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―2020 年７月９日（木）―
７月第１新年度初例会開催

－瀬戸口新体制スタート—
会長テーマは「目指そう全員参加のクラブ運営」
◇「認証状」引継ぎを終え、いよいよ瀬戸口正之第 49 代会長のもと、新執行部体制（幹事：福井清太 L、会計：
齊藤清治 L、ライオン・テーマ：伊藤晶美 L、テール・ツイスター：
大和田博道 L）が始動。
◇田子智志さん（1972 年生まれ、株式会社 SYSTEM CONCIERGE
－システム開発会社-経営、福島出身、フルマラソンが趣味、
SP 瀬戸口 L）の入会式挙行という誠にめでたいスタートとなりま
した。
◇瀬戸口新会長のドネーションで、アルト歌手の藤田槇葉さん、ピ
アニストの栗原麻樹さんによるミニ・コンサートが開かれ、新年
度のスタートにふさわしい、葵クラブらしい格調の高い例会とな
りました。

新会員挨拶をする田子智志 L

格調高いミニ・コンサート

認証状（チャーター）を引き継いだ瀬戸口新会長

見事に司会進行を務めた伊藤新テール
子L

７月第１例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付の発表
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63,000 円（今期累計 63,000 円）
合計 63,000 円 累計目標 400 万円（前期末までの累計：2,000,394 円）
ビッグ 「瀬戸口丸の船出を祝し、併せて皆さんの健康を祈念いたします。会長、音楽のドネーションをありがとうござい
ました」L 伊賀
ビッグ 「いよいよ 2020 年度が始まりました。瀬戸口会長、齊藤会計、大和田第一副会長ともども一年間よろしくおねが
いいたします」L 福井
ビッグ 「田子 L 入会おめでとう！ 瀬戸口会長、リーダーシップを発揮して皆を引っ張ってくださいね！」L 高田
ハーフ 「田子 L 入会おめでとうございます。新しい期が始まりました。皆でコロナに負けず楽しく活動しましょう」L 瀬戸口
ハーフ 「無事新年度を迎えた東京葵 LC に感謝!」L 橋口
ハーフ 「田子さん入会おめでとうございます。一緒にライオンズを盛り上げていきましょう！」L 五十嵐
チョメチョメ 「葵の親会と支部全員が健康であることに感謝して」L 大和田
チョメチョメ 「田子さん、入会おめでとうございます。槇葉さん美声堪能しました。明日の活力です」L 齊藤
チョメチョメ 「来週沖縄に出張します。前回は急に中止となって新橋の SL 広場で TV のインタビューを受けましたがま
た中止にならないように祈ってます」L 田子
チョメチョメ 「瀬戸口会長、今期よろしくお願いします」L 今井
チョメチョメ 「今期よろしくお願いします」L 野村
チョメ 「今期もよろしくおねがいいたします」L 梅津
チョメ 「田子 L 入会おめでとうございます！ 今後ともよろしくお願いいたします。瀬戸口会長、大和田支部会長、1 年
間よろしくお願いいたします。」L 上村（ウエムラ）
チョメ 「田子 L 入会おめでとうございます！ つたない司会でごめんなさい。来年にはきっと上手になってます」L 伊藤

７月 定例理事会
◇７月第１例会に先立ち、７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：瀬戸口会長、福井幹事、齊藤会計、伊賀 L、橋口 L、今井 L、古川 L、高田 L、野村 L
（魁支部）伊藤 L、大和田 L、伊藤 L、五十嵐 L、事務局 柴崎
議事録 （司会 福井 L）
１．2019 年度収支決算報告→承認
２．理事会役員・委員会構成案発表→承認（手帳、葵クラブホームページ掲載）
３．2020-2021 クラブ活動カレンダー発表→承認（メンバーにメール配信と手帳、葵クラブホームページ掲載）
４．古川 L の終身会員について→承認
５．中村 L の休会について→承認
６．財務状況を勘案して、お誕生祝について→「要・不要か、福井幹事がメンバーにアンケートを送る」
７．財務状況を勘案して、家族会員について→「夫人のみとする」

キャビネットからアワード受賞
◇第 66 回３３０－A 地区年次大会が 新型コロナウイルスのために中止となりました
が、
その席上で送られる予定だった各種アワードが届きました。
［クラブに対して］
ガバナーズアワード：「クラブ活性化優秀賞」
ガバナーズアワード：「LCIF キャンペーン１００賞」
ガバナーズアワード：「ガバナー特別賞」

［メンバーに対して］
伊賀則夫 L：ガバナーズアワード：「MJF 優秀賞」
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高田勝則 L：ガバナーズアワード：「プロジェクト協力賞」
橋口啓一 L：ガバナーズアワード：「運営協力賞」

【LCIF（ライオンズ財団）MJF 賞（2019.4.１～2,020.3.31）】
伊賀則夫 L（14～16 回目）
田上 敏 L（5 回目）

―2020 年７月 22 日（水）―
７月第２例会開催
◇新型コロナウイルスを警戒して自粛したのか、瀬戸口会長、
福井幹事、橋口 L、今井 L、田上 L と、例会見学者の山澤哲也
さん（52 歳、仏教に関心、スマホアプリの開発会社 YMO㈱会
社を経営。瀬戸口会長ご招待）の 6 人と、東京葵結成以来の
低調な例会となってしまいました。
出席人数が少ないので
思わず苦笑？ 会長挨拶

山澤哲也さん
メイン料理は
フォアグラと牛ヒレのステーキ

◇進藤キャビネットから下記の委嘱状が届き、瀬戸口会長からそれぞれのメンバーに渡されました。キャビネ
ット委員になられた方々のご活躍をお祈りいたします。
330-A 地区 GMT 会員増強・維持・クラブ合併委員会 委員 田上 敏 L
330-A 地区 LCIF 推進委員会 委員 今井龍司 L
330-A 地区 緊急対策アラート・復興支援委員会 副委員長 福井清太 L

◇2019-2020 ガバナーズアワード記念品（ピンとトートバック）
ガバナー特別賞
橋口啓一 L（前１R リジョン・チェアパーソンとして）
福井清太 L（前１R３Z ゾーン・チェアパーソンとして）

７月第 2 例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付の発表

24,000 円（今期累計 87,000 円）
今期目標 80 万円
ビッグ 「山澤さん、これからよろしくお願いいたします」L 田上
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ハーフ 「今日も出席できることに感謝！」橋口
ハーフ 「先日、嫁と釧路湿原に行ってきました。すっかり仲良しです。山澤さんようこそ」L 福井
チョメチョメ 「山澤さん、今日はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします」L 瀬戸口
チョメチョメ 「少人数でさみしかったですが、絆が深まった例会でした」L 今井
※以上のほかに魁支部へのドネーションをそれぞれのメンバーが行いました。

魁支部活動だより （魁支部 大和田支部会長から届きました）－原文のまま、一部写真省略
【熊本支援記録】2020/7/23 アラート委員会からの要請に従い、東京葵LC支
部魁は以下の通り支援を行った。
▼7/7 前アラート委員会委員長野村L（現五反田LC所属、前東京レスキューLC所
属）より伊藤L宛に、支援物資を熊本県高野山高野寺に向け届けに行くとのこと
で連絡があった。もし協力できる場合は7/12までに野村Lのところに送るよう
指示を受けた。
▼第１便（泉L作業）
マスク 100枚／除菌スプレー／ファ
ブリーズ+詰め替え用／アルコールス
プレー／アルコールスプレー容器(熊本
からの要請)（総額13,330円）
▼第２便（伊藤L作業）
Tシャツこども各サイズ 9枚／パンツ
こども男女各サイズ 18枚／こども用
帽子 4個／靴下こども各サイズ 15
足／こども用ネッククーラー 8個／衣料用冷感スプレー 4個（総額13,629円分）

ご連絡
□今期から葵手帳（名簿）の制作と東京葵ホームページ（http://tokyo-aoilc.com/）のコンテンツ制作とサーバーの管理は、「PR 情報委員会」橋口 L
から大和田 L に移管されましたのでお知らせいたします。

それでは、８月２２日（土）の「納涼家族例会」（目下、瀬戸口会長がとっておきの会場を探してお
りますので楽しみに）で、お会いいたしましょう。（詳細後報）

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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