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４月 20 日 於 銀座東武ホテル 村木秀之元ガバナー（東京地区国際理事候補者）をお迎えして

５月６日 於 銀座東武ホテル 中井正力東京地区ガバナーが例会訪問

Quarterly of Lions ／ No.25
2022年４月30日（土）

第 27 回 中央大学校歌を唄う会
中央大学校歌を唄う会は、これまで鈴木Ｌ邸で行われていまし

飲み物に舌鼓を打ちながら、中大スイング・クリスタル・オーケス

たが、密にならないようにするためにシーボニアメンズクラブ（例会

トラＯＢバンドによる演奏。そしてジャズシンガーの西村協様、シー

会場）にて２年ぶりに開催されました。

ボニア田邊社長、ソプラノ歌手であり東京白門ライオンズクラブの

第一部は鈴木Ｌの進行、中央大学常任理事の大貫裕之先生より

歌の作曲者の平岩佐和子様、シャンソン歌手の黒川泰子様の歌唱

大学の近況報告がありました。この４月からリモートではなく通常

がありました。そしてミズ , アジアンビューティー初代グランプリの

授業開始で、校内が大変活気に溢れていると話されました。

秩父さくら様の日本舞踊、ヴァイオリニストの吉田のり子様による

引き続き、元理工学部部長であり野球部部長の樫山和男先生よ
り野球部の現状を含めたご挨拶があり、また名誉教授の井上彰Ｌ
のご紹介がございました。そして榎Ｌが「校歌を唄う会」の今日ま
での歩みを話され、鈴木Ｌご夫妻への感動の花束贈呈がありました
（右ページに掲載）。

演奏と、多くのゲストによるパフォーマンスで大いに盛り上がりまし
た。
第三部は河野 会長による司会で鈴木Ｌとのトークによりさらに
大盛り上がり！

恒例である応援歌と校歌斉唱はスイングバンドを

バックに櫻井Ｌのリードによりエールで締めました。そして水津Ｌに

その後福原Ｌからも大学に関わるお話があり、中山終身名誉会

よる次回の開催も楽しい会になることを期待して締めくくりました。

長の乾杯で宴が始まりました。なお、本日のお客様および大里 L（渋

その後ＳＣのカラオケタイムで福原Ｌの「つぐない」、樫山先生の

谷ライオンズクラブ元会長）、シーボニアメンズクラブの田邊社長の
ご紹介、そして宮崎様・赤池様のライオンズ入会のご報告がありま
した。

第一部司会・鈴木誠終身理事長

「いとしい日々」、中山終身名誉会長の「モナ・リザ」「ツーヤング」
の歌声でお開きとなりました。
第 27 回校歌を唄う会は参加者 57 名と多くの出席者で次回を楽

第二部はＬ大越の進行で、楽しい歌と演奏！
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於 シーボニアメンズクラブ

シーボニア・田邊社長

美味しい食事と

福原紀彦Ｌ（前学長）

しみにしながら閉幕となりました。
（Ｌ大越 武雄・記）

樫山和男様（前理工学部長） 大貫裕之様（常任理事）

大里堅 L（渋谷 LC）

第 27 回 中央大学「校歌を唄う会」
これまでの歩み

Ｌ榎 秀郎

“ 年々歳々花相似たり
リュウ テイ ショウ

歳々年々人同じからず ”

劉 廷 芝（七言古詩）彼の唐の詩人が詠いま

した。
ご存知の通り我がクラブは 18 年前の桜の頃、中山名誉 会長、
鈴木 理事長、星野Ｌ等、36 人で結成されました。その内今も 14
名のチャーターメンバーが在籍しています。
結成から４年間は中山会長、私榎幹事長の連投でした。そして
５年目の節目に鈴木会長が登板しました。
私の記憶では、その時から「校歌を唄う会」と銘打ってこの会が
始まったと思います。そうしますと足掛け 13 年。その中で 26 回と
黒川泰子様

平岩佐和子様

いうことは、なんと１年に２回、鈴木邸でお世話になったことにな
ります。鈴木理事長ご夫妻、永い間本当にありがとうございました。
皆さん !! 拍手を以ってお礼をしたいと思います。

秩父さくら様（左）と吉田のり子様

その後、サプライズで中山会長と福原夫人よりご夫妻に花束の贈呈が行われ
ました。

櫻井俊宏Ｌ（元応援団助監督・弁護士）
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2022年１月19日（水）

１月第二例会

境元会長、開会のゴング

於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）

河野会長のご挨拶

鈴木理事長から大学・学員情報

2022年２月２日（水）

２月第一例会

於 シーボニアメンズクラブ

五大学ライオンズ新年会の中止により、急遽ホーム例会

2022年２月16日（水）

２月第二例会

於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）

竹内幹事長による理事会報告
横井前会長によるウィサーブ

根岸第一副会長による閉会の挨拶
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増渕Ｌ、根岸Ｌのお誕生日祝い

2022年３月２日（水）

３月第一例会

於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）

鈴木理事長、榎Ｌによる大学・学員情報

松田Ｌ、大越Ｌのお誕生日祝い

恒例により閉会の後、校歌を唄い散会

松田副幹事長の閉会の挨拶

大越Ｌによる明快な語り口のテールツイスター

2022年３月16日（水）

３月第二例会

於 シーボニアメンズクラブ
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2022年３月27日（日）

お花見例会

於 アルカディア市ヶ谷（富士の間）

３月 27 日（日）、アルカディア市ヶ谷において、恒例のお花見例
会が開催されました。

昨年から始めた俳句会も２回目にしてもはや恒例となり、知性だ
けでなく品格ある粋な例会となりました。

当日の挨拶にもありましたが、雨の予報だったのが、参加者の日
頃の行いがいいようで、雨も降らず、寒くもなく、加えて何よりも桜

ちなみに小団治師匠も今回の俳句会で入選され、さすが当意即
妙！

がちょうど満開と言っていい咲きっぷりで、絶好のお花見例会にな
りました。

中大出身の知性あふれる落語家であることを示されました。

大賞ほか入選作は本誌でもご紹介しているとおりですが、いずれ
も素晴らしい作品で、俳句会はおそらく来年以降もお花見例会の

大学側からは福原紀彦前学長、ライオンズからは、330-A 地区
ガバナー・中井正力Ｌをはじめとして、多くの来賓の方々にご出席

中心コーナーとなり、ますます熱が入っていくのではないかと思わ
れます。

いただき総勢 87 名で、盛大に行うことができました。

来賓のご挨拶、インタビュー、落語、俳句会の結果発表と盛り

アトラクションは、柳谷小団治師匠の「長屋の花見」。こちらは

だくさんの内容でしたが、司会進行が絶妙でまた皆さんのご協力も

美味しい料理、お酒をいただきながら、お茶け盛りの話に笑わせ

あり、滞りなく、時間ぴったりにお花見例会を終えることができま

ていただきました。

した。

アトラクションの間、俳句会の選考が行われ、噺の落ちがつい

それでは皆さん、来年もまたお花見例会でお会いしましょう！

た後、間もなく大賞ほかの発表がなされました。

横井前会長

河野会長

（Ｌ松田 啓・記）

福原前学長

中山終身名誉会長

中井ガバナー

鈴木理事長

中大 OB・柳家小団治師匠の落語
白門ライオンズクラブ得意のサプライズによる中山終身名誉会長への卒寿祝い !! 佐藤信行Ｌ
（大学院教授）夫人・星汝様が描かれた、中山終身名誉会長の似顔絵付き記念時計を贈呈

佐藤信応援団監督と応援部の中大生による応援歌合唱
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第２回 俳 句 大 会 入 賞 者

花曇りで満開の花見が危ぶまれた第２回俳句大会が和気藹々のなか、下記要
項で行われました。

○５・７・５の 17 文字（音）で／季節の言葉（季題）を入れる（字余り・破調あり）。
春に関する季語何でも良し」
○季題・季語「春一切

○俳句を書いた面の裏にテーブル番号と本名をフルネームで記載。

河野会長賞
桜見て

靖国の

白水仙に

飛躍を誓う

天に桜や

そら

中山正暉名誉会長賞
緑はえ

歩く若人

春の雨

桜満ちる

中山 晴美Ｌ（中山正暉終身名誉会長ご夫人）

佐藤 優子 様（白門司法書士会長佐藤純通様ご夫人）

祖母の声

佐藤 喜代八 様

金子 尚道 様（信窓会会長）

柳家 小団治 様

伊井 和彦Ｌ（新宿ＬＣ会長）

選者

宮崎 久實 先生

中井 正力Ｌ（東京地区ガバナー）

福原 紀彦Ｌ（中央大学前学長・法科大学院教授）

通り過ぎゆく

桜かな

白門会
春の風

ウクライナ

春は静かに

校舎見上げる

福原美絵子賞

忙しさに

濠端を

取れぬ糊跡

春まだ遠く

古本の

花咲けど

せわ

アルカディア

ゲストの俳句披露

星野紘紀賞

宮崎久實賞

大賞

５人の選者の方々

大賞に選ばれた佐藤優子様（佐藤純通様ご夫人）
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2022年４月20日（水）

４月第二例会

於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）

優勝は茂岡Ｌ

大里堅Ｌ（渋谷 LC）が来賓として参加

４月 19 日に行われた白門ライオンズクラブ併催の
４リジョンゴルフの表彰式

他にも来賓として国際理事候補の村木秀之元ガバナー、
本杉達哉Ｌ（数寄屋橋 LC 会長）
、入会希望の赤池三男様が参加

2022年５月６日（金）

５月第一例会

於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）

新入会の深澤英雄Ｌ

来期の新執行部予定者。左から竹内Ｌ（会計）
、
根岸Ｌ（幹事長）
、松田Ｌ（会長）

入会式風景
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ご来賓の
中井ガバナー

鈴木理事長による大学・学員情報

寄 稿

高年齢者免許更新について
元幹事長 Ｌ石村 博義
（株式会社ＭＫＡ 代表取締役社長）

70 歳以上の方の免許証更新は特別講習が義務化されておりますが、最近は高年齢者の事故が多発しております。
そのことをうけ、令和４年（2022 年）５月 13 日より、75 歳以上の免許証更新は大変厳しくなりますのでお知らせいたします。

高齢者講習の改正……令和４年（2022 年）５月 13 日から
（「高齢者講習」から）

75 歳以上の更新

更新日から 160 日の前日から３年間遡って、事故および軽微違反含めてあるものが対象

●運転技能検査の対象になる違反 11 類型
（１）信号無視

（２）逆走、反対車線へのはみだしなど

（３）追越車線を走り続けるなど通行帯違反
（４）速度超過

（５）横断や転回などの禁止違反

（６）踏切の直前で停止しないなど
（７）交差点の右左折で左端や中央に寄らないなど
（８）交差点での安全不確認や他の車両への妨害など
（９）横断歩道を通る歩行者の妨害など
（10）前方不注意や安全不確認など安全運転義務違反
（11）携帯電話使用など
※上記のものは技能講習の実車を実施。
※所定のコースでの実施、100 点満点中 70 点以上が合格となる。
合格者……認 知機能検査を実施して 36 点以上は１時間講習、36 点未満は公安委員会の指定の
診断書が必要

※なお、技能講習の実車、70 点未満、及び 70 点以上で認知機能検査の 36 点未満
の対象者は何回チャレンジしても良い

70〜74歳

75歳以上

違反歴なし

新認知機能検査
認知症の恐れなし

高齢者講習

講義
（座学）
運転適正検査、
実車指導

違反歴あり
合格

運転技能検査

更新期間終了までに
繰り返し受験可能

認知症の恐れあり

認知症
ではない

医師の診断

不合格

認知症である

免許更新

免許の取り消しなど

免許証更新不可
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ご報告

中央大学学生奨励賞合同受賞
受賞者からのお礼状

白門ライオンズクラブ結成以来、附属の高等学校、中学校の優秀な生徒へ奨励賞を授与しております。2021 年度もコロナの影響で
卒業式に直接お渡しすることは叶いませんでしたが、各校に対する表彰は次の通りです。
併せて大学院の優秀な学生１名に、これも結成から今回 17 回目の学術奨励賞を授与、さらに法科大学院の将来が期待される学生１
名にも第８回目の学術奨励賞を授与しました。

第17回東京白門ライオンズクラブ学術奨励賞授賞

第８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

中央大学大学院理工研究科都市人間環境学専攻修士前期課程
ホ ー シュー
１年

中央大学大学院法務研究科法務専攻専門職学位課程

Hoh Shu Yeeさん

ほかに、

こんどう りょうご

近藤 涼午さん

中央大学高等学校…４名

中央大学附属高等学校…８名

中大学附属中学校…４名

中央大学杉並高等学校…７名

中央大学附属横浜高等学校…７名

中央大学附属横浜中学校…４名

当クラブ結成以来、優秀な生徒に奨励賞の授与を行っています。

10

新入会員紹介

深澤 英雄

特別会員（スポンサー榎 秀郎Ｌ）
昭和31年９月27日生
昭和54年法部卒
深澤英雄税理士事務所 所長
新宿白門倶楽部会員

正会員（スポンサー榎 秀郎Ｌ）
昭和38年７月10日生
昭和62年経済学部卒
ロイター・ニュース・アンド・メディア・ジャパン株式会社
南甲倶楽部常任理事、女性白門会幹事

赤池 三男

特別会員（スポンサー大越武雄Ｌ）
昭 和15 年７月2 5日生
昭 和 42 年 商 学 部 卒
赤 池 税 理 士事 務 所 所 長
中 央 大 学 学員 会 協 議 委 員
※入会順の並びです

河野丸後半期雑感

｜
｜

編集後記

宮崎 亜巳

河野丸船長・河野信之Ｌと一等航海士・竹内敬雄の操縦よろしきを得て、このコロナ騒ぎのなか、例会の中止は一度も無し!!
他所のクラブの話を見聞するに「白門さんよくやるネ!! うちはホーム例会はやってないヨ」とのことでした。以下、１月第二例
会から５月第一例会までの概要を紹介します。
①2022年１月19日、１月第二例会。昼の例会は出席が少ないものの、河野 会長の力強い挨拶で後半 期の幕開け。出席15
名、ドネーション（以下はD.N）56,000円。 ②２月２日、２月第一例会。五大学新年会（主催セントポール）が中止となり、急
遽ホーム例会に変更しました。結成以来の少人数の例会でわずか11名、D.Nも55,000円。コロナめ（怒）。③２月16日、２月第
二例会。やはりホーム例会は楽しやの感!! 出席23名、D.Nはオークションもあり106,000円。久々に賑やかな例会となりまし
た。④３月２日、３月第一例会。出席23名、D.Nは今回もオークションがあり、テールツイスター大久保Ｌの気遣いの補足もあっ
てチョッキリ100,000円でした。⑤３月16日、３月第二例会。出席19名、D.N72,000円。細やかな昼例会でした。⑥３月27日、
恒例のお花見例会。“華”にふさわしく総勢87名の参加で賑々しい会合となりました（P6〜7参照 ）。⑦４月20日、４月第二例
会（銀 座 東 武ホテル）。出席24名。来 賓として国際 理事候 補者・村 木秀之元ガバナーおよび所属Ｃ本 杉達哉会長。大 里 堅Ｌ
（渋谷ライオンズクラブ）が出席され 、新入会 希望として赤池 三男様が参加されました。にぎやかな例会となりました。その
後、村木Ｌは年次大会で当選を果たされました。おめでとうございます！ フレーフレー村木Ｌ!! ⑧５月６日、５月第一例会。
出席24名、D.N108,000円。親クラブである新宿ライオンズクラブ・中井ガバナーがご出席されました。会員増強および学生
会員の件を熱い口調で語られ、出席会員は共感を覚えました。また、大学副学長・佐 藤 信 行Ｌも授 業の合間をぬって駆けつ
けてくれました。学生会員は５名内定となりました。なお、河野 会長より指名委員会の結果についての報告があり、次の三役
が発表されました。
次期会長・松田啓Ｌ（弁護士）、次期幹事長・根岸清一Ｌ（弁護士）、次期会計・竹内敬 雄Ｌ（不動産鑑定士）です。
今期は中井ガバナーの会員増強に対する力強い熱意もさることながら、当クラブも数回におよぶ会員増強委員会と卒 業 生
200名以上に例会の勧誘案内を実施しました。努力は結果を生みます。今月末までに13名の新入会員（入会申込書含）獲得に
成功しました。再来年の20周年に向け、幸先の良いスタートの年になるかと思います。皆さんのご協力に感謝申し上げます。
ざっぱく

●

以 上、雑 駁な編集後記を結びまでお読みくださいましてありがとうございました。今 号もベテラン事務局・右 江かずえ操
●

縦士補の左 腕のお力をお借りしました。感謝!!
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