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東京葵ライオンズクラブ メール＆FAXニュース 

 

 

会長テーマ 「目指そう全員参加のクラブ運営」 

2020年９月号 

（2020年９月 30日号  Vo１．６ No.３－通巻 58号） 

発行：東京葵ライオンズクラブ 

 

―2020年 9月 24日（木）― 

 ９月第 2例会開催  

◇韓国から帰国し、しばらく隔離状態だった金前

会長がようやく出席可能となって出席。遅ればせ

ながら瀬戸口会長からパーストバッチ（前会長バ

ッチ）が贈られました。 

◇ガバナーバッチが福井幹事に送られました。

（瀬戸口会長、齊藤会計は受領済） 

◇国際協会から高田Ｌに「１００周年記念会員増

強賞」が贈られました。 

◇ＬＣＩＦより橋口Ｌに「ライオンズ・サポーターピン」

が贈られました。 

 

◇今井Ｌ第一子お誕生をお祝いしてクラブからお祝い金を贈呈いたしました。 
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9 月第２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 195,000円） 
ビッグ 「本日も楽しい例会でした」L伊賀 
ビッグ 「今期の瀬戸丸出帆おめでとうございます。また、今井Ｌリオちゃんと奥様がお元気で何よりです」L金 
ビッグ 「9月 13日 妻ＬＬ※知子誕生祝をいただきありがとうございました。皆様のご健康を祈願します」L𠮷﨑 
ビッグ  「皆様からの温かいお祝いの言葉をいただき感謝です。これからもよろしくお願いします」Ｌ今井 
ハーフ 「福井Ｌ 当社の工事代金負けてください！」L高田 
ハーフ 「今井さんおめでとう！！」L福井 
チョメチョメ 「今井Ｌご長男の誕生おめでとうございます。成長が楽しみですね。2日の観劇例会を楽しみにしています」 

L瀬戸口 
チョメチョメ 「毎月、楽しい会合に参加できてとてもうれしく思います」L古川 
チョメチョメ 「先週慶応病院形成外科に入院し無事退院しました。そのうち美男子の(^^♪になります」L橋口 
チョメチョメ 「久振りに皆様のお顔が拝見できて安心しました」L齊藤 
チョメ    「支部と葵は一体です。今井Ｌおめでとうございます。金Ｌお帰りなさい！！」L大和田 

※ＬＬ ライオンレディのことです。 

―2020年 9月 10日（木）― 

 ９月第１例会開催  

◇例会見学に大和田Ｌ紹介の川田さん、嶋崎さんがご来場されました。 

◇キャビネットより大和田Ｌに「ＧＬＴ青年アカデミー委員会アドバイザー」の委嘱状が届き、瀬戸口会長から渡

されました。 

◇瀬戸口会長、齊藤会計にガバナーバッチが渡されました。 

◇新入会員の五十嵐Ｌ、上村Ｌ、梅津Ｌ、田子Ｌ、堀田Ｌにガバナーからお祝いのガバナーバッチが贈られまし

た。 

 

 

 

 

 

9 月第１例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付の発表 

45,000円（今期累計 132,000円） 
ビッグ 「嶋崎さん、川田さんの入会を期待しています。コロナ陽性になりましたが完治しました。皆さんに会えて嬉しい

です」L伊賀 
ハーフ 「嶋崎さん、川田さん 本日は例会訪問ありがとうございました。ぜひ支部入会をご検討ください。久しぶりの例

会楽しかったです」L瀬戸口 
ハーフ 「皆さんお久しぶりです。川田さん、嶋崎さんよろしくお願いします」L田上 
ハーフ  「毎日に感謝」Ｌ橋口 
ハーフ-チョメ「・・・・・・」L古川 
チョメチョメ 「川田さんいらっしゃいませ。フィリピンの話ぜひ聞かせてください。嶋崎さん 急なお誘いにいらしてお

疲れ様」L田子 
チョメチョメ 「嶋崎さん、川田さん いらっしゃいませ。一緒に活動できたらいいな」Ｌ齊藤 
チョメチョメ 「嶋崎さん、川田さん ご参加ありがとうございます。コロナが早く収束しますように」L伊藤 
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チョメチョメ 「参加できてよかったです」」L野村 
チョメチョメ 「久振りに参加できました。ごめんなさいの気持ちを添えて」L堀田 
チョメ    「かよこちゃん、ゆきなりくん 来てくれてありがとう」L大和田 
 

9月定例理事会 

東京葵 LC 2020-2021 9月 10日（木） 理事会議事録 

【出席者】瀬戸口会長、齊藤Ｌ会計、伊賀 L、田上 L、橋口 L、大和田 L、伊藤 L、柴﨑事務局員 

【審議検討事項】 

1） 2020-2021予算について（継続審議） ⇒承認 

・2020-21年度予算について、7月 9日理事会および 9月 10日の理事会の 2回にわたり審議され、下記のとお

り質疑応答も含め決定されました。（齊藤会計より報告） 

<収入の部について> 

・東京葵正会員は 18名、魁支部会員は 14名にて収入予算額を算出。 

・12月で合同事務局への委託を終了し、橋口 Lに事務局をご担当頂くこととなった。それにより、東京葵メン

バーの会費を減額することとした。 

・前期は東京葵正会員 11万円、後期は合同事務局への委託を終了するため 6万円とする。 

・魁支部への一般経費負担（会議費・通信費・郵送費など）の考え方は次のとおり。 

  運営費勘定の一人当たりの一般経費額は 24,170円となるが、魁支部は誕生日祝いを差引く為 22,520円と

なるものの、負担額はその半額の 11,260円とする。 

・ドネーション収入を、年 20回開催予定の例会×＠5万円の 100万円とする。 

・チャリティ収入を、年 3回開催×＠20万円の 60万円とする。 

・収入総予算を 7,530千円とした。 

<支出の部について> 

・運用費勘定として、前期分の合同事務局費、国際本部会費、複合地区会費、地区クラブ費、会議費、通信

費、郵送費、慶弔費、印刷費、振込手数料費、予備費などの合計額として、2,517千円を計上。 

・例会費勘定として、前期・後期前受け金として 50万円を計上。 

・特別勘定（全国葵）として、葵正会員および魁支部 32名分として 50万円を計上。 

・事業費勘定として、千代田区さくら基金、墓苑奉仕会、ガールスカウト、千鳥ヶ淵慰霊式典などで合計 160

万円を計上。なお、事業費勘定はドネーションおよびチャリティ収入から支払うこととなる。 

・総支出予算を 5,117千円とした。 

2） 令和 2年 7月豪雨災害支援金の支払いについて（8/30締切） ⇒承認 

・瀬戸口会長より報告。他クラブの支援金額を参考に 3万円を支払うこととした。了承願う。 

・（出席者全員）了承。 

・３３０－Ａ地区で総額 413万円の支援金が集まった。 

3） ＹＣＥ協賛金の支払いについて・瀬戸口会長から、例年は１人当たり 1000 円以上の協賛金を支払っていた

が、キャビネット会議にてメンバー1人当たり 300円以上の協賛金の支払いとなったため、支払うこととし
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たい。 

・（出席者全員）了承。 

4） クラブ手帳の発行の見通しについて ⇒9月末までに発行予定。 

・大和田第一会長より報告。修正が追い付いていなく大変申し訳ない。 

・瀬戸口会長、橋口 Lから修正箇所を連絡したもののまだ修正されていないため、早急に修正頂きその修正

データをお二人に送付し確認してもらい、９月中には発行したい。今年度は、新型コロナウイルスの影響

で例会が開催できず、作成が遅れてしまったが、来年度は 5月から動き出して 7月には配布できるように

したい。 

5） ホームページ（2020-2021年度）更新について ⇒承認 

<大和田第一会長より報告> 

・見積書に基づき、HP年度更新費、HPサーバレンタル料、HP更新費、ドメイン更新費なので、合計 100,500

円のところ、サーバ移行作業費 25,000円分を値引き頂き、消費税込みで 83,050円にて請け負いたい。 

・更新のタイミングは。クラブ手帳が完成した後としたい。 

・（出席者全員）了承。 

6） メンバー本人の誕生日のお花について 

<柴﨑事務局員より報告> 

・今まで通り頂きたいとの連絡を受けたのは、今井Ｌ、野崎Ｌ、吉崎Ｌです。その他のメンバーは今後お送

りしません。（レディには継続いたします） 

・（出席者全員）了解。 

7）9月吉日、キャビネット発信 

「３３０－Ａ地区アクティビティ・コンペティション募集について」⇒①、②、③の何れかに応募するか否

か？ 

 ・千鳥ヶ淵墓苑慰霊祭として③（継続ＡＣＴ部門）で応募する。福井幹事より応募。 

 ・（出席者全員）了解。 

8）今期クラブ内コーディネーター選出について（添付書類参照） 

 ・瀬戸口会長に一任することとした。（後日下記の通り選出） 

  会長（ＧＡＴ）：瀬戸口正之Ｌ（会長） 

  ＧＬＴコーディネーター：大和田博道Ｌ（第一副会長） 

  ＧＭＴコーディネーター：緒方孝則Ｌ（会員・会則委員長） 

  ＧＳＴコーディネーター：伊賀則夫Ｌ（アクティビティ委員長） 

  ＦＷＴコーディネーター：伊藤昌美Ｌ（魁支部 幹事） 

  ＬＣＩＦコーディネーター：金 炫雄Ｌ（前会長） 

9）その他 

 ・ご出産祝いについて 

 ・8月 28日に今井 Lにお子様が誕生いたしました。 
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  クラブ内規『第 7条慶弔』に基づき、出産祝 1万円を 9月第 2例会にてお渡しする予定。 

  齊藤会計が用意する。 

【報告事項】 

・9月 2日、 ＧＳＴ献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会発信 

「新型コロナウイルス影響下における献血協力のお願い」～新型コロナウイルスの影響により献 

血協力者が減少しているためライオンズメンバー、ご家族、知人の方々へのご協力をお願いします。 

・9月 7日、GST社会福祉・障がい者支援委員会発信 

  「STOP児童虐待！東京タワーオレンジリボン大作戦」～オレンジリボン運動ピンバッチ（500円） 

の購入にご協力をお願いします。（添付書類参照） 

・8月 31日、全日本 FWT発信 

  「こどものみらい古本募金」のご協力のお願い（添付書類参照） 

・9月 9日（水）１R合同ガバナー公式訪問が開催され、瀬戸口会長がご出席されました。 

 進藤ガバナーより「東京葵が所属する第 3ゾーンのクラブが 3クラブになってしまっており、規約上 4クラ

ブ以上にすることとなる。これからの調整であるが、第 1もしくは第 2ゾーンからの移管となる。」 

【ご案内】 

・10月 28日（水）「会員オリエンテーションセミナー（ZOOM会議）」が開催されます。 

  時間：15:00～17:30 

  会費：無料 

  対象：入会 5年未満の会員、学習意欲のある会員 

  定員：50名程度 

  要旨：ライオンズの歴史、組織、会員の種類、活動内容、メンバーズマニュアル等 

  締切：10月 10日（土） 

以 上 

9月 9日ガバナー公式訪問開催 

◇1 リジョンの今期のガバナー公式訪問は、コロナ対策のため、進藤義夫地区ガバナー、江端貴子キャビネッ

ト幹事、伊藤勝キャビネット会計、山下規介１Ｒリジョン・チェアパーソン、中島庸介１ＺＣ，庄司正則２ＺＣ 、氷

田孝３ＺＣと 1 リジョンの各クラブ会長・幹事のみ参加となり、各クラブメンバーは、インターネットのＺＯＯＭで

の参加となり、行われました。  

それでは、10 月２日（金）18：00 から「北とぴあ」の「観劇同伴例会」（武田右近Ｌ父子出演）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 


