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―2020 年 5 月 29 日（金）―
金会長主催食事会 「小笠原伯爵邸」で開催
◇新型コロナウイルス自粛のため 4 月、5 月の例
会、旅行例会が中止となり、しばらくメンバーの皆
さんとお会いできない日が続きました。都内で新
型コロナウイルス発症者が、やや沈静化しつつあ
るのを見て、急遽、金会長の発案で、食事会を開
催しました。
◇食事会会場は、以前、クリスマス例会で利用した
ことのある若松河田町の「小笠原伯爵邸」。趣の
ある旧華族の邸宅で、ワインとスペイン料理そし
て久しぶりの会話を楽しみました。
この機会を企画され、ご家族で参加していただい
た金会長に感謝です。
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―2020 年 5 月 27 日（水）―
石川雅已千代田区長訪問
◇石川千代田区長を訪問し、継続アクティビティである「千代田区 さくら基金」に対し、金 10 万円を寄贈しまし
た。千代田区長からそれに対して金会長に「感謝状」が贈呈されました。
◇「さくら基金」は、千鳥ヶ淵などの名所のさくらを後世に継承するための「区の花さくら再生計画」を推進する
ための基金で、樹齢が 65 年前後のソメイヨシノの樹木医による再生や剪定、肥料代などに使われます。

5 月号特別企画

新型コロナ自粛生活アンケート

東京葵 LC のメンバーに聞いてみました。（順不同）
１．「今、何してる？」
２．「どんなことで困ってる？」
３．「この際メンバーに訴えたいことは？」
４．「この際メンバーに PR したいことは？」

吉崎 光男 L ｙ
５．「その他なんでもどうぞ」
𠮷𠮷﨑光男 L
１．緊急事態宣言で自粛中であるが、諸団体役員を務める関係上、会の運営（Web 会議による会議参加等）に従事している。
２．テナント及び借主の家賃の不納が出てきたこと。
５．メンバーの皆様、お互いこの事態を共有し、打破するまで頑張りましょう。

L 今井龍司
１．飲みに行けない寂しさを抱えながら新妻と仲良く（？）やってます。
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２．とにかく営業しているお店がないので、息苦しくて困ってます。
５．秋に子供が産まれます。大事な時期ですので飲みに行くのを宣言解除後も控えるように言われてます。付き合いが悪くなること申し訳ありま
せん…。

Ｌ大和田博道
１．在宅勤務を進めたことにより、社
内環境の改善を進めています。
具体的には会社のレイアウトを変
えました。
２．営業に行けないこと、社員の状
態が目視で確認できないことに
困っています。
３．営業活動が滞っている中、どうし
ても営業優先でスケジュールを立てざるを得なくなっています。
ライオンズの活動も実質できなくなっていることが多くなっている中、メンバーの絆を深
め、活動への思いを共にできる場が必要だと感じています。
４．当社はホームページの運用を比較的安い価格で行っています。ホームページの運用経費を月額１万円程度に下げつつ、情報発信を
継続されたい方がいましたらご紹介ください。
５．「魁」はもともとオンライン会議をしていましたので、コロナのインパクトは例会では少ないのですが、活動計画となるとそうもいかず苦慮してい
ます。経験の多い先輩 L からのご助言頂きたく、またお会いした時にお知恵を貸して下さい。

Ｌ高田勝則
１．数ヵ月前に廃業した福島県の和菓子製造会社から機械設備を全て買い取って工場拡張中です。
２．去る 4/28 にライオンズメンバー数名と食事会を行った際、久々に会えて嬉しさのあまり酔っぱらって、新橋で転んで肋骨を 2 本折ってしま
いました。全治三週間でしたのでようやく完治しようとしてますが、最初の一週間は息をするだけでも痛く、二週間はベッドから起き上がれず、
三週間は鎮痛剤を飲み続けています。
３．もう完治しそうなので皆で集まって一緒に酒を飲みたいです。
４．もう間もなく還暦を迎えますが、赤いチャンチャンコは絶対に不要です！
５．こないだ、広尾の商店街で苺大福などを工場直売店として安売りセールしていたら大行列ができてしまい、お客さんから「おたくは何という
お店なの？」って聞かれたので・・・ついつい調子に乗って「和菓子の三密です！」って答えたら怒られました‼

L 野崎唯吉
1．5 月 14 日と 15 日に田植えをしました。
2．クライアントが苦しんでいるので困っています。

L 宮本志づ子（準会員）
困って居る事は有りませんが、皆さんにお会い出来ないので、寂しいです。
この様な事態は初めてなので、とても困惑しております。
早く皆さんにお目にかかりたく思います。
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L 緒方孝則
１． 今ですが、５／２５（月）11:45 で、事務所に戻ってきたところです。
今日は、朝一で都庁に行きました。都庁は財務局の相談でして、今日は、某都有地について指名競争入札にするのかどうか、法的問
題などについて助言したものです。毎週月曜日の午前中は都庁に出かけております。
２． 自宅待機とはいえ、ほぼ毎日、事務所等に出ております。ただ事務局は原則休み（週 1 回程度出勤）としておりますので、機動的な対
応ができません。それでもとくに困っていることはありません。我々業界ではオンライン相談が主流になり、近くオンラインの解決機関などが
立ち上がるものと思います。
これで準備書面などの書面作成業務（手作業）が無くなれば助かるのですが、案件は一件ごとに違います。PDF 化する前の文書作成
業務は残りそうです。これを省力化するソフトを開発してほしいところです。
３．我々業界の会議も大半は Zoom などになっています。これからは、仕事の仕方が変わってくると言われています。「どう変わっていくのか」先
を読む力が試されているように思われます
４． 皆様の PR を楽しみにしております。
５．

再见，再见！ ザイジィェンザイジィェン
またお会いしましょう。

Ｌ鈴木 淳
１．最近東京に戻ってきましたが、1 月半ほど千葉の実家にコロナ疎開してました。その間は 2 歳の子供の面倒を見ながら週に 2～３回くらいテ
ニスをしてました（自粛中で恐縮ですが、屋外でのテニスでしたので．．．）今も家事育児とテニスですかね（汗）。
２．今のところ特に困っていることはないです。収入が殆ど家賃収入と太陽光発電の売電収入なのでこんな時期に恐縮ですが恵まれている
と思います。ですが、株やファンドでの損失や、投資先の会社の倒産なので結構やられました（涙）。
３．飲み会したいですね！ この 2 か月家族としか食事してないです．．．。
４．妻が双子を妊娠中で 11 月に生まれる予定です。いきなり 3 児のパパです。さらに犬も 2 匹いるのでかなり賑やかになりそうです。家事育
児がかなり大変になりそうで今からビクビクしてます（笑）。

L 伊藤晶美
メールニュース大変お疲れ様です。
１．保育所が閉鎖のため預けられない親のため、保育園時代のお友達同士で子どもを預かり持ち回りで『先生』やってます。(添付しました)
オンライン飲み会やオンライン交流会も増えました。事業は 8 割テレワークに、現在は新規の
受注が止まっているので商品開発を行っています。
２． 販促デザイン新規の受注が入っていないことと、イベントの実施計画も立てずらいところ。
３．紙媒体・WEB のデザイン制作や動画の制作、撮影など。販促・広報活動のアレコレ、お困りの
時にぜひご相談いただけますと嬉しいです。
４．会社のことを少し紹介させてください！
私が代表を務める株式会社パル・コーポレーションは、昭和 61 年の創業より流通関係の新聞
折り込みチラシディレクション・デザイン制作を中心に広告代理店さまや印刷会社さまにご愛顧
いただいてきた制作プロダクションです。即応力と組織力、安全性に定評をいただいます。『価
値ある広告を創造する』理念のもと、いいモノをつくるクリエイターがたくさんいます！ 物撮スタ
ジオ完備（横浜・関内）/自社カメラマンで料金的・日程的に融通が効くところも評価いただいています。
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事業を継承した 6 年前より、時代に合った効果的な販促活動をサポートするべく、直でのお取引を増やしてきました。デザイン制作のみなら
ず同じ予算で最大の効果を引き出す、販促プランニングからご提案することも可能です。また企業価値を向上させるための SDGs 活動サ
ポートを 2018 年から行っており、リアルイベント（フード系フェス・法人周年祭記念関連・SDGs 関連）を含めた CSR 企業ブランディングも
承っています。日々、広告媒体の情報通であることを心がけています。
ぜひお気軽にご相談くださいませ！
５．早くワイワイガヤガヤしたいです！！

Ｌ山田大平
１． ほぼ毎日会社に出勤して、仕事をしています。
２．花業界としては、婚礼・宴会が全く無くなってしまっている事。お店も駅ビル店などは、施設ごと休館になっている事、葬儀の関係は、縮小傾
向で売り上げが減少しているなど。そして、仕事柄、殆どテレワークが出来ない事で困っています。
３．自社用に揃えたアルコール除菌スプレー（物用）がある程度、有ります。まだまだ暫くは必要になると思います。もし、不足の方がおられまし
たら、定価（1500 円＋消費税・500ml）ですが、お分け致します。当社はまだ、買い続けます。
４． どこの、どのお店でもいいので、お花を買ってください。当社の関係でなくとも構いません。花の業界もかなり厳しいです。当社では、「お花の
窓口」という花のサイトを 4 月 1 日より立ち上げています。ご登録いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
５．少し、明るい兆しが見えてまいりましたが、まだまだコロナとの闘い、そして共存はこれからだと思います。これから、梅雨になり、そして猛暑が訪
れ、秋以降にコロナとの闘いの真価が問われるものと思います。その間、大変な事ばかりだとは思いますが、どうぞ皆様、お体ご自愛くださ
いませ。

Ｌ福井清太
１．毎日出社しています。（5/2、3 を除き、土日もやることないのでまる 2 ヶ月ずーっと出社しています。が、これだけ出社しているとほとんどやる
ことがなくほぼ暇を持て余している感じです。コロナ自粛前は二日酔いで仕事にならない日が週に 2 日はあり、仕事は溜まっていく一方で
それなりに土日も忙しかったのですが．．．）
２．呑む機会がなく困っています。また、家で美味しいものばかり食べてるお陰でついに痛風の発作を起こしてしまいました。あんな痛い思いもうし
たくありません。
３．またみんなで楽しく呑める日を心待ちにしてます！
４．みんなと会って話もできない、一緒に呑めない事がこんなにつまらない事とは思いませんでした。今まで当たり前だと思ってた事が当たり前じ
ゃなかったって事に気付きました。
葵のみなさん早く会いたいでーす！

堀田和宏Ｌ
１．最近は、外出を控えていました関係で、地元の「テイクアウトグルメ」を楽しんでおります。
２．感染リスクを避けたいのですが、仕事の関係上、外出をせざるを得ないので、安全を徹底できないところです。ワクチンもなく、予防法も確立
されていないとなると、どうしてよいかわかりません。
３．まずは健康にご留意を。
４．少し前になりますが客先向けに、コロナに起因する法律問題などについてまとめた参考資料を作成しました。「魁」の皆さんにはお配りをし
たのですが、ご要望があれば葵の皆さまにもお配りできます。
５．緊急事態宣言が解除されるようですが、引き続き、心がけをしてまいりましょう。
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Ｌ齊藤清治
１．今は、義父が緊急入院をしてしまい、義母も身障者という事で、名古屋の
自宅で在宅勤務中です。
２．皆さんのお顔を拝見できない事。/生活環境は、名古屋の自宅の方が快
適です！
３ 魁支部でも実施していますが、WEB 例会もありだと思います。
４．コロナで経済はガタガタです。また皆さんも出来るだけ出費を控えたいと思
われているに違いありません。中部電力株式会社は、皆様の光熱費の
削減にお手伝い出来ます！
請求書のコピーを 12 か月分メールか何かで頂戴できれば、『現在の支
払額』、『今後の支払額』と比較して、ご提案申し上げます。
電気販売会社を、例えば、東京電力から中部電力に変更したとしても、変更にかかる費用は発生しません。送配電線・変電所・引込線
等も東京電力のそのままの設備を使用します。なので、停電の発生確率は同じです（本当は停電が少なくなればいいのですが、東京電
力の設備を使用するので、変化無いのです）。災害時には、地元の電力会社が設備復旧を行う事となっており、東京電力が復旧してくれ
ますし、中部電力に変更したから復旧時間を遅らせるなども、絶対いたしません。もしそのようなことをしたら、経済産業省から罰則が与えら
れます。
この際なので、改めて PR させて頂きました。よろしくお願いします。
５．東京と名古屋を行き来する事が多くなると思います。参加できる行事、参加できない行事がありますが、よろしくお願いします。

L 清水峰次
御無沙汰しております。
20 日付のアンケート回答依頼のメールも拝見しましたが、その立場にないと自覚してますので失礼させて戴きます。とは言え、お便りを戴いて
放置するのも無神経と思い筆を執っています。
短期検査入院を年末から数度繰り返し、3 月初めには大分落ち着いてきたところで今回の「新コロナ自粛」です。ですから実際の自粛生
活は半年近くになりますので、その生活に対する免疫が出来ていて、思った以上に快適に暮らしています。大学院時代からツンドクのままにし
ていた本を読み、料理のレパートリーと腕前を増し、適度に散歩しながら次の事業を考えて、自分の中では楽しく毎日を過しています。
体調は大分落ち着いてきたとはいえ、薬漬けですので、「家呑み」は全く無くなり、10 日に一回くらいの割合で気晴らしに下北沢の行き付けの
店に、ご機嫌伺いに行く程度です。
ライオンズの皆様がこの緊急事態を乗り越えて 充実した奉仕活動並びにご自身の事業に邁進される事を期待していております。
ご連絡ありがとうございました

それでは 6 月 11 日（木）の 16：30～6 月定例理事会、18：00～6 月第 1 例会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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