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東京葵ライオンズクラブ メール＆FAX ニュース 

 

2020 年 6 月号 

（2020 年 6月 30日号  Vo１．５ No.10－通巻 55号） 

発行：東京葵ライオンズクラブ 

―2020 年 6 月 25 日（木）― 

 6 月第 2 謝恩同伴例会開催  

◇今期最後の例会は、「謝恩同伴例会」。レディ、魁支部メンバーを交え

た賑やかな例会となりました。 

◇「会長ピン」（バッチ）が、金会長が海外出張中のため福井幹事代行か

ら瀬戸口次期会長に引き継がれました。 

◇2 名の例会見学者 渡部一雄さん、西本秀好さんがご来席（大和田 L

ご紹介）。 

◇ＬＣＩＦより「キャンペーン 100 アワード」が吉崎Ｌに贈られました。 

◇魁支部功労者に記念品が贈られました。 
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6月第２ 謝恩同伴例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付の発表 

69,000円（今期累計 543,000円） 

合計 2,000,394円 目標 400万円（前期〆合計：1,457,394） 

ビッグ 「さよなら夫人同伴例会 にぎやかに楽しい会でした。瀬戸口次期会長よろしくおねがいいたします」L伊賀 
ビッグ 「無事 1年間１RC（リジョン・チェアパーソン）を務めました。皆様のご支援を感謝いたします」L橋口 
ビッグ 「嫁と二人で楽しい例会に参加させていただきました。来期もよろしくお願いいたします」L福井 
ハーフ  「楽しい例会に参加させていただきありがとうございました。レディー一同心ばかりのドネーションです」レディ一同 
ハーフ 「渡部様、西本様 本日は例会見学ありがとうございました。来期に向けて頑張りますので皆様のご協力をよろし

くおねがいいたします」L瀬戸口 
ハーフ 「瀬戸口 L 葵会長就任おめでとうございます。これからもよろしくお願いします」L五十嵐 
ハーフ 「皆さん 一年間お疲れさまでした。コロナに負けないで頑張りましょう。来年も仲良くね!」L田上  
チョメチョメ 「葵の会計としてガラス張りの会計を行います」L齊藤 
チョメチョメ 「今期三役 ご苦労様でした」L𠮷𠮷﨑 
チョメチョメ 「瀬戸口次期会長 来期よろしくお願いいたします。秋に後継ぎが生まれます」L今井 
チョメチョメ 「新型コロナに感染せず元気にやれています」L堀田 
チョメチョメ 「1年間ありがとうございました。来期もよろしくおねがいいたします」L野村 
チョメ  「ご夫婦での参加うれしいです。友人も来て最高でした」L大和田 
チョメ  「今期三役の皆様 大変お疲れさまでした！ ありがとうございました」L伊藤 
チョメ  「来期もよろしく」L泉 
チョメ  「来期もよろしく」L上村（ウエムラ） 
 

前期は累計 1,457,394円でしたが、今期は 543,000円で締めとなりました。（△914,394） 
ありがとうございました。 

―2020 年 6 月 24 日（水）― 

 魁支部の石橋Ｌが中心となって結成された 
東京稲門ライオンズクラブ 

 「オンライン・チャーターナイト」開催！ 
 

◇魁支部の石橋卓磨 L が中心となって結成された「東京稲門ライオンズクラブ」 （今年１月 23 日に多数の葵

メンバー、魁支部メンバーが出席して赤坂 永楽倶楽部で結成）の「認証状伝達式（チャーターナイト）」が 6

月24日18：30～19：30新型コロナウイルス感染防止のためにユーチューブでのオンライン形式で開催され

ました。 

◇オンライン・チャーターナイトは、おそらくライオンズ 103 年の歴史上はじめての試みで、さすが早稲田大学

の「進取の精神」にふさわしいものと思われました。 
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◇4 月に入籍された金葵現会長のお嬢さんの安那さんと夫君の小柳人之さんもともに早稲田大学出身で、こ

のカップルも「東京稲門ライオンズクラブ」にチャーターメンバーであることから式典上で紹介され、お二人

の生い立ちなどがスライドショーで披露されました。 

◇チャーターナイトは、同クラブ幹事となる石橋 Lのあいさつで締められました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の模様は、https://www.youtube.com/watch?v=I9fMZaloxi4 でご覧になれます。 

 

―2020 年 6 月 22 日（月）― 

 「2019-2020 １R３Z 第 4 回ガバナー諮問委員会」に出席 
◇今期１R３Z のゾーン・チェアパーソンを務める当クラブ福井 L による１R3Z 第 4 回「ガバナー諮問員会」が

ホテル・ニューオータニ「ガンシップ」で開催されました。 

◇今期は新型コロナウイルス感染防止のため、第 4 回「キャビネット会議」が、代議員による議決権行使によ

るはがき投票にて行われましたが、その決議結果が報告されました。 

◇当クラブからの出席者は、福井 ZC のほか、伊賀 LCIF キャンペーン 100 地区コーディネーター、橋口 RC、

瀬戸口次期会長でした。 

―2020 年 6 月 11 日（木）― 

 6 月第１例会開催  

◇例会見学者として田子智志さんご来席（魁支部大和田 L紹介）。 

◇千代田区さくら基金への寄付に対して石川雅已千代田区長から感

謝状が贈られましたが、千代田区長との太いパイプをお持ちの宮本準

会員の代読により金会長海外出張のため瀬戸口次期会長に授与され

ました。 

また当日出席者全員が「さくらサポーター」に登録しました。 

https://www.youtube.com/watch?v=I9fMZaloxi4
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◇橋口 L に LCIF 献金（第 2 回目）PMJF（累進メルビン・ジョンズ・フェロー）ア

ワードが贈られました。 

◇古川 L、高田 L、橋口 L にキャンペーン 100「LIONS OF 

SERVICE」表彰ピンが贈られました。 

 

6月第１例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付の発表 

36,000円（今期累計 474,000円） 

合計 1,931,394円 目標 400万円（前期〆合計：1,457,394） 

ビッグ 「田子さんの入会を期待して。今日も楽しい例会でした」L伊賀 
ハーフ 「コロナ自粛後の“新しい葵”のスタートを期して」L橋口 
ハーフ  「すごくやる気が出てきました」L田上 
ハーフ 「葵のために来期頑張ります。皆さんのご協力のほどよろしくお願いいたします」L瀬戸口 
ニアハーフ 「久しぶりの例会チョー楽しかったです！」L福井 
チョメチョ 「瀬戸口次期会長！ いろいろな改革をやっていきましょう」L齊藤 
チョメチョ  「田子さんがご来会下さったので」L堀田 
チョメ 「田子さん ありがとう」L大和田 
チョメ 「少しずつ日常が戻ってきたようで嬉しいです。田子さんよろしくお願いいたします」L伊藤 
チョメ 「田子さん 今日はありがとうございます」L上村（ウエムラ） 

 

６月 定例理事会 

◇6月第１例会に先立ち、6月定例理事会が開催されました。出席者と主な決定事項・報告事項は以下の通りです。 

出席者：伊賀L、橋口L、古川L、高田L、今井L、福井L、田上L （魁支部）泉L、瀬戸口L 、大和田L、
齊藤L、伊藤L、石橋L （準会員）宮本L／事務局 柴崎 

 議事録 （司会 福井L） 
１．次期五役及び各委員長について下記のように決定した。 

会長 瀬戸口（葵に移籍）／幹事 福井L／会計 齊藤L（葵に移籍） 
ライオン・テーマ 伊藤L（副 今井L）／テール・ツイスター 大和田L（副 伊賀L、今井L） 
委員長：財務委員長 今井L／アワード委員長 金L／アクティビティ委員長 伊賀L／千鳥ヶ淵実行委員長 田上L
／計画委員長 高田L／PR・IT 委員長 橋口L／会員・会則・会員増強委員長 緒方L／友好葵委員長（全国友好葵

東京大会会長） 伊賀L・（全国友好葵東京大会実行委員長）橋口L／三つ葉葵友好委員長 𠮷𠮷﨑L／指名委員長 
金L 

２．３３０－A 地区一般社団法人へ「社員」として加盟する。 
３．例会場変更の件 

・例会食費は 5500円だが、飲み物オーバー分のことを考えて 6000円を徴収している（今期葵メンバーは先払い

があるため 4000円負担）。例会会場費は不要。ただし、会議会場費が、1時間 3万円になっているので、理事

会等は 23階の「クラウンラウンジ」を使えば 16：30から開催しても一人当たり 1000円程度で済む。これなら

ば変更する必要はないのではないか。 
・魁支部の有志が、明日（12日）に梅津L の持っている神田の物件が理事会会場、例会場に使えないか見に行く

ことになっている。 
・先輩からの申し送りで、「例会場は江戸城（皇居）に近いところに」と言われている。 

４．年会費未納者について 
未納者は、6月 24日までに納入しない場合は、「除名」にする旨が書かれた文面を12日に発送する。なお、特

別な事情がある場合は 24日以前に文面で会長あて申し出るようになっている。 
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５．東京合同事務局退局について 
・本日の例会で 6月中に退局することを決議する。（3か月前までに退局の意思表示をし、半期分の合同事務局費を

納入しなければならないため、来期前期の合同事務局費約75万円は納入する）。なお、合同事務局退局後は橋口L
に事務局を委託する。 
（あとから判明したことでは、規約変更があり、上期、下期が開始される3か月前までに退局の申し入れしても次期

の合同事務局費は納入しなければならないことになったので、2020-2021年は 1年分の合同事務局費を納めなけれ

ばならないことになった。） 
６．「誕生祝」として自宅に花を贈っている件について 

・財務状況がひっ迫しているので、葵に関してはレディのみとする。魁支部は支部として考えたいが、請求は支部

あてでOKである。 
７．家族会員について 

・国際協会費は 1か月分を納入しなければならないが、諸般の事情を考慮し6月末ではなく、7月 1日（水）にレ

ディ以外の家族会員の退会届を出す。（家族会員協力費 半期 1万円は来期の後期以降は不要とする） 
８．次期キャビネットへの委員推薦について 

・福井L／金L／田上L／泉L／大和田L／伊藤L を推薦する。 
９．来期の予算について 

・瀬戸口次期会長、福井次期幹事、齊藤次期会計、今井次期財務委員長、橋口事務局予定者が予算案を作成し、7
月 9日（木）の「引継ぎ理事会」で発表し、例会で承認を得る。 

10．加藤千暁L の退会を承認（転勤のため）        

 

 

 

 

 

 

それでは７月 9 日（木）の 16：30～７月定例理事会（新旧引継ぎ理事会）、18：00～７月第 1 例会でお会いいたし

ましょう。（会場：ホテル・グランドパレス） 

 

 

 

 

 

 

 

編集・制作：東京葵LC 「PR 情報委員会」 

委員長 L橋口啓一 


