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―2018 年 9 月 13 日（木）―

「9 月第 1 例会」
―大和田博道さん入会式挙行―
◇7 月第 2 例会の田原進Ｌ、伊藤晶美Ｌの入会に引き続いて、9 月第一例会も今期 3 人目の新会員大和
田博道さんの入会式を挙行、大和田Ｌが誕生いたしました（スポンサー瀬戸口Ｌ）
。

大和田 L：株式会社ワールドクラフト代表取締役。
（翻訳業務／IT コンサルタント／HP 制作）http://www.worldcraft.co.jp

◇金Ｌに「メルビンジョーンズ・フェロー賞」が授与され
ました。未だメルビンジョーンズ・フェローになってい
ない方は、ぜひ LCIF（ライオンズ国際財団）に「1000 ド
ル献金をしましょう。

「テール・ツイスタータイム」は今井テールのお招き
で、書道パフォーマーの斎藤和民さんにお越しいた
だき、即興で、清水会長に捧げる詩を作っていただ
きました。
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９月第一例会 「全国友好葵東京大会協力金」寄付の発表

合計 49,000 円 累計 252,000 円※

目標 400 万円

※納涼例会剰余金（121,000 円）を繰り入れ済。
ビッグ 「久しぶりの例会です。本日の全国葵実行委員会、理事会にご協力いただきありがとうございました」
清水 L
ハーフ 「楽しい例会でした。葵 LC の将来が楽しみです」吉崎 L
ハーフ 「今日も楽しい例会ですね」田上 L
ハーフ 「大和田 L 入会おめでとうございます」金 L
ハーフ 「大和田 L 入会おめでとうございます！ がんばりましょう」青山 L
ハーフ 「・・・・・・」田原 L
チョメチョメ 「全国葵東京大会の成功を祈って」橋口 L
チョメチョメ 「大和田さん入会おめでとうございます。見学の斎藤誠二さん、熊田さん、岩瀬さん、井口
さん参加ありがとうございます」瀬戸口 L
チョメチョメ 「今井テール最高。ありがとうございました」川村 L
チョメチョメ 「・・・・・・」古川 L

９月新旧引継ぎ理事会 （13 日 16:30～18:00）
◇「LCIF100 年キャンペーン」750 ドル 3 年計画 モデルクラブ登録の件：承認
◇今期キャビネットメインアクティビティ「みんなダイアモンド」
（11 月 24 日）
：小田倉 L、青山 L、清
水 L、泉 L、松山 L ご家族参加予定
◇10 月 28 日～29 日全国友好葵川崎大会までにおそろいのネクタイを作る件：今後のこともあるので、
50 本を発注。併せて婦人用スカーフも発注する。
◇「東京葵ライオンズクラブ特注のぼり」作成の件：10 本作成、保管は田上 L にお願いする。
◇「西日本豪雨災害支援」について：キャビネットから一人当たり 1,000 円の拠出を要請されたが、10
万円をクラブ献金として拠出。
◇2017‐2018 会計報告について：斎藤会計から報告があった。次期繰り越し金 434,665 円だが、会費未
納による未収金が多いので、資金繰りは極めて厳しい。
「報告事項」
◇8 月 18 日（土）東京葵 LC 納涼例会「御座船安宅船」クルーズ：34 名参加。剰余金 121,000 円（ラッ
キーカード売り上げ 10 万円を含む）→「全国友好葵東京大会協力金」に繰り入れることに決まる。
◇8 月 25 日（土）東京番町納涼例会：清水会長、伊賀 L、吉崎 L 参加
◇9 月 9 日 （日）北海道東部震災、台風 21 号被災地支援「街頭募金活動」を１R の有志で行った。
（当クラブ関係では、斎藤 RC 夫妻・令嬢、伊賀 L、泉 L、宮本 L が参加。募金奏楽 165,414 円。
）

「全国友好葵東京大会」第２回実行委員会 （13 日 15:30～16:30）
◇当日の議事録については既に別途配布いたしました。
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９月第２例会 1 リジョン合同例会（例会振替）
―2018 年９月 20 日（木）―

「第 1 リジョン合同 ガバナー公式訪問」
◇斎藤 1 リジョン リジョン・チェアマンのもと、今井文彦 330－A 地区ガバナー（東京巣鴨 LC） を
お迎えして、
「第 1 リジョン 16 クラブ合同 ガバナー公式訪問」がホテルグランドパレスにおいて
盛大に開催されました。
◇当日は、16:00 から各クラブ会長・幹事が出席しての「事前懇談会」が開かれ、さらに 17:15 から
337 複合地区 GLT の玉川孝 L（熊本葵 LC、337‐E 元地区ガバナー）による「ライオンズクラブの新
組織について」のセミナーが開催されました。

東京葵 LC 新会員の野村 L、小田倉 L、松山 L 、伊藤 L に今井ガバナーからガバナーズバッチが贈られ
ました。

斎藤１R RC が１R を代表して、募金活動などで集め
た義援金を今井ガバナーにお渡しいたしました。
伊賀 330-A 地区 LCIF 委員会委員長が、LCIF への協力
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を強く訴えました。

――――特 報――――
武田右近 L ご子息タケル君出演

「東京葵ライオンズクラブ戦没者追悼チャリティー観劇会」
開催決定
期日・時間：2018 年 11 月 23 日（金）勤労感謝の日 11：00 開演 （15：15 分ごろ終演）
演目：「通し狂言 名高大岡越前裁（なもたかし おおおかさばき）」 （明治 150 年記念 文化庁芸術祭協賛）
会場：「東京半蔵門 国立劇場」（千代田区隼町 4‐1）
会費：12,500 円（特別席） お席の数に限りがありますのでお早めにお申し込みください。1
申し込み：別紙案内状にてお申込みください。（10 月 20 日締め切り）
※終演後、武田右近Ｌを交えての懇親会を開催いたします。（会費 5,000 円程度 会場につきましては当日ご案内いたしま
す。ぜひ下記にてお申込みください。）

会員 PR

～小田倉 L から

2019 年 1 月 16 日 ビックサイト「第 3 回 スマート工場 EXPO」にて小職の講演を予定しております。セッションテ
ーマ：「中小企業のスマート工場化」です。 宣伝よろしくお願いいたします。近くなりましたらチケットをご提供させ
て頂きたいと思っています。ご興味のある方はぜひご一報ください。
（株式会社 ヒバラコーポレーション 代表取締役 小田倉久視）

それでは 10 月 6 日（土）10:15 「千鳥ヶ淵戦没者墓苑 清掃奉仕」
（10 月
第 1 例会振替）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」
委員長 L 橋口啓一
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