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　銀座東武ホテル（芙蓉）にて、18時より10月の第一例会が開催さ
れました。
　岡田孝子Lの名ライオンテーマー進行により、第一副会長伊東敏L
の開会ゴングに始まり、国歌及びライオンズクラブの歌（本日は白
門ライオンズの歌ではなく）を全員で斉唱の後、白門ライオンズク
ラブの誓いを行いました。
　今回の例会は、珍しく来賓及びビジターの紹介もなく、会長中西
美子Lの挨拶となりました。先日の大型台風24号の被害状況を皆さ
んに聞かれ、特にないことを確認された後、ご自身の被害状況を説
明されました。
　庭の樹齢100年ほどの２本の大きな木が倒れ、撤去に莫大な費用
が掛るとのこと。人的被害はなかったが、日ごろから災害に対する
準備は万全にとのことでした。
　続いて、2019年チャーター･モナーク･シェブロン10周年を増渕
秀一Lと田口義雄Lのお２人が受賞されました。本日のお誕生日会は
木村具成Lただお１人でした。
　前会長田口彰紀Lのウィ･サーブにより、懇親が始まりました。
大学支援特別理事で元会長の鈴木誠Lより、法務省から9月11日に
2018年司法試験の発表がなされ、わが中央大学は合格者数では5
位、合格率では10位と低迷した旨の報告がありました。また、総長
選挙について根岸清一Lより説明があり、9月18日の１回目選考委員
会では大村理事長と福原学長２人の立候補でしたが、２回目選考委

員会では２人のほかに当日学員会の推薦をうけて現総長の酒井正三
郎氏が立候補され３人の選挙となり、酒井現総長が３分の２の得票
数を獲得し、正式に総長に就任されました。法学部の都心回帰につ
いては相当難易度が高く、最終的には後楽園になる可能性が強いと
のことでした。
　後半の副ライオンテーマー櫻井俊宏Lより、キャンパス整備の一
環として、多摩キャンパスのモノレール駅を降りてすぐのところに
「グローバル館･国際教育寮」＜2020年４月併用開始予定＞と「学
部共通棟」＜2021年併用開始予定＞を建設予定とのことでした。
　理事会報告は幹事長境Lより、結成15周年記念大会開催テーマを
「ありがとう母校への奉仕一筋　今ここ15周年」、副題を「開け世
界の門戸　白門夢未来」に決定した旨の報告がなされました。
　テールツイスターは伊藤尚L、石黒敏子L、茂岡幹弥Lの３人で発
表されました。ファイン･ドネーションの発表は会計星野紘紀Lよ
り、137,000円でした。
　続いて全員で中央大学校歌を斉唱し、第二副会長横井弘明Lよ
り、司法試験の惨敗、ロースクールでは5位、率においては10位で
はあるが学部出身者の成績は良いとのこと、「夜明け前が一番暗
い」との名言を残し、閉会のゴングとなりました。
　本日はお客様もおらず、静かな例会となりましたが、総勢27人の
Lが銀座東武ホテルの料理とお酒を満喫しました。

【L 石村 博義・記】

　10 月 19 日（金）、20 日（土）恒例５大学旅行例会が、修善寺温
泉国の登録文化財の宿「新井旅館」にて開催されました。
　今年度は東京桜門ライオンズクラブさんが担当幹事で、元会長現
会計の三島在住浅野みゆき L 企画立案で新井旅館にて開催されま
した。
　明治５年創業で、建物も明治、大正、昭和、平成と各年代の建

物で構成され素晴らしい古木のある庭、鯉がゆったり泳ぐ池、渡り
廊下が配置された知る人ぞ知る旅館です。最初に入った文化財の大
浴場「天平大浴場」は大きな石でできた浴室。シャワーなどもなく、
何処で体を洗うのかも判らず戸惑いました、幾つかのお風呂に入り
ましたが、野天風呂「木漏れ日の湯」が一番風情あって好かったです。
因みに我々が宿泊した部屋は、庭の眺めが良い２階で、芥川龍之介

執筆の部屋でした。
　例会一部は浅野みゆき L 司会、第二部は４リジョ
ンチェアパーソン田中則雄 L が司会で和やかに進
行。恒例５大学校歌、エール交換で盛り上がり、「ま
た会う日まで」を歌い散会し、二次会に流れました。
当日、大仁 CC にて開催された５大学ゴルフ大会は、
個人戦、団体戦で競われました。個人戦は廣澤洋
二 L がベストグロス 87 で優勝し、「グアム旅行招
待旅行の一助となる賞金ゲット」。団体戦は１点及
ばずセントポールが優勝でした。豪華賞品が沢山
あり、白門主催の時が心配です。
　参加者は廣澤洋二 L、星野紘紀 L、茂岡幹弥 L、
増渕秀一 L、L 境の５名。例会からは中西美子会
長、鈴木誠 L、榎秀郎 L、田口彰紀 L、大越武雄
L、田尻紀夫 L の総勢 11 名が参加。尚、例会に先
立ち、白門 LC 臨時理事会も真面目に開催しました
事を付言します。５大学 43 名参加 !!　東京桜門ラ
イオンズクラブさん、大変お世話になり有難うござ
いました。 【L 境 捷彦・記】▲ 宿泊した新井旅館

2018 年10 月3 日（水）

 2018 年10 月19 日（金）・20 日（土）

第一例会 於 銀座東武ホテル（芙蓉）

５大学旅行例会報告 於 新井旅館
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▲ 「また会う日まで」斉唱
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　木々の葉が色づきを増した深秋の日曜日、第 24 回「中央大学校歌
を唄う会」が鈴木誠元会長宅にて開催されました。
　今回は、お客様として河合久副学長と NHK アナウンサー・山本哲
也氏が参加されました。
　福原紀彦学長ご夫妻、中山正暉終身名誉会長ご夫妻はじめ、榎秀
郎元会長ご夫妻、星野紘紀 L、岩瀬順郊 L、境捷彦 L、廣澤洋二 L、
田口彰紀各元会長、中西美子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 名超の参集。
　第一部の食事会（PM1：00 ～ 2：50）は、美味しい日本料理とビール、
日本酒、ワインの会食で、2 階テラスに面した二間続きの立派な和室
に全員着席。
　ここはいつも明るく開放的なお部屋で、全員なにかしら心地良く包
まれているような和気藹藹となる感覚ありですね！
　そうした中、鈴木誠元会長のそつなく巧みなご挨拶・司会進行に
て開始。
　「週刊ダイヤモンド」誌（10/20）の特集（大学・学部序列）に掲載「中
央大学学長・福原紀彦」をご紹介他。
　続いて、中西美子会長のご挨拶。ワインカラーの素敵なロングドレ
スの立ち姿にて、いつもの自然体で場を和ますご挨拶。ソーシャルダ
ンスを習っていらっしゃるとのこと。いつかライオンズで踊って頂きた
いですね。
　そして、福原紀彦学長からの大学近況報告。法学部都心移転計画
の入札等。スポーツ（野球、駅伝、相撲）報告。大学の課題について。
中大 150 年、伝統を今の時代に。福原学長は、ご会食後に明治神宮
球場（野球）予定でしたが、雨で中止に。歌が聴けて良かった！です。
　ここで、お客様のご紹介が入りました。
　河合久副学長のご挨拶。教育改革について等。学長・副学長揃っ
てイケメンの大学って珍しくないですか？
　次に、NHK アナウンサー・山本哲也氏のご挨拶。毎週日曜朝８時
～「小さな旅」。熱い男！みたいです。
　そして、我らが中山正暉終身名誉会長のご挨拶と乾杯。トップ当選
の学長選否決の際、林文部科学大臣に書状にて直訴の件のこと。日
本の岐路。中大への願い等。ご挨拶の後、乾杯の音頭にて会食が始
まりました。

2018 年 11 月 4 日（日）

中央大学校歌を唄う会　於 鈴木誠元会長邸

　第二部の校歌を唄う会（PM3：00 ～ 3：50）は、いつものように地
下のバー＆カラオケルームに移動。
　まず始めに、中山正暉先生と榎秀郎先生の新作発表。
　中山先生の絵のご新作は、タイトル「ボスポラス海峡」。トルコか
らギリシャとの国境の夕暮れ時が描かれ、ギリシャ神話のノアの箱舟
やトロイの木馬に繋がる長い年月が独特の景観として迫って来ます。
　前作「マルタ島の馬車」や大作「天使」と見事にしっくり合って、
鈴木美術館から旅情をいざなう感じです。
　榎先生の篆刻のご新作は、ゴールドの「景福」。おめでたいことが
重なるようにとの願いが込められた文字とのこと。前作・お孫さんの
お名前「健誠」さんと「悠誠」さん、そして中大の素の文字との「素誠」
に囲まれ、いつもこうしてお世話になっております鈴木先生ご夫妻と
鈴木家の益々のご健勝ご発展をライオンズより祈念申し上げます。
　さぁ、いよいよお楽しみの時間。バンド演奏は、おなじみ中央大
学スィング・クリスタル・オーケストラ（リーダー・重松述史氏、トロ
ンボーン・三塚友貴さん、クラリネット・北村雄大さん、ピアノ・高橋
梨恵さん、コントラバス・佐藤健さん、ドラム・島田悟志さん）。
　曲は、①「ブルートレイン」、②「枯葉」、③「鈴懸の径」。迫力とムー
ド感溢れる生演奏で素晴らしいミニコンサートでした。
　ここで、歌（ソプラノ）の平岩佐和子先生が入られました。④「紅葉」、
⑤「上を向いて歩こう」、⑥「オー・ソレ・ミオ」。美しく力強い歌声が
響き渡り、心が洗われ元気がもらえるようです。
　そして、本当は本番！ 中央大学「校歌」と「応援歌」を、大越 L のリー
ドで、全員で斉唱。みんな心が繋がって、幾度唄ってもいいものですね。
そして、ここからは第三部のカラオケ大会（PM4：00 ～）。アルコール
とおつまみ、スイーツ、お寿司、果物等を頂きながら、PM7：30 頃まで、
ほぼ全員のカラオケ披露で楽しい時間があっという間に過ぎました。
　鈴木誠元会長、奥様、本当にありがとうございました！　感謝、感謝。
スタッフの中村和弘さん、中村節子さん、橘りえさん、真嶋好佳さん、
仲村尤子さん、入月真紀さん、いつもいつもありがとうございます！
　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致します。

【L 石黒 敏子・記】
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2018 年 11 月 7 日（水）

2018 年 11 月 21 日（水）

第一例会報告　於 銀座東武ホテル（芙蓉） 

第二例会報告　於 銀座東武ホテル（B １）

2018 年　  　月号11

　秋晴の日、テーマー大久保 L の司会、伊東敏第一副会長の開会のゴ
ングで始まりました。
　アメリカ中間選挙はほぼ予想通り、上院共和党、下院民主党勝利と
なり、まだしばらく混沌とした世界情勢が続きそうとコメント。
　中西会長挨拶は、中央大学都心回帰に一石を投じました。多摩校舎は、
学ぶのには大変環境が良く、先達は良き選択をしたのではと所感を述べ
られました。メンバーからは沢山のブーイング！！
　ただ、都心回帰すれば大学が良くなると妄信する意見は多くあります
が、もっと根本的な問題を考えるべきという意見も多数あることも忘れ
てはいけないと思います。
　今月のお誕生会は大久保 L（62 歳）、鈴木 L（83 歳）星野 L（78 歳）。
大久保 L は来年３月定年、ライオンズ活動にさら邁進。鈴木 L は今後
のライオンズクラブ発展に微力ながら尽力したい旨。星野 L は今日運転
免許更新に行ってきましたが、家族には免許返納を進められ、近間は
もう少し運転したい、又仕事は 78 歳目標でしたが 80 歳まで継続する
とコメント。皆さん、ますますお元気、明るいコメントで良かったですね。
　大久保 L から生活習慣病について分かり易いレジメを用意したミニ講
演がありました。
　大久保 L は今期キャビネットで献血、献眼、献腎、骨髄移植委員会
に所属活躍されています。握り寿司はネタに少しお醤油、ラーメンのスー
プは美味しいですが舐める程度ですよ。理想値血圧は上 120 以下、下
は 80 以下を目指しましょう。減塩政策、血圧―２ｍｍ Hg で循環器疾
患死亡者―年間 20 万人だそうです。ライオンズクラブは、糖尿病啓発

　テーマー岡田孝子 L の司会で開会、副幹事長石村博義 L 開会のゴ
ングで始まりましたが、今日のゲストスピーカーの石村 L 同期卒業で
ある遠藤利明衆議院議員がゴング挨拶時来会されました。今日は中
央大学 OB の会なので忌憚のない本音のお話を、と挨拶しました。
　ビジターで小平康代 L 紹介石橋克哉様（平成元年法学部卒・中大付
属出身・南甲クラブ）来会です。好青年で、入会していただけると良
いですね。
　中西美子会長は、来年 15 周年結成記念大会に、奮ってご友人を沢
山お呼びくださいと挨拶されました。お誕生会は４日の小平康代 L、
11 日の新村雅彦 L のお２人で元気にウヲー！！
　講演は、初代東京オリンピック・パラリンピック担当大臣の遠藤利
明衆議院議員（48 年法学部ラグビー学科？卒）で、同期の石村博義
L による紹介です。
　山形県出身で、大学卒業から政界に身を置き、現在８期当選をさ
れています。1993 年第 40 回衆議院議員選挙で無所属（日本新党推
薦）旧山形１区から出馬初当選。当時の仲間が小池都知事、前原さん、
野田さん、現中村愛媛県知事など多士済々です。文教政策 20 年のス
ペシャリストで、現在は森喜朗オリンピック・パラリンピック委員会会
長のたっての要請で、副会長として東京大会の推進役をしています。
　森元総理大臣はあまり人気のない政治家ですが、遠藤先生のお話
ですと、大変気使いのある方で、又実力も抜きん出ており、安倍内閣
を裏で支え、日ロ交渉窓口、キューバ故カストロ議長、アフリカ諸国、
大洋州諸国のまとめ役等活躍されている由。
　そしてオリンピック・パラリンピックの今日までの経過、現況など
詳細にわたり講演して頂きました。オリンピック・パラリンピック大会
の招致が決定すると、どの開催国でも非常に観光客が増えるそうです。
日本の場合、2013 年インバウンドは 1,000 万人でしたが、2018 年は

事業に取り組んでいます。
　田口前会長のウィ・サーブは、マイクロプラスチックのお話から海洋汚
染、古紙高騰と中国市場のお話と多岐にわたる少し恐ろしいお話でした。
　鈴木 L の大学・学員会情報は、2019 年個性・ユニークさを前面に、
大学新学部（日経誌 11 月５日掲載）のお話、根岸 L からは都心回帰に
関わる校舎建設の概略説明。当例会便りがお手元につく頃（２月初旬）
は、大塚一丁目案件（都交通局 40 年定借地）の入札結果も発表されて
いますね！！　落札をお祈りするのみです。
　10 月 25 日に中央大学理事長アドバイサー制度が誕生、５名の方が
選出されたそうです。深澤前中央大学理事長、山岸憲司元日弁連会長、
宗像紀夫元名古屋高検検事長、青山佾元東京都副知事、そして水戸の
ご老公こと榎秀郎 L（南甲クラブ推薦）です。榎 L には、歯に衣を被せ
ず大学発展のため大いに献言して頂きたいと思います。
　大越 L から野球一部残留のうれしい報告があり、岡田 L からホーム
カミングデー「趣味の会」大成功の報告がありました。学員時報に掲載
されますのでお楽しみに！！
　理事会報告は石村博義副幹事長から年忘れの会現況報告がありまし
た。テールツイスターは茂岡 L、増尾 L のフレッシュコンビ（？）で楽し
い発表でした。
　会計星野Ｌからファイン・ドネーション 112,000 円の発表でした。閉
会のゴングは境幹事長、新宿ＬＣ訪問報告でした。久しぶりのゴングで
あわてて鐘の上を叩き、ボコという音でした。お粗末！！

【L 境 捷彦・記】

3,000 万人といわれています。約 20 兆円の収入増、経済効果は計り
知れないものがあります。
　又開催にあたって、安心安全確保のため、熱さ対策・感染症・台風・
大地震・サイバーテロ等問題が山積みとの事。大会レガシー（遺産）は、
前回は高速道路・新幹線等ハード遺産。今回は新国劇場、ユニバー
サルなもの……例えば水素自動車（トヨタ）等を考えています。
　質問にも丁寧に答えていただきました。真夏開催については、応募
条件なのでやむを得ない由（鈴木誠 L 質問）。パワハラなど最近のス
ポーツ界での問題については、ガバナンス指導調査センターを作り対
応協議中の由（櫻井俊宏 L 質問）。
　又一度お会いするときっと遠藤ファンになる親しみのある先生でし
た。初当選時は自民党の推薦が得られず無所属でしたが、現在は自
民党谷垣派です。尚、人生の師は中央大学ラグビー同好会クルミ監督・
顧問桑原先生です。東京オリンピック・パラリンピック大会、2020 年
４月 24 日の国立競技場での点火が待ち遠しいですね。
　鈴木誠 L の大学・学員会情報は、中央大学「法学部凋落」「都心回帰」
という『週刊ダイヤモンド』記事の紹介、例会便りについての境 L か
ら記事投稿のお願いなどでした。理事会報告は、境 L から歳忘れホー
ムパーティー報告でした。
　ファイン・ドネーション発表は、茂岡幹弥 L、増渕秀一 L。今日も
沢山のドネーションが、遠藤先生への謝辞、お誕生の小平 L、新村 L
への祝意、石橋克哉さんへの入会希望等でした。
　木村具生 L ドネーション発表は 101,000 円、今日も大台メンバーの
皆様有難うございました。
　閉会のゴングは河野信之幹事長代行、桜田現オリパラ大臣と違い
キラリと光るものがありましたとコメント。尤も文教行政のキャリアが
全く違うようですね！！ 【L 境 捷彦・記】
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賑 やかで 愉 快なクリスマス会！！  ノラコミ・スタッフ 歳 忘れ ホーム パーティー 報告

■ 第二部　楽しいパーティー（懇親会）のスタート
　終身名誉会長で大会名誉会長の中山正暉 L のウィ・サーブで懇親会
がスタート。
　間もなくして、大会実行副委員長の岡田 L によるご紹介で、吉田ノリ

子さんのバイオリン、吉田梨沙子さんのハー
プ、そして橘えみさんがボーカルの演奏会が
始まりました。バイオリンとハープの音色に
癒され、力強い歌声にライオンさんたちも惹
き込まれていました。
　中山終身名誉会長からのプレゼントタイ
ムに続き、オークションでは榎 L と岡田 L の
渾身のパフォーマンスで会場が盛り上がりま
した。

■ 終了のゴングへ
　そしてラッキーカード抽選会でドキドキした後は、櫻井 L による迫力
の指揮で中大校歌を斉唱、程塚 L のゴングで楽しい会は終了となりま
した。
　今年も楽しい時間とおいしいお食事をありがとうございます。また
抽選会では、２人して豪華商品を引かせていただき、重ねてお礼申し
上げます。

■ その後
　歳忘れホームパーティーの終了後、榎 L が作品を出品されていた点
刻の展示会に菊地と野崎でおうかがいしました。また展示のご案内を
いただけるのを、楽しみにしております。

【L 中川代理　菊池／野崎・記】

　今年も白門ライオンズの歳忘れホームパーティーに、菊地・野崎が
取材で参加させていただきましたので、ご報告させていただきます。

■ 歳忘れホームパーティー、第一部 例会
　星野 L のゴングで例会が始まり
ました。
　今回もまた素敵なお着物の中西
会長のご挨拶に続き、榎 L による
ご来賓の紹介。
　大学支 援 金 贈呈では野村 陸 上
競技部部長、福原野球部部長、応
援部の佐藤部長がそれぞれご挨拶
と、熱い思いを語られました。
　来賓挨拶では、予定されていた山浦晟暉 L がご欠席だったため、代
役として 11R チェアパーソン・新宿ライオンズクラブ前会長の中井正力

L がご挨拶。榎 L との絆のお
話も語られました。
　中井 L に続いて、４R チェ
アパーソン・桜門ライオンズク
ラブ元会長の田中則雄 L がご
挨拶され、いよいよ懇親会の
乾杯というところで、レガッタ
大 会 参加 後 の酒井水泳部部
長が駆けつけられました。中

山終身名誉会長からの支援金贈呈を受け、ご挨拶。極寒の中運動
をされてきたからか、いっそう爽やかな笑顔でいらっしゃいました。 

2018 年12 月9 日（日）

歳忘れホームパーティー 於 銀座東武ホテル（龍田）

▲ 中山終身名誉会長のウィ・サーブ ▲ 橘えみさん、圧巻の歌唱パフォーマンス

▲ 星野 L のゴング

▲ 中西会長のご挨拶

▲ＹＣＥ冬期派遣のご挨拶
　榎 Lのお孫さんの木澤杏那さん

▲ （左から）野村陸上競技部部長、福原野球部部長、応援部の
　 佐藤部長
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▲ 三谷さん、受賞の様子

第２５回　東京白門ライオンズクラブゴルフ大会成績

ご報告
2018年11月14日（水）　於 千葉鎌ヶ谷カントリークラブ

第25回東京白門ライオンズクラブゴルフ大会

２０１８年１１月１４日

 優勝 
 ２位
 ３位
 ４位
 ５位
 ６位
 ７位
 ８位
 ９位
10 位
11 位
12 位
 BB
BM 
  ー 

　 名前 
三谷 進
横村 真由美
廣澤洋二
大久保 英彦
境 捷彦 
山内 喜郎
大沢 博和
佐藤 茂
星野 紘紀
茂岡 幹弥
木村 佳生
増渕 秀一
伊東 敏
根岸 清一
榎 秀郎 

西
39
51
42
47
51
47
61
52
53
53
53
68
53
59
53

東
43
46
38
43
49
48
53
49
68
61
55
56
61
66

NET
68
72
74
74
75
78
78
81
89
89
90
92
96

105

  備考
東３NP
東５NP

西７NP

新ハンデ
7

20
5

HC
14
25

6
16
25
17
36
20
32
25
18
32
18
20
35

計
82
97
80
90

100
95

114
101
121
114
108
124
114
125

　秋晴の１日、千葉鎌ヶ谷カントリークラブにて 15 名参加で開催しま
した。
　朝方は少し寒いものの、午後は汗をかく暖かさ。多忙の合間を縫い、
榎秀郎 L が参加。ハーフプレーの後、東京へ戻り、14 名で中山会長
杯を競いました。
　ゲスト初参加の横村真由美さん（茂岡 L 書道教室の友人）グロス
97 で堂々２位、又 NP もゲット！　パーティーも日本酒で大いに盛り
上がり、又楽しいゲストプレーヤーが増えました。
　優勝はゲストメンバー常連の三谷進さん。グロス 82 で優勝おめで
とうございました。ベストグロスは廣澤洋二競技委員長で十数回目の
エージシュートでした。脱帽！！
　次回は来春５月連休明け開催予定です。沢山のご参加お待ちしてい
ます。尚、岡本会長が体調不良で休場でしたが、30,000 円のドネーショ
ンを頂きました事を報告させていただきます。

【L 境 捷彦・記】▲ 同じく初参加の三谷進さん、優勝おめでとうござ
　 いました！

▲ 初参加の横村真由美さんのご挨拶
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中山終身名誉会長の書

揮毫　中山 正暉Ｌ

　鈴木誠Ｌのご自宅で開催された中央大学校歌を歌

う会会食でのこと、中山先生が墨痕鮮やかに一筆書

かれ隣席の方に説明されていました。書かれた紙を畳

んで先生がポケットに無造作に入れられたのを見て、

小生記念に、といただきました。その書を掲載させて

いただきます。

　太田道灌の歌ですが、詳細は次号にて中山先生に

お願いする予定です。後日談ですが、中山先生から額

縁入りで太田道灌の絵を直筆で書かれた同じ書をご

恵贈頂き誠に嬉しく恐縮いたし、我が家の宝となって

いますことを報告いたします。	 【L境	捷彦・記】

　2019年もよろしくお願いいたします。今号は増尾知恵Lに寄稿をお願いいたしました。ご協力ありがとうございました。10

月のホームカミングデーや5大学旅行例会、歳忘れホームパーティーなどイベントが盛りだくさんの例会だよりです。今回も

境L、ノラコミさんの協力で発行できましたことを感謝いたします。メンバーの皆様のご意見やご寄稿文など、募集しており

ます。	 【Ｌ井原	俊二・記】

編集後記
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