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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11月第一例会

銀座ライオンズクラブ11月第二例会
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2013年11月1日

於．帝蘭ホテル

垂直＿LCl1月理事倉毯塵

前理事倉の議事録確認の件

［協議事項］

1．10日扱え線番

2、CN53周年記念例射線史観を

3rクりスマス家族会の件

4．金員増強の夕べ

2013年11円18日（牒）17‥00、17‥45各線18‥00乗船　集合：横浜太さん椅膚漉けべ畑

会費二10．000円

5．宜2R2Z第2回各員増強フォーラム冊象‥会長、幹軋各員増強を員各メンバー）

2013年11821日（木）16：00、18：00　汁三笠分館　灸脅　2．000円

・芝2R2Z第1回各員増強フォーラムか伺例会（対象：ゾーン内8クラブメンバー）

2013年11月21日　沐）18：15、20：30　紅さがん数寄屋檎本店2F

分骨二6．000円

6．第2回青年アカデミー　メンバー変乱合

日時　2013年11月22日（忽）　　交流会18時00分、20時15分

懇現金　20時30分、22時00分

場所　史流会．′、ロー常会観客東京駅瀦ビル　や炎症八重洲2－卜5東京駅前ビル9F

懇絶食：笑笑　八重洲中央口商店　中央区八重洲2－卜l東京駅前′＼蜜洲打♭

倉費　え流会：1、000円　　懇親会：亀000円

7．第1郵最強司についての観象説明会　お礼と各クラブへお伺いの件

8、第6（＝ヨ年次大倉　運営部各　部金員推薦のお願い

201諺阜4月20日開催の年次大倉当日と前日のり′、－サル、4珂初句の全体会親

にご出庫可能なメンバー　1クラブ1名まで

9．新年刺身の件

10．そ　の　他

［親告事項］

上1（用28日　用）　第2回クラブ会長を

2i駄血アクティヒティ　10月30日　r水）給電薄絹恕本社前

3．宵の寺「長園奇J宵の帝　東日本大震災娘見地復興え線活動il巧15日（釦

」　そ　の　他
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2013年10月理事会議事録　　　東京銀座LC
目釘　催　　日

＼、．

2013年10月4日（金）11時00分、12時00分

攫蚕覧霊壷堅－－
（25名）

出席者　○印

欠席者　●印

オブザWバー出席

会　長　署　名

疫邑　○平石　○秋本　○越村　ミニ剰1巨○五味　○中嶋どこ∴小宮山

〇野下　●服部　●上田　○柴田

理事。本橋　●藤井　○五島　〇本下　○吉井・○松川　二旭酎春）
●高野 ●小林　○山本　●山崎　〇太田10安友　○金子rF尉

（義上　し柳井

し．車　馬　脅　え
1）理寄金開催宣言 平石会長

が　定整数確認‥・理事会構成員2 5名のうち出席者 19名、欠薦者　6名、過半数が

出席しており、本日の理事会は成立した。

3）配布資料

1．9月収支報告

2．チャーターナイト53周年記念例会予算案

3．クリスマス家族会収支予算案

4．「第2桓けラブ会長会」開催のご案内
5了第椚一回薬物乱那方止教育認定講師　新規・更新養成講座」開催のご案内

6．＜OSEAL　フォーラムにおけるガバナ岬晩餐会のご案内＞

7．11月18日　用1「会員増強の夕べ」参加のお顧い

・前理事会議事録確認の件・‥確認したU

4）協議事項一下記協議事項1～12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。

1．9月収支報告の件‥柳井副会計から報告があった。

2．CN53周年例会の件‥越柑第十・副会長から予算について前回に続き説明があった。

3．クリスマス家族会の件‥木川第二副会長から、説明があった一出席者が多いので、会場の広さ

を再確認することとした。

4．会員・出席委員会、会則・附則委員会の件‥本日10時半に開催した　r委員会」について、

越村第一副会長から、次の二案の説明があった二　王家族会員制度内税案②賛助会員制度内現象

幾つかの質疑があったのち「例会の承認」を得て、直ちに実施することとした、

5．第2回クラブ会長会開催の件‥10月28日　用）15．00～16．30、於、AP西新宿5F、

登録料1，000円は全額、会負晩。

6．第一回薬物乱用防止教育認定講師、新税・更新養成講座の件‥11月22日（金）13，0（ト17・00

於、国立オリンピック記念青少年総合センター、310号、登録料5，000円は全額、会員私

7．OSEAL、フォーラムにおけるガバナ岬晩餐会の件‥11月8日（金）17．00開演、於、

PeacIlgardem参加費13、000円、半額会負軌

8．会員増強の夕べ参加の件‥11月18日（即ク′レーズ18．00～20．00、参加費抽000円、

半額、会負担。横浜港大桟橋国際客船ターミナル発－
9．ドレミプアダンスコンサート開催の件‥牒屠者支援・11日16日　月二）15．00～16．30、

於、セシオン杉並、チャリティ料金、2，000円、全額、会負担．

10．会員増強の件・・330A・2R2Z・ライオンズクラブ会員増強フォー－ラム開催【

10円21日（月）15．00～17．00、参加費2，000円、半額、会負担ハ

日．その他
Fl）チャリティゴルフ大会の件‥10月7日　律‖　第2R・5R合同東日本復興支援キャリティ

ゴルフ大会、於、大栄カントリーー倶楽都、チヤリテ律と金10、000円、全額、会負軌

は）献血奉仕瑚件‥10月30日（如12．00、16．00、於、電源開発本社前、手鼻は例牢通り、

（前年は14万円上

（3j　入会の倖‥柳内様、経歴が回付され、理事会は承認ウ　入会式等は本橋委員箆に一膚任。

51報告事項

1．議題の報告事項、1と2は協議事項に変更r－

三6）理事会閉会宣言‥平石会長

以上
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2013年11月1匂

於．帝国ホテル

前理事食の鶉車線確報の件

［協鶉事項］

1．10月扱え温容

之．CN53周平温忠明金吼え粗患
3，クリスマス家弟各の繚

4．各炭増蝕のタペ

2013年11月18日　く月）17：00～17：45拳録1封氾寒心・親各：横浜大さん鴇客船タべナル

食費：10調円
ら．①2R2Z第2宙金員増強フォーラム（対象：身長、幹事、食或増法鼻東金メンバー）

2013年11月218　く本〉18：00～18：00　於．三笠食館　女帝：2．000円

②2R2Z第1W金員増強7才岬ラム合同例女御象：ゾーン内8クラブメンバr）

20ほ卑11月別田（木）1約5～抑30　乳さがふ数寄鼻輪本店2F

食費：6．000円

6．恭2閏骨キアカデミー　メンバ一丈浪合

田崎　2013年11月22日　く金）　史混食18時00分～20時15舟

場楓食　20時30分～22時∝I舟

穆新　た混合：岬一骨各観賞魚粛駅前ビル　や廉直八東洲か1－5東京駅南ビル9F

懇親各：苑芙　八東洲中央口前店　や東庄八東洲2－ト4風音駅前八重洲ヒ■烏

合費　え混食：1β00円　　怨軋倉：4．000円
7．第ユ雇序説刹＝ついての耗普及明食　お札と各クラブへお伺いの件

8．第60唐草次夫食　運営部金　野倉長袖鹿のお瑚い
2013年4月20日開催の年次太身婆可と前日のリハーサル、4月初旬の全体合繊
にご出席可能なメンバー　lタラ71名まで

9．新車朝倉の件
10．そ　の　他

［報告事項］

1．10汚28田（月）　第2回クラブ各長倉

2．赦血アクティビティ　10月308（水）於．懲漁場諒本社前

3．哲の奇r長或奇J雷の市　史日本犬東風親風比後典丈漁港動11月158　線）
4．そ　の　他
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入会式

鹿島虎六Ｌ（転籍　白門ＬＣ）　　　スポンサー：川村博子Ｌ　　　　　　柳内光子様
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2013・2014「会鼻増強委員会」が、横浜港大きん橋　国際客船ターミナル発
「ロイヤルウイング」（2，876トン）を貸し切り

中華バイキングのディナークルーズを企画致しました。
「家族会員」「賛助会員」そしてこれからメンバーにお誘いしようと思う方と是非ご一緒に！

「合同入会式」／「会員増強ベストテン・メンバーの表彰式」も行います。

日　　時二2013年日月18日（月曜日）
集　　合
萱　　録
参加費

横浜港大さん橋暮雪際客船ターミナル
17：00～17：45（時間厳守）　乗舶：18：00～20：00

大人／10，000円　子供（小学生）／4′000円
（食事・フリードリンクを含む）

申込方法：クラブ単位で裏面の用紙によりお申し込みください。
申込締切：2013年11月6日（水曜日）

楽しくなければ金島増強じゃない！
メンバーが増えることは、真に友と呼べる人と出会えるチャンスが増えること。弓

仲間を増やすことはメンバーにとってもクラブにとっても楽しいこと。

その楽しぎを実感していただくのが、この「会員増強の夕べ」です。

L OnS CIubslnternat Onal

亡＞i空言七．ココ｛：＞

MEMBE l．1、J ROVVTH

11月18日（月）、豪華クルーザー「ロイヤルウイング」号で須適いしましょう。
拶ぎ＼、＼＼、

＼、＿＿．



＼　テ－ルツイスタ－

上田武寛L

概要
原産地は地中海地方や中東である0　紀元前2200年の古代エジプトで、今の

ハツカダイコンに近いものがピラミッド建設労働者の食糧とされていたのが

最古の栽培記録とされ、その後ユーラシアの各地へ伝わる。

日本には弥生時代には伝わっており、平安時代中期の「和名類宋抄」巻17

菜轟には、園菜類として於保輔（おほね）があげられている。ちなみにハマ

ダイコンまたはノダイコンとみられる古保爾（こほね）も栽培され、現在の

カイワレダイコンとして用いられていた。

100g（3．50Z）あたりの栄養価

エネルギー　　　　76kJ（18kcaf）

炭水化物　　　　　　401g

一糖分　　　　　　　2．5g

－食物繊維　　　　1．5g

脂肪　　　　　　　0．1g

一飽和脂肪酸　　　　0．03g

－一価不飽和脂肪酸　0．017g

－多価不飽和脂肪酸　0．045g

タンパク質　　　　0．6g

ドネーション　￥91，000

本例会の出席者数在籍者68名　出席者35名病気。欠席

＼、
＼＿
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メンバー各位

銀座LCクリスマス家族会のご案内
手札25年11円昔日

身　　長

第二副会長

幹　　事

争机後1ヶ月で終わろうとしていますこ皆橡に於かれましては、如何お過ごしでいらっしゃいますか仁

さて、恒例のクリスマス家族会を迎えます。今年のアトラクションは

神選合では素晴らしい景品をご伺慈して射ますので

暗い世相を忘れ、この倉を盛り上げて頂き、寒い、時間をお過ごい否きたいと思います。

沢山のノンパーの替級のご出席、ご協力を疑射ます橡お願い致します手

記

【8　時】　平泉25年12月20日（射

受付開始　午後5時00分　開　始　千枚5時30分

第一邸潮　倉）　午後5時30分～午後6時

第二邸（糊で例か　午後6時10分＼午後8時30分

【会　場】　帝国ホテル　　　r　　　　の間」　　TELO3Ⅷ3504｛1111

アトラクション　‥・‥

捻　哲】　メンバー臨時会費10．000円

こ同伴お一人雄18．000円　　お子粗目、学生、幼稚園鋸8．000円

＿三号鱒金、ご軍単量ア）皐鱒し＿、

今回のクリスマス家族会においても、例年と同じように、予算上の関係で、抽選会のお品物、お予後ガ

へのプレゼント等の準備資金のため、メンバー各位のご協力をお輯いしなければなりません。

メンバー各位には、臨時会骨の他のお願いで、心音しく思いますが、ご寄贈金、もしくはご寄贈品のご

協力を喝勺ますよう、よろしくお願い申し上げます「

なお、券日ご都合により、やむなく欠席されるノンハーのすも、なるべくこ協力喝れわは幸いに思いま

すこ宜しくお願い申し上げます。，

●ご寄贈金メンバー10，000円以上

●ご寄贈品メンバー10，000円相当以上

お願い

1、婁日食付が混雑いたしますので、倉軋　こ寄贈金は前日までにな　べくお終盗品痢抽げと

思います。．みずほ鈍行　京終見境

口座各号　普通188959　　に鳩　　級塵ライオンズクラブ

2、お子経のお食事は、子供特利料理です　お子様には、抽選券等ほございませんが．クリスマスプ

レゼントを明恵致します。性軋阜軋虫奉れば二審望を別紙中土音にこ■記入下さい、

3、返信は、御者の都合上12日5日迄にファクシミリにてお知らせ下さい。

以上
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＼　銀座LCl1月第二例会プログラム

2013年11月15日（金）

於．帝国ホテル

1．開合のゴング

2．回歌・ライオンズヒム　　斉　唱

3．ゲスト・ビジターの紹介

4．会長挨拶

5．テールツイスターの時間

6．幹事観客

7．ゲストスピーカー

会　　長　平　石　勇　夫L

全　　　　員

幹　　事　中　嶋　　　隆L

会　　長　平　石　勇　泉L

テールツイスター

幹　　事　中　嶋　　　隆L

赤　碕　知　美後

演題：「これからの社食で若々しく健康に生きるコツ」

8．テールツイスター象新報．舎

9，出席率の報告

10．開合のゴング

ll．また合う日まで

テールツイスター

会員・出席各員

会　　長　千　石　勇　夫L

全　　　　員



イリピン災害援助の為の

緊急対策委員会を開く



テ－ルツイスタ

金子義手口L

t＼、

＼
11月第2例会（2013．11．15）

バングラデシュとはどんな国

ライオン金子です。

今まで2回ばかりスコットランドを中心にお話ししましたが、今日はバングラ

デシュとはどんな国かについて簡単に触れたいと思います。

バングラデシュとは何処にあるのかと言いますと、インド大陸の東の隅に、殆

ど周囲をインドに囲まれていますが、僅かばかりミャンマーと国境を接して存

在する小国です。

面積は日本の約4割（北海道の1．8倍程度）、そこに1億5，250万人が住んで

います。そんなに住めるかとお思いでしょうが、デルタ地帯で北方にやや高地

があるものの山がない全く平坦な土地です。言葉はベンガル語。

北のアッサムからブラフマプトラ河、西からガンジス河がこの国に流れ込み雨

季には大洪水をもたらしますが、乾季には水不足となります。インドが乾季に

はバンゲラへの水の流入を抑えるのでいつも問題になっています。我が国が深

井戸を援助したのもこの水不足のため。

この国は、1947年8月パキスタンとして独立しました。ご存じのように現在の

パキスタンが西パキスタン、今のバンゲラが東パキスタンでした。東西両パキ

スタンがインドをはさんで1500キロも離れて一つの国として独立したのですか

ら、当初から問題がありました。宗教が同じというだけの理由で、一つの国に

なったものの、まず人種が違い言葉も違います。片やアーリア系で背も鼻も高

く色白、目つきも鋭い。こっちはモンゴル系で背も鼻も低く黄色系、目は柔和

で人懐っこい。言葉も文化も違うが一つの囲というのは無理があったと言えま

す。結局言語問題から自治権拡大要求を経て独立戦争に発展、インドの介入も

あって1971年12月16日にパキスタンから分離してバングラデシュとして独立

します。

この国は最近新聞でも取り上げられましたが、色んな問題を抱えています。独

立以来の経緯もあり、与党のトップ（首相）と野党の党首が口も利かない関係

にあると言う不可思議な国ですが、時間もありませんんので、詳細は機会があ

れば改めてお話しすることになります。

ドネーション　￥40，000．一

本例会の出席者数在籍者66名　出席者30名　病気・欠席



東京銀座ライオンズクラブ

11月第二例会

ゲストスピーカー

赤頒　知美（あかす　ともみ）氏

1965年生まれ

国際結婚、双子に年子、

2013年11月15日

離婚後三人の子供を育てながらダイエットピル・コラーゲンクリームの製造卸会社を設立、10年

住んだアメリカより2005年帰乱

心が体に及ぼす影響を追及し・よ。健康に苦々しく、楽しみながら生きていくことの大切さを学ぶ。

男女関わらず・その人に潜んだ魅力を引き出し・より輝かせるカウンセリングや誹演をしている。

年を重ねるごとに自己向上でき、魅力的に、幸せになる『エレガントエイジング』を提唱し、そ

のメリットを多くの人に伝えることをライフワークとする。

著書

エレガントエイジング研究家

看護師免許（准看、正看ともに日本）

NGH23カ国共通ヒプノセラピスト免許

IFAスポーツニュートリショニスト資格

日本杭加齢医学会正会員

一般社団法人国際抗老化再生医療学会（軌刷冊）会員

1985年ミス日本

1988年輩ミスワールド日本代表

「いつもきれいと言われる笑顔の習軌フ掴卜出版



．「 舌復興祈願祭」応援

噂者L平石会長夫妻、L五島夫妻、L木下、L野下、＿L大田・L安友、L秋本

帰りに浅草名物麦とろを食べてきました。


