
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2月第一例会

銀座ライオンズクラブ2月合同例会



銀座LC2月理事会議題
2014年2月7日

於．帝国　ホ　テ　ル

前理事合の親事録確認の件

［協議事項］
1，1月映え報告

2．1月新年例会収史観を

3．次期役負指名委員選出の件

4．4月第二例会を観劇例合挽掛とする件

5．退会・倉の件

6．リジョン並びにゾーン脚係周年行事の件

7．3月第二例会（婦人の夕べ）の件

8．第3回・4回青年アカデミー　メンバー史混合

第3回　3月3日（月）え混合18：00、20：15　懇風合20‥30～22：00於．ハロー骨合札夏錦糸町

海事二代目錦糸町店　会費・史流会1，000円・懇楓食4，000円

第4回　3月10日（月）史流会18：30一一20‥30　懇親会20：45～22●15於　三多摩労働全館

個室和食居酒屋香家立川駅前店　会費：え風合1．000円・憩乳金4，000円

9．第60回免念年次大倉～記念車掌～増上奇妥園殿前「級見地復興え挽物風見」ご協力のお戯い

各クラブが関わっていろ復興丈後先の物産晩克

敗走活動：4月20日（日）10‥00（－15：30　敗走ブース周テント15張り

準備作業：4月19日（上）13：00、17：00

販売方法：物産チケットを事前敗走、チケットにて物産璃入（当田は一般泉堵倉に什バ敗兎）

出店帝用：無料

10．LCIFクラブ5．000ドル献金の件

11．そ　の　他

［報告事項］
1　330線各地区臨時代鵠員総合1月22日（水）　定足数に満たず総合不成立

2．第2R合同臨時第回ガバナー諮問各員金1月27日（月）於三笠会館

毯村第一副会長、中嶋幹事、木下RC出席

3．2R合同例会　2月218（金）18：00～　於，第一ホテル東京

4　第60回記念年次大金亀念事業　後免地視察・ライわス■ノ〆一フィーラムの件

Aコース　4月4日（金）仙台日帰り被災地視察＋フォーラム　24700円

Bコース　4月4El（金）～5日（上）フォーラム参か＋1泊被災地租察　33，000円

5　そ　の　他
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2014年1月　理事会議事録　　　　東京銀座LC

催　　日 2014年1月10日（金）16時30分～17時30分

開　催　場　所 帝国ホテル

理事会構成員
（25名）

出席者　○印

欠席者　●印

役員　○平石　○秋本　○越村　○木川　●五味　○中嶋○小宮山

○野下　○服部　●上田　○柴田

理事　○本橋　○藤井　○五島　○木下　○吉井　○松川　○山田（春）

●高野　●小林　○山本　●山崎　○大田　●安友　○金子（陽）

オブザーバー出席

会　長　署　名 し．　車　馬　勇　人

1）理事会開催宣言・・・平石会長

定足数確認‥・理事会構成員25名のうち出席者1 9名、欠席者　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

1．12月収支報告　　　　　　　　　　　　　　2．2013年度中間決算報告

3．2013年度社会福祉資金運営委員会中間決算報告　4．クリスマス家族例会収支報告

5．家族会員増強・制度PRイベントのご案内　　　6．LCIFクラブ5，000ドル献金のお顔し

7．330・A地区第60回年次大会「ガバナーズ・アワード」申請資料

8．2R2Z「会員合同募集チラシ」資料　9．330複合地区臨時代議員総会・代議員登録のお掛

・前理事会議事録確認の件‥・確認した。

4）協議事項一下記協議事項1～12について故決ないし協議が行われ、総てについて承認し可決した。

1．12月収支報告の件‥服部会計から報告があり、承認した。

2．2013年度中間決算報告の件‥服部会計から報告があり、承認した。

3．2013年度社会福祉資金運営委員会中間決算報告の件‥服部会計から報告があり、承落した。
4．クリスマス家族例会収支報告の件‥木川第2副会長から報告あり。欠損金は、ドネーションで

補填し、残額△48，799円は運営費から支出することで承認可決した。

5．家族会員会費の件‥1月1日現在の家族会員に対して会費の請求をする事で承認した。

6．家族会員増強・制度PRイベントの件‥2月23日（日）開催の東京マラソンに、家族会員
の増強を目的として、Lメンバーが参加するので、指定の場所で応援することとした。

7．1JCIFクラブ5，000ド／レ献金の件‥新設されたこの献金は、災害等使用用途を指定して

献金出来るとしているが、今回は使用目的を指定する箇所もなく不明である。よって次回まで
に資料を揃えたうえで更なる検討をすべきである等の意見があった。然し「このプランは第1

回目であるから、330，A地区LCIF推進委員会の設立趣旨を尊重して、先ず献金をし、引き

続き検討をしてゆきたい。」とする会長の強い要望があった。そこで献金を前提に、3月開催の
「婦人の夕べ」記念行事の一助として予算化出来るかどうか、木川第2副会長、五味第3副会

長と協議の上、会長権限で決定することとした。
8．330・A地区第60回年次大会「ガバナーズ・アワード」申請の件‥各アワードに該当する

Lがいるときは、2月7日（金）までに提出すること。該当者は執行部一任。

9．330・A地区第60回年次大会委嘱状の件‥中嶋幹事から次のしを推薦したい旨、提案があり

各Lも同意したので承認された。決算委員会副委員長・経理分科会委員長　木下　満L・
アワード部会部会員　平山　仁し、・登録部会部会員　大田　佳子し、

映像部会部会員　　野下　浩世し、・会場部会部会員　坂間　明彦し、

祝宴部会部会員　　宇田　英樹し、　尚、委嘱状は本日手交する。

10．330・A地区会員名簿の件‥今期が更新期にあたる。個人情報保護の立場から、各Lは自分の

情報を閲覧し、自己黄任で修正すること。
11．2R2Z「会員合同募集チラシ」の件‥五味第3副会長に一任する。

12．その他・・

5）報告事項

1．330複合地区臨時代議員会‥1月22日（水）於、横浜関内ホール、平石会長、中嶋幹事、

木下し、山田L出席予定。
2．日本芸術院会員　中村梅玉L（河村順之L）にお税金贈呈。

3．其の他‥1年のあゆみ完成。

6）理事会閉会宣言‥平石会長



銀座LC2月第一例会プログラム
2014年2月7日（金）

於．帝国ホテル

1．町会のゴング

2．国歌・ライオンズクラブの歌　　斉　唱

3．ゲスト・ビジターの紹介

4．身長挨拶

会　　長　平　石　勇　夫L

全　　　員

幹　　事　中　嶋　　　隆L

会　　長　平　石　秀　夫L

5．を鴇状の贈呈

6．2月のお束生祝

2日　木　川L　　88　本．格L　18日　坂　開L

7．テールツイスターの時間

8．幹事報告

9．メンバースピーチ

演　為　　「今思うこと」

10．テールツイスター貌針報告

11．出席率の親告

12．開合のゴング

13．また合う日まで

テールツイスター

幹　　事　中　嶋　　　隆L

柳　井　嵐　彦L

テールツイスター

各員・出席鼻員

身　　長　平　石　勇　夫L

全　　　員
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会長挨拶

ライオンズヒム

君が代斉唱
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年次大会のお手伝いに選ばれた委員に委嘱状の贈呈

＼、

左から野下し，平山L、平石会長、木下L、大田」、坂間L、宇mL、中嶋幹事

2日木川L　8日本橋」18月岬に
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メ　ニノノヾ－ス　ピ－チ

演題：「今思うこと」

ライオンズクラブ入会後のいろいろな思い出を話されました。

今こそ会員増強に一団となって行動しましょうとの力強いスピーチでした。

食味会のお誘い
食べ歩き旅行会、食味会

会長；秋本由紀子

春に先駆けて久しぶりの和食で食味会を行います。

期日：平成26年3月15日

場所　東京都中央区銀座2－5－11デピアス銀座ビル10111階

TEL O3－5159－2575

京料理「花郷」銀座店

＼



㌧＼〕

■　　　　　■

援助（ホテル案件）
鼻盛挙毒す。　　　2014・02・07

＼／

府開発援助、いわゆるODAについて簡単にお話しします。

援軌まなぜ必要かについては、外務省風に言えば、「世界の人口70億の7割以上が

飢えや貧困に苦しみ、また、医療、教育を充分に受けられない人たち。援助を通じ、

途上国の発展を手助けすることは、国際社会における日本の責務」という事です。

同時に、開発援助はあくまでも相手国が独り立ちできるよう、即ち自立を助けるた

めに行うものであって、可表そう、可表そうと言ってあげるものではないと言えま

す。

援助の形態としては、円借款、無償援助、技術協力等々があります。円借款はその

返済条件が、低金利で、返済期間が、例えば、10年据え置き30年払いなどと極め

て緩和された条件で貸し出すものです。

さて、バングラデシュですが、71年に独立、日本がいち早くこれを承認する訳で

すが、73年には永野ミッションといつ超大型の経済視察団が来て、現地を詳しく

視察の上、橋梁建設、肥料工場の建設等の提言を行います。その中でホテル建設

を支援すべきだと言う提言もありました。

当時私はバングラ勤務で、ミッション受け入れで苦労しましたが、その後帰国して

円借款を担当する課に配属され、何とバングラのホテル案件が私の担当となりまし

た。円借款はその頃は、外務省、大蔵省、通産省及び経済企画庁の「4省庁体制」

で協議、決定していたものですが、大蔵は、こんな貧しい国にホテルを援助するの

は論外、と猛反対。インドネシアの例を見てもホテルの有無が経済開発に与える影

響大とする当方の意見もダメで、なかなか決定できない。

そこに登場したのが某有力国会議員○バングラ支援に力を入れているこの人が大蔵

碧の偉い人に申し入れ。これには大蔵の担当の課も大弱り。金子が国と抗議があった位（勿論否定しましたが、国会議員自ら動くことは

動員した

ていまし

た）。

これで大勢は決まったけど、大蔵省から電話で、「ホテルに円借款を出すのはこれで

最後とする。バンクラが例外中の例外であるとする理由付けがほしい」と言ってき

ました。そこですかさず「ひとつの国が分離し、第二首都（ダッカ）が首都になった

例は世界中にない」と回答。先方もなるほどと納得。

これでバングラにホテルが出来ることになったと言う次第です。

端折って話しましたが、以上です。

本正解の出席者数

在籍者　49名　出席者　36名

ドネーション　￥107，000

病気t圭も
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1．開会のゴング

し．
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330－A地区

2リジョン

2014年2月21日（金）

第一ホテル東京21階ルミエール

18：00～20：00

啓一

司会　東京日本橋LC　幹事　L屋代　誠一

東京浜　町LC　会長　L三原田　敏

2．開会の挨拶　　　　　第1ゾーン　ソ〇一ン・チェアハ〇一ソン　束京柳　橋LC L顔　綿　川

3．国歌「君が代」イライオンズ・ヒム」斉唱

4．リジョンチェアパーソン挨拶

5．乾杯「We Se rve」

お食事・ご歓談

全　　　員

東京銀　座LC L木下　満

東京小笠原LC　会長　L神山　誓一

6．地区ならびに複合地区　役員活動報告　ほか、新入会員紹介

7．テール・ツイスタータイム

8．出席率の発表

9．ドネーションの発表

10．ライオンズ・ロー7

11．「また会う日まで」

12．閉会の言葉

13．閉会のゴング

東京数寄屋橋LCテ1日スター　L村木　秀之

東京八丈島LC　幹事　L平井　一弘

東京銀　座LC　会長　L平石　勇夫

330－A地区第2リシ■ヨン内　元・前地区ガバナー

全　　月

第2ゾーンソ㌧う‥チェアハ。っン東京数寄屋橋LC L高桑昌彦

東京尾張町LC　会長　L高橋のり子

（各クラブ会長　全員壇上に）
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2月23〉日東京マラソン大会
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応援の為松竹スクエアに集まりエールを送りました。


