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6 月同伴謝恩例会
―2018 年 6 月 28 日（木）―
◇清水幹事、中村ライオン・テーマが欠席のため、副ライオン・テーマである高田Ｌが軽妙な語り口で
司会進行を務めてくれました。
◇翌日からラスベガス国際大会に出発する伊賀保夫 330－Ａ地区第 1 副地区ガバナー予定者が、表敬訪
問をしてくださいました。
◇すでに 1 月に入会されていましたが、3 月 29 日の千鳥ヶ淵戦没者墓苑での入会式に出られなかった松
山賢太郎さんの入会式が執り行われました。40 歳の若さ、期待の新人のおひとりです。

まつやま

けんたろう

松山

賢太郎Ｌ

○勤務先／㈱ジャパンステップ

◇伊賀Ｌのご厚意でピアノ（伊藤奈央子さん）
、バイオリン（倉本和希子さん）
、フルート（佐藤喜和子
さん）アンサンブルのポピュラーミュージックを楽しみました。
また、古川Ｌジュニアの英寿君による見事なマジックが拍手喝采でした。
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◇元番町 LC でお世話になった田原Ｌが例会見学にお見えになりました。
◇欠席の川村テール・ツィスターが用意したクイズを泉Ｌが披露し、多くのドネーションが集まりまし
た。

６月謝恩同伴例会 ファイン･ドネーションの発表

合計 89,000 円 累計 947,249 円

目標 120 万円

ビッグ 「葵 LC の皆さん、来期もよろしくお願いいたします」伊賀保夫Ｌ（第 1 副地区ガバナー予定者）
ビッグ 「最終例会のこの勢いで来期も行きましょう」田上 L
ビッグ 「松山Ｌ、あらためて入会おめでとうございます。会長はじめ役員の皆様、一年間ありがとうござ
いました」伊賀 L
ビッグ 「田上会長以下三役の皆様、お疲れさまでした。松山Ｌどうぞ宜しく」吉崎 L
ビッグ 「田上会長お疲れさまでした」小田倉 L
ビックニアピン 「

」葵婦人会一同 L

ハーフ 「愚息のマジックにお付き合いいただき、ありがとうございました」古川 L
ハーフ 「音楽と手品、とても楽しかったです。来年度もよろしくお願いいたします」野村 L
ハーフ 「今後ともよろしくお願いいたします」松山 L
ハーフ 「三役の皆様、一年間ありがとうございました」橋口 L
チョメチョメ 「五役の皆様、一年間ありがとうございました」今井 L
チョメチョメ 「田上会長、一年間ありがとうございました」斎藤 L
◇例会終了後、ホテルグランドパレスに近い居酒屋で、新会員の松山Ｌを囲んで、メンバー・レディの「２次会」が開かれまし
た。
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6 月第 1 例会
―2018 年 6 月 14 日（木）
◇新会員の多く（松山Ｌ、小田倉Ｌ、野村Ｌ、青山Ｌ、品川Ｌ）が出席をしたため、久しぶりに総勢 17
名のにぎやかな例会となりました。
◇瀬戸口Ｌの紹介で大和田博道さんが例会見学
にお見えになりました。
◇欠席の川村テール・ツィスターが用意したクイ
ズを泉Ｌが披露し、多くのドネーションが集ま
りました。

６月第 1 例会
ファイン･ドネーションの発表
合計 83,000 円 累計 898,249 円
目標 120 万円
ビッグ 「松山Ｌ、小田倉Ｌ、野村Ｌ、青山Ｌ、品川Ｌ、これからも例会出席をよろしくお願いいたします」
田上 L
ビッグ 「7 月 12 日、大和田さんの入会式を期待しています」伊賀 L
ビッグ 「世のため、人のため」松山 L
ハーフ 「東京葵 LC の活気に感謝」橋口 L
ハーフ 「楽しい例会でした」吉崎 L
ハーフ 「2020 年東京大会の成功を祈って。大和田さんようこそ」金 L
ハーフ 「活気ある例会でした。大和田さん、ぜひお待ちしています」中村 L
ハーフ 「大和田さん、お待ちしています。H30 年入会の仲間になりましょう」小田倉 L
ハーフ 「大和田さん、ご一緒できることを楽しみにしております」野村 L
ハーフ 「お先に失礼いたします」福井 L
ハーフ 「小田原様入会お待ちしております」????L
チョメチョメ 「久しぶりで楽しかったです。大和田さんの入会の時はよろしくお願いいたします」瀬戸口 L
チョメチョメ 「大和田さん、入会をお待ちしております」今井 L
チョメチョメ 「月曜に帰国、久しぶりの出席です。若い仲間が増えてビックリ、いいですね！」井畑 L
チョメチョメ 「新しいメンバーが増えて、例会に活気が出てきました」斎藤 L
チョメチョメ 「チョメチョメ」高田 L

14 日 16:30～ ６月定例理事会
◇5 月 26～27 日 「旅行例会会計報告」（斎藤会計）
不参加だった森田 L、鈴木 L、野村 L、今井 L、清水 L からの多額の寄付により、総収入 934,000 に対し、
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総支出約 930,000 円で、何とか赤字にしないで済みました。ドネーションをいただきました 5 名のメンバー
に心から御礼を申し上げます。

東京葵 LC 2017-2018 ６月 14 日（木） 理事会議事
【出席者】田上会長、清水幹事、斎藤会計、福井 L、伊賀 L、橋口 L、吉崎 L、高田 L、今井 L、泉 L＋柴崎事務局員
【審議検討事項】

１） 小坂元ガバナー お別れ会（6 月 21 日）の生花を「東京葵ライオンズクラブ・メンバー一同」で申込む 事
務局で手配
２） 次年度年間予定表確認
３） 納涼例会 ８月 18 日土曜日 「安宅舟」
（あたかふね）
：徳川家伝説の巨船 で計画 定員 32 名なので申し
込み先着順（詳細は追ってご案内します）
４） 10 月６日（土）千鳥ヶ淵戦没者墓苑清掃奉仕 墓苑への申込およびガールスカウトとの調整（申込人数、作
業時間等は前年同様）
５） 次期クラブ内役員 決定
６） クラブ内委員会 （新入会員も委員会に所属した構成で再作成する）
７） 次期キャビネット役員 キャビネットより委嘱依頼あり
８） 謝恩例会・・・６月 28 日 グランドパレスにて開催 正会員会費一律 15,000 円（同伴を含む）
９） 第４回キャビネット会議での主だった伝達事項：特に無し（１R3Z ZC 今井 L）
１０） 「パシフィックビーナス」との打合せについて：泉 L に交渉依頼
１１） 「2020 全国友好葵 LC 東京大会」委員会編成表 決定（別途橋口実行委員長から各メンバーに通知する）
１２） 「2020 全国友好葵 LC 東京大会」第１実行委員会は 7 月 12 日（木）15:30 からホテル・グランドパレスで開
催する。
【報告事項】
・『東京葵ライオンズクラブ 結成45周年 記念ビデオ』を3,000円で頒布（事務局）。
・５月 28 日（月）千鳥ヶ淵墓苑 塚本理事より DVD 送付の感謝の電話あり
・2018 年 7 月からは、新しいグローバル奉仕目標に対応したすべての奉仕アクティビティは MyLion を使っ て報告
するようになります。
【確認事項】
・６月30日 第101 回ラスベガス国際大会 参加者 福井L
・10 月 28 日（日）全国友好葵第 50 回川崎大会 前夜祭 28 日（日）／29 日（土）記念大会
仮登録５月末まで／川崎 LC 担当の三つ葉葵会は来春開催予定 日程未定
全国友好葵 50 周年記念大会の 10/28（日）の前夜祭の日は会場の横浜ロイヤルパ-クホテル一帯は当日朝
から行われる“横浜マラソン 2018”の近辺にあたります。
以上

それでは７月 12 日（木） 「新年度第 1 回例会」でお会いいたしましょう。
東京葵 LC 「PR 情報委員会」
委員長 L 橋口啓一
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