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東京白門ライオンズクラブ改革検討委員会メンバー

寄稿

新会長就任に当たって
会長　L 伊東 敏

　この度東京白門ライオンズクラブ第16期会長を拝命致しま
したL伊東敏です。僭越ながら、会長就任にあたりまして皆様
への挨拶と所信を申し述べさせていただきます。
　令和元年6月1日に開催された当クラブの15周年記念大会
が、盛大かつ成功裡に終了しましたこと、大会の準備に多大
なご尽力をされました関係各位の皆様に敬意を表します。当
クラブが、これまで母校に対し累計2千万円の寄付をしてきた
実績は、大会参加者に当クラブの特徴を印象付けたと思いま
す。同時に新たな節目を迎えたことを内外にアピールするイベ
ントであったものと感じております。
　平成31年4月に2019-2020年の地区ガバナー選出のため
の330-A地区の年次大会が開催され、出席いたしました。選
出を逃した第2副地区ガバナー立候補者の青木秀茂L（弁護
士）が330-A地区の正会員数が平成30年間の間に3分の1の
約3,600人に激減したと述べていたことが印象に残っておりま
す。同日行われました経理分科会で、渋谷ライオンズクラブ所
属元ガバナーの中野了Lも同様の認識の下、各クラブの改革と
辞めた人がなぜ辞めたのかを追求しなければならないと強調
しておりました。ライオンズクラブが全体的に曲がり角に来て
いるかもしれません。
　私は、8年前に元会長の岡本Lの手引きで当クラブに入会致
しました。3年前に廣澤元会長の下で幹事長として当クラブの
運営に関わり、やっと当クラブの目的、役割、330-A地区、国
際本部との関わり等を理解することが出来ました。
　しかし、未だに国際本部等との関わりを中心として、何か馴
染み切れない感覚を持っているのも事実です。会長として、こ
れらの不安定要素を払拭できるかが試練かもしれません。
　当クラブ入会以来、会員増強に何ら貢献していない私に言

増渕　秀一 Ｌ ・ 河野　信之 Ｌ ・ 木村　具成 Ｌ ・ 横井　弘明 Ｌ
大久保英彦 Ｌ ・ 井 原 　俊二 Ｌ ・  小平　康代 Ｌ ・ 伊藤　    尚 Ｌ
増尾　知恵 Ｌ ・ 茂岡　幹弥 Ｌ　

以上１０名

メンバー以外でも、ご意見のある方は伊東会長・石村幹事長・各
委員に遠慮なくお寄せください。

う資格は全くないのですが、当クラブもこのところ退会者が目
立ち、クラブの活性化のために総点検をする時期に差し掛
かっているのではないかと感じております。個人的には以下の
分野について課題認識を持っております。

�1．�例会運営について、例会の費用は会費の枠内に収められて
いるか、経費節減とクラブ出席率向上のための施策は？

2．�国際本部等の負担金について、当クラブの財政圧迫要因と
なっている国際本部等の負担金の削減方法はあるのか？

3．�会員増強について、退会メンバーの退会理由と当クラブへ
の失望・要望事項が分析できているのか、統一された会員
増強計画が策定されているか？

4．�アクティビティについて、母校（付属高校、中学を含む）へ
の支援を支柱としているが、その他の活動の是非を検討す
る必要性はないか？

5．�年会費について、年会費のレベルは妥当なのか、年会費の
負担が高いと感じている会員がどのくらいいるのか？

　以上の課題認識に基づき、7月に当クラブ改革検討委員会
を発足したいと思います。私と幹事長の石村博義Lとでメン
バー4～5名を指名させていただきます。7～9月の期間で審議
し、10月～11月の理事会に答申し、理事会で入念に審議した
上で承認を得られた事項を実行に移すスケジュールを考えて
おります。検討委員会の委員の指名を受けた方々はご協力の
ほどくれぐれもよろしくお願い致します。
　微力ながら、1年間当クラブの維持発展のため精励する所
存ですので、会員各位のご支援、ご協力を切にお願いする次
第です。
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寄稿

結成十五周年記念大会が終わって
大会実行委員長　Ｌ榎 秀郎
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受付・お出迎え 大会開始

特別記念講演

東京白門ライオンズクラブ結成15周年記念大会アルバム



5

裏方のライオン達

ライオンズクラブの歌斉唱

会長挨拶
ライオンズの誇りアワード

記念事業の発表と目録贈呈

ダンス演舞

来賓挨拶

ようこそ

15周年記念大会に

〜歴代会長の登場
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祝宴開始

アトラクションタイム

応援團の演舞
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ヴィクトリーゲーム

エールの披露

お見送り

鈴木誠Lの謝辞
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　4月第二例会は、テーマー岡田孝子Lの美声による司会進行ではじ
まりました。第一副会長・伊東敏Lの開会のゴングのお話は、中央
大学商学部会計学の恩師井上達雄先生のお墓参りをゼミ生中心で2
週間前に行なったそうで、その時隣のどなたかのお墓に宗教〜ライ
オンズクラブと彫られた墓石があったそうです。今日は白門ライオ
ンズの会員の皆さんに自分の墓石に彫るまでライオンズクラブのこ
とを愛することができるか確認のために各自でお話してみてくださ
いとのことでした。皆様はいかがでしょうか？？

　夜桜がきれいな今宵、4月第一例
会は副テーマー大久保英彦Lの司会
進行ではじまりました。第一副会
長・伊東敏Lの開会のゴングのお話
は、福島県郡山では先日雪が降って
季節がやや逆戻りしているようで、
そのおかげで桜の花見が長く楽し

めているとのこと。皆様の地域の桜はいかがでしょうか？　今年は
とても長くお花見ができたと思います！
　そして中西美子会長は、6月1日の15周年記念大会の案内状の発送
作業を、この例会前にメンバーの皆さんに手分けして協力いただい
た御礼と、当日はお友達を大勢お誘いいただき、盛会となるようぜ
ひご参加いただきますよう、よろしくお願いいたしますと挨拶され
ました。
　さて本日のビジターは、増渕秀一Lご紹介の海老原たかさと様で
す。平成12年法学部をご卒業し、現在中央区議会議員をされてお
り、4月21日の統一地方選挙に自由民主党より出馬されます（特別
会員の土屋準Lは港区より出馬します！）。当選をお祈りしますと
共に、当クラブへの入会もお待ちしております。本日はお忙しい中
お越しいただきまして有り難うございました。

　中西美子会長が本日急遽欠席されたため、会長代行の鈴木誠Lが
代わって挨拶されました。6月1日の15周年記念大会の進行について
の概略と、今日の例会は平成最後の例会にとなり新しい令和の時代
に引き継いでいく大切な例会となるとお話されました。
　また本日のビジターは、徳永理恵Lのお母様にご来会いただきま
して有難うございました。
　引き続き前会長・田口彰紀Lのご挨拶とウィ・サーブで宴が始ま
りました。今年の桜は例年と比べてずいぶん長く咲いてくれてとて
も良かったとのお言葉で、一同冷たいビールで乾杯！
　後半司会は副テーマーの根岸清一Lが担当。鈴木誠Lの大学･学員
会情報では2018年公認会計士試験の合格者数と他大学との比較資料
を配布。それについて星野紘紀Lが解説しました（結果としてトッ
プが慶応大学144名、続いて早稲田115名、中央大学と明治大学が
同数で77名でした）。また4月4日に開催された第2回学員会会長候
補者選考委員会の結果、久野修慈氏が候補者に選考されたことを根
岸清一Lが報告されました。続いて次回4月28日の校歌を歌う会の

　今月4月のお誕生会は1名で私L井原が“ウォー”。お土産のお馴染
み銀座東武ホテル製ロールケーキも美味しくいただきました。お誕

生会ありがとうございました。
　引き続き前会長・田口彰紀Lのご挨
拶とウィ・サーブで宴が始まりまし
た。昨年お花見例会を行なった上野韻
松亭は電話予約が取れず、行くことが
できなかったそうです。やはりこの時
期はお花見で人気の店なのですね。
　後半司会は副テーマーの根岸清一
Lが担当。鈴木誠Lの大学･学員会情

報では新元号が「令和」となったことを紹介した
のち、恒例の巨人戦チケットのオークションが開
催されました（私は巨人vsヤクルト戦チケットを
ゲットしました！）。また明日4日に行われる学員
会会長選挙について榎秀郎Lから選挙予想のお話が
ありました。続いて次回4月28日の校歌を歌う会
のPRが大越武雄Lよりありました。
　幹事長・境捷彦Lの理事会報告では15周年記念大会について、榎
秀郎Lより当日のプログラムの概略を説明いただきました。また法
政LCチャーターナイト参加のお誘いと白門ライオンズゴルフ会（6
月14日嵐山CC）開催の説明がありました。
　今回もテールツイスターの時間では増尾知恵L、茂岡幹弥L、伊藤
尚Ｌの名トリオで発表いただきました。ファイン・ドネーション
の発表（会計・星野紘紀Lから115,000円の報告でした）、全員で中
央大学校歌斉唱、第二副会長・横井弘明Lの今や大人気の楽しいス
ピーチで閉会のゴングを鳴らし、無事終宴となりました。
（出席者24名）

【Ｌ井原 俊二・記】

▲ お誕生会、ありがとうございました！

2019 年４月３日（水）

2019 年4 月17 日（水）

第一例会報告　於 銀座東武ホテル（龍田）

第二例会報告　於 銀座東武ホテル B1「ロジェドール」

▲ 茂岡 L・増尾 L・伊藤 L によるテールツイスター

▲ 海老原たかさと様

▲ 徳永 L と石村 L のテールツイスター ▲ 星野 L の大学・学員会情報解説

▲ 伊東 L のゴング
▲ 田口 L のご挨拶
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　史上初の 10 日間大型連休に入り、新元号「令和」目前の日曜日、
第 25 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。
　今回のお客様は、井上彰副学長、大貫裕之副学長、星野智法学部
部長、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はじめ、榎秀郎 L、
星野紘紀 L、岩瀬順郊 L、境捷彦 L、廣澤洋二各元会長、田口彰紀
前会長、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 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、ワインの会食で（ドンぺリ・ロゼも！＜後述＞）、明るい 2 階
のテラスに面した二間続きの立派な和室とテラス席に全員着席。大
きなガラス戸の向こうには、よく手入れされた花々が、オモテナシ
の心で迎えてくれているようでした。いつもの変わらない心地良さ
の中にて一同に会し、会話が弾みました。
　時間が過ぎ、中西美子会長未到着の中、鈴木誠元会長の巧みなご
挨拶・司会進行にて開始。まずは、福原紀彦学長からの大学近況報
告。学長 1 周年、2 つの学部・国際経営学部と国際情報学部を新設（受
験生 12,000 人）。魅力を感じる大学に。法学部の都心回帰・茗荷谷
駅前に 40 年の定期借地権にて。後楽園キャンパス・法科大学院一
体化。スポーツでは、駅伝 11 位だが、力を付けてきた。来年はシー
ド権を。明るい話題として、92,686 名の志願者を得た。本日、マス
コットの「チュー王子（ちゅうおうじ）」を連れてきたとのことで、
超特大のぬいぐるみを鈴木誠元会長に進呈。中西会長がみえるまで
と気を遣われ、豊富なご内容が聞けました。
　そうした中、中西美子会長が素敵な和服姿にてご到着。自然体で
ゆったりと落ち着かせてくださるようなご挨拶。
　続いて、本日のお客様のご紹介が入りました。井上彰副学長、大

PRが鈴木誠Lよりありました。
　幹事長・境捷彦Lの理事会報告では15周年記念大会について榎秀
郎Lより概略を説明いただきました。続いて来期指名委員会が本日
開催され、前会長・田口彰紀Lから来期役員人事の発表がありまし
た。次期会長予定者は伊東敏L、次期第一副会長予定者は横井弘明
L、次期第二副会長予定者は河野信之Lに決定。さらに次期会長予定
者の伊東敏Lから幹事長を石村博義Lにお願いするとの発表がありま
した。新役員の皆様、来期何卒よろしくお願いいたします。
　続いて平成最後のオークション（伊東敏Lから東京スカイツリー

入場券ペアチケット3組）がありました。そして今回テールツイス
ターの時間では石村博義L、徳永理恵Lのお2人で発表いただき、
ファイン・ドネーションの発表（副会計・木村具成Lから111,000円
の報告でした）、全員で中央大学校歌斉唱、副テーマー櫻井俊宏L
の平成最後の渾身の応援エール、幹事長代行河野信之Lが平成最後
の閉会のゴングを鳴らし、本日も無事終宴となりました。
（出席者21名）

【L井原俊二・記】

貫裕之副学長、星野智法学部部長、6 月 1 日の白門ライオ
ンズクラブ 15 周年記念大会で司会を務められる NHK アナ
ウンサー・山本哲也氏からご挨拶を頂きました。
　そして我らが中山正暉終身名誉会長のご挨拶と乾杯。新
元号「令和」にちなみ万葉集から二句を暗記でご披露（い
つもスラスラッとスゴイですね！　感服）。
　本日、奥様はお孫さんがミュージカルに出演とのことで
ご欠席。これまでの感謝のお言葉を述べられました。「演
説は短く、幸せは長く」と結ばれ、乾杯の音頭で会食にな
りました。
　ソムリエ役を文責・石黒が（ノムリエですが……）ご指
名頂き、ピンドン（ドンぺリ・ロゼ）を。「貴婦人のため息」
のようにとトゥール・ダルジャンで習いましたが、シャン
パーニュを開ける時は、ハッピーな場ですので、貴婦人を
目指しながら威勢良くポン！　和気藹藹、宴たけなわの後、

暫し休憩を入れて地下のバー & カラオケルームに全員移動。
　第二部は、校歌を唄う会（PM3：00 〜 3：50）。バンド演奏は、
おなじみ中央大学スウィング・クリスタル・オーケストラ。MC&
指揮・重松述史氏、ベース・佐藤健さん、トランペット・中村隆太
さん、ドラム・島田悟司さん、サックス & クラリネット・北村雄大
さん、トロンボーン・大沼健太郎さん、ピアノ・鈴木香苗さん。20
数名のうちの精鋭。
　曲は、①ブルー・トレイン、②メモリーズ・オブ・ユーに始まり、
迫力とムード感溢れるパワフル生演奏で、3 曲目からジャズシンガー
の西村協氏（久々です！）との共演。歌は、③慕情、④想い出のサ
ンフランシスコ、⑤月へ飛ぶ思い。アンコール曲で⑥マイ・ウェイ
が聴けました。ブラボー！
　そして、名目上はこの会です。「中央大学校歌を唄う会」。応援歌
と校歌を大越武雄 L のエールとリードで斉唱。全員の心が繋がって、
やはりこの 2 曲の時間あってこそですね。
　ここで、素晴らしい CD が。中山正暉終身名誉会長の「希望の星
の歌」。中山先生の超イケメンお写真入り。ご本人が生演奏付きで
ご披露してくださいました。
　大盛り上がりの中、さぁ、ここから第三部のカラオケ大会（PM4：
00 〜）。アルコールとおつまみ、スウィーツ、お寿司等がどんどん
運ばれ、PM7：00 過ぎまで、ほぼ全員のカラオケ披露が続きました。
　鈴木誠元会長、奥様、本当にいつもいつもありがとうございます！
　スタッフの橘えみさん、中村和弘さん、中村節子さん、真嶋修慈
さん、真嶋好佳さん、中村尤子さん、入月真紀さん、いつもながら
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。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

【L 石黒敏子・記】

2019 年4 月28 日（日）

中央大学校歌を唄う会 於 鈴木誠元会長邸
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① テールツイスターの茂岡幹弥 L と徳永理恵 L　② 鈴木
誠 L の大学・学員会情報　③ 榎秀郎 L が説明　④ 中西美
子会長がご挨拶　⑤ 久しぶりに来会された廣澤洋二 L 　⑥ 
後半司会の櫻井俊宏 L　⑦ 横井弘明 L 閉会のゴング　⑧
廣澤 L、お誕生日おめでとうございました！　⑨ ライオンズ
の歌合唱

② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦

①

⑧

　記念すべき令和元年初日の夜、5 月第一例会は副テーマー大久保
英彦 L の司会進行ではじまりました。第一副会長・伊東敏 L の開会
のゴングのお話は、新しい時代「令和」とは麗しい平和と言われ、誰
もが平和を願っているが一人ひとりがただ待っているのではなく、意
識してそれに向かって努力していかないと良い時代にならない、気を
引き締めていかないといけないと心強いご挨拶をいただきました。
　そして中西美子会長が挨拶され、今日の朝、新天皇即位の模様を
テレビで拝見して雅子様を含めて女性皇族にこれからも心から声援を
送ると感想を述べられました。
　今月 5 月のお誕生会は 1 名で、久しぶりに来会された廣澤洋二 L
が “ ウォー ”。83 歳のお誕生日（23 日）おめでとうございます。ます
ますお元気でこれからもエイジシュートを続けてください。
　引き続き前会長・田口彰紀 L のご挨拶とウィ・サーブで令和元年は
じめてのおめでたい宴が始まりました。各テーブルで笑いの渦がおこ
り、とても楽しく会話が弾んでいます。
　後半司会は副テーマーの櫻井俊宏 L が担当。鈴木誠 L の大学 ･ 学
員会情報では新元号が「令和」となったことと、最近発行された例会

2019 年 5 月 1 日（水）

第一例会報告　於 銀座東武ホテル（芙蓉）

だよりの制作（境捷彦 L、増渕秀一 L、大越武雄 L、ノラ・コミュニケー
ションズ様など皆様の編集協力があって無事発行できる）などを L 井
原が説明しました（毎回感謝しております！）。続いて 4 月 28 日に行
われた「校歌を歌う会」が大変盛会だったことを鈴木誠 L よりお礼と
ともにご報告がありました。
　幹事長・境捷彦 L の理事会報告では、15 周年記念大会の事前のリ
ハーサル例会として 5 月 22 日にハイアットリージェンシー東京会場に
て 11：30 より開催予定、榎秀郎 L より当日のプログラムの内容変更
や概略を説明いただきました。
　テールツイスターは茂岡幹弥 L、徳永理恵 L のお 2 人で発表いた
だきました。ファイン・ドネーションの発表（会計・星野紘紀 L から
123,000 円の報告でした）、全員で中央大学校歌斉唱、第二副会長・
横井弘明 L の令和元年初めての楽しいスピーチで閉会のゴングを鳴ら
し、無事終宴となりました。

（出席者 27 名）
【L 井原俊二・記】

⑨
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▲ 大会当日の司会者、木邑友希さんも参加

2019 年 5 月 22 日（水）

2019 年 5 月 24 日（金）

第一例会報告　於 銀座東武ホテル（芙蓉）

東京法政ライオンズクラブ結成 15 周年記念式典 
参加報告　於 東京プリンスホテル

2019年　  　月号5

　白門ライオンズクラブの兄弟クラブである東京法政ライオンズクラ
ブの記念式典が東京プリンスホテルにて盛大に開催されました。268
名の参加で、当白門 LC からは 19 名参加しました。
　５周年は共同開催、10 周年からは別に開催するようになりました。
今年は次週白門 LC 記念大会と時を同じくして開催となり、来賓の石
井征二元ガバナーは参加されるクラブにとっては迷惑千万とユーモア
を交え挨拶されていましたが、今月は他クラブのチャーターナイトも
開催されたようです。
　本来法政ＬＣと共同開催すれば一度で済むかもしれませんが、校
風も違い、セレモニーの考え方も違い中々難しいと思います。今回も

　５月 22 日（水）、白門ライオンズクラブ結成 15 周年記念大会の予
行練習が行われました。
　当日の流れの確認やビクトリーゲームのシミュレーションなどを行
い、準備はほぼ万端、あとは当日を迎えるだけとなりました。
　皆んな気合いが入っており、30 人近くが参加いたしました。

【L 増渕 秀一・記】

18 時開演、21 時 45 分近くに終演ですから、２校で共同開催ですと
夜中終演かもしれません。
　竹本泰久会長のもと、後藤裕文幹事の大活躍で会は盛会裡に進み、
圧巻はアトラクションタイムの躍動するチアリーディングの演武と応援
団演武、そして５大学校歌エール交換でした。会は大学関係、ライオ
ンズ関係、政治家の方々と多岐にわたり挨拶される方も多く、後藤裕
文幹事ご苦労様でした。「また会う日まで」を熱唱し、散会となりま
した。

【Ｌ境 捷彦・記】
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祝宴〜お楽しみが満載のひととき〜

　後半の祝宴は中山終身名誉会長のウィ・サーブで開始。
　重松述史バンマス率いる中央大学スウィング・クリスタル・オーケス
トラと、歌手の西村協さん、同じく歌手の平岩佐和子さんの華やかな
演奏を楽しみながらの歓談タイムは賑やかで楽しげな様子でした。
　応援団の圧巻のエールの後は、木村清社長とじゃんけん！　ヴィク
トリーゲームです。オーケストラの若者たちにも大人気で、大盛り上が
りでしたね。
　五大学それぞれの熱いエール交換で会場が和やかな雰囲気に包ま
れると、鈴木誠 L の終わりのご挨拶で、東京白門ライオンズクラブの
15 周年記念大会は閉幕となりました。

　「君が代」「ライオンズクラブの歌」が斉
唱されると中西会長がご挨拶をされ、ご来
賓・参加クラブのご紹介に続きご来賓挨拶
では温かい言葉が贈られました。
　記念事業の発表、目録贈呈の流れで中
央大学杉並高等学校ダンス部の皆さんに
よる華やかなダンスが披露され、祝典は
会場が熱くなったところで締めくくられまし
た。

　開会の 20 分ほど前に到着した私たちですが、13 時からリハーサル
を始めていたライオンの皆さまは、準備や担当のお仕事にせわしない
様子でした。
　記念大会は門田隆将氏の講演で幕開け。講演は一時間でも内容は
盛りだくさんで、どれも興味深く胸が打たれるようなお話でしたが、特
に「康子十九歳」のお話で、女学生の康子さんが台湾からの留学生・
梁敬宣さんに話された「特攻に行く人は、誇りです。しかし、それを
強いるのは国の恥です」という言葉が印象に残りました。

祝典〜厳粛に、そして華やかに！〜

　門田氏の講演ののち、榎秀郎 L の「ようこそ 15 周年記念大会に」の
厳粛な朗読と歴代会長の「いらっしゃいませ！」の発声を合図に会場
にあかるくライトが灯り、いよいよ祝典が始まったという雰囲気になり
ました。

2019 年6 月1 日（土）

東京白門ライオンズクラブ 15 周年記念大会
 於 ハイアットリージェンシー東京

▲ゴージャスな祝 15 周年！

▲門田隆将氏の講演の様子

榎 L の「ようこそ15 周年記念大会に」（上）
榎 L による篆刻。中大の精神「實地應用／素ヲ養フ」  （下）

▲ 木村社長とジャンケン！

　白門ライオンズクラブ 15 周年、本当におめでとうございました。
　15 周年記念大会をとおして、皆さまの白門ライオンズクラブへの熱
い思いを改めて感じることができました。
　これからもノラ・コミュニケーションズは、会報の製作をとおして白
門ライオンズクラブのお力になれればと願っておりますので、引き続き
どうぞよろしくお願いいたします！

【ノラ・コミュニケーションズ　菊地・野崎】

　念入りに準備が進められてきた、東京白門ライオンズクラブ 15
周年記念大会がついに開催されました。
　ノラコミからはライオンズクラブ特別会員の中川順一 L が出席
し、スタッフの菊地・野崎が取材で参加させていただきましたの
で、恐れ多くもここにご報告をさせていただきます。

門田氏の講演
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① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

　早いもので、今期最後の第二例会は副テーマーの根岸清一 L の司会
進行からはじまり、第一副会長・伊東敏 L の開会ゴングで幕が開けま
した。
　中西美子会長が急遽欠席されたため、会長代行の鈴木誠 L が代
わって挨拶されました。先日 6 月 1 日の 15 周年記念大会が大成功に
終わり、心底嬉しかったとのご報告です。大学からは総長、学長およ
び各界からお客様が集まり、総勢 270 余名参加の記念大会は、我々
の結束力の賜物であり、会員の皆様大変お疲れ様でしたと御礼の言
葉をいただきました。また事務局の右江さんが今回一番ご苦労された
と思うとともに、理事会で急遽決定し、この場で右江さんにお礼を差
し上げたいとお話されました。
　その後右江さんが登壇されて一言、「本当に大変な毎日でした。大会
当日の夜もお金の計算で寝られなかった！」そうです。右江さん大変
お疲れ様でした !!　お礼で銀座の土地でもご購入ください！
　次にビジター紹介は白門会世田谷支部事務局次長の宮川美香様（ス
ポンサー榎秀郎 L）です。ご本人もぜひ入会したいとご挨拶いただき
ました。ご入会をお待ちしております。
　続いて（公財）日本骨髄バンクより 15 周年記念大会での支援金のお
礼として感謝状の奉呈がありました（大久保英彦 L から中西美子会長
へ〜拝受者・会長代行鈴木誠 L）。また今年度キャビネットアワード敬
寿賞 傘寿として榎秀郎 L が表彰されました。
　今月 6 月のお誕生会は岡田孝子 L、石村博義 L、吉田久味男 L が 3
名で “ ウォー ”。お馴染み銀座東武ホテル製ロールケーキをプレゼント
され一言ご挨拶をいただきました。お誕生日おめでとうございます。

2019 年6 月19 日（水）

第二例会報告　於 銀座東武ホテル（芙蓉）

　引き続き前会長の田口彰紀 L によるウィ・サーブで宴が始まりまし
た。「中西丸も、この例会で最後となり、役員の皆さん本当にご苦労
様でした。15 周年記念大会が何と言っても成功裡に終わってよかった
です。来期は伊東丸の船出です。がんばってください」とご挨拶され
ました。
　後半司会は副テーマーの櫻井俊宏 L が担当。鈴木誠 L の大学 ･ 学
員会情報では朝日新聞の中央大学・市ヶ谷田町新学部「iTL」始動の
紹介広告について報告がありました。
　続いて理事会報告（幹事長境捷彦 L）があり、次期幹事長の石村博
義 L からは来期の予算案と理事会で鈴木誠 L が終身理事長に決定し
たと報告がありました。また榎秀郎 L からは 15 周年記念大会の反省点
と 20 周年記念大会の展望をお話され、今期 1 年間ご活躍された役員

（会計・星野紘紀 L、テーマー岡田孝子 L、テールツイスター伊藤尚Ｌ）
からそれぞれ反省点とご挨拶がありました。1 年間お疲れ様でした。
そして来期新会長の伊東敏 L から来期の役員紹介（登壇）がありまし
た。7 月から新役員の皆様、よろしくお願いいたします。
　テールツイスターの時間では野球ペアチケット、ワイン・紹興酒の
オークションをふくめ伊藤尚Ｌ、増尾知恵Ｌのコンビで発表いただき
ました。さらにファイン・ドネーションの発表（会計・星野紘紀 L から
オークションを含めて 152,550 円の報告でした）、全員で中央大学校
歌斉唱、第二副会長・横井弘明 L のスピーチで閉会のゴング、今期最
後の例会は無事終宴となりました。

（出席者 29 名）　
【L 井原俊二・記】

① 伊東敏Lのご挨拶L　② 右江かずえさんにお礼　③  宮川美香様（スポンサー榎秀郎L）　④ 吉田久味男L、お誕生日のご挨拶　⑤ テーマー岡田孝子L　⑥ 日本骨髄バンクより感謝状　⑦ 吉田L、石村L、
岡田 L、お誕生日おめでとうございました！　⑧ 来期の役員紹介（登壇）　⑨ 敬寿賞 傘寿として榎秀郎 L が受彰　⑩増尾 L と伊藤 L のテールツイスター　 ⑪会計・星野紘紀 L　⑫ 石村博義 L のご報告

2019年　  　月号6
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ご報告

2019年6月14日（金）於嵐山CC

第26回東京白門ライオンズクラブゴルフ大会
Ｌ河野 信之

　令和元年 6 月 14 日（金）、第 26 回東京白門 LC ゴルフコンペが、
廣澤 L のホームコース、埼玉の名門、嵐山カントリークラブにて行わ
れました。
　梅雨入り前だというのに、関東では連日夏日が続き、今日も 30 度
近くなるとの予報です。ただ、暑さにも負けずゴルフ好き 16 名が集合。
大久保 L などは、集合時間にはもうたっぷり練習をして上着は汗びっ
しょり状態。先日もどこかのライオンズクラブの 50 人くらいのゴルフ
コンペで見事優勝したそうですが、今日も必勝の意気込みが感じられ
ました。
　9 時 30 分、アウト、イン其々に分かれてスタート。嵐山 CC は名門
コースで、アウトもインも適正な組数しか入れません。どちらのスター
ト組も同じ位の時間で回れるため、昼食時は皆が顔を合わせることが
出来ました。ラウンド終了もほぼ同時、お風呂で汗を流し 15 時 30 分
にはパーティと表彰式が始まりました。
　朝から汗だくの大久保 L がネット、パープレイでラウンドしたので流
石の廣澤 L もパープレイは無理だろうと思いきや、福島麻理ちゃん、
いらっしゃいました。47、42、グロス 89、HC20、ネット 69 はお見事。
2 位の大久保 L に大きく水をあけての優勝、素晴らしいです。
　第 3 位は、コースを熟知している嵐山のメンバー小川裕子さん。も
う 1000 回以上はラウンドをしているそうです。1000 回ということは、
嵐山で 10 万回はショットをしている計算。3 位は当然ですか。
　べスグロはやはりこの方、廣澤 L の 86。べスグロ賞は無しにしましょ
うかとの話もちらほら聞こえて参りましたが、でも、大久保 L の 88
は惜しかったです。皆様、其々おめでとうございました。
　パーティでハンディキャップの改正をした後、東京白門 LC ゴルフ会、
会長交代のお話がありました。長年ゴルフ会の会長をお務め頂きまし
た岡本睦治会長が、ご健康を理由に勇退なされ、新会長に競技委員

長でもある廣澤洋二会長が就任いたしました。廣澤会長、これからも
どうぞよろしくお願い致します。16 時 30 分、境幹事長による手締め
で散会となりました。
　今回は、岡本会長より多額のドネーションを頂戴し、参加者全員に
豪華な参加賞を頂きました。岡本会長、長い間本当にありがとうござ
いました。

47
43
50
54
49
48
42
51
49
51
53
52
52
51
59
56

42
45
55
43
52
49
44
43
47
50
50
58
55
59
58
60

89
88
105
97
101
97
86
94
96
101
103
110
107
110
117
116

20
16
30
20
22
17
5
13
15
20
20
25
18
18
25
20

優勝
準優勝
3位
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ＢＢ
ＢＭ

12
13	

27

福島	麻理
大久保	英彦
小川	裕子
佐藤	茂
岩瀬	順郊
山内	喜郎
廣澤	洋二
村山	恵美子
富田	昌子
河野	信之
横村	真由美
境	捷彦
伊東	敏
大友	時子
茂岡	幹弥
根岸	清一

69
72
75
77
79
80
81
81
81
81
83
85
89
92
92
96

ＮＰ×３

BG
NP

NP
NP

NP

名前 アウト イン 合計 ＨＣ ネット 順位 新ＨＣ 備考

第26回 東京白門ライオンズクラブゴルフ大会成績表

▲ 福島麻理さんはやっぱり強い▲ 記念撮影　女性陣はウェアが華やか！
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揮毫　中山 正暉Ｌ

会員の消息

進藤腆和Ｌ（ＣＭ）・平山久子Ｌ・石黒敏子Ｌ・小山浩伸Ｌ・村田浩一Ｌ

　進藤Ｌは水津正臣会長時、幹事長を務め大活躍され、大きな声を
出す事無くいつも笑顔でビールはキリン一番搾り一筋、仕事と体調も
あり退会。平山Ｌのお嬢さんの特別例会でのフラメンコの舞台がとて
も懐かしく思い出されます。石黒Ｌは遠方名古屋にも関わらず毎月第
二例会参加、又校歌を唄う会では鈴木誠Ｌ宅に馳せ参じ大活躍され、
編集部からお願いすると必ず寄稿、例会記事等快く引き受けて頂き有
難うございました。メンバーの方、名古屋に行きましたらボン・ジュリ
エ（フランス料理）にお立ち寄りください。ドンペリが待っていますよ。
大音声のエールと美声を誇る特別会員小山Ｌは例会・特別例会等ご夫
妻での出席が多く残念ですが、国分寺白門会会長を務め学員会活動
も忙しく今回退会されました。若手弁護士村田Ｌは多忙を極め例会参
加もままならず退会となりました。 田口義雄Ｌ（ＳＰ大越Ｌ）は７月より特別会員から

正会員に移動です。

６月退会ライオン 新入会員紹介

正会員移動

　イベント のお 知らせ  

田口義雄Ｌは陶芸教室を開き作品展を開催。又
年３回ほどハイキングを企画、ハイキング後温泉に入り

ビールを飲み解散という楽しい企画です。田口Ｌにお声をか
けて頂ければメンバーに限らず友人参加も OK デス（ライオ

ンズ参加の常連は伊東会長・石村幹事長・境前幹事長）。

平成 5 年２月２６日生
平成２８年法学 部 卒
中央 大 学東 京世 田 谷 区 支 部 事 務局次 長
宮川 美 香 後 援 会事 務 所
政界を目指 す白門ＬＣ最 年少ライオンです。

宮川　美香

6月1日（土）のクラブ結成15周年記念大会は無事大成功に終わり、皆様お疲れ様でした。また例会だよりは今回も境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。1年間ありがとうございました。引き続きメンバーの皆様のご意

見やご寄稿文など、随時募集しております。

【Ｌ井原 俊二・記】

編集後記
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