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　2017年7月から東京白門ライオンズクラブ第14期が始ま
り、同年12月をもってちょうど半期が過ぎました。思い起こ
せば、会長をお引き受けするにあたり、一番の心配事は五
役の人選と組織編成でした。結果的に井原幹事長、岡田会
計、伊藤テーマー、石村テールツイスターにそれぞれの役
を引き受けて頂き、第14期が始まりました。それ以降皆さ
んもご存知の通り、4人の能力たるや素晴らしく、さまざま
な場面でその能力をいかんなく発揮されております。
　また、元会長・委員長等の皆さんにも助けられてばかり
で、感謝申し上げます。
　更に会報の作成も悩みの種でしたが、境元会長が引き受
けてくださり、“誠に余人をもって代えがたし”の名編集長ぶ
りで毎号素晴らしい会報が皆さんのもとに届けられていま
す。心より感謝を申し上げるとともに、ご面倒をお掛けして
ばかりで申し訳なく思っております。
　さて、今期が始まるにあたり、何よりも念頭に置いたの
は、メンバーの親睦と融和と結束でした。そのために、どん
なクラブ運営をしていけばいいか。できるだけ楽しい例会
にするにはどうしたらいいか……そういったことでした。
　全員にできる限り運営に参加してもらい、メンバーとして
の自覚と一体感を持ってもらう。そのための方便は、できる
だけ多くのメンバーにスピーチをしてもらったり、役に付い
てもらったり、運営を手伝ってもらったり等々。特に若いメ
ンバー（年齢もさることながら、加入年次の）には、積極的
にがんばってもらいたい……。しかしながら、限られた例会
時間の関係や仕事の都合で毎回の出席は困難など、当初
思っていたことの実現はなかなか難しいのが現実でした。
　また、できるだけ例会に出席してもらうための“楽しい例
会作り”として、これまでとは少しでも違う例会にしたいなと
思いました。納涼例会もホーム例会場を離れ、屋形船で江
戸情緒を愉しみながら一体感を醸し出せればと思い、企画
しました。掘り炬燵式の大型船を用意してもらい、約60名
の参加者を得て大盛会でした。
　ホーム例会では中山名誉会長のお楽しみ講話以外、皆さ
んの為になる講演を企画したいと思いました。そこで、ゲス
トスピーカーとして、産経新聞論説委員でベストセラー「未
来の年表」著者の河合雅司氏（榎Lの紹介）には人口減少
問題について、埼玉県立がんセンターの立川哲彦先生（岡
田Lの紹介）には今流行りの誤嚥性肺炎の予防法などにつ

いてそれぞれご講演頂きました。
　前者は少子化社会を何とかしなければと、これまで漠然
と言われていた以上に大変な国家存亡の危機だと改めて思
いましたし、後者は高齢者にとって一番気を付けなければ
ならない身近な健康問題で「パンダのたからもの」と唱える
予防法などは誠に勉強になりました。
　そして、歳忘れホームパーティでは、クラシック路線でい
きたいとの思いから、増渕Lの奥様とご友人にフルートとピ
アノの演奏をお願いすることができました。その折に、岡田
Lのアイディアで女性Lの合唱団に加えて子どもたちにもク
リスマスソングを一緒に歌ってもらい、とても和気藹々とし
た雰囲気になりました。
　オークションでは、水津元会長に盛り上げて頂き楽しい
会になりました。ただ、景品の抽選方法がちょっと分かりに
くく、盛り上げ方が足りずにご迷惑をおかけしたことが反省
点となりました。しかしながら、事前の準備では特に井原幹
事長・大越Lには多大のご苦労をお掛けしました。
　半期を振り返り、当初考えていたメンバーの親睦と融和
と結束がどこまで達成できたか分かりませんが、残りの半
期、役員一同がんばっていきたいと思いますので、メンバー
の皆さんお一人お一人にも“楽しいクラブ作り”へのご協力
をお願いいたします。

会長挨拶

活動報告

前期を振り返って

NPO法人「アジア太平洋英霊顕彰会」立ち上げる！！

日本初の国産超弩級戦艦「比叡」
の沈没場所を特定し、慰霊したい

東京白門ライオンズクラブ

会長　田口　彰紀

白門ライオンズクラブ元会長　
NPO法人アジア太平洋英霊顕彰会 理事長　   

水津　正臣　

昭和17年、ガダルカナル島周辺のどこかで沈没した戦艦
「比叡」。未だ見つからぬその場所を日本人の力で特定したい。

　 特 定 非 営 利 活 動
法人アジア太平洋英
霊顕彰会（APRHA）
と申します。国家の
ため亡くなられた英
霊 を 顕 彰し 後 世 に
伝えたいとの思いか

ら、平成28年に設立いたしました。
　私たちの活動内容は、沈没艦船の特定と約40万人とも
いわれる海戦没者の方々の慰霊、御遺骨情報収集等です。

改装後の「比叡」の様子
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　日本人がこの事実を再認識し、一人ひとりが平和な社会
を築く担い手であるために。

　もし戦艦「比叡」を発見することができれば、確実に日
本の近代史にとって、そして現代を生きる我々にとっても大
きな意味があると考えています。
◎沈没位置を明確にし状況を把握することで、「比叡」の
　来歴や戦闘経過をより正確に記録できます。
◎往時の日本の艦建技術や艦建思想を確認することがで
　き、さらには沈没艦船をレガシー（遺産）として保存して
　次世代へ伝えられます。
◎ガダルカナル島周辺に沈没する艦船は42隻（輸送船は
　除く）といわれますが、それらの維持、保存の技術を現
　地に伝承していけます。

　アジア太平洋海域には、まだ多くの艦船が眠っていま
す。そしてその中には、国家のために戦い、尊い命を失った
人々の魂も眠っているのです。

　今回のプロジェクトをきっかけに、一人でも多くの日本人
がこの事実を再認識し、一人ひとりが平和な社会を築く担
い手であり続けることを願っています。皆様、ご支援をどう
ぞよろしくお願いいたします。

※本文・写真はクラウドファンディングサイト「Ready for」
プロジェクトページより抜粋　
https://readyfor.jp/projects/12500

昨年はインパールにて、御遺骨収集のための現地情報収集
と慰霊を行ってまいりました。
　そして本年は、昭和17（1942）年にガダルカナル島周辺
海域で沈没した戦艦「比叡」の調査と慰霊を計画しており
ます。
　米マイクロソフトの資産家ポール・アレン氏により「武
蔵」が発見されたことは記憶に新しいところです。しかし、
多くの軍艦は眠っている場所の特定すらされておりませ
ん。日本の軍艦は日本人の力で発見し、慰霊を行う。それが
日本人に与えられた使命であると考えます。

「比叡」は日本初の超弩級戦艦。昭和天皇の御召艦として
国民にも親しまれていました。

　大東亜戦争における、海外戦没者は約240万人。未収
容の御遺骨はそのおよそ半分、約112万7千人とされていま
す。また、沈没艦船約4千隻のうち、約90％が未だ位置が
特定されず海の中に沈んだままです。
　私たちは、そんな多くの軍艦の中でも、“日本で建造され
た最初の超弩級戦艦”、そして“昭和天皇の御召艦として国
民に親しまれていた戦艦”であった「比叡」を、まずは調査
したいと考えました。
　御召艦とは、軍艦を並べて壮行する観艦式において、天
皇陛下の乗艦される艦艇です。「比叡」は11代目の御召艦
として3度の観艦式に参加、さらに結果的に“旧軍時代最
後”の御召艦ともなりました。なお、神奈川県横須賀市の光
心寺には比叡の慰霊碑があります。
　「比叡」が日本を離れたのは昭和17（1942）年8月16
日。占領されたガダルカナル島の奪還に向けて連合艦隊の
一員として航海へ出ました。
　比叡最後の艦長を務めた西田正雄大佐は、アナポリス
（アメリカ）、ダートマス（イギリス）と並び世界三大士官学
校の一つと言われた海軍兵学校を3番の成績で卒業、その
後海軍大学に進学、次席で卒業し、以後比叡の艦長になる
までトップクラスを守った優秀な士官でありました。
　二つの海戦を経て、「比叡」は運命の日である11月12日
に第三次ソロモン海戦に突入します。激しいスコールの中
善戦するも、浴びせられる数十発の砲爆弾と魚雷。機関室
全滅の報せ（実は誤報だったのですが）を受けて、航行不
能となり注水弁を開き、漂流の末自沈しました（このことが
沈没位置が特定されていない原因になっています）。
　西田大佐は「比叡」沈没時、艦長としての責任から艦と
運命を共にしようとしたそうです。しかし、未来の連合艦隊
司令長官を死なせる訳にはいかない、と部下に半ば拘束す
るように連れ出されました。
　そのように歴代艦長や乗組員の想いが込められ、日本
の技術力と誇りが詰まった戦艦であるにもかかわらず、ど
こにあるのかすら分かりません。でもいつの日か、日本人の
手で見つけられることを待っているのではないかと思うの
です。

戦艦比叡沈没地点（D 地点）近い海上で（背景はガダルカナル島北端）
浦教授と山縣メンダナホテル総支配人と NPO 池田副理事長

ソロモン政府教育省 ･ 担当官ローレンスキコさんと、戦艦比叡探索計画の説明と打ち合わせの
様子



▲境Ｌのゴング ▲石村Ｌと大久保Ｌのテールツイスター
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例会だより
平成 29 年 10 月号

　伊東敏第二副会長開会のゴング、来たる衆院選挙は自己を失
わないよう投票して欲しいとの言葉で始まりました。田口彰紀
会長挨拶は先般行われた学長選挙で福原紀彦 L が当選との報
告がありました。その他ホームカミングデー、箱根駅伝予選会、
立川先生のお話などをされました。
　会員増強アワードが榎 L（ゴールド）、廣澤 L（シルバー）、境 L（シ
ルバー）に Lions Clubs International から授与されました。授
与の事由は１００周年記念期間中に東京白門ライオンズクラブ
及び当クラブメンバー、新会員の勧誘と維持に貢献した由。
　講演は岡田孝子 L ご紹介の立川哲彦先生。現在埼玉県立が
んセンター腫瘍遺伝子診断科に勤務される、斯界では日本の５
指に入る名医です。誤嚥性肺炎の予防方法について大きな画面
を使用し、大変判り易くユーモアを交え講演して頂きました。「パ
ンダのタカラモノ」を毎日大きな声で発声、カラオケの効用、
具体的な嚥下強化筋トレーニング方法など懇切丁寧に説明して
頂きました。
　廣澤前会長は久々の登場。元気なウィ・サーブで宴が始まり
ました。鈴木誠元会長の大学・学員会情報は司法試験合格発
表について中大は法科大学院別合格者数では４位、合格率だと

　台風の余波で降りしきる雨の中で開催されました。例年のテ
ント施設は中止となり、全て屋内に変更。当クラブもお茶接待
は中止、PR 活動も細々でした。第一部式典の後、第二部は例
年と違う企画の白門音楽祭、管弦楽部・こだま会・応援団リー
ダー部の歌と演奏で素晴らしかったです。今年の目玉である稀
代のクリエーター秋元康氏講演会は超満員の盛況でした。抽選
会が終わり、三々五々家路につきました。白門 LC は荒天にも
関わらず総勢 22 名の参加でした。

【Ｌ境 捷彦・記】

10 位と見方によって複雑である由、水津正臣 L から補足説明
がありました。
　又大越 L から箱根駅伝予選の応援方依頼と８位くらいで予選
突破の予想がありました。予選通ると良いですね！！
　井原幹事長理事会報告、石村博義 L、大久保英彦 L テールツ
イスター発表、増渕秀一 L、出席率発表、岡田孝子Ｌ会計ドネー
ション発表（140,000 円）。声高らかに校歌「草のみどり」を熱
唱、私 L 境の閉会のゴングで楽しい例会は御開きとなりました。

【Ｌ境 捷彦・記】

2017 年10 月4 日（水）　第一例会 於 東武銀座ホテル（芙蓉）

2017 年10 月22 日（日）　第 26 回ホームカミングデー 於 中央大学 多摩キャンパス

▲ 立川哲彦先生の講演の様子



◀ カラオケ大会で優勝！
 　岩瀬Ｌおめでとうございます
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　今年の幹事クラブは法政 LC で、例会当日は富士国際ゴルフ
倶楽部のゴルフコンペで始まりました。当日の朝は雨模様でし
たが、ティアップする頃には雨も上がり快適な一日でした。三
菱系のゴルフ場で手入れも良く、素晴らしいコースです。
　白門 LC からは前泊組の岩瀬 L、茂岡 L、境 L、当日駆けつ
けた井原 L、増渕 L の５人参加。岩瀬 L ３位入賞、境 L10 位、
増渕 LBB の成績で、岩瀬 L、重岡 L は堂々のドラコン賞ゲット、
増渕 L はニアピン賞ゲット、ピン 1 メートル下りのライン惜しく
もバーディーならず！
　例会会場は XIV 山中湖。素晴らしいリゾート施設で、晴れて
いれば部屋の窓一面富士山が望見！　一
日王侯気分を味わいました。
　芸者を揚げての宴会ではなく、ドレス
コードもあり、ルッチコーレ（本館地下 2
階コンベンションホール富士の間）のイ
タリア料理を大変美味しく頂きました。
　懇親会では、各クラブから 2 名の喉自
慢が参加のカラオケ大会で流石素晴らし
い歌 声が 響き渡りましたが、優 勝は澄
み切った歌声で「ありがとう…感謝」を

熱唱！　白門 LC 岩瀬 L でした。茂岡 L も「大空と大地の中で」
を熱唱、選には洩れましたが、グッドでした。
　2 次会は全員参加で盛大に行われました。尚、例会参加はゴ
ルフ組のほか、星野 L、田尻 L、大越 L、伊東 L でした。部屋
風呂も立派でしたが、翌日早朝入った露天風呂も紅葉に囲まれ
素晴らしいの一言でした。参加者は桜門 LC5 名、セントポール
LC5 名、駿 河台 LC10 名、法政 LC14 名、白門 LC9 名合計 43
名でした。

【Ｌ境 捷彦・記】

▲白門 LC メンバーで ▲ゴルフ場にて

　快晴無風汗ばむ陽気の中、鈴木Ｌホームコース名門桜ヶ丘 CC
にて開催しました。中山終身名誉会長にも駆けつけて頂き、和
気藹々の内に朝８時スタート。午後２時にはパーティー開始と極
めて順調な一日でした。
　優勝は紅一点の福島麻理Ｌ。グロス 87 でベストグロスもゲット、
BG 常連の廣澤Ｌ 89 を２回打上回りました。
　同組の白門男子は久保Ｌ、境Ｌ同じ ティーマークからショットし
ましたが 14 ホール全て福島Ｌにかなり置き去りになり涙！涙！の
一日でした。
　前半は３バーディー 41、後半はアイアンが少し乱れ 46 でした。

2017 年10 月20 日（金）・21 日（土）　５大学ＬＣ親睦旅行例会 於 エクシブ山中湖

2017 年10 月24 日（火）　第 23 回ゴルフ会報告
福島Ｌに引っ張られ、久保Ｌ２位、境Ｌ３位でした。鈴木Ｌはゴ
ルフ歴 50 年でクラブを置きますが、廣澤競技委員長の慰留もあ
り、気力充実の際は参加の含みも残されました。お待ちしていま
す。 【Ｌ境 捷彦・記】

▲ 快晴の空のもと記念撮影！ ▲ 福島Ｌには適いません！



　 テーマー 伊 藤尚 L の
司会で開会。田口彰紀
会長が体調不良で欠席
の為、中西美子第一副
会長の開会のゴングで
始まりました。 歳 忘 れ
ホームパーティ、5 大学
新年会等大きな行事が

続きますのでお体を大切に！！ゴーン！！
　会長挨拶で中西 L はお友達は上も下も 10 年サイクルで作られ
ると幸せな人生を過ごせる由。老若男女、多士済々例会に参加
している白門ＬＣで楽しいクラブライフを過ごしましょう。
　お誕生会は何時も元気な現役経営者、新村雅彦 L80 歳です。
益々のご活躍をお祈りいたします。廣澤洋二 L のウィ・サーブは「楽
しくなければライオンズでない～星野紘紀 L 」を借りて福島麻理
L の 23 回ゴルフ大会優勝、鈴木誠 L が未だ引退するには惜しい
ショットの報告など、久し振りに絶好調で声高らかに杯を上げま
した。

　前半テーマーは増尾知恵 L、伊東敏 L 開会のゴング。衆院選
後の政局、大学の雲行きについて、又ホームカミングデーにて卒
50 周年パーティーのご招待を受け参加したところ、その後大学
より寄付金のご案内がありましたそうで……
　田口彰紀会長挨拶は中山正暉終身名誉会長ご子息の中山秀康
議員当選のお祝いの言葉で始まり、本日御来賓の小松真理さん
の司法試験合格のお祝い、母校総長選、学長選の混乱について
話されました。来賓の中央大学小木曽綾先生のご挨拶に続き、
第３回法科大学院学術奨励賞受賞で今年目出度く司法試験に合
格された小松真理さんから素晴らしい御礼の挨拶がありました。
今後の更なる飛躍をお祈りいたします。
　お誕生会は大久保英彦 L、小平康代 L、鈴木誠 L、星野紘紀
Lでした。中山先生のお楽しみ講話はご自身が 71 歳で引退の後、
ご子息中山秀康議員へのバトンタッチのお話。今回の改造内閣
で 44 歳最年少外務委員長に就任。明治維新で万機公論でなく
江戸幕府を入れなかったミス、高杉晋作、坂本竜馬鉄砲商人の
お話。「明治維新の正体（鈴木壮一著・毎日ワンズ発行）」を読
むと先生が前からお話していた通りの事が書いてあります。是非
ご一読をお勧めします。
　小池知事親子の話、枝野立憲民主党健闘のお話、小選挙区制

成立時の秘話、マッカーサー元帥をお見送りしたお話、佐藤首
相、田中幹事長時代の中国への ODA 反対論のお話、憲法改正
について、大衆は目の無い大蛇・どちらにのたうつか判らない！！
と、今日も先生の話は森羅万象に亘り大変興味深く参考になりま
した。次回も乞うご期待ですね。
　中山先生のウィ・サーブで宴が始まりました。鈴木誠 L の大学・
学員会報告は御目出度い箱根駅伝予選通過、本選も８位くらい
との木村実牙男 L のコメント発表が大越武雄 L からありました。
大学の総長、学長選をめぐるお話は榎秀郎 L、水津正臣 L から縷々
説明がありましたが、本誌がお手元に着く頃は解決済みと思い
ますので割愛致します。ただ、水津正臣 L の「考えられない力が
働いている」とのコメントが大変印象的でした。
　テールツイスターは石村博義 L、大久保英彦 L でしたが、今日
も沢山のドネーション（136,000 円）有難うございました。
　河野信之 L の出席率発表では、桜ヶ丘 CC に下見に行ったと
ころ大変グリーンが速いとの報告があり、翌日の大会参加のメン
バーには大変参考になったと思います。松田啓 L 閉会のゴング
で終了しました。大学騒動は年内にすっきりして箱根駅伝を応援
したいと思います。メンバー、卒業生一同皆同じ思いです。

【Ｌ境 捷彦・記】

　鈴木誠 L 大学・学員会情報は箱根駅伝について、櫻井俊宏 L
からは中山顕選手、舟津キャプテン等有望選手の紹介がありま
した。水津正臣 L からは学長選に絡み文部科学省見解など大変
貴重なご意見が披瀝され、又今後の中央大学の行く末は学員会
のリーダーシップがかかっているとの事。多くの OB も全く同感と
思います。次回学員会会長選を人心一新に期待しましょう。
　井原俊二 L 理事会報告で東京 FM 主催メディアプレゼンテー
ション（ホテルオークラ）に参加した時の報告、15 ～ 23 歳の信
ずるメディアは①新聞②ラジオ③テレビ④雑誌⑤ネットとの事。
中大ブランディング戦略、大いに進めるべき！！
　増渕秀一 L の歳忘れホームパーティ実行宇委員長挨拶、テー
ルツイスターは大久保英彦 L 中西美子 L、閉会のゴングは伊東
敏 L。伊東 L は今日、田尻紀夫 L と吉田久味男 L の間に座られ、
田尻 L とは会計監査で前から知っていた由、吉田 L とは話して
いるうち吉田 L が前半にお勤めの会社の監査をしていた事を思
い出した由、引き出しを沢山持っている方々、先輩方とのお付き
合いを大事にしていきたいですね、と結ばれました。ゴーン！！
出席者数 27。 【Ｌ境 捷彦・記】

（左から ）小 松 真 理さん、
司法試験に合格おめでとう
ございます！、中央大学小
木曽綾先生のご挨拶、中山
終 身 名誉 会 長 のお楽しみ
講話、陽気な久保Ｌと石村
Ｌ！！

（左）中西Ｌによる開会のゴング（右）新村Ｌ、お
誕生日おめでとうございました！
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2017 年11 月1 日（水）　第一例会　於 東武銀座ホテル（芙蓉）

2017 年11 月15 日（水）　第二例会　於 東武銀座ホテル（芙蓉）

例会だより
平成 29 年 11 月号



　深秋の好天に恵まれた日曜日、第 22 回（本年度 2 回目）の「中
央大学校歌を唄う会」が鈴木誠元会長邸にて開催されました。
　中山正暉終身名誉会長ご夫妻はじめ、福原紀彦名誉会員ご夫
妻、榎秀郎元会長ご夫妻、星野紘紀、岩瀬順郊、境捷彦各元会長、
廣澤洋二前会長、田口彰紀会長他ライオンズメンバー、アトラク
ションメンバー、スタッフで総勢 40 名近くの参集でした。
　まずは第一部（午後 1 時～）の食事会。2 階のテラス前のお部
屋と全員が見渡せるよう改装されたお部屋２部屋に一同着席。鈴
木誠元会長のご挨拶・進行にて、中山終身名誉会長のご挨拶（的
確な年号・政治的事象にひらめきの洒落言葉を織り交ぜたいつ
もながらの絶妙な）と乾杯で美味しい日本料理とビール・ワイン
の会食が始まりました。

　中山終身名誉会長ご子息・中山泰秀氏（前衆議院議員）が今
回の衆院選小選挙区でご当選。おめでとうございます！
　続いて、ご予定のご都合上一足遅れでご出席の福原名誉会員
のご挨拶と乾杯。
　野球、駅伝、大学の現状等ご報告がありました。
　ライオンズは、福原先生の今後のご活躍・ご健勝を心より祈
念しています！
　お昼の宴酣、和気藹藹の中、はじめに会場改装工事について（鉄
筋コンクリート建築の壁をぶち抜くという大改装を短期間で仕上
げた ）（株）双美企画・代表取締役の大越 L から実際の資材見
本でご説明あり。次に、大越 L ご持参の日本刀について、ご趣
味が（ご専門に近い）刀剣美術の百足 L よりご解説あり。さら
に、鈴木邸床の間の掛け軸（どのように読むのだろう？）につい
て、ご専門の増渕 L より「室閑茶味清」。これはまっ先に中山先
生の奥様がさっとお読みになられていました。感服。さらに大変
貴重で立派な床柱を拝見でき感銘を受けました。
　また、総選挙直後に小渕優子衆議院議員が鈴木邸をご訪問、
鈴木先生ご趣味（こちらもプロ級）のアマチュア無線設備をご覧

になられたとのこと（屋根上の大型アンテナにはびっくり！しま
す）。その時のお写真を拝見。
　第二部（午後 3 時～）は校歌を唄う会で、地下のバー＆カラオ
ケルームに移動。
　鈴木先生からお孫さんのお名前を特注された榎先生の刻字新
作 2 点ご発表。お部屋のしつらえ、調度品とともに格の高さを醸
し出し、中山先生の油絵「マルタ島の馬車」と並び美術館のよう
です。
　今回のバンド演奏は、中央大学スウィング・クリスタル・オー
ケストラ（重松述史氏、桑原駿平さん、高橋梨恵さん、島田悟
司さん、佐藤健さん）で、息の合った迫力あふれる生演奏を真
近で聴けました。素晴らしかったです！
　歌はおなじみの平岩佐和子氏で、マイク無しでも大声量の伸び
やかで透き通るようなソプラノが響き渡り、贅沢で豊かなステー
ジでした。
　その後は重松述史氏のリードで、応援歌と校歌３番まで全員
で斉唱。
　第三部（午後４時半～）はお楽しみのカラオケ大会。
　アルコール、ドリンクとおつまみやスイーツ、お寿司を頂きな
がら、午後７時頃まで、ほぼ全員披露のカラオケが続き、楽し
い時間があっという間に過ぎました。
　鈴木元会長、奥様、本当にありがとうございました！
　スタッフの中村和弘さん、橘りえさん、さくらさん、入月マキ
さん、真嶋修慈さん、真嶋好桂さんありがとうございました。大
変お世話になりました。
　皆様、お疲れ様でした。またどうぞよろしくお願いします。

【L 石黒敏子・記】

2017 年11 月5 日（日）　第 22 回 中央大学校歌を唄う会　於 鈴木誠元会長邸
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（左）司会の増渕Ｌ　
（右）この後楽しい会食タイムへ

▲中大スイング・クリスタルオーケストラの演奏をバッ
　クに熱唱

▲平岩佐和子氏のお唄披露



▲ 横井Ｌによる開会のゴング ▲岡本ゴルフ会会長から鈴木Ｌに記念品贈呈 ▲ 岩瀬Ｌ・榎Ｌ・横井Ｌ、お誕生日おめでとうございました！

▲ お美しい銀座ＬＣの徳永理恵Ｌと榎Ｌ ▲ 松田啓Ｌによる閉会のゴング
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2017 年12 月6 日（水）　第一例会　於 銀座東武ホテル （Ｂ１）

例会だより

ほっこり、 楽しいクリスマス会！！  ノラコミ・スタッフ 歳 忘れ ホーム パーティ報告

平成 29 年 12 月号

　副テーマー増尾知恵 L の司会で開会、横井弘明 L の開会のゴ
ングで 12 月第一例会は始まりました。来賓として、今日銀座 LC
徳永理恵 L が見学目的で来会、例会に花を添えて頂きました。
　田口彰紀会長の挨拶は学長選、京都観光の中国観光客マナー、
見事な紅葉のお話でした。
　茂岡幹也弥 L、星野紘紀 L がそれぞれお嬢様、ご子息のご結
婚お祝いを会長から手渡されました。お二人共嬉しさもさるこ
とながら、子供さんと別れる寂しい心情が伺われました。お誕
生会は岩瀬順郊 L、榎秀郎 L、横井弘明 L。御三方ともお見掛け
した処一回り若く、元気溌剌のウォーでした。
　水津正臣 L のウィ・サーブは３点、学員会流山白門会支部忘年
会に参加したお話。良いお話はヤクルトスワローズ小川監督就任
お祝いを兼ねた会で来期は小川監督のリーダーシップに期待さ
れる由、因みに今期は 96 敗だったそうです。来シーズンは 96
勝で優勝か！！　悪い話は学長選、当分解決の見通しは無い模
様です。
　大学・学員会報告は中大法曹界のお話を松田啓 L がされまし
た。

歳忘れホームパーティ、例会
　白門ライオンズクラブの “ 歳忘れホームパーティ ” に、今年も
取材を兼ねて、菊地と野崎で参加させていただきました。
　第一部の例会は中西Ｌの開会のゴングで始まり、田口会長の
ご挨拶、来賓紹介へと続きました。支援金贈呈では水泳部の酒
井正三郎部長、野球部の福原紀彦部長、陸上競技部の野村修
也部長がそれぞれご挨拶で熱い思いを語られ、会場は運動部を
応援する拍手と歓声につつまれたのでした。

ウィ・サーブ、そしてお楽しみパーティスタート
　中山終身名誉会長が足のお怪我のため出席されず、代わりに
奥様が、かわいらしい素敵な笑顔でウィ・サーブをされました。
　お食事とおしゃべりが始まって、しばしの楽しい時間が過ぎた
ところで増渕Ｌの奥様とその同級生のお二方がご登場。彼女たち
による、フルートとピアノの演奏が始まりました。素敵な演奏に
私たちも聴き入ってしまいました。

2017 年12 月17 日（日）　歳忘れホームパーティ例会　於 銀座東武ホテル（龍田の間）

　この度ゴルフ引退表明をされた鈴木 L の長年にわたるゴルフ会
への寄与に対し岡本ゴルフ会会長から御礼の言葉とともに記念
品贈呈が有りました。
　テールツイスターは石村博義 L と小平康代 L。
　出席率発表は河野信之 L。この発表は無意味な内容につき無
駄な時間であり、将来的にはやめましょう！！　との意見でした
が、小生も同感です。メンバーの皆さんはどうお考えでしょうか？
　 閉 会 のゴ ング は 松 田 啓 L でした。 本日のドネーション は
126,000 円（3,000 円はファイン）です。ありがとうございました。

【Ｌ境 捷彦・記】

　演奏の後は子どもたちも一緒に合唱。その後、河野Ｌ扮するサ
ンタさんからプレゼントをもらって嬉しそうでした。それを、大
人たちもまたにこにこと優しい笑顔で見守っていたのでした。
　そして水津Ｌ・大越Ｌのオークション、ラッキーカード抽選会で
盛り上がり、楽しい会は終盤へ。

校歌合唱〜閉会のゴング
　パーティのお楽しみは終わり、全員で中央大学校歌を唄いま
した。渾身の指揮をされた櫻井Ｌが、学ランの裏側を皆に見せ
てくれました。裏地には日本国憲法の三原則「国民主権」「基本
的人権の尊重」「平和主義」が刺繍されていました。かっこいい
ですね！
　伊東Ｌによる閉会のゴングでパーティは終了。今回も、楽しい
時間をありがとうございました！

【Ｌ中川代理 菊地／野崎・記】
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ご報告

　１月２日（火）・３（水）、快晴の空の下、第94回箱根駅
伝が開催され、港白門会、国分 寺ライオンズクラブと共
に、応援に行きました。我がクラブからは、福原Ｌ・榎Ｌは
じめ多くのメンバーが応援に参加。
　結果は残念ではありましたが、二年振りに皆で中央大
学を応援できて感激でした。来年も応援に来れたらと、
願っております！！

【Ｌ 大越 武雄・記】

　長年にわたり大活躍された当クラ
ブお祭り男！　久保博Ｌと、卓球部
出身で何時もにこやかに例会に参加
されていた飯守猛Ｌが事情により退
会されました。ゴルフ会が一段とさ
びしくなりますが、これからも是非顔
を出してください。

白門ライオンズ・港白門・国分寺ＬＣ沿道応援

昭 和 5 0 年 経卒
2018年１月入会
弁護士法人霞門法律事務所 所長弁護士
港区法曹会会長・港白門会支部長、
前中央大学理事

根岸　清一
新
入
会
員
紹
介

会
員
情
報
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『マイディア薔薇咲か爺さん』

NPO 法人 文化芸術国際協会 

副理事長　中山  晴美

　思えばいろいろ苦労の多かった仕事から主人が
引退し、10年余りがあっという間に過ぎ去ってし
まいました。二人とも次々病気に見舞われましたの
で、お互い神仏がお与えくださる余生をと、シンプル
ライフのできそうな細やかな終の栖に移り、長年望
みだったバラ作りに専念しています。なかなか難し
く、たくさん咲いたり、少なかったり。この絵は4年
前、ピンク色の美しいバラがたくさん咲き、嬉しくて
絵筆を取りました。ちょっとばかり、筆先が多めに
水増し（花増し！？）したのも否めませんが。
　爽やかな５月の風に乗って、香りが遠くまで届き
ますように！
（絵中の人物は夫・正暉）

新潮画廊552　2017年5月号に掲載

揮毫　中山 正暉Ｌ

　田口丸も、はや半期終了ということで、会長挨拶をいただきました。水津正臣Ｌの活動報告はア
ジア太平洋英霊顕彰会のお話。木村清Ｌも海 外でのボランティア活動を講 和で話されていました
が、お二人とも超ご多忙の中素晴らしい活動ですね。
　Ｎｏ．11では木 村実牙男Ｌに箱根 駅伝の総 括と来年への展 望をお願いする予定ですので、乞う
ご期待です。

【Ｌ境 捷彦・記】

編集後記
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