバー一同祈っております。

１２月２日（日）１０時より、中野駅北口前広場にて薬物乱用防止キャンペーンとして毎年恒例の青空コンサートを開催いたしました
。寒い中での開催でしたが、酒井区長の挨拶から始まり、堀越学園、緑野中学校、中野中学校、中野東中学校、北中野中学校
の５校吹奏楽部の皆さんに演奏いただきました。途中、なっこいにも登場いただき、和やかな雰囲気で雨も降ることなく、無事終了
することが出来ました。皆様、ご協力ありがとうございました。

来たる１２月２３日（日）は今上天皇御在位における最後の天皇誕
生日祝日となりますので、国旗掲揚参加回数の少なかったメンバ
ーも含めて大勢のご参加をお待ち致しております。
（国旗委員会 委員長 柳 萬治）

来賓：中 野 区 酒井直人区長、白土 純副区長
中野区教育委員会事務局 戸辺 眞次長

中野警察署 内海順一署長、生活安全課 佐藤雄一郎課長
野方警察署 田中富弥署長 生活安全課 中村和弘課長

参加メンバー：石井会長、都前会長、鈴木（芳）第一副会長、星野委員長、赤星Ｌ.麻沼Ｌ.荒木Ｌ.五味Ｌ.花堂Ｌ.
伊藤Ｌ.久保Ｌ.丸岡Ｌ.溝口Ｌ.内藤Ｌ.中郡Ｌ.佐藤Ｌ.塩澤Ｌ.鈴木（宏）Ｌ.髙橋（一）Ｌ.髙橋（万）Ｌ
高山Ｌ.玉井Ｌ.田中（清）Ｌ.田中（淳）Ｌ.鳥居Ｌ.宇田川Ｌ.梅若Ｌ.柳Ｌ.米持Ｌ.Ｌ.竹内 以上３０名

参加校：
堀越高等学校
中野区立緑野中学校 中野区立中野中学校
中野区立中野東中学校中野区立北中野中学校

佐藤L、いつも早くから準備
ありがとうございます。

１１月２４日（土）今期ライオンズデー「みんなダイヤモンド！」
が港区スポーツセンターで開催されました。当クラブからは、
宇田川Ｌ.溝口Ｌ.梅若Ｌ.花堂Ｌ.Ｌ.竹内の５名が参加致しました。

１１月２０日（火）東京都庁において献血功労者厚生労働大
臣表彰の伝達式及び東京都献血功労者厚生労働大臣表
彰贈呈式が開催されました。これは昨年サンプラザ前で行
なった献血活動の動員数が、例年の3倍という素晴らしい実
績が高く評価されたものだと思います。当クラブからは、５４
期献血献眼・ドナー委員長上原Ｌ.、都前会長、髙橋前幹事
、堀井前会計が出席いたし
ました。54期執行部の皆様、
54期献血委員長、上原L、
ご協力いただきました皆様
おめでとうございました。

平成３１年１月１日（元日）の国旗掲揚には、平成元号最後の記念すべき元日ということもあって、メンバー１２名、ご家族６名、
合計１８名のご参加を頂きまして、誠に有難うございました。正しく「１年の計は元旦にあり」の諺通りを伝承し、大勢様ご参加頂
きまして誠に有難うございました。
平成３０年１２月２３日（日） 天皇誕生日
参加者・・・Ｌ.柳 安川Ｌ.溝口Ｌ.竹内Ｌ.石井Ｌ.食野Ｌ.髙橋（万）Ｌ.花堂Ｌ.鈴木（芳）Ｌ.吉田Ｌ.鳥居Ｌ.+ 白幡菜乃子ちゃん、

白幡泰地君、メンバー11名、鳥居Ｌ.のお孫さん２名。 合計13名でした。その後ルノアール南口店にて11名が軽飲食。
平成３１年1月1日（火） 元日
参加者・・・Ｌ.柳 安川Ｌ.鈴木（芳）Ｌ.上原Ｌ.岩崎Ｌ.都Ｌ.田中（清）Ｌ.竹内Ｌ.髙橋（万）Ｌ.佐藤（光）Ｌ.+ 田中志門君、田中

あんなちゃん、米持Ｌ.+ 米持美代子さん、米持美花ちゃん、鳥居Ｌ.+ 白幡菜乃子ちゃん、白幡泰地君 合計１８名
次回は、１月１４日（月）成人の日です。（ 国旗委員会委員長 柳 萬治）

平成30年12月14日（金）14時30分～15時20分、中野区立中野中学校において「人はなぜ働く
のか」「働くとはどのようなことなのか」を子供たちに考えてもらうための活動の一環として、
中野ライオンズクラブメンバー５名（青木Ｌ、梅若（紀）Ｌ、花堂Ｌ、鳥居Ｌ（ご子息）、都Ｌ
（ご息女））が講話を致しました。

12月14日、国立オリンピック記念青少年総合セン
ターにおいてライオンズクラブ国際協会３３０－
Ａ地区、薬物乱用防止委員会認定講師スキルアッ
プセミナーが開催され、中野ライオンズクラブを
代表して実践講座の講師を務めてまいりました。
これは、日頃の中野ライオンズクラブの薬物乱用
防止活動が、大きな実績を治めていることに対し
て、高く評価されているものだと思います。メン
バーの皆様の日頃のご協力に感謝申し上げます。
（青少年・薬物乱用防止委員会委員長 星野新一）

西日本豪雨災害に対して、中野ライオンズクラブの総意として10月15日に広島県呉市
を訪問し、お渡しいたしました￥1,200,000の義援金に対してお礼のお手紙をいただき
ましたので、披露させていただきます。ご協力いただきました皆様に改めて感謝申し上
げます。（被災地復興支援委員会 委員長 鈴木宏侑）

↓以下お手紙の内容です。

西日本災害から五ヶ月になろうとしていますが、まだまだ
完全復旧には時間がかかりそうです。
この度は、ハードルを十五台、ビブス（ゼッケン）を四色
八十枚寄贈してくださりありがとうございます。子供達や教
師もとても喜んでおります。体育の時間や運動会などで
使わせていただきます。本当にありがとうございました。
今、学校では、復旧から復興に向けて、防災教育を中
心に復興教育に力を入れていきたいと思っています。自
分たちがいろんなことに挑戦して頑張り、その姿を保護者
や地域に見せることで、保護者や地域を元気にする活動
にする活動を実践していこうとしています。東京中野ライオ
ンズクラブの皆様の温かいお心とご支援に感謝するととも
に、今後の発展と皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上
げます。 平成三十年十二月五日

広島県呉市立安浦小学校 校長 山崎義之
東京中野ライオンズクラブ 委員長 鈴木宏侑様
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56期クリスマス家族会へ続く
１２月２１日（金） west５３rd日本閣において、クリスマス家族会を開催しました。実
行委員をはじめ、メンバー各位のご協力を得て大変盛大で楽しいクリスマス会とな
りました。感謝いたします。また、ラッキーカードの商品提供をいただいたメンバーの
方には、改めて御礼申し上げます。（クリスマス家族会実行委員長 鈴木芳久）
参加者：１０１名 （メンバー３９名 同伴者６２名）

クリスマス家族例会が盛大に開催されました。
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皆様にとって素晴らしい一年でありますように

１月11日(金) ｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣において、新年第一例会が開催されました。ゲストには中野区中学校長会会長、田代雅規様
。東京高井戸LC会長、黒永哲至L。メンバーエレクトの本田恵一様。そして伝統歌舞伎保存会の望月太喜三久様、神田囃子諫鼓の会
の皆様。石井会長、田代校長挨拶、黒永Lのお話に続き、55期国旗委員長の柳Lの乾杯から楽しい交流へと移っていきました。伝統
歌舞伎保存会、神田囃子諫鼓の会の皆様には、新年に相応しい獅子舞をご披露いただきました。笛、鉦、太鼓のお囃子にあわせて
、獅子が舞う、飛ぶ、跳ねる、寝転ぶなど隙のない動きに会場からも大きな喝采が上がりました。そして55期最大のイベントとし
て台湾陽明山Lクラブをお招きしてのチャーターナイトがディズニーシーのホテルミラコスタで開催されることが発表され、大変な
盛り上がりの中、閉会することができました。メンバーの皆様に改めて感謝申し上げます。 (55期会長 石井正幸)

平成３１年１月14日（月）成人の日、中野駅南口前にて国旗
掲揚を行ないました。ご参加頂きました皆様、ありがとうござい
ました。参加者・・・石井L.鈴木（芳）L.髙橋（万）Ｌ.竹内Ｌ.
田中（清）Ｌ.花堂Ｌ.都Ｌ.溝口Ｌ.吉田Ｌ.Ｌ.柳 計１０名

（国旗委員会委員長 柳 萬治）

５５期メインアクティビティの中野区立中学校１０校に贈呈しま
したアンプの贈呈式が、１月２２日15時より中野区立第四中学校
会議室で行なわれました。（これは中野区立中野中学校校長会主
催のもと開催されました。

今期アワードの申請を以下のとおり、
ゾーンチェアパーソンに提出致しました。

・A－２ 薬物乱用防止優秀賞,・A－３ 国際協調優秀賞、
・A－４ 献血推進優秀賞,・A－１２ 青少年育成優秀賞、

・A－１３ 緊急アラート優秀賞,・B－１ 広報優秀賞,
・B－５ 女性参加,・レオ推進優秀賞,・B－６ クラブ活性化
優秀賞,・B－１１ 敬寿賞。アワード申請にあたり、各委員長
をはじめメンバーの方々に多大なご協力をいただきました。

大変ありがとうございました。御礼申し上げます。
（55期幹事 Ｌ竹内美千代）

皆様にとって素晴らしい一年でありますようにメンバー一同祈っております。

２月１１日(月) 建国記念日
参加者、赤星Ｌ. 石井Ｌ. 伊藤Ｌ. 鈴木（照）Ｌ. 鈴木（芳）Ｌ. 髙
橋（万）Ｌ. 高山Ｌ. 竹内Ｌ. 田中（清）Ｌ. 鳥居Ｌ. 溝口Ｌ. 都Ｌ. 
安川Ｌ. Ｌ.柳 吉田Ｌ. 米持Ｌ. +米持美花ちゃん、合計１７名。
日本国建国の日を意識され17名の方が参加されました。有難う
ございました。

３月２１日(木) 春分の日
参加者は、石井Ｌ. 上原Ｌ. 黒澤Ｌ. 鈴木（芳）Ｌ. 髙橋（万）Ｌ. 
竹内Ｌ. 溝口Ｌ. 食野Ｌ. 山下Ｌ. 吉田Ｌ. Ｌ.柳
合計11名。
国旗掲揚参加者１１名、内ルノアール喫茶参加７名。有難うござ
いました。 （国旗委員会委員長 柳 萬治）第６５回年次大会ガバナーズ・アワード審査会において、

下記の通り受賞が決まりましたので、ご報告いたします。
B１広 報 『優秀賞』
B５女性参加・レオ推進 『優秀賞』
B１１ 敬寿賞 安川庸夫L

（55期幹事 Ｌ竹内美千代）

３月お誕生日
荒木Ｌ.（1日）正村Ｌ.（5日、56）安達Ｌ.（16日、84歳）
４月お誕生日のメンバーは在籍しておりません。現在募集中！

２０１9年2月22日（金）、次期役員についての指名会が開催され、以下
のメンバーの皆様がエレクト候補者に指名され、３月８日（金）を選挙会と
しておりました。選挙会までの期間に他候補者の立候補がございません
でしたので、３月８日、自然承認として正式なエレクトになりましたのでご
報告させていただきます。56期も引き続き皆様のご支援を宜しくお願い
します。

第５６期役員 会長エレクト 鈴木芳久Ｌ
第一副会長エレクト 岩崎 章 Ｌ
第二副会長エレクト 花堂浩一Ｌ
幹事エレクト 米持Ｌ
会計エレクト 堀井Ｌ
ライオンテーマーエレクト 田中清嗣L
テールツイスターエレクト 山下晃司Ｌ
会員会則委員長エレクト 高山義章L

2月22日（金）18時30分より、west53r日本閣において、2月度第二例会、100％出席例会が開催されました。皆様のご協力により
、100％出席を達成することができました。皆様に改めて、感謝申し上げます。出席委員長 鳥居憲夫）

3月22日（金）18時30分より、west53r
日本閣において、3月度第二例会が開催
されました。ゲストに元総合格闘家で
PRIDのリングで活躍された大山峻護氏に
「前祝いの法則」と題してご講演いただ
きました。ピーターアーツ選手やグレイ
シー一族に勝利し、時の人となった無名
選手の大山選手が大切にしてきた想いを
お話いただきました。

クラブの軌跡（55期）
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台北市陽明山ライオンズクラブ、
チャーターナイトの模様は５月号
でご報告させていただきます。

２月１８日（月） ９：４０～１０：２５ 中野区立白桜小学校 ６年生 ５９名
参加者・・・竹内L．丸岡L．伊藤L．L星野 野方警察署、甲斐スクールサポーター、少年係 吉武さん

３月７日（木） １３：００～１４：１５ 都立稔が丘高校 全学年 ５００名
参加者・・・青木L．伊藤L．宇田川L．高山L．花堂L．食野L．L．星野 ※緑野中学校からのお例文を代読

３月１２日（火）１４：３０～１５：２０ 中野区立緑野中学校 １年生 １０６名
参加者・・・宇田川L． 佐藤L． 高山L． 都L． 食野L．L．星野

３月１５日（金） １０：５０～１１：５０ 都立武蔵が丘高校 １、２年生 ６４０名
参加者・・・宇田川Ｌ． 佐藤Ｌ． 高山Ｌ． 竹内Ｌ． 本田Ｌ． 食野Ｌ． Ｌ．星野

３月２６日(火)、恒例の動員献血が中野サンプラザ広場において行われました。メンバー３０名が当日参加をされ、１０時から１６

時まで奉仕活動にてご協力を頂きました。当日の申込者は８８名で、献血者は７１名の方より採血をお願い出来ました。また、メン

バー各位のお声掛けを頂き、各社のご協力に厚く御礼申し上げます。今期の献血活動に付きましては、終了致します。各位のご

協力に感謝致し、誠に有難うございました。（なお、撮影が一部時間帯となってしまい、参加全メンバーの画像がないことをお詫び

いたします。） 献血・献眼ドナー委員長 佐藤光男

クラブの軌跡（55期）
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平成３１年４月２９日（月） 昭和の日
参加者は、岩崎Ｌ. 上原Ｌ. 佐藤Ｌ. 鈴木（芳）Ｌ. 髙橋（万）Ｌ
. 竹内Ｌ. 溝口Ｌ. 安川Ｌ. Ｌ.柳合計９名でした。
国旗掲揚参加者９名、内ルノアール喫茶参加７名。有難うござ
いました。

令和元年５月１日（水） 令和天皇即位の日
参加者は、髙橋（万）Ｌ. 竹内Ｌ. 玉井Ｌ.+玉井りおなちゃん
鳥居Ｌ. 都Ｌ. 安川Ｌ. Ｌ.柳合計８名でした。
国旗掲揚参加者８名（内、玉井Ｌ.女児１名）、ルノアール喫
茶参加８名。

令和元年５月３日（金） 憲法記念日
参加者は、石井Ｌ. 黒澤Ｌ. 佐藤Ｌ.+佐藤真由美さん 鈴木
（芳）Ｌ. 髙橋（万）Ｌ. 竹内Ｌ. 都Ｌ.
安川Ｌ. 吉田Ｌ. Ｌ.柳 合計１１名でした。
国旗掲揚参加者１１名（内、佐藤Ｌ.夫人１名）、内ルノアー
ル喫茶参加９名。

2019年4月5日（金）、Ｗｅｓｔ５３ｒｄ日本閣において開催された４月
度第一例会で田口善彦Ｌの入会式が行なわれました。
田口Ｌは平成４年、京都産業大学法学部法律学科卒業後、興銀リー
ス株式会社へ入社。同社にて生活・環境営業部を創設し、当時業界
初となる介護セクションを創設し、医療・介護施設ファイナンス、ファク
タリング等を多数商品化するなど活躍されました。その後、医療法人
社団翔未会、株式会社アルスを経て、平成27年7月株式会社カレア
を設立。現在中野区弥生町にて小規模多機能型介護施設をはじめデ
イサービスなども運営されており、将来が期待される企業に成長されて
います。また、中野区介護サービス事業者連絡会では会長を努められ
区内２００の介護事業者のリーダーとして日々奮闘されています。

田口Ｌ、おめでとうございます。今後とも宜しくお願いします。 （会員拡
大委員長 山下晃司）

2019年4月5日（金）、毎年恒例の
さくらまつりが開催され、中野ライ
オンズクラブを代表して、石井会
長がお祝いの挨拶と乾杯の音頭を
取りました。多くのライオンズメンバ
ーが来賓やスタッフとして活躍され
ていました。

令和元年５月５日（日） こどもの日
参加者は、石井Ｌ. 岩崎Ｌ. 上原Ｌ. 黒澤Ｌ. 佐藤Ｌ. 鈴木（
宏）Ｌ. +鈴木ゆえさん 鈴木（芳）Ｌ. 
髙橋（万）Ｌ. 竹内Ｌ. 星野Ｌ. 堀井Ｌ. 溝口Ｌ. 都Ｌ. 安川
Ｌ. 山下Ｌ. 吉田Ｌ. Ｌ.柳
国旗掲揚参加者メンバー１７名+鈴木宏侑Ｌ.夫人１名、合計１
８名。ルノアール喫茶参加１８名。

国旗委員会今季最後の掲揚日となりました １８名の大勢様の

皆様にとって素晴らしい一年でありますように
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台北市陽明山ＬＣチャーターナイト51周年式典参加のため、４月１1日（木）～１３日（土）に当中野ライオンズク
ラブからもご家族、ご友人を含め24名でチャーターナイトに参加致しました。毎年ながら温かい歓迎を受け、香港南
九龍ＬＣとも親睦を深めることが出来ました。ウィークデイのお忙しい中、多くのメンバーの方にご参加いただきあ
りがとうございました。

祝 辞
親愛なる中華民国台湾市陽明山獅子會の皆様、ご家族の皆様、関係ライオンズク
ラブの皆様、本年、貴クラブはチャーターナイト５１周年をお迎えになられ、心
よりお喜び申し上げます。
ご紹介を頂きました東京中野ライオンズクラブ５５期会長を務めておりますＬ石
井正幸でございます。本日は、陽明山ライオンズクラブチャーターナイトにお招
き頂き誠に有難うございます。毎年、このように盛大に行われますチャーターナ
イトに出席できますことに感謝いたし、会長としてこの場に立てますことを光栄
に思うところでございます。また、本日は多くの日本国東京中野ライオンズクラ
ブのメンバーをお招き頂き感謝申し上げます。さて、私共東京中野ライオンズク
ラブも今年は創立５５周年を迎える運びとなりました。55周年の今期は『友情と
かたい絆で Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ』をスローガンに掲げました。みんなで相互理解の
精神にて、篤く友情を深め、良きチームワークを構築し、元気に仲良く、有意義
で楽しいクラブライフの下、社会奉仕に精進しております。来たる５月２４日、
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタで開催致します私共の５５周年記念式典
にはメンバーの皆様をはじめ、ご家族、ご友人もお誘い頂き多くのご参加をお願
いいたします。お待ち申し上げております。
このように、両クラブの友好関係が着実に実を結んで参りましたのも、ひとえに
メンバー皆様、そしてご理解のあるご家族の皆様のひとかたならぬ熱意とご尽力
の賜物であり、改めて心から深く敬意と感謝を申し上げる次第でございます。今
後も両クラブ手を携えて世界の平和を願い、人々が幸せに暮らせる社会を作り上
げて参りましょう。東京中野ライオンズクラブは、陽明山ライオンズクラブとの
永遠の友情をお誓い申し上げます。
最後になりますが、貴クラブメンバー、ご家族の皆様のご健康とご多幸をお祈り
申し上げまして感謝とお祝いの辞とさせていただきます。

２０１９年４月１１日
日本国東京中野ライオンズクラブ
５５期会長 石井 正幸幸
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Meshino Tomohiko

Hanado Koichi

Adachi Shichirou

Ishimori Koji

Matsubara Choji

Hayashi Takeshi

Akahoshi Yoshiaki

Ito Yoshiyasu

Masamura Hiroto

Nakayama Noritaka

Iwai Hideo

Maruoka Chizuko

Nakagoori Kazuo

Horii Akiko

Aoki Keiko

Hoshino Shinichi

Asanuma MasaumiAraki Chiharu

Kobayashi Nobuko

Honda Keiichi

Iwasaki Akira

Machiyama Tomomi

Naito Wataru

Iida Yuichi

Enomoto Hajime

Kanno Takeshi

Kurosawa Koki

Mizoguchi Yoshiko

Iizuka Chuji

Fujisawa Mai

Kawasaki Mikio Kubo Rika

Miyako Masanari

Ishii Masayuki

Gomi Michio

食野 友彦

花堂 浩一

安達 七郎

石森 康司

松原 長治

林 武

赤星 義彰

伊藤 芳康

正村 宏人

中山 典隆

堀井 亮木子

青木 恵子

岩井 英雄

丸岡 千鶴子

中郡 一雄

星野 新一

麻沼 雅海荒木 ちはる

小林 信子

本田 恵一

岩崎 章

町山 友美

内藤 亘

飯田 雄一

榎本  一

菅野 剛

黒澤 㓛記

溝口 淑子

飯塚 忠治

藤沢 麻衣

河崎 幹雄 久保 里香

都 政成

石井 正幸

五味 道雄

Sato Mitsuo Shiozawa Kiyotoshi

Toyama Takashi

Yamashita Koji Yanagi Manji

Sasaki Hirobumi Suzuki Hiroyuki

Torii Norio

Watanabe Tsutomu Yasukawa Tsuneo

Suzuki Teruo

Tonegawa Isamu

Umewaka Kisho Yonemochi Daisuke

Suzuki Yoshihisa

Tanaka Kiyoshi

Umewaka Kazuko

Yoshida Toyomatsu

Takanami SoichiTakahashi Kazuchika Tanaka Atsunobu

Uehara Isao

Takahashi Mariko Tamai Shigetoshi

Udagawa Naoko

Takayama Yoshiaki Takeuchi Michiyo

Toyasaki Satoshi

佐藤 光男 塩澤 清俊

遠山 隆

山下 晃司 柳 萬治

佐々木 洋文 鈴木 宏侑

鳥居 憲夫

渡邉 力 安川 庸夫

鈴木 照男

利根川 勇

梅若 紀彰 米持 大介

鈴木 芳久

田中 清嗣

梅若 和子

吉田 豊松

髙波 壮一髙橋 一実 田中 淳正

上原 勲

髙橋 万里子 玉井 重敏

宇田川 直子

高山 義章 竹内 美千代

戸矢崎 哲

Taguchi Yoshihiko
田口 善彦

在籍メンバー一覧
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