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第 52 回全国友好葵 LC 2020 東京大会『飛鳥Ⅱ』 中止決定
新型コロナウイルスのため中止に！
◇3 月 18 日～19 日の「全国友好葵ライオンズクラブ 2020 東京大会『飛鳥Ⅱ』」の開催を、誠に残念な
がら新型コロナウイルスの流行により、2 月 25 日に、「飛鳥Ⅱ」運航会社の郵船クルーズの「飛鳥
Ⅱ」運行中止決定にともない、やむなく中止することが決定しました。
◇これにより『飛鳥Ⅱ』による開催を白紙に戻し、新たに実行委員会を再編成して「第 52 回全国友好
葵ライオンズクラブ東京大会」を 2020 年 7 月から 2021 年 6 月末までに開催することになりました。
□今まで「東京葵 LC ワンチーム」で頑張っていただいたメンバー各位に厚く御礼を申し上げます。21 回にわ
たる実行委員会を重ねて準備を進めてきました今回の経験が新たに企画される「第 52 回全国友好葵ライ
オンズクラブ東京大会」の成功につながることを確信しております。今まで本当にありがとうございました。
― 2020 東京大会『飛鳥Ⅱ』実行委員長 L 橋口啓一

―2020 年２月 27 日（木）―

2 月第 2 例会 「夫人同伴例会」開催
◇東京葵 LC の活動をいつも支えていただいておりますレディを招いて
の「2 月夫人同伴例会」を開催しました。
◇例会がいっそう華やかになりました。
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二次会にて

２月第２例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付の発表

67,000 円（今期累計 438,000 円）
合計 1,896,394 円 目標 400 万円（前期〆合計：1,457,394）
ビッグ 「飛鳥中止 皆さんお疲れさまでした」L 伊賀
ビッグ 「飛鳥Ⅱは残念ですが、新たな企画を目指し団結していきましょう 」L 緒方
ビッグ 「今井淑子さんとともにウチの嫁もよろしくお願いいたします」L 福井
ビッグ 「終わりよければ、すべてよし！」L 橋口
ハーフ 「・・・・・・」レディ一同
ハーフ 「2021 東京大会を楽しみにしています」L 金
ハーフ 「皆様 飛鳥Ⅱ ご苦労様でした。ご婦人の皆様、今日はありがとうございます」L 田上
ハーフ 「来期に延期された全国葵東京大会ガンバリマショウ」L 今井
ハーフ 「レディをお迎えしての楽しい例会でした」L𠮷﨑
チョメ 「美人と飲める！！ 大人って素晴らしい」L 大和田
チョメ 「ご夫人の皆様 本日はありがとうございました。また飛鳥の件、皆様大変お疲れさまでした」L 石橋
（このほか古川 L からたくさんのネクタイをドネーションしていただきました。）

全国葵 LC 東京 2020「飛鳥Ⅱ」実行委員会開催
緊急対策会議：2020 年（令和２年）２月 24 日（月）16：30～17:30 ホテルグランドパレス 23F ラウンジ
出席者：Ｌ伊賀、L𠮷﨑、Ｌ橋口、L 緒方、L 宮本、L 泉、L 高田、Ｌ今井、Ｌ福井、Ｌ田上、Ｌ石橋、Ｌ瀬戸口、Ｌ大和田、Ｌ川村
（順不同）
第 21 回：2020 年（令和２年）２月 20 日（木）15：30～17:00 新川合同事務局「会議室」
出席者：Ｌ伊賀、L𠮷﨑、Ｌ橋口、L 緒方、L 宮本、L 泉、L 高田、Ｌ今井、L 中村、Ｌ齊藤（清）、Ｌ福井、Ｌ田上、L
伊藤、 Ｌ石橋、Ｌ瀬戸口、Ｌ大和田、Ｌ川村、L 堀田 郵船トラベル（生田様、宮嶋様、北島様）（順不同）
第 20 回：2020 年（令和２年）２月 13 日（木）15：30～17:00 ホテルグランドパレス
出席者：Ｌ伊賀、L𠮷﨑、Ｌ橋口、L 緒方、L 宮本、L 泉、Ｌ今井、Ｌ福井、 Ｌ田上、L 瀬戸口、L 伊藤、L 金、
Ｌ石橋、Ｌ大和田 郵船トラベル（生田様、宮嶋様、北島様）（順不同）
第 19 回：2020 年（令和２年）２月６日（木）16：00～17:30 新川・合同事務局「会議室」
出席者：Ｌ伊賀、L𠮷﨑、Ｌ橋口、L 緒方、L 宮本、L 泉、L 高田、Ｌ今井、L 中村、Ｌ齊藤（清）、Ｌ福井、 Ｌ田上、
L 伊藤、Ｌ石橋、Ｌ瀬戸口、Ｌ大和田、Ｌ川村、L 堀田 郵船トラベル（生田様、宮嶋様、北島様）（順不同）
◇皆様、本当にお疲れさまでした。
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―2020 年 2 月 13 日（木）―
会長主催 「ご婦人新年会」開かれる
◇2020 年 2 月 13 日（木）13：30～15：30 赤坂・韓国料
理『満味家』にて金会長主催の「夫人新年会」が開催され
ました。
◇ご参加は、金会長、吉﨑知子さん、伊賀幸子さん、
橋口章子さん、朴石蘭さん、高田亜希子さん、田上洋子さ
ん、福井直美さん、今井淑子さん、瀬戸口誓さんでした。

―2020 年２月 13 日（木）―

２月第一例会開催

（ホテルグランドパレス）

◇上村美由紀さん（社会保険労務士）の入会式（魁支部）が行われました。ご活躍をお祈りいたします。
◇ライオンズクラブ国際協会より下記のメンバーに「モナーク・シェブロン」が贈呈されました。
在籍 30 年：𠮷﨑光男 L／在籍 10 年：吉﨑知子 L
「ウイサーブ」は野村 L

上村美由紀さんの「ライオンズの誓い」
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緒方会則会員委員長の介添えで上村 L 誕生

２月第１例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄
付の発表

63,000 円（今期累計 371,000 円）
合計 1,829,394 円 目標 400 万円（前
期〆合計：1,457,394）
ビッグ 「上村 L 入会おめでとうございます。私もこれ
からはワイン党になりますので、ご一緒に一杯やりましょう」
L 緒方
ビッグ 「・・・・・・」L 伊賀
ハーフ 「上村さんようこそ」L 福井
ハーフ 「上村さん入会おめでとうございます」L 野村
ハーフ 「上村さん入会ありがとうございます。仲良くやりましょう」L 田上
ハーフ 「上村さんの入会を祝して」L𠮷﨑
ハーフ 「上村 L ご入会おめでとうございます。一緒に行動しましょう。本日婦人会で元気になられた𠮷﨑夫人とお会いで
きました」L 金
チョメチョメチョメ 「・・・・・・・・」L 松山
チョメチョメチョメ 「上村さん入会おめでとうございます。これから楽しく活動しましょう。そして飛鳥もいよいよ大詰
め、頑張りましょう」L 瀬戸口
チョメチョメチョメ 「上村さん入会おめでとうございます」L 今井
チョメチョメ 「上村 L の入会おめでとうございます」L 堀田
チョメチョメ 「上村さん入会おめでとうございます。これからもよろしくお願いいたします」L 梅津
チョメチョメ 「上村さん ようこそいらっしゃいました。おめでとうございます。飛鳥一緒に頑張りましょう。そして飛
鳥もいよいよ大詰め、頑張りましょう」L 齋藤
チョメ 「気持ちです」L 橋口
チョメ 「ウエムラさん、カミムラさんと読んでしまい申し訳ありません」L 大和田
チョメ 「上村さん、入会おめでとうございます。これからご一緒に活動できることを楽しみにしています」L 石橋

２月 定例理事会
◇２月第１例会に先立ち、２月定例理事会が開催されました。主な決定事項は・報告事項は以下の通りです。
※2 月 20 日（木）の「三葵幹事会」（銀座東武ホテル）に伊賀 L、𠮷﨑 L、今井 L、瀬戸口 L が出席する。
※2 月 26 日（水）千鳥ヶ淵戦没者墓苑「調整会議」に伊賀 L、田上 L が出席する。
※2 月 27 日（木）「夫人同伴例会」会費：メンバー8,000 円（魁支部は 10,000 円）、同伴 10,000 円とする。
※2 月 28 日（金）「クラブ支部推進交流会及び新入会員合同オリエンテーション」：伊賀 L、泉 L、齋藤 L 参加の
予定←新型コロナウイルスのため中止となりました。
※早急に「指名委員会」（田上委員長）を開催する。

それでは令和 2 年 3 月 12 日（木）の「3 月第 1 例会」（ホテルグラ
ンドパレス）で、元気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」
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委員長 L 橋口啓一
写真提供：宮本 L
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