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発行：東京葵ライオンズクラブ 

 

 

―2019 年２月２８日（木）― 

2 月第2 例会（夫人同伴例会）開催（ホテル・グランドパレス） 

金 炫雄（キム ヒョヌン）L（現第一副会長）が次期会長（第 48代会長）に決定 

◇２月第１例会で東京葵ライオンズクラブ次期会長の立候補を受け付けましたが、立候補者がいなかっ

たため、第 2 例会に先立ち、現、前、元会長からなる「（次期会長）指名委員会」が開催されました。 

その結果、現第一副会長の金 炫雄 L が次期会長に全員一致で指名され、陪席で出席していた金 L の

快諾が得られたため、金 Lが次期会長に指名されました。 

これを受け、最高決議機関となるこの 2月第 2例会で次期会長に金 Lが就任することが全員一致で承

認されました。 

今後、幹事、会計の「三役」、ライオン・テーマ、テール・ツイスターを加えた「五役」が組閣され、

5月の旅行例会で発表されることになります。 

 

◇祝宴では、今井テール・ツイスターのプレゼントで、美音（みおん）さんのピアノ、大川ルイさんの

ホルンによる「ミニコンサート」が開かれ、同伴のご夫人方とともに和やかな「夫人同伴例会」となり

ました。 
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２月第２例会（夫人同伴例会）「全国友好葵東京大会 協力金」寄付の発表 

合計 78,000円 累計 750,900円 目標 400万円（不足額 3,249,100円） 

 

ビッグ 「次期会長になります。なんてすばらしい日だ！」金 L 

ビッグ 「ご夫人の皆様、本日はありがとうございました」清水 L  

ビッグ 「美しい音楽と楽しい例会に感謝です」伊賀 L 

ビッグ 「次期会長が決まり安心です。金 Lよろしくお願いいたします」緒方 L 

ビッグ 「・・・・・・」松山 L 

ハーフ 「夫人同伴例会を楽しく、永遠に」吉崎 L 

ハーフ 「夫人同伴例会いいですね。３月の千鳥ヶ淵よろしくお願いいたします」田上 L 

ハーフ 「金次期会長よろしくお願いいたします！ 日韓関係もよくなりますように」福井 L 

チョメチョメ 「なんていい日だろう」古川 L 

チョメチョメ 「今井テール、今回も素敵な音楽をありがとう。最高でした」川村 L 

チョメチョメ 「いよいよ千鳥ヶ淵も近づいてきました。がんばりましょう。金 L、会長選出おめでとうご

ざいます」瀬戸口 L  

チョメチョ 「春の気配を感じます」斎藤（和孝）L 

チョメチョ 「素晴らしい演奏に」橋口 L  
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―2019 年２月２８日（木） 16:00～17：55― 

「千鳥ヶ淵戦没者慰霊式典 第５回 実行委員会」開催 

◇2月第２例会開催の前に千鳥ヶ淵実行委員会が開催されました。 

《議事録》 

【出席者】（実行委員会組織と役割） 

出式典委員長兼式典部会長：清水会長（全体統括） 
出式典副委員長：L伊賀（出席者募集／全国葵・川崎葵・川越葵出席者把握） 
出式典副委員長：L吉崎（出席者募集／シナリオ検討） 
 出式典副委員長L吉崎付 L伊藤（受付業務） 
出式典実行委員長：田上前会長（実行委員会招集／全体進行／会場配置図作成） 
出式典副実行委員長：L橋口（議事録作成／全体進行チェック／当日プログラム作成） 
□式典副実行委員長L橋口付 L中村（議事録作成／全体進行チェック／当日プログラム作成） 

出式典副実行委員長：L宮本（千代田区対応／お土産手配／当日司会アシスト） 
出式典副実行委員長L宮本付 L瀬戸口（お土産関係手配） 

出式典幹事長兼登録部会長：福井幹事（実行委員会議案作成／式典シナリオ作成／出席者把握／登録リスト作成／献花読み上

げリスト作成／席札作成） 
□福井幹事付 L大和田（登録リスト作成／献花読み上げリスト作成／席札作成） 
出福井幹事付 L松山（登録リスト作成／献花読み上げリスト作成／席札作成） 

出式典副幹事長：L緒方（シナリオ検討／当日司会） 
□式典副幹事長：L高田（ガール弁当手配／二次会会場手配／地区PR／会報・HP用原稿作成） 

□式典副幹事長L高田付 L泉（ガール弁当手配／二次会会場手配／地区PR／会報・HP用原稿作成） 
出式典副幹事長：L今井（後援クラブ確認） 
出式典副幹事長：L金（全国葵・川崎葵・川越葵出席者把握） 
出式典副部会長：川村L（シナリオ検討／明治小学校渉外） 
出会場部会長：古川L（会場整備、あとかたづけ） 
□会場部副会長：山田L（供花手配／会場設営／あとかたづけ） 
出財務部会長：斎藤会計（予算編成／出納／決算書作成・入会式対象者把握・挙行） 
出事務局（各種手配／出納／全国葵対応／他） 

１．開会あいさつ 清水会長 
２．議事 

（１）当日役割分担 

□受付（受付マニュアル作成：福井幹事）（生花当日受付、ユーカ園手配：柴崎事務局員） 

（受付業務：田上洋子Ｌ（受付責任者）、清水会長夫人、伊賀夫人、橋口夫人、斎藤会計、斎藤夫人、高田夫人、

吉崎Ｌ（受付固定）、吉崎夫人、伊藤Ｌ、柴崎事務局員）     

□会計（おつり用意：斎藤会計）（領収書発行・金銭出納、管理：柴崎事務局員+事務局員 1人）     

□VIP席誘導、出席者席案内：伊賀Ｌ、橋口Ｌ、宮本Ｌ（来賓担当） 

□席札貼り付け、生花並び：清水会長、橋口Ｌ、福井幹事、大和田Ｌ、松山Ｌ 

□献水進行（献水者確認・打ち合わせ、リハーサル・待機：今井Ｌ、瀬戸口Ｌ（代役選定）） 

□入会式進行（当日ガバナー、キャビネット幹事と打ち合わせ・入会式対象者把握、誘導・バッチ、「ライオン

ズの誓い」用意：斉藤会計、清水会長夫人（トレイ担当）） 

□一般客案内（配布資料作成：橋口Ｌ）（案内図作成：田上実行委員長）必要部数 100 

（誘導案内：伊賀Ｌ、川村Ｌ、その時手の空いている東京葵メンバー） 

□受付と司会、受付とユーカ園の連絡係：大和田Ｌ、鈴木Ｌ、中村Ｌ、松山Ｌ 

□お土産管理（引換券準備：古川Ｌ）（引換券配布：受付）（お土産仕分け・管理：泉Ｌ） 

□弁当配布管理：弁当なし？（柴崎事務局員ガールに確認） 

□ドネーション管理（確認）：福井幹事（式典中：千代田区、奉仕会、ガール、ＬＣＩＦ） 
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（式典後：明治小、日舞、アトラクション） 

□当日記録（写真：橋口Ｌ、金Ｌ、伊藤Ｌ、大和田Ｌ、瀬戸口Ｌ） 

□二次会案内書作成：泉Ｌ、誘導：その時手の空いている東京葵メンバー 

（２）各報告事項 

□参加者状況 

ライオンズ関係 ６８人 ／地区内他クラブ会長・幹事      

後援クラブ関係 番町     ・紀尾井町     ・ピース     ・蒼天      

川崎葵     ／川越葵     ／岡崎葵 ２人  ／会津若松葵 １人  ／ 

水戸葵 ２人  ／浜松葵 ３人  ／静岡葵 ５人  ／ 

ガール ３４人（大人２０人、子供１４人 ／明治小（川村Ｌ確認） 

千代田区 ３人（区長+課長２人 ／その他 来賓８人   ２/２８現在 計 １２６人 

□後援クラブ状況：2/28現在、紀尾井町ＬＣ、ピースＬＣ、蒼天ＬＣの 3クラブ 

□入会式出席者確認：斉藤会計確認 

□会場配置について：本日、打合せた内容を次回打ち合わせ（3/7）までに田上実行委員長が 

図面化し配布予定 

□二次会開催について：（案内書、プログラム原案作成：泉Ｌ） 

（式典の参加者への二次会の出欠：柴崎事務局員） 

□チャリティ麻雀大会について：清水会長、泉Ｌが競技には参加しないがお手伝いに行く 

（３）当日用意するものについて 

□領収書：柴崎事務局員 

□釣り銭：斉藤会計   

□ドネーション、バッチ管理：福井幹事 

□プログラム：橋口Ｌ 

□席札：福井幹事 

□シナリオ：福井幹事 

□読み上げリスト：福井幹事 

□文具・A3、A4用紙：柴崎事務局員  

□お土産：宮本Ｌ（発注）、瀬戸口Ｌ（当日責任者）、泉Ｌ（当日管理） 

□引換券：古川Ｌ 

□弁当：なし？ 

□献水の水：柴崎事務局員 

□茶碗、壺：伊賀Ｌ 

□トレイ：古川Ｌ 

□「ライオンズの誓い」：柴崎事務局員 

□ネクタイ予備：柴崎事務局員 

□葵腕章予備：柴崎事務局員 

□白手袋：柴崎事務局員 

（４）シナリオ検討 

・献水、日舞の時間は 19分間で足りるか →足りる。 

・勝見嘉之さんの読みは「かつみよしゆき」でよいか →よい 

・訂正内容は別添シナリオ訂正版参照 

３．次回以降の実行委員会の開催日 
・３月 ７日（木）１６：００～ 合同事務局 

・３月１４日（木）１５：００～ ホテル・グランドパレス 

・３月２８日（木）１６：００～ 合同事務局 

４．閉会あいさつ  田上実行委員長 
議事録以上 
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―2019 年２月２８日（木） 15：30～16：00― 

「指名委員会」開催 

◇次期会長に金 Lが指名されました。 

 

―2019 年２月 23 日（土） 13：00～ 

「東京葵ライオンズクラブ メンバー夫人懇親会」開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇毎年恒例の「メンバー夫人会」が、今年は清水会長のご厚意で、「ラ･

ベファーナ 汐留」で開催され、多くのレディが参加されて、おいしいイタリアン、ワインで和やかな懇親会が

開催されました。 

 

東京葵 LC『メンバー夫人懇親会』のご報告とお礼に代えて 
L 清水峰次（東京葵LC 第 47代会長） 

2月 23日土曜日、汐留『劇団四季 海』が上演している建物の上階で、カジュアルなイタリアンを

11名で楽しみました。当初は季節柄、自宅近所の『羽根木公園での探梅』と洒落込み、その後で駅の

反対側にある「美登里寿司」本店でのランチにしようか、或いは、赤坂の馴染みの料亭でのミニ懐石

も良いかなと、女性達に喜んで戴く事を構想する楽しみも得難い経験でした。当日の会場は、ガラス

張りの室内からは、春の陽が射し込む開放的なアトリウムが臨め、気持ちを和ませてくれました。 

地元・下北沢の古くからの友人・中川氏が経営する系列店でしたので、気兼ねのいらない、勝手が

効く店であったのも救われました。『オーナーお任せ料理、飲み放題』を提案して戴き、自身では気遣

いをする事なく時間が過ぎていきました。また、店長・木多さんの気配りで、サプライズ・プレゼン

ト（右團次丈・令夫人の誕生月のケーキ演出）もあり、場を盛り上げて戴いたのもシナリオにはなか

った事です。会食が済んだ後、右近君との腕相撲大会も始まり、和気藹々とした中で皆様をお見送り

でき、感謝！感謝！の内に終了致しました。 

小生、普段は会話も少ない夫婦ですので、「折角だから」と浅草の馴染みの小料理屋まで足を延ばし、

帰りは下北沢で数軒、夫婦一緒にご挨拶回りが出来ました。長時間一緒に過ごす事は稀な事。「ほぼ一

年分の会話」をする機会を与えて戴いた事も、皆様にここでご報告させて戴きます。有難う御座いま

した。 
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―2019 年２月 14 日（木）― 

『2 月第 1 例会』開催（ホテル・グランドパレス） 

 

◇今井テール・ツイスターの久しぶりの「常識クイズ」で大いに盛り上がりました。 

 

（答えは最終ページに） 

２月第１例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付の発表 

合計 72,000円 累計 672,900円 目標 400万円（不足額 3,328,000円） 

※累計には、11月 23日の「チャリティー観劇会」剰余金 120,000と 12月 11日の「クリスマス家族例会」

の剰余金 105,900円が加算されています。 

 

ビッグ 「大勢での例会は楽しいです」清水 L 

ビッグ 「楽しい例会に感謝」伊賀 L 

ビッグ 「今井テール・ツイスターのご努力に感謝」緒方 L 
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ハーフ 「最近よく家に帰ります」福井 L 

ハーフ 「今日も楽しい例会でした」吉崎 L 

ハーフ 「今日は多くの参加。ありがとう。寒さにマケズ頑張りましょう」田上 L 

ハーフ 「久しぶりの例会出席。出席率を上げます」中村 L 

ハーフ 「皆さんにお会いできてうれしく思います」橋口 L 

チョメチョメ 「2／27夕方、みなとみらいで環境デザインセミナーを開催します（無料）。デザインを学

びたい御社のご担当者様がいらっしゃったらぜひ私までご連絡ください」伊藤 L  

チョメチョメ 「今日も楽しい例会でした」斎藤（和孝）L 

チョメチョメ 「千鳥ヶ淵にはぜひ出席させていただきます」齊藤（清治）L 

チョメチョメ 「千鳥ヶ淵式典に向けて頑張りましょう」瀬戸口 L  

チョメチョメ 「久しぶりに参加させていただきました。これからはもっと出席できるようにします」野村 L 

チョメチョ  「今井テール、今日も最高でした。千鳥ヶ淵、今年も頑張りましょう」川村 L  

 

―２月定例理事会（2019年２月14 日（木） 16:30～17：50 
【出席者】  清水会長、福井幹事、斎藤会計、伊賀Ｌ、泉Ｌ、伊藤 L、今井Ｌ、緒方Ｌ、高田Ｌ、田上Ｌ、 

田原Ｌ、古川Ｌ、吉崎Ｌ、宮本 L、柴崎事務局員 

【決定事項】 

1）5月 8日（土）330複合地区「年次大会」代議員について 

 ⇒清水会長、福井幹事、斎藤会計、伊賀Ｌ、今井Ｌ、田上Ｌ、橋口Ｌ、吉崎Ｌ、 

  の 8人が選出された。 

２）4月 11日（木）「三つ葉葵合同ゴルフコンペ」（読売ゴルフクラブ）について 東京で 2パーティを集める。 

【報告事項】 

・１月 18日（金）東京江戸川南 LC「チャリティー麻雀大会」に斎藤会計、伊賀 Lが参加。 

・１月 26日（土）～27日（日）東京蒼天 LC「チャリティーのど自慢大会」（富士・ベル鐘山）に伊賀 L,泉 Lが参加。 

・１月 31日（木）東京新宿 LC主催「クラブ活性化シンポジューム」に伊賀 L、橋口 Lが出席。 

 

【確認事項】 

・ 2月 15日（金）「献血・骨髄移植セミナー」に吉崎 L、福井 L、泉 L参加予定／「糖尿病対策セミナー」に福井 L、

今井 L、泉 L参加予定 

・ 2月 15日（金）東京尾張町 LC 主催 「チャリティー麻雀大会」に伊賀 L、田上 Lご夫妻が参加予定。 

 

―2019 年２月２８日（木） 16:00～17：55― 

「千鳥ヶ淵戦没者慰霊式典 第４回 実行委員会」開催 

◇2 月第２例会開催の前に千鳥ヶ淵実行委員会が開催されました。議事録は既に事務局から配信されて

いるので省略いたします。 

 

 

以 上 
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（こたえ） 

問１：○／問２：○／問 3：×／問４：×／問５：○／問６：×／問７：×／問８：×／問９：○／問 10：× 

 

それでは３月 14 日（木）「3 月第 1 例会」（ホテル・グランドパレス）でお会いいたしましょう。 

編集・制作：東京葵 LC 「PR情報委員会」 

カメラ撮影協力：宮本志づ子 L 

委員長 L橋口啓一 


