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東京葵ライオンズクラブ メール＆FAX ニュース 

 

2019 年７－８月合併号 

（2019 年８月 30 日号  Vo１．５ No.１－通巻 46 号） 

発行：東京葵ライオンズクラブ 

―2019 年８月― 

 全国友好葵 2020 東京大会「飛鳥Ⅱ」PR 行脚開始  

全国友好葵東京大会に一人でも多くのメンバーに参加していただくため、友好葵クラ

ブへの訪問を開始しました。 
◇8月 21日（水）～22日（木）～23日（金）浜松葵納涼例会～福井葵納涼例会～会津若松葵納涼例会訪問  伊賀 L、

清水 L・・・・ノートパソコン、プロジェクターを担いでの強行軍でした。／24（土） L清水 水戸葵訪問 

◇8月 22日（木）「川崎葵 LC納涼例会」（大さん橋ホール）訪問  吉崎 L、田上 L、伊藤 L、齊藤（清）L 

□9月も手分けをして全国葵巡りを続けます。 

―全国友好葵 LC訪問記：第一弾   幹事 L清水― 

「全国友好葵東京大会 2020 飛鳥Ⅱ」の成功を期して、8 月 21 日の浜松葵ライオンズクラブを皮切りに、福

井葵 LC、会津若松葵 LCの例会へ大会会長・伊賀則夫 Lと訪問して来ました。 

浜名湖湖畔の納涼例会の会場ではスポンサークラブ、ブラザークラブのメンバーも入れて 80人ほどが浴衣

姿で迎えてくれました。デモンストレーション・ビデオを流し、ご案内の挨拶を伊賀 L がした後、登録を希望する

メンバーの声が続々と上がりました。先ずは、足を運んだ成果・反響が感じられた瞬間でした。 

 翌日の福井葵 LC も夜の納涼例会。普段は結婚式場の会場なのでしょう、荘厳な白亜の殿堂で 2 台のエレ

クトーンの響きに圧倒されました。福井葵 LC は今年の 11 月に大会を開催するホストクラブです。流石にガバ

ナーを輩出したクラブです。人数が多いだけでなく、強い意気込みと自信さえ感じました。 

 翌日の会津若松葵 LC は昼例会です。時間的に少し気持ちに余裕がありません。加えて駅から会場までの

案内も覚束なく、おまけに、猪苗代湖の手前で列車が急停車するハプニング。一瞬何事が起きたかと思いき

や、トンネル内で猪と激突したとの事。会津若松葵の事務局員さんが駅で待機してくれたので、辛うじて例会

に滑り込めました。20 人ほどのクラブですが、まずまずの反響でした。 

 水戸葵は私の一人旅。水戸に降り立った時、葵の御紋の重さを強く感じました。水戸を訪ねるなら偕楽園を

観なくては話にならないと思いまず訪問。 

 大洗のホテルのビーチで、炎天下の中の BBQ。沖合に航行する船影が小さく、それでもくっきりと確認できる

ほど、気持ちよく晴れ渡ってました。担いでいった映像機材は何の役にも立ちませんでした。女性だけの子ク

ラブ：水戸チアフル・ライオンズクラブの 6 名の方にも「東京大会 2020 飛鳥Ⅱ」に関心を示して戴きましたが、

どこまで説明が届いたかは不安なところです。 

 前回の東京大会 2006飛鳥Ⅱを体験した東京葵のメンバーは、伊賀 L、吉崎 L、橋口 L、古川 L、高田 Lのみ

となりました。訪問先クラブも同じような状況で顔ぶれも変わってきた様子です。東京大会 2020 飛鳥Ⅱへの反

応の形には幾つかあったように思いますが、大会成功のカギは、お迎えする私達の意気込みに掛かっている

事だけは確かと思いました。 
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―2019 年８月 17 日（土）― 

 東京葵納涼家族例会開催 （浅草『遠州屋』） 

◇令和元年 8月 17日（土）：17：00～ 浅草の魚料理「遠州屋」を会場に『飛鳥Ⅱ』での「チャリティー・ワンナイ

トクルーズ」の成功を期し、多くのメンバーに参加してもらって「飛鳥Ⅱ決起大会 納涼家族例会」を開催しまし

た。また、伊賀保夫 330A地区ガバナーはじめ多くの地区委員のお客様にお越しいただきました。 

挨拶をしていただいた伊賀保夫 330A 地区ガバナー 

ますます腕を上げた古川 Jr.英寿君のテーブルマジック 

ラッキーカードを手伝ってくれたちびっこ 
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―2019 年８月 28 日（水）― 

 「３３０‐A 地区 飛鳥Ⅱチャリティー・ワンナイトクルーズ」案内状発送作業  

◇8月 28日（水）14：00～ 新川の東京合同事務局会議室にて標記の発送作業を

行いました。 

金会長、伊賀 L、吉崎 L、古川 L、齋藤清治 L、橋口 L、そして山田太平 Lも駆け

つけてくれました。 

◇キャビネット役員 1,180 人に案内状を発送しましたので、委員会等で委員の方

にお会いした時は、ぜひ PRしてください。 

◇これからメンバーで手分けして各クラブ訪問を行い、PRを行います。 

 

―2019 年８月７日（水）― 

 第 9 回全国友好葵大会東京 2020 実行委員会開催  

◇8月７日（水）新川の東京合同事務局会議室にて第９回実行委員会を開催いたしました。 

○全国友好葵 LCへの PR訪問日程と訪問者の調整と決定 

○郵船トラベルとの質疑応答 

などを行いました。 

―2019 年７月２５日（木）― 

 7 月第 2 例会 （ホテルグランドパレス） 

 

◇地区キャビネット幹事の上野繁幸 Lをご来賓としてお迎えいたしました。 

◇故森田 Lの会社の松山壽和様（服飾デザイナー）、林 美樹様（司法書士）、石

橋卓磨様（WEB制作、マーケティングコンサルティング）の入会式を執り行いまし

た。（いずれもスポンサーは伊賀 L）。 
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◇伊賀則夫 Lに「330複合地区  LCIF委員会 副委員長」、清水峰次 Lに「330複合地区  GLT委員会 委員」の

「委嘱状」が授与されました。 

◇テール・ツイスター古川 Lの登場 

７月第２例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付の発表 

7月計：7月第 1例会合計 61,000円＋7月第 2例会 61,000円＝122,000円 

累計 1,579,394円 目標 400万円（前期合計：1,457,394） 

ビッグ 「松山様、林様、石橋様の入会を共に喜び、また、本日の「魁」支部設立をうれしく思います」L緒方 

ビッグ 「魁支部の誕生おめでとうございます。新たに 3人のご入会おめでとうございます」伊賀 L 

ハーフ 「魁支部結成おめでとうございます。今後ともよろしく」吉崎 L 

ハーフ 「支部結成おめでとうございます」福井 L 

ハーフ 「支部結成及び新会員の皆様おめでとうございます」中村 L 

ハーフ 「支部“魁”共に歩みましょう」田上 L 

チョメチョメ 「魁の益々のご発展を祈願して」今井 L  

チョメチョメ 「飛鳥Ⅱの成功を願って」橋口 L 

チョメチョメ 「本日は歴史ある葵ライオンズクラブで支部結成ができたことをとてもうれしく思います。今後とも
よろしくお願いいたします」瀬戸口 L 

チョメチョメ 「支部結成を祝福してくださりありがとうございました。葵の名、魁の名に恥じないよう頑張ります」
伊藤 L 

チョメチョ  「本日金会長がいなくてとても残念でした」清水 L 

チョメチョ  「支部設立ありがとうございます。みんなで一致団結して頑張ります」齋藤（清）L 

チョメ    「魁支部結成をお祝いいただきありがとうございました。精進いたします」石橋 L 

チョメ    「“魁”よろしくお願いいたします。」泉 L 

チョメ    「さきがけ発進！！ これまでどおりよろしくお願いいたします」大和田 L 

チョメ    「誕生日にきれいなお花をいただきありがとうございました」野﨑 L 

チョメ    「・・・・・・・・」林 L 

 

 東京葵 LC「魁支部」結成 （ホテルグランドパレス） 

◇7月第 2例会に先立ち「東京葵 LC『魁支部』の結成会が、伊賀保夫地区ガバナー、上野繁幸キャビネット幹事、 

小川晶子 GMT会員増強・維持・エクステンション委員会委員長立会いの下、執り行われました。 

（伊賀ガバナー、小川委員長からそれぞれビッグお祝いを頂戴いたしました。） 

◇支部長：瀬戸口正之 L、支部幹事：大和田博道 L、支部会計：泉 孝之 L、支部会員：伊藤晶美 L、齋藤清治 L, 

吉見公子 L、石橋卓磨 L、支部連絡員は福井清太 Lです。 

◇入会金：10,000円、年会費 30,000円／例会は第 1例会が親クラブの東京葵 LCと合同で毎月第 2木曜日、第 2例会

はインターネット例会となります。 



 5 / 7 

 

◇主なアクティビティ：「ボッチャの普及を目的とした勉強会やスポーツ大会の開催」 

◇事務局：〒141-0033 東京都品川区西品川 2－12－10－101  事務局員 L泉 孝之 

 

 

―2019 年７月 22 日（月）― 

 「飛鳥Ⅱ試乗会」  

◇7月 22日（月）10：00～ 当日朝、横浜港大さん橋についた「飛鳥Ⅱ」の体験試乗会を開催いたしました。 

◇東京葵ライオンズクラブのメンバー、レディー多数と、岡崎葵 LC、高松葵 LC、水戸葵 LCなど全国葵の会長、友好葵

委員長さらに 330‐A地区の石井元ガバナー、大石元ガバナーはじめ地区委員の方々、総勢 50名近くの体験試乗会と

なりました。 

◇船内の各施設やレストラン、ロイヤルスイートから F ステートまでの客室などを 1 時間にわたり見学し、ディナー

を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

ロイヤルスイート                   Dバルコニー 
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ロイヤルスイートにて                          「フルムーン旅行」？ 

―2019 年７月１１日（木）― 

 7 月第１例会 （ホテルグランドパレス） 

―第 48 代会長 金 炫雄丸出帆！！－ 

◇金 炫雄会長、清水峰次幹事、中村 攻会計、松山賢太郎ライオン・

テーマ、古川静夫テール・ツイスターの五役体制で第 48 期執行部が

スタートしました。 

◇田上元会長に「2018年度『クラブ会長アワード』」、金会長に「100

周年記念会員増強アワード」が国際会長から贈られました。 

 

 

新旧会長バッチ交換 

金新会長あいさつ 

 

田上元会長に「クラブ会長アワード」授与 

◇テール・ツイスター古川 Lの登場（古川テールがメンバーのために多数の宝くじを購入。後日、当選発表を見たとこ

ろ残念ながらすべて外れでした） 
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７月第１例会「全国友好葵東京大会 2020 協力金」寄付の発表 

7月第 1例会合計 61,000円 

累計 1,518,394円 目標 400万円（前期合計：1,457,394） 

ビッグ 「サキガケ支部の命名。すごく力があると思います。おめでとうございます」L金 

ビッグ 「金会長、三役の皆様就任おめでとうございます。一年間よろしくお願いいたします」緒方 L 

ハーフ 「金会長、清水幹事一年間よろしくお願いいたします。清水幹事、健康に気を付けて」福井 L 

ハーフ 「金会長よろしくお願いいたします」清水 L 

ハーフ 「楽しい例会でした」中村 L 

ハーフ 「今年も一年間一歩ずつ進みましょう」田上 L 

ハーフ 「金会長丸の進水を祝して」吉崎 L  

チョメチョメ 「新会員予定者林さんをお迎えし」橋口 L 

チョメチョメ 「金会長のもと、飛鳥頑張りましょう。魁支部結成に向けて頑張ります」瀬戸口 L 

チョメチョメ 「新会長・幹事・会計ご就任おめでとうございます。飛鳥Ⅱ成功に向けて頑張ります」伊藤 L 

チョメチョ  「・・・・・・」高田 L 

チョメチョ  「魁支部で頑張ります」齋藤（清）L 

チョメチョ  「新役員の皆様、一年間よろしくお願いいたします」斎藤（和）L 

チョメ    「貢献できるよう頑張ります」石橋 L 

7月定例理事会 

◇主な審議事項、報告事項 

・東京葵 LC選出キャビネット役員・委員の確認 

・年間スケジュールの確認 

・前年度会計報告：斎藤前年度会計体調不良につき作業進まず、保留。 

・東京葵 LCクラブ支部として「魁支部」の結成を承認。クラブ支部連絡員に福井 Lを指名。 

・飛鳥関係傭船契約、利付債券受付終了、体験試乗会受付状況の報告。 

・キャビネット・アクティビティーについて：８／２４「原宿表参道元氣祭りスーパーよさこい」、９／１４「キ
ッズフェスタ」、１０／２０「東京都障害者ダンス大会  ドレミファダンスコンサート」 

・泉 Lより提出された 8月納涼例会開催案の承認：8月 17日（土）浅草「遠州屋」で開催。 

・9月 4日（水）1リジョンガバナー公式訪問開催について（橋口１RC、福井１R3ZC） 

・10月 5日（土）「千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕」の準備について：墓苑対応⇒会長・幹事、ガール対応・用具準備⇒
事務局 

 

編集・制作：東京葵 LC 「PR情報委員会」 

写真提供：大和田 L／宮本 L  

委員長 L橋口啓一 


