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この時計台は銀座

ライオンズクラブ

40周年のアクティ

ビティとして銀座

通り松屋百貨店の

前に設置されたも

のです。

銀座ライオンズクラブ10月第一例会

銀座ライオンズクラブ10月第二例会

チャーターナイト53周年記念例会
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2013年10月4日

於．骨個ホテル

銀座LC10月理　会議題

前理事合の観翠録確認の件

［協犠事項］

1．9月収史観沓

2．CN53周年記念例会の件

3．クリスマス家族会の件

4．金員・出席委員針　会則・付則鼻員倉の件

5．第2回クラブ各長倉

10月28日（月）受付：14：30　倉長倉：15：00一一16：30　於．AP轟新宿5F　登録料二1，000円

6．第1回薬物乱喝彷止教育認定鵠師　新税及び更新者成講座
11月228（釦　登録受付：12時15分∵鵠座■13時、17時（新規・更新舗座同時開催）

於．国立オリンピック記念骨少年総合センタ一・センター橡310号窒

登録料：5．000円　　締切：10月18日（倉）

6．OSEALフォーラムにおけるガバナー晩恕合

11月8日（針19：00開宴　於．peachgarden　参か費：13，000円10815日締切

7．倉牒増強の夕べ

11月18日（月）史付：17：00クルーズ：18‥00－－20：00　参か費用：10．000円

横浜港大塊格国際客船ターミナル蚤「ロイ輌ウイげ」中華バイキングディナークルーズ、

8，ドレミファダンスコンサート♪

11816日（上）網啄14：30　開演：15：00　終演‥16：30　於セシオン杉並

チャリティ料金：2．000円

9．会牒増強の件

10，そ　の　他

［報告事項］

110月7日（月）第2R・第5R合同東日本復興え線キャリティ一晩思ゴルフ大会

於．大帝カントリー倶楽部

2．10月30日（水）扱血奉仕　於　電源開洛本社前

3．そ　の　他
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出席者　○印　　再理事　ごつ本橋　○藤井　●五島　〇本下　こ増井　○松川　C潮田椿）
欠席者　●印

オブザーーバー出席

●高野　●小林　○山本　●山崎　。大田　○安友　○金子（陽）
L金子（義）、′L柳井

会　長　署　名 し．キ　点　憂　え
1）理事会開催宣言
2）定足数確認

平石会長
・理事会構成員25名のうち出席者19名、欠席者

出席しており、本日の理事会は成立したし

6名、過半数が

31配布資料
1．　8月収支報告

2．2013年度納涼例会収支報告書

3．チャーターナイト53周年記念例会予算案
4．山田寮紙．国際第二副会長からの「会員増強に関する奮簡」のお知らせ
5．LCI Fセミナー開催のご案内

6．第99回福岡国際大会　協力金拠出のお願い

7．「いじめ問題についてのアンケート」のお願い

8．献血・骨髄移植セミナー開催のご案内
9．全銀健全催事rオータム銀座2013」ご協賛のお願い

10．帝国ホテルを例会場にしているクラブの合同例会の件
lL　330－A地区　家族会員制度　ガイドライン

前理事会議事録確認の件・・・確認したぐ

‡4）協議事項一下記協議事項1～11について議決ないし協議が行われ、全てについて承認可決した。
1．8月収支報告の件・・服部会計から報告があった。

2．納涼例会収支報告・・五味Lから報告があった竺
3．チャータ【ナイト53周年記念例会の件・・越柑」から予算の総枠について説明があり、

詳細については次回とした。
4．会員増強・家族会員制度導入について‥2RCP、木下しから趣旨説明があり、賛成多数

を得た。具体案については、所属する委員会に付託した
5，LCI Fセミナーについて‥山田」から報告があった．9月24日（火）会費乳000円は

全額LC負担とする＿

6．第99回福岡国際大会‥木下しから説明があった7　メンバ山一一一人当たり、2．000円（7月

1日現在在籍者）で承認した。
7．いじめ問題のアンケート・・330・A地区膏少年健全育成委員会委員、柳井1一に叫一任した．．

8．子供宣言集会の参加者募集・・10月27日（巨＝13．00・い都庁前広場・入場無料こ

9．献血・骨髄移植セミナー参加者募集・・10月25日　f金）1330～15．30・AP西新宿5F会読塞

参加費2，000円は全額LC負担とする。

1仇　全銀座金催事「オータム銀座2013」の協賛金・・100，000円′　承認した。

11．帝国ホテルを例会場にしているクラブの合同例会・・当クラブは、既に串間スケジュール

が決定されており、変更は不軌　よって合間例会に参加は出来ない＿

報告事項
1．8月21日（水）タウンミーティング及び総会

2．8月26日　り＝　ライオンズクラブ東京合同事務局　会長・幹事出席　於　交通ビ／レ

3．9月6日（金）2R合同ガバナー公式訪問　於　グラントアーJク半蔵門

以上

6〉　理事会閉会宣言‥・平石会長

心
尻



理事会風景
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墾塵も＿ClO軋第一例会で竺旦ヱ主
2013年10月4日　巨鋸

於　帝風ホテル

1．開会のゴング

2．国歌・ライオンズクラブの敬　斉　唱

3．ゲスト・ビジターの紹介

4、会長挨拶

会　　長　千　石　秀　丸L

全　　　　員

幹　　事　中　嶋　　隆L

会　　長　平　石　勇　夷L

5．10月のお夜生祝

6日川村L・村山L l1日柴田L　17日秋本L19E）青井L・岩谷L

6，テールツイスダーの時間

7．幹事報沓

8．献血アクティビティについて

9．テールツイスター集計観客

10．出席率の親藩

11．閉会のゴング

12．また食う日まで

テールツイ　スター

第二副会長　本　川　建　介し

テールツイスター

各員・出席各員

会　　長　平　石　勇　夫L

全　　　員



テ－ルツイスタ－

平成24年4月～25年3月までの国産松茸生産高

磨旨串県

東陰溶連

菌城県
長野県
出国県
愛媛県
底轟県
出形県
兵魔県

22◎謬臨蛋

瑠瑠臨蛋

射望臨富

4臨富

帝国歌旺』』県　　債臨富

薇轟県　　　　4臨富

本日のお野菜は18種類でした。

本例会の出席者数在籍者47名　出席者38名　ビジター1名

ドネーション￥77，000．－



ヽ、　　ノ 賛助会員制度内規

2013年10月4日

☆賛助会員制度は卵托して、近い将来クラブ正会員としての入会を前提とした方々に適

用するこ

1．賛助会員は、原則として近い将来、クラブ正会員としての入会を望むライオンズ会員

の資格保有者に限り、クラブ理事会の招請により会員となることが出来る

2．賛助会員はクラブ箪会費の内、運営費の一一朝を賛助会費として半期毎に支払うものと

し、金額は理事会にて決定するこ

＊2013～2014年度は半期分の年会費として￥20、000を支払ノ昌守とする二

3．賛助会員はクラブ例会ほか特別例会、委員会、クラブ主催の会か催事）に出席した場合、

その会費は、会合毎に支払うものとする】ニ

4．賛助会員へは、例会及び特別例会、委員会の案内は送付するが、理事会の案内は原則

としてほ送付しないこ

5．賛助会員はクラブ役職の内、クラブ委邑のみに就く事が出来る。

6．賛助会員資格については、一年毎の理事会承認をもって継続する事とする、

7．賛助会員は出席した会合に於いてクラブ問題についてのみ、投票権を有する。

8．賛助会員の退会は原則として本人の申し出によるものとするが、退会勧告に相当する

理由があれば、理事会にて除名する事が出来るr

9．賛助会員は、例会はもとよりクラブ主催の会合櫨事）に出来るだけ出席してクラブの友

好関係を継続する事に努める。
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家族会員制度内規

2013牢10幸い4日

☆　家族が典にボランティア活動に参加する事で、奉仕の精神を適薬すると典に、ライオン

ズクラブに対する理解の高揚を図る～二

☆　家族が典にボランティア活動をする事で、奉仕活動しり輪を広げると粟に、地域社会のラ

イオンズクラブに対する忍蔵の啓蒙を図る．－

滋　家族会員の入会により、クラブ活性化と後継者の育成を図る】

1．家族会員はクラブ理事会の招請により会員となることニ1てきる

2t　家族会員は同肌一世帯に住む成年者で、親、子、配偶者、モー守掛立憲的扶養家族とし、

クラブ理事会は証拠番痺により確認し、招請承認サトう　浸し、正会員及び終身会員一

名に対し凹名迄とする。

3．家族会員が世帯から独立した場合、もしくはそJ〉関係．ニ憂軒’吊　った場合は　そr一時

点でクラブ理事会は会員の意向を確認し、正会員への変更、その他Lrj変更を決定する一

4．家族会員の入会金は国際協会へ支払うものだけとする＿

5，家族会員はクラブ年会費の内、国際協会年会費と運営費の叩一部として半期毎に支払う

ものとし、金額は理事会にて決定する。

2013～2014年度の家族会員の半期分の年会費は￥2．500円とするr

6．家族会員はクラブ例会のほか特別例会、委員会、クラブ主催の会合（催事）に出席した場

合、その会費は会合毎に支払うものとする（

7．正会員及び終身会員が例会、特別例会、委員会、クラブ主催の会合（催事）を欠席する場

合、その家族会員の代理出席を認め、会浄負：粒は免除する．、

8．家族会員はクラブ役職の内、クラブ三役（会長・幹事・会計）に就く事はできないが、

その他の役員、クラブ理事、クラブ委員会の委員には就く事ができ、例会、理番会ほ

かノクラブ内議決の投票権を有す。，

9．家族会員は原則、地区役員やクラブを代表する代議員になることはできない一，但し、

特別な事情によりクラブ理事会が承認した場合は、その家族の正会員及び終身会員に

代わり代議員となる事ができるノ

10．家族会員の家族内正会員及び終身会員に退会・死亡等の資格消去戒が生じた場合は、理

事会は直ちに家族会員の者向を確認し、正会員への変更、その他の変更を決定する。

11．家族会員の退会は原則として本人の申し出によるものとするが、退会勧告に相当する

理由があれば理事会にて除名することができるこ

12．家族会員へは、例会及び特別例会、委員会、クラブ主催の会合（催事）ダニー案内は送付しな

い。原則、一家族一連の送付案内とする。

13．家族会員は例会はもとより、クラブ主催の会合（催事）にできるだけ出席して、クラブと

の友好関係を継続する事に努める。
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参加者

平石会長、安友し，野下し，

大田し、秋本L

．薩白壁至宝‾二・’莞群臣∴選∴二一二∴芋．冠葦
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東京銀座ライオンズクラブ
＼　　チャーターナイト53周年記念例会

2013年10月18日

於．東京ベイコート倶楽部

1．隠倉のゴング

2．君が代、ライオンズヒム　斉唱

3．物故ライオンに黙祷を捧げる

4、ゲスト紹介

5．チャーターナイト実行鼻思長挨拶

6．乾　　杯

7．会長凍拶

8．チャーターメンバーの紹介　　　小路祖治印し

9．例会出席率100％発表（別紙参照）

10．ホけム例食出席100％昇泉（別紙参照）

11．テールツイスターの時弼

12．幹事級尊

く　5分弼休憩　＞

13∴記念額演

請演者紹介

鵠　　演

演轟

14，テールツイスター愚計報恩

15．出席率の叙沓

16．ライオンズ・ローア

17∴閉会のゴング

18．また会う日まで

会　長　　平　石　秀　夫L

全　　英

幹　　事　　中　嶋　　　隆L

幹　　事　　中　嶋　　　隆L

第一副食長　　毯　村　義　姉L

蔚身長　　秋　本　由紀子L

身　　長　　平　石　勇　夫L

金臭・出席鼻兵舎

テ紳ルツイスター

幹　　事　　　中　嶋　　　隆L

逸　材　義　雄L

車　内　裕　子　氏

「伴侶動物が人間に与える効果」

テールツイスター

金牒・出席鼻息食

え会長

会　長　　平　石　勇　夫L

仝・㍉牒再
一・

準篭
で浮
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銀座LC出席率1 00％（2012 7一、ノ2013．6

1年　　L平山、L金子鳩目L金子（暢上　し野下、L柴軋　L紳努

2年　　L上田

3年　Ⅰ一丸臥　し山崎、L愛東、L山田（泰）

4年　　L五味、L丼上、L木叫

5年　　いり村

7年　　L千石、L小宮山

8卑　　し中嶋

10年　L松明

11年　L経常

12年　L奇弁

13年　L水野

14卑　し小林（泉）

15年　L木下

17年　Ⅰ一秋本

18年　L山本（憲）

21年　L本格

26年　L五島

29年　L藤掛

49年　L高野

※　ホームクラブ100％

L秋本、L五島、L五味、L木下、L小宮山、L金子（埠）



チャーターナイト実行委員長

第一副会長挨拶

テールツイスター　金子L

場所：東京ベイコート倶楽部

会員制の素晴らしい倶楽部で

高級な中華料理に舌鼓をうち

ながら楽しい記念例会を過ご

しました。

会長挨拶

例会風景
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柴内裕子こしばない　ひろこj

精度
1935年　東京に生まれる

1959年　日本大学農l快医学部獣医学料を卒業

南　　　　　付属家畜病院研究員（・－1961年）

1981年　　　　　　　岡　　　　　アイソトープ研究塞助手　一拍63年）

1963年　東京赤坂に赤坂獣医科病院「現赤坂t力物病群発）を蘭股、院長となる

19台5年　日本！馳q勿病院協会第4代会長

1987年　社団法人日本動物病院手菖祉協会CAPP活動（Cornp8n沌n Ammal Partn㊦r Sh■P

現在

Programl　をスタートさせ初代委員長

1993年　長野県動1勿愛孟暮甥雇唐金要員

1994年　lAHA10プロジェクト委員

1998年　長野県動物愛護センター邑受立委員及び間せこノター数日■棟監タを

1996年　陽生省番犬登録に㈲る検言寸委員会委員

1997年　東京叡1私物愛誰に関る要員舎委員

1999年　都市基盤整備公団東京支社　ペット共生要員金要れ　　′

2000年　都市基盤整備公団本社　ペットとの共生を考える垂■金警■

NPO法人日本介助犬アカデミー常任葺慶事

2001年　都市碁盤整償公団，神東川支社要員

卸0　年　析潟県動物愛腹施設基本♯惣策定委員会垂員
2003年　J軍生労舶省　介助犬訓練者研個墜カリキ・ユラム舞謝金香れ

厚生労働省　補助犬法遥丑完のための1■成基準嬰■金華■
都巾基盤整備公団本社．ヘット共生住宅吉浦蛮研究委」■会姿▲

2004年　下関市動物愛嬢センター整備検芸寸垂■全委員

赤犠動物ホ暁　院長
公益社団法人日本動物病院福祉l森余事検問

公益社団法人日本動物隋統福祉協会CAPP陪定動物審査委九

枚金字i礼法人8本聴i尊大協会監事
一般財EI法人J－HANBS魂専

長野県1嗣勿愛嬢センターiま営委員
1山台市I肋響勿愛は1森吉義金委」■

日仏獣医学食監事

白木陳等者補助犬学会好漁員
公益社団法人knot8閻閏

NPO法人日本介助犬アカデミー秤摘録

出版

活動

貰歴

・NHK出版　W眠趣味百科「イヌとつきあうために」

・NHK出版「猫は友達J r犬と暮らすJ各テキスト

・講談社「これからの犬の育て方としつけ方」

・ナツメ社rDog犬の気持ちがわかる本」監修

・高橋暮店r新しい犬のしつけ方J

r早大がわが家にやってくる！」他

・講談社「ウチのねこの大疑問J他

・岩波書店　岩波ブックレット　　No5鎚r都会で犬や猫と事らすJ

No777r子どもの共感力を育む」

・学習研究社　rうちの犬がやる気になる！新しいのびのびしつけJ

rうちの犬の囲った行動すべて解決日00のケ榊スにほ0のしつけ」

・インターズー「ドクターズ　アドバイス　マニュアル　犬の病気軌監訳

tアメリカ・ペットフード協会r犬となかよくなろう」

・千代田区　人と動物の共生ガイドブック「ペットと幸せに暮らすj監鰭

・あかね書房　r犬といっしょにJ監修

CAPP活動（人と動物とのふれあい活動）の実践と啓発、講演

ヒューマン・アニマル・ポンドとアニマル・アシスッテド▼セラピー及び

コンパニオン・アニマルの習性行動学に基づいた、しつけ関連の啓発活動

NHKペット関連コメンテ檜ター　輔弼テレビ・ラジオペット健康相談担当

ヒューマン・アニマル・ポンド教育（動物介在教育）のプレゼンテーション及び講演

1998年　社団法人日本動物病陳福祉協会　第一回ビューステッドアワード受賞

2004年　社団法人日東動物病院福祉協会　第二回JA仙アワード受賞

2007年l州A柑（人と動物の関係に関する国際組織）特別賞受賞

2008年　社団法人日本動物病院福祉協会　厚生労働大臣薮神状受賞



テ－ルツイスタ－

CN記念例会（2013．10．18）

ライオン金子です。前回は明治の初期の日本とスコットランド人の話しをしました。

代表的なスコットランド人として長崎のグラバー低で有名なトーマス・グラバーに

ついても触れましたが、明治の初期は多くのお雇い外国人を招きあらゆる先進技術

を学び吸収しようとした時代でした。鉄道も英国の技術を導入、日本が島国で陸地

が狭いことから狭軌鉄道にして、蒸気機関車を英国から輸入するなど、お雇いのス

コットランド人等の指導で鉄道の運営をマスターして行きます。お雇い外国人の給

料はえらく高いものでしたので、早く自立してお引き取り願おうとしますが、彼ら

もさる者で重要な点は最後まで秘密にしようとします。日本側がどうしても分から

なかったのは、単線で上りと下りの列車を、衝突しないように、どこでどうすれ違

うかでした。結局外人の留守に秘密書類を盗み出して、ダイア（ダイアグラム）で

列車のすれ違い自国を決めたりすることを発見。すぐにこのお雇い外国人をお払い

箱にしたと言われます。

以上はアバウトな話しですので聞き洗して頂ければと思います。

このように英国人は記述の移転でも最後はブラックアウトとして明らかにしない。

他方日本人は技術指導では隠すことなく徹底して全て教えます。英国人と比較すれ

ば全くの「お人好し」かも知れません。IT産業の退職者が外国で優遇されて知っ

ている事を皆教えたとか、この酒の話しは多くあります。しかし、このお人好しは

結局は皆から感謝されていることは事実です。

さて、スコットランドとイングランドは昔から仲が大変悪いとお伝えしましたが、

近年スコットランドの独立を求める動きが高まり、来年秋にはスコットランド独立

の可否につき住民投票が行われる予定です。英国からの分離と区立は材制的にも困

難だろうと思いますが、北海油田はスコットランドのものだと主張する人も多く、

独立が実現する可能性は皆無ではないでしょう。

更にもっと大きな問題ですが、今のキヤメロン政権が2015年の選挙に勝てば、英国

EU脱退可否について国民投票を行うと宣言しています。スコットランドが独立し

て、英国がEU脱退となったら色んな意味で世界に与える影響は大きく、これから

先英国の動きから目が離せないでしょう。

在籍者数　47名　出席者数　30名　ゲスト　2名　ビジター8名

ドネーション　￥59，000
亀



wA彷こりd　蟹か　東邦な生命をト、りぎす

サ・1十、、十㌔モ　●．㌧

ノr塵人膚Rj　こ濾力のお■い　ノ
輸血絹飢基の委貸借をさらに向上ミlトむ7しめ

鰍粗　相靖に▲牙や通牒は－〔ハ澤爪をJ桝　しげします

熔誓禦烹慧

東京都赤巨字血液セン

■

中央区連合町会　　様

献血実施報告書
本日は、献血推進に格別のご配慮を賜り悍くお礼申し上げます．

おかげさま‾つF記のとおりご協力をいただくことができましたので
ご峨魯申し上げます。今後ともより∴層の温かいご支横　ご陥れを
鞄りますようお問い伸し上げます。

「表示㌃「蒜完完10月30r】丁示‾完（示「
l‾．‥二二二一‾・．‾　‾　▲▲l‾l　▼‾－．・．‾、‾　　‾l l．‾‾、‾　　川「

・栗讐▲聖と＿＿【ヤ…＿仙＿型塑孝株式会社的　＿＿一一】＿】＿▼＿」

竺警㌍≡軍票莞・ぐ　　名；

画T「甘五二
、　：

名で

二．⊥
隻」′→　　＿名」＿⊥圭一【蓬」

kミ耳、‥　　　　　　　　　　、
へl′ノ

10月30日（水）
12：00～16：00
く徽帽囁す＞

青柳発株式会社南
東京銀座ライオンズクラブ

銀座四の那連合町会
電淋開発株式会社
ASATSU－DX
株式会社時事通信社

瑚血医療の腰展と少子高齢化社会の急連な進行
により、血液の使用境が毎年増加しています。
棒球のご協力が円木の医療を支えています。
いつもこ脇加、ただき．ありがとうございます。

会員が17名参加し、

大変盛況でした。


