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　クラブ会員の皆様、あっという間の１年間でした。
　昨年 7月に不安と戸惑いの中でクラブ運営の執行責任者の役
を引き受けました。このクラブの運営の透明性とガバナンス体制
を抜本的に変えなければならないとの思いを抱いていましたの
で、冒頭からクラブ運営に関する検討委員会を立ち上げ、様々な
改革案を提案致しました。その目玉は、以下の二つのことでした。

①�アクティビティ専用口座を設定し、年会費の15％相当（¥30,000
／人）並びに例会でのドネーションを当該口座に振り込み、中
央大学他への支援資金として別管理すること。その狙いは、
会員からのドネーションは、アクティビティ以外には使用しない
という明確な規律であり、また、財務上の観点からアクティビ
ティの継続的な活動資金を確保するために、会費の15％を当
該専用口座にプールすることでした。
　�　幸い、この改革案は会員賛同の下、昨年 7月に遡って実施し、
本年度の中央大学への支援もこの口座から拠出しております。

②�例会費の負担軽減のため、昼例会の導入を検討すること。こ
の点については、アンケート調査の結果、賛否がほぼ拮抗す
るなか、トライアルで昼例会を実施し、様子を見た上で検討
するとのコンセンサスの下、継続検討課題とすることとなりま
した。

　�　しかしながら、次期執行部は、コロナ禍が会員に及ぼす直
接・間接の影響に鑑み、早ければ 7月第二例会から昼例会の
導入に踏み切る予定と伺っています。結果論かもしれませんが、
検討委員会での提案事項の目玉の二つ目が次期早々導入の見
込みとなり、何よりのことと感じております。

　今年度は、例会の活性化のためにゲストスピーカーとメンバー
ズスピーチの充実を目指し、以下のような講演（高座）を拝聴す
る機会を得ました。改めまして、関係各位のご協力に感謝申し上
げます。

「ライオンズクラブの基礎知識について」（鈴木Ｌ、榎Ｌ、星野Ｌ）
「骨髄バンクの概要と移植経験者のお話」（大久保Ｌ、池谷有紗氏）
「美術品オークションの極意」（増渕Ｌ）
「国家の存立と安全保障－日本の取るべき道－」（上田愛生氏）
「高座 “片棒 ”」（林家つる子氏〈中大出身落語家〉）
「やさしい仏像のみかた」（濱田嘉一氏〈中大 OB〉）
「原発システムをデザインする」（横山禎徳氏）
「負の遺産『アスベスト』今何が起きているか」（木村実牙男Ｌ）
「司法取引と我が国法曹界の課題」（横井Ｌ）

　この度白門ライオンズクラブ第17 期会長を拝命致しました。
就任に当たって一言ご挨拶申し上げます。
　ご承知のとおり、本年初頭以来コロナウイルスが猛威を振るい、
５月末に緊急事態宣言が解除されたものの、その後も多数の感
染者の報告がなされるなど予断を許さない状況にあります。当会
の例会、予定された行事も多数中止になるなど大きな影響を受
けました。
　このようななか、伊東会長のもと新年度の運営をどのようにな
すべきかについて理事会において鋭意検討してまいりましたが、
コロナ感染禍の終息時期が不透明なことや、わが国全体を覆う
社会的、経済的窮状を踏まえれば、従前同様の例会・委員会の
開催が難しいと判断するに至りました。その結果、従前、例会
夜２回（東武ホテル）、委員会昼１回（シーボニア）実施していた
ものを、新年度からは例会を夜１回、昼１回とし、委員会を廃止
することといたしました。開催場所については、夜の例会は従前
どおり東武ホテルを予定しておりますが、昼の例会については現
在なお検討中です。
　例会回数の減少に伴い、会費の減額も前向きに検討しており
ますが、支出面その他を総合的に考慮する必要がありますので、
具体的減少額等についてはなお理事会で検討のうえ、結果を近
日中にお知らせいたします。
　当会のクラブスローガンは「白門の絆を奉仕で結ぶ母校愛」
ということにあります。この精神のもと、当会は、従前優秀学生
の表彰、学術奨励賞の授与、運動部に対する支援など、母校及
び母校の学生に対して様々な支援活動を続けてまいりましたが、
新年度もこの良き伝統を受け継ぎ、充実した支援活動を実施し

　しかし、新型コロナ感染症の拡大で3～ 5月の 3か月間にわ
たり例会が開催できず年度の終末を迎えることとなりましたこと
は、かえすがえす残念至極と申しますか、不完全燃焼の感を否
めません。
　もう何人かのゲストスピーカーの話を心待ちにしていたのに、
昼例会のテストができたかもしれないといった思いがよぎります
が、全て今後のクラブ運営につながる事ばかりですので、今後の
楽しみに取っておきたいと思います。
　石村幹事長とは実にいいコンビでした。二人三脚が成立する
ように、二人の間で100％透明性を保持し、少々大袈裟ですが
困難辛苦の処理事項は何でも相談しながらやってきました。二
人とも実に爽やかな気持ちで任期を終えることが出来、皆様に
感謝の意を表したいと思います。
　クラブ運営は、事務局なくして成り立ちません。右江さんには
一方ならぬお世話を頂きました。ある時は生き字引の如くライオ
ンズクラブの知らないことを教えていただき、毎月の理事会、例
会次第を淡 と々そつなく準備・励行し、簿記の知識をもとに帳簿
管理を適切に行い、まさに、頼りがいのある右江事務局長的存
在でした。改めて感謝申し上げます。
　最後に、横井Ｌ、増渕Ｌの船出にエールを送りたいと思います。

新会長就任にあたって
会長　横井  弘明

ご挨拶

ていく所存です。
　現在、母校においてコロナによって学業の継続が危機に陥っ
ている学生に対する支援問題が喫緊の課題として取り上げられて
おりますが、当会もこの問題に積極的に協力していきたいと考え
ております。
　前会長伊東ライオンのご尽力により、会員の皆様のなかには会
運営についていろいろなご意見があることをうかがい知ることが
できました。様々なご意見に謙虚に耳を傾けながら、充実した
会運営に鋭意努力して参りますので、宜しくご協力の程をお願い
申し上げます。

　命長ければ恥多し。これまでの人生、あんなことしなければ、言
いさえしなければと思うことは数知れない。頭の中をごしごし洗っ
て忘れ去りたいと思うことがふとしたことで蘇り、夢にうなされたり
する。われわれは年を重ねるといかに忘れないかを気にするように
なるが、いかに忘れるかということも大事だと思う。
　赤穂浪士は殿の乱心を忘れさえすれば切腹させられることもな
かったし。大臣の不祥事で国会に呼ばれる政府高官も、隠ぺい工
作の記憶を消去できれば、さぞや心安らかだろうなど妙な同情を覚
えたりする。
　英国の文芸批評家、ロバート・リンドの「忘れる技術」というコラ
ムは、つらい過去の出来事を忘れる方法を論じている。
　意中の男性に振られた女性には、映画を見に行く、甘い声の男

性歌手に恋する、自分より不幸な人の境遇を思い出すなどの方法
が紹介されている。もっとも最後の点についてはリンド氏も懐疑的
で、歯が痛いときに、カナダの寒冷地で誰かが霜焼けに悩んでいる
ことを思い出しても慰めにならないなどと指摘している。
　自分の受けた害にいつまでも拘っている人に対しては、ラジオで
ダンス音楽をかけ、できるだけ大声で歌わせるとよい、ヒトラーを
はじめ全ヨーロッパが大声で歌うことに参加したら平和の可能性を
見出すだろうなどと述べているが、周知のとおりその期待は裏切ら
れた。
　残念ながら、万人に有効な忘れる技術はいまだ発見されていな
いように思う。

（晴海協和法律事務所の寒中見舞挨拶状より転載）

忘れる技術 弁護士　横井 弘明
コラム

2020年度クラブ運営改正の要点

１　年会費　正会員	 140,000円（旧200,000円）
　　　　　　　　　　特別会員	 50,000円（旧　60,000円）
２　例会会場変更　第一例会（第一水曜日）午後５時15分
　　　理事会　午後６時例会
　　　会場　コートヤードマリオット銀座東武ホテル
　　第二例会（第三水曜日）午前11時30分～午後１時30分
　　会場　シーボニアメンズクラブ
　　※委員会（拡大理事会）は第三水曜日に開催していましたが廃止
３　例年開催の納涼例会はコロナ禍のため今年は中止します。
　　８月は特例で８月19日（水）に例会を開催します。
　　理事会　午後５時30分　例会　午後６時
　　会場　コートヤードマリオット銀座東武ホテル

　以上、コロナパンデミック禍世情騒乱の中、横井新会長方針に則
り理事会決議しました。

前会長・伊東Ｌから現会長・横井Ｌへ認証状の引き継ぎ

東京白門ライオンズクラブ
年度を振り返って

前会長　伊東  敏

ご挨拶
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　2020 年1月22日（水）、帝国ホテル「光の間」にて五大学ライ
オンズクラブ合同新年会が行われました。
　当日は学員会の新年会と同日だったため、わが白門ライオンズ
参加メンバーは少なかったですが、五大学の中では参加人数は多
かったです。
　いつもの通り第1部では挨拶で終わりました。第２部では銀座Ｌ
Ｃの奈月レイＬによる歌のアトラクションがあり、皆で歌を歌い盛り

　中央大学箱根駅伝の1区と10 区の応援については、毎年学員
会川崎支部の重要な催しとして行われています。
　今年も往路の応援は第一京浜国道の川崎郵便局前、復路の応援
は同じく反対側の稲毛神社前にて行われました。特に復路は最終
走者がデッドヒートする場所なので、否が応でもとても盛り上がる
ロケーションです。
　通過タイムの約１時間前に集合して、ノボリを組み立てたり応援
旗を配ったりバタバタと準備します。そうこうしているうちに沿道は
徐々に人だかりが出来て、盛り上がっていきます。そしてクライマッ
クスの通過タイムには大声援の渦！　もちろん母校中大の応援はこ
の日最高潮の盛り上がりでしたが、他校への応援もちゃんとすると
ころがさすが中大流です。
　この時、川崎での通過順位は14 位でしたが、最終的には大手
町のゴールでは12位と健闘しました。惜しくもシード権を逃しまし
たが、噂によりますと今年度有望な新人が数人入学したとのこと。
来年の箱根駅伝は期待してもよろしいのではないでしょうか。
　とにかく来年の箱根駅伝は、コロナが終息して安心して開催出来
ることを祈念いたします。� 【Ｌ茂岡�幹弥・記】

　2020 年 1月 8日（水）、1月度第一例会が銀座東武ホテル B1
ロジェドールにて開催されました。第二副会長の河野Ｌの「人、す
なわち　神なり　仏なり」という今、例会にあった挨拶で開会の
ゴングが鳴りました。
　会長挨拶では横井Ｌの名言である「Ghosn�were�gone」のカルロ
ス・ゴーン容疑者がこれからどうなるかの話から、オリンピックとい
う言葉だけでは差別になり、正式には「オリンピック・パラリンピッ
ク」（オリパラ）と言わなければいけないという話を聞けました。ま
た、中東から第三次世界大戦になるのではなども話されました。
　再入会員として市川昇Ｌが復帰されました。市川Ｌは鈴鹿市の市
議会議員で、榎Ｌが、市川Ｌの仲人をされております。長距離会員
としてのご活躍を期待しております。
　お誕生会は田尻Ｌと徳永Ｌでした。おめでとうございます。
　今回のゲストスピーチはＬ増渕紹介の濱田嘉一さんで、東京大空

上がりました。
　五大学の校歌斉唱・応援では元応援団長の櫻井Ｌのもと、一
番盛り上がりました。稲門ライオンズクラブが伊賀ガバナーのも
と立ち上がるとの報告があり、今後六大学クラブになることにな
りました。
　いつもの例会とは違い、他クラブとの楽しい例会を過ごすことが
出来ました。� 【Ｌ増渕�秀一・記】

襲を体験後、中央大学商学部のご出身で、JETRO に勤務され、（財）
中小企業指導センターに転職された方です。高校の頃から仏像に
興味を持って勉強されている方で、様々な仏像の種類や手の形の
意味などをお話されました。とても勉強になりました。
　ウィ・サーブは、絞りの着物の素敵な中西Ｌがされました。大
学・学員会情報では、終身理事長・元会長鈴木Ｌの下、箱根駅伝
の結果について話されました。また、大越Ｌが箱根駅伝の写真を
いっぱい撮られたので、次回の例会にもってきてくれるそうです。
来年度の駅伝部に 5 名の有力選手が入るとのニュースに皆がわき
ました。
　また、大久保Ｌは赤十字の献血活動を増上寺でされていたそう
です。閉会のゴングでは水津Ｌが、旧年を断ち切り新年が新たに始
まるという話で閉会しました。
　今回の例会も楽しく終えることが出来ました。【Ｌ増渕�秀一・記】

福原学長を囲んで反省会

写真は５区・６区を
応援した風景です

2020 年１月８日（水） 2020 年 1 月 22 日（水）

2020 年 1 月２日（木）〜３日（金）

第一例会報告　於 銀座東武ホテル（Ｂ１） 五大学ライオンズクラブ合同新年会　於 帝国ホテル「光の間」

第 96 回箱根駅伝応援
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　2月5日（水）、銀座東武ホテル芙蓉の間にて第一例会が行われ
ました。
　開会のゴングは星野Ｌ。湯沢のスキー場の雪が少ないことと、中
国のコロナウイルスの話で幕は明けました。伊東会長の挨拶では今
回のスピーカーの横山氏の紹介がありました。
　伊東会長は横山氏の会社で会計をされていたそうです。年齢は伊
東会長と同じ古希だそうです。
�　4月25日に年次大会が開催されるとのこと。委嘱状授与では年
次大会、映像・記録部会員として、茂岡Ｌが委嘱状を受けました。
横山氏のスピーチ内容は原子力発電所は負の遺産なのかどうか。
横山氏は�2 歳の時に広島から約２.5 キロ離れた自宅で被爆された
そうです。また、技術を知らないで原発反対賛成を議論することは
できないこと。原子力をやりたい学生がいない為、原子力工学科が
東大から無くなったこと。
　今は第 4 世代の原発であり、中国は第 5世代を研究しており、
技術があるので、今後中国から原子力発電所を買うことになるだ
ろうということ。電力の需要のほとんどが家庭であること。AI は
電気を食うので、スーパーコンピューター1台に対して原子力発電
所1つ分の電力が必要とのこと。熱が出るのは電力の無駄遣いで
あり、熱をあまり出さずに電力消費を少なくする課題があること。
人々が技術的に無知であり、サイエンスを理解をしてほしいこと。
スモールコンシウムリアクターやトリウム研究。事故調査委員を増

　2020 年 2月19日（水）、銀座東武ホテル芙蓉の間にて第二例
会が行われました。
　今回は特にコロナウイルスの影響もあり、例会実施が危ぶまれま
したが、無事に開催することができました。今後のコロナウイルス
の状態によっては一時休会になるかもしれないとのこと。新しく早
稲田大学のライオンズが出来、我が会に稲門ライオンズのメンバー
である石橋琢磨Ｌが来会しました。
　100 周年記念期間中、会員増強アワードで水津正臣Ｌが表彰を
受けました。今後も増強でクラブが盛り上がると良いですね。
　今回のメンバースピーチは木村実牙男Ｌによる「負の遺産『アス
ベスト』今何が起きているのか」という内容の話でした。アスベス
トは1ミリの５万分の1の大きさで、大変小さいのだそうです。日
本のアスベストは1000 万トンあり、そのうちの 90% が輸入された
ものだそうです。
　アスベストの人体における影響は 30 年から 40 年かからないと
わからないそうで、ずいぶんと長いものだと知りました。クボタショッ
クはイタリアのエタニットパイプから水道管を製作するのに使われ

やすこと。
　福島原発は�1971年型であり、アメリカのスペックのままだという
こと。一方の島根原発は 2011年型であること。日本には 50 個の
原発があり、資源エネルギー庁は事故責任の所在がない。ウクラ
イナの高官が今回の事故について、議論の場がない社会システムを
怒っていたそうです。原子力産業協会いわく、廃炉（デコミッション）
退役は 30 ～ 40 年かかり、原子力を学ぶ人がいないので、専門能
力が無く、定期点検に 2000人必要であり、5000 億円の費用が
掛かること。このことに電力会社が騒がないのは包括原価方式を
取り入れているためであること。先端産業で儲かるには 30 年かか
るが、システムは 3 年できること。医療の問題は慢性病（生活習慣
病）、社会の価値観であること。原発システムや社会の価値観など
因果関係がわからないものがたくさんあり、どれを信じたら良いか
わからない。
　特に低線量被爆は 30 年後じゃないとわからないし、木の葉は除
染できない。原発を賛成すると袋叩きにあう。まさに、安全の敵
は安全であるという内容でした。
　大学・学員会情報では、終身理事長・元会長の鈴木Ｌより、司
法試験、公認会計士試験の合格者数の話がありました。
　今回の例会もゲストスピーカーの話が面白く、為になるものでよ
かったです。

【Ｌ増渕秀一・記】

たアスベストであり、当時の作業員はマスクなしで作業をしていた
そうです。関連性がわからないと怖いものですね。石綿利用してい
るものの発癌性物質があるとわかったのが1972 年だそうです。
　アスベストを使用した公営住宅にはまだ 23万人が住んでいるそ
うで、爆露した場合、所有者にその責任が問われるそうです。RC
建物のほとんどにアスベストが使用されているので、今後の解体等
で問題になるそうです。解体のピークは 2018 年で、2060 年には
アスベストがなくなるようです。
　建築物石綿含有建材調査者は全国に1275 名と少なく足りない
状態で、今後の国の対応を待つしかなく、無知や経費削減などから、
違法にアスベスト処理をする業者が多いので、今後の対策として、
規制を強化し、届出の義務化、事前調査、罰則強化が必要である
のだそうです。大気汚染防止法も強化が必要だと認識しました。
　大学・学員会情報では横井弘明Ｌのロバート・リンドの「忘れる
技術」の話。忘れることの大切さを改めて知りました。ドネーショ
ンも多く、今回の例会が無事開催でき、盛会に終わったことに感謝。

【Ｌ増渕��秀一・記】

2020 年２月５日（水） 2020 年２月 19 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（芙蓉）

2020 年　　　 月号２
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　６月17日（水）、銀座東武ホテル龍田の間にて６月第二例会が行
われました。緊急事態宣言解除後の 2回目の例会です。
　伊東会長からのご挨拶。コロナのせいで、空白の 3カ月があった
が、2 つの改革が進んだとのこと。1つ目は、アクティビティ資金の
プールであり、会費のうち 3万円が貯蓄に回っていること。2 つ目
は、例会費の問題で、夜と昼の例会の実施での削減にての成功。例
会においては様々な方々のスピーチや高座ができた事などを話され
ました。
　お誕生日会では、前回の例会に参加出来なかった大越Ｌが3カ月
ぶりにお祝いされました。おめでとうございます。
　メンバースピーチでは、来期の会長・横井Ｌによる司法取引の話。
そもそも、日本の取り締まりは厳しいそうで、様々な冤罪事件がそ
の厳しさから出ているようです。密室でかなり強引な取り締まり等が
行われているので、日弁連は可視化が必要とのこと。

　厚生労働省の村木事件ではなんと、検事が証拠をいじったとのこ
と。自己負罪型取引を日本は不採用とし、捜査公判協力型司法取引
を採用。他人のチクリで自分の罪を軽くする取引。特定の犯罪に適
用されているそうです。この取引は利益誘導、冤罪の危険性をはら
むので、密告体質は弁護人の同意と立ち合いが必要。
　嘘は 5 年以下の処罰。贈収賄など、国民が納得出来るような事件
に適用される。分かりやすい司法取引のお話でした。
　コロナ禍でも、最終例会多勢の参加でした。大学・学員会情報
では、山崎Ｌの話。中央大学の理事選考委員会はWEB 会議をして
いるとのこと。
　宮寺Ｌがご結婚されました。おめでとうございます。
　最終例会も賑やかに楽しく終えました。次年度も楽しみです。

【Ｌ増渕�秀一・記】

　6月3日（水）、銀座東武ホテル桜の間にて6月第一例会が開か
れました。緊急事態宣言は解除されましたが、依然 COVID-19 が
猛威を振るう東京アラートのなか、銀座東武ホテルのご協力の下に
例会が開催されたことは幸いでした。
　ホテルの中の一番大きな会場である桜の間に、間隔を大きく開け
て、1テーブル４人で 20 名ものメンバーが集まりました。理事会も
大きく間隔を開けて開催されたので、声が聞こえづらい為、マイクを
もっての開催でした。
　銀座ライオンズクラブがお休みなので、山崎Ｌも出席していただ
けました。お誕生日会はかつてない大人数で行われ、素晴らしかっ
たです。田口義雄Ｌは入会以来初めて誕生会でお祝いされたそうで、
境捷彦Ｌは毎回お祝いされているそうです。

　お楽しみ講話は、中山終身名誉会長が長距離移動はあまりよろし
くないので、残念ながらありませんでした。
　大学・学員会情報では、終身理事長・元会長の鈴木誠Ｌより公認
会計士の合格者数の話で、以前は明治大学と同じ合格者だったのに
今年度は抜かれて４位になってしまった話でした。残念です。
　ファイン・ドネーションの発表では、今期始まって以来、初出席の
テールツイスターである、竹内敬雄Ｌが会場を盛り上げました。例
会の終わりにはサプライズで、岡田孝子Ｌより花束の贈呈がありま
した。
　今例会は３月からお休みだったので、大いに盛り上がりました。残
る例会もあとわずか１回となりますが、また、楽しく開催できること
を祈ります。� 【Ｌ増渕�秀一・記】

【前期】
（第一・第三水曜日）

【後期】
（第一・第三水曜日）

第一例会 第二例会 備　　考

７
月

1日（水）
理　事　会
17:15～
例　　　会
18:00 ～19:30

銀座東武ホテル（桜の間）

15日（水）
理　事　会

11：30 ～12：00
例　　　会
12:00 ～13:30
シーボニア

新役員紹介

８
月

19日（水）
理　事　会
17：15～
例　　会

18：00 ～19：30
銀座東武ホテル（桜の間）

夏　休　み

９
月

	2日（水）
理　事　会
17：15～
例　　　会

18：00 ～19：30
銀座東武ホテル（桜の間）

16日（水）
理　事　会

11：30 ～12：00
例　　会

12：00 ～13：30
シーボニア

ガバナー公式訪問は
例会振替せず
３役３名程度出席

ガバナー公式訪問
9/30（水）
ホテルイースト21

10
月

7日（水）
理　事　会
17:15～
例　　　会
18:00 ～19:30

銀座東武ホテル（B1）

21日（水）
理　事　会　
11：30 ～12：00
例　　会

12：00 ～13：30
シーボニア

五大学親睦旅行例会
当番クラブ駿河台ＬＣ

11
月

4日（水）
理　事　会

11：30 ～12：00
例　　　会

12：00 ～13：30
シーボニア

17日（火）
新宿ＬＣとの合同例会

理　事　会
17：15～
例　　会

18：00 ～19：30
東武ホテル（桜の間）

第59回osealフォーラム

12
月

　5日（土）　
歳　忘　れ　
ホームパーティ
　11：00 ～14：30
銀座東武ホテル
大会場（桜の間）

23日（水）
理　事　会

11：30 ～12：00
例　　会

12：00 ～13：30
シーボニア

第一例会 第二例会 備　　考

１
月

6日（水）
理　事　会
17：15～
例　　　会

18：00 ～19：30
銀座東武ホテル（B1）

26日（火）　
六大学新年例会
詳細後日
当番クラブ	

セントポール LC
池袋メトロポリタンホテル

25日（月）場所未定
330-A 地区役員賀詞交
歓会

２
月

3日（水）
理　事　会
17:15～
例　　　会
18:00 ～19:30

銀座東武ホテル（B1）

17日（水）
理　事　会

11：30 ～12：00
例　　　会

12：00 ～13：30
シーボニア

３
月

3日（水）
理　事　会
17:15～
例　　　会
18:00 ～19:30

銀座東武ホテル（芙蓉の間）

17日（水）
理　事　会
11:30 ～12：00
例　　　会

12：30 ～13：30
シーボニア

大学院に学ぶ優秀な留
学生、法科研究科生に
学術奨励賞授与式
他に大学で授与式が行
われる
・次期指名委員会

４
月

日程未定
お花見例会
（詳細後日）

21日（水）
理　事　会　
11：30 ～12：00
例　　会

12：00 ～13：30
シーボニア

21日（水）理事会併催
次期準備委員会開催
（予算及び事業計画案）

17日（土）
第67回年次大会
東京プリンスホテル

５
月

6日（木）
理　事　会
17：15～
例　　　会

18：00 ～19：30
銀座東武ホテル（芙蓉の間）

19日（水）
理　事　会

11：30 ～12：00
例　　　会

12：00 ～13：30
シーボニア

理事会併催次期準備委
員会開催
（予算及事業計画の承認）

15日（土）330複合地区
第67回年次大会
浦和ロイヤルパインズホテル

６
月

　2日（水）
理　事　会
17:15～
例　　　会
18:00 ～19:30

銀座東武ホテル (B1)

16日（水）
理　事　会
11:30 ～12：00
例　　　会
12:00 ～13:30
シーボニア

16日（水）
新旧役員交替会併催

25日～29日
第104回国際大会
カナダ・ケベック州
モントリオール

2020 年６月３日（水）

第一例会報告　於 銀座東武ホテル（桜）

2020 年６月17 日（水）

第二例会報告　於 銀座東武ホテル（龍田）

2020年度 年間行事予定表

2019 年　　　 月号３
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　表紙はコロナ近況報告の際、中山正暉終身名誉会長からお送り頂いた作品を使わせていただきました。いつもありがとう

ございます。クオータリーで年間４回発行していましたが、コロナ禍のため３～５月は例会が開催されず、20号は１～６月編

となりました。奇しくも５年で20号発行となりました。

　2020年度から横井会長のもと新体制で会報を編集していきたいと思います。	 【Ｌ増渕	秀一・記】

発行日　2020 年７月 31 日
発行人　横井 弘明
編集／総務・広報委員会　増渕 秀一　境 捷彦　大越 武雄　
発行所　東京白門ライオンズクラブ
　　　　事務局　八王子市南大沢 3-14-4-304　TEL/FAX.042-676-4147
制作協力　株式会社 ノラ・コミュニケーションズ

会員の消息

井原俊二さん、小堀靖弘さん、宮寺陽子さん、大網義明さん

　白門ＬＣバッジデザインなど多くのデザインを担当、田口会長時の幹
事長等担当され大活躍していただいた井原俊二Ｌが業務多忙のため退
会、小堀靖弘Ｌは長く欠席が続きましたがこの度退会、世界をボランティ
アで駆けまわる宮寺陽子Ｌこの度寿退会、今後のご活躍をお祈りしま
す。大洗町から駆けつけて頂いた遠距離会員大網義明Ｌは健康事情で
退会されました。皆様機会がありましたら例会訪問歓迎します。

７月から退会ライオン 新入会員紹介

白土  純
特別会員（スポンサー小平康代Ｌ）
昭和35年８月25日生
昭和60年法学部卒
中野区副区長
中野区白門会員

　2019 年 10月９日の第１例会で私がスピーチの時間を頂き話した事
が記載されていましたが、私の発言と違った解釈で載っていましたの
で訂正させていただきます。
　主権は在クラブにあることは、間違いありません。今年度からLCIF
の献金が 20ドルから100ドルになり、子供会員を除き国際協会に籍
を置く全会員の献金を求めてきました。そこで私は、予算を立ててい
ないクラブの高額の献金は、必ずしなくてもいいと申し上げました。
上からの協力要請に対しては、各クラブの諸事情により検討して、出
来る範囲で協力し、クラブで充分検討して、出来ない時はそれでいい
と思うと発言したつもりです。訂正をお願いいたします。

　木島庄一Ｌより、クオータリーNO.19 内での原稿にご指摘がありま
したのでお詫びして訂正いたします。

揮毫　中山 正暉Ｌ

編集後記
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ご報告
中央大学学生奨励賞合同授賞

授賞者からのお礼状

東京白門ライオンズクラブ
学術奨励賞 受賞者一覧

東京白門ライオンズクラブ
法務研究科学術奨励賞受賞者一覧

　例年春爛漫の日、中央大学で総長・学長以下教授陣、受賞者相集い、当クラブも会長以下３役が盛大な授与式、パーティーに参加
してきましたが、今年は残念ながら、個別に大学で授与しました。時期的に当クラブ例会での授与式もできず残念でしたが、当日の写
真と令状が届きましたので掲載いたします。

第15回東京白門ライオンズクラブ学術奨励賞授賞
経済学研究科経済学専攻博士前期課程２年

第６回東京白門ライオンズクラブ法務研究科学術奨励賞授賞
中央大学大学院法務研究科

新
ニイヌマ
沼	史

シ オ リ
織さん許

キョ
		可
カ セ イ
婧さん

年度 受賞者 国籍 指導教授

第１回（2005年度） 法学研究科 林
イム
　孝

ヒョジン
眞 韓国 臼井		久和先生

第２回（2006年度） 経済学研究科 張
チョウ
　熙

セイ
中国 薮田		雅弘先生

第３回（2007年度） 商学研究科 劉
リュウ
　雷

ライ
中国 木島		淑孝先生

第４回（2008年度） 理工学研究科 韓
カン
　冰
ヒョウ

中国 庄司		一郎先生

第５回（2009年度） 文学研究科 鄭
テイ
　麗

レイエイ
頴 中国 讃井		唯允先生

第６回（2010年度） 総合政策研究科 韓
カン
　正

セイシュ
洲 中国 林		曻一先生

第７回（2011年度） 法学研究科 N
ニ ュ エ ン
GUYEN		P

フ ォ ン
HUONG		C

チ ャ ム
HAM		T

チ イ
HI ベトナム 豊岳			信昭先生

第８回（2012年度） 経済学研究科 朱
シュ
　洵
ジュン

中国 石川		利治先生

第９回（2013年度） 商学研究科 陳
チン
　才

サイ
中国 酒井		正三郎先生

第10回（2014年度） 理工学研究科 関
カン
　鍵

ケン
中国 田口		東先生

第11回（2015年度） 総合政策研究科 張
チョウ
　暁
ギョウトウ
棟 中国 松野		良一先生

第12回（2016年度） 文学研究科 苗
ミョウ
　鳳

ホ ウ カ
科 中国 宇佐美		毅先生

第13回（2017年度） 総合政策研究科 李
リ
　瑞

ズイホウ
鵬 中国 松野		良一先生

第14回（2018年度） 法務研究科 M
ム ン フ サ イ ハ ン
UNKHSAIKHAN　N

ノ ミ ン
OMIN モンゴル 秦		公正先生

第15回（2019年度） 経済学研究科 許
キョ
　可

カセ イ
婧 中国 唐		成先生

年度 受賞者 指導教授

第１回（2014年度） 法務研究科 吉
ヨシ ダ
田　知

トモ ヨ
世 高橋		直哉先生

第２回（2015年度） 法務研究科 髙
タカシナ
階　裕

ユウイチ
一 藤原		静雄先生

第３回（2016年度） 法務研究科 小
コ マ ツ
松　真

マ リ
理 藤原		静雄先生

第４回（2017年度） 法務研究科 木
キム ラ
邑　友

トモ キ
希 加藤		新太郎先生

第５回（2018年度） 法務研究科 山
ヤマモト
本　光

コウ ジ
治 森信		茂樹先生

第６回（2019年度） 法務研究科 新
ニイヌマ
沼　史

シ オ リ
織 伊藤		知義先生

＝訂正＝
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