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会長テーマ 「目指そう全員参加のクラブ運営」 

２０２１年３月号 

（2021 年 3月 31日号  Vo１．６ No.78－通巻 64号） 

発行：東京葵ライオンズクラブ 

―2021 年３月 27 日（土）― 

 3 月第二例会 第 1 部「戦没者墓苑拝礼式」を厳かに挙行  

◇三鷹ライオンズクラブの林 秀行 L（進藤 330ーA地区ガバナーの「ご意見伺い隊」隊員）が 3月第二例会に参加さ

れて第三者から見た素晴らしいコメントをライオンズのフェースブックに掲載してくれましたので、以下に「拝礼式」

参加報告をフェースブックからそのまま再掲させていただきます。 

東京葵ライオンズクラブの千鳥ヶ淵戦没者追悼慰霊拝礼式に参加いたしました。この拝礼式は、

４８回目となる同クラブ伝統の重要アクティビティです。今年はコロナ禍のため人数を絞った開催

のなか、ご好意に甘えまして、参加させて頂きました。 

一同で拝礼をおこない、命をかけて戦場に赴いた方々に敬意を表しました。これからも日本が平和

であるための不断の努力が必要だという厳かな気持ちになります。 

この千鳥ヶ淵には、同クラブで寄贈した桜の木やベンチがありまして、標識を掲げていないので、

寄贈したものがどこにあるのかを、先輩メンバーから若い世代に伝えていただきました。 

（林 秀行 L記、写真も） 
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◇千鳥ヶ淵墓苑奉仕会 塚田 章常務理事からは「厳粛に執り行われて、いい式典であったと思います。有難うご

ざいました。」というメッセージが東京葵 LC 事務局に寄せられています。 

 第２部は「ホテルニューオータニ『ガンシップ』」で華やかに  

◇三鷹ライオンズクラブの林 秀行 Lがフェースブックに掲載した参加報告を 1部に引き続いて以下に掲載させていた

だきます。 

拝礼の後、３月第二例会を行いました。これまでの例会場であるグランドパレスが閉館になりま

すので、あらたな例会場となる、ホテルニューオータニ ガンシップで例会を行いました。 

会長瀬戸口 Lの、「コロナ禍で今年度はあまり活動できなくて悔しい思いをした、来年度も会長

を勤めさせていただく」というご決断がありまして、会場はとても盛り上がりました。 

東京葵ライオンズクラブの皆様には、重要で貴重なアクティビティや例会に何度も参加させて

いただき、感謝でいっぱいです。ありがとうございます。（林 秀行 L記、写真も） 

 

 

 

 

 

 

 

 

千鳥ヶ淵墓苑奉仕会（塚田 章常務理事）

に対してアクティビティの贈呈 

瀬戸口会長の開会あいさつで2部がスタート。 
金前会長に「会員満足度向上賞」がチョイ国際会長から送ら
れ、阿部複合地区FWTコーディネーターから手渡しされる。 

閉会の言葉で「知覧のもう一つのエピソード」を披

歴したキム前会長（実行委員長） 
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３月第二例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付 ドネーションの発表 

９万１千円（今期累計 68万 6千円） 
ビッグ    「今年も無事に慰霊祭が開催できました。皆さんと喜びを共有出来てうれしいです。吉崎ゾーン・チェアパー

ソンの誕生を祝して」Ｌ伊賀 
ビッグ    「この時期にクラブ行事を挙行できる喜びとメンバーの皆様の元気なお姿に接して」Ｌ𠮷𠮷﨑光男・知子 
ビッグ    「4か月ぶりの帰国で久しぶりの例会です。コロナに負けず頑張っている橋口 Lに乾杯したいと思います」Ｌ金 
ビッグ    「伊賀 L 知覧のお話しありがとうございます。嫁ともども今後ともよろしくお願いいたします」Ｌ福井 

田上指名委員長から次期三役について「コロナ禍で 2020全国葵東京大会が延期されたこ

ともあり、異例ではあるが今期の三役に来期も継続してやってもらってはどうか」提案さ

れ、次期三役も内々に了解済みであることが報告され、最高議決機関である例会で満場一

致で今期の三役に来期も継続して 3役を務めてもらうことが承認された。 

次期３３０―A 地区１R３Zのゾーン・チェアパーソンには、

出席の全メンバーから𠮷𠮷﨑光男 L が推挙され、𠮷𠮷﨑 L に快

諾していただいたため𠮷𠮷﨑 L の来期ゾーン・チェアパーソ

ン就任が決定した。 

𠮷𠮷﨑 Lご夫妻に花束が贈られた。 

 

本年 7月から新しい例会場となる「ホテルニューオータニ

『ガンシップ』」決定に尽力された準会員の宮本志づ子 L

にクラブメンバーを代表して瀬戸口会長から感謝の花束が

贈られた。 

氷田 孝１R３Z ゾーン・チェパーソン（蒼天ライオンズ

クラブ）の音頭による「ライオンズローア」。 

メンバーの強い要望で、伊賀則夫 Lには慰霊祭恒例の「特

攻隊基地知覧の日記」暗唱をしていただき、お開きとなり

ました。 
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ビッグ   「まだまだコロナ禍で落ち着かず不安な日が続いておりますがどうか無事に東京大会が開催されますよう心
よりお祈り申し上げます」Ｌ五十嵐 

ビッグ    「天気に恵まれ大変いい拝礼式でした」Ｌ田上 
ハーフビッグ「本日は千鳥ヶ淵拝礼 誠にありがとうございました。桜がきれいでした。ガンシップも最高でした」瀬戸口Ｌ 
ハーフビッグ「本日 2年ぶりに娘と孫二人が九州からつくば転勤に伴い来宅します」Ｌ橋口 

（※橋口Ｌからはドネーション袋を寄贈してもらっています） 
ハーフビッグ「桜満開の中の拝礼式、思い出に残ります」Ｌ梅津 
チョメチョメ「特攻隊の話を聞いて今年も平和のありがたさを感じました」Ｌ今井 
チョメチョメ「おかげさまで娘の大学が決まりました。あと息子の進学です」Ｌ大和田 
チョメチョメ「いつもながら戦没者慰霊祭は厳粛な気持ちになります。瀬戸口会長の式辞が心にしみました。本日は阿部か

な子 Lともども参加させていただきありがとうございました」Ｌ山下（１R リジョン・チェアパーソン ピ
ース LC） 

チョメチョメ「いつも活発な葵 LC これからもよろしくおねがいいたします」L氷田(1R3Z ゾーン・チェアパーソン 蒼天
LC) 

チョメ    「ご来賓のみなさま本日はありがとうございました。宮本 L、ガンシップの件など本当にありがとうございま
す。ガンシップの皆様お世話になります」L伊藤 

チョメ    「本日ご来賓のみなさまありがとうございました」L上村 
チョメ    「貴重な機会をいただきありがとうございました。天気にも恵まれ、満開の桜も見ることができてうれしく感

じました」L山澤 
チョメ    「新店舗の改装について田上 L、瀬戸口 L にお願いさせていただきました。初めてのライオンズの共同作業、

とても楽しみです」L高田（貴） 
 

―2021 年３月 11 日（木）― 

 地区ガバナー「ご意見伺い隊」をお招きし 3 月第一例会を開催  

◇3月第一例会の模様を齊藤会計から報告していただきました。 

18時から第一例会を開催。 

参加者：瀬戸口会長、福井幹事、伊賀 L、今井 L、田上 L、高田貴亮 L、土佐 L、大和田 L、泉 L、堀田 L、五十嵐

L、伊藤 L、上村 L、齊藤 L／来賓としてご意見伺い隊の東京三鷹 LC林秀行 L、東京 2020LC永井佳久 Lがご出席。 

合計 16名で開催。 

 

伊藤 Lの落ち着きのある口調での司会により、瀬戸口会長の開会ゴングの後、3.11 東日本大震災犠牲者に黙祷。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご来賓の林秀行 L、永井佳久 Lの紹介。 

土佐 Lへ新会員証明書の授与。大和田 Lへ佐田敦則 Lスポンサー証明書の授与。 
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福井幹事から幹事報告（理事会議事録参照）／伊賀 Lからは委員会報告としてチャリティゴルフの報告／大和田 Lから

支部魁の理事会の審議内容と活動を報告いただきました。 

 

メンバービジネストークでは、今回のお客さまである林 Lと永井 Lにお願いしたところ、快諾を得まして、ご自身の

ビジネスについて PR頂きました。 

林 Lは㈱アバスターの代表取締役で、ITのトラブルシューティングを生業としています。 

最近はテレワークのアドバイザーをしており、活況を呈している模様です。ただ、営業部門

のテレワークはどの会社もあまり進展していないとのことです。東京三鷹 LCでは多数決により

12月と 1月の例会が中止となり、林 Lは非常に悔しい思いをしたようです。2月以降は、例会

会場のコロナ対策を十二分にしたうえで開催について会長一任を取り付け、ついに開催の運び

となったとのことです。 

 

永井 Lは㈱光信の代表取締役で 100名の従業員を従えています。

コンビ二等のカウンターのディスプレイを製造販売しています。

『安倍のマスク』の検品作業を請け負った時、マスコミから追いか

けられて大変だったことを懐かしく振り返っていました。ご自身は

11月に入会したてとのことでした。 

 

 

 

「ファイン・ドネーション」の発表は、今井財務委員長の軽妙な語り口で、メンバーのメ

ッセージが読み上げられました。今回のファイン・ドネーションは総額 4万 4千円でした。

皆様に感謝申し上げます。 

 

最後に『またあう日まで』を非接触で熱唱し

3月第一例会を終了としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月第一例会「全国友好葵東京大会 協力金」寄付 ドネーションの発表 

4万 4千円（今期累計 59万 5千円） 
ビッグ   「林 Lと永井 Lのお二人をお迎えしての楽しい例会でした。土佐 L入会おめでとう」L伊賀 
ハーフビッグ「本日は林 L、永井 L に例会訪問いただきありがとうございました。東日本大震災から 10 年目の本日、改め

て“備え”を見直そうと思いました」瀬戸口Ｌ 
ハーフビッグ「とにかく頑張ろう！（大きな声でお願い!!）」Ｌ田上 
ハーフビッグ「先日ライオンズのゴルフ会で久々のドライバー・ナイスショット。またゴルフに行きたいのでどなたかお誘

いください」L五十嵐 
ハーフビッグ「先日会社にお客さんをお招きし、鍋パーティーを開きました。もちろん換気はばっちりです。チョー楽しか

った」L福井 
チョメチョメ「林 L、永井 Lようこそ、他クラブのお話が聞けて新鮮でした」Ｌ齊藤 
チョメチョメ 「・・・・・・・・・・」L土佐 
チョメチョメ 「コロナの終息を祈って。林さん、永井さん、ようこそ葵の例会へ」L今井 
チョメチョ  「林 L、永井 Lようこそおいでくださいました」L堀田 
チョメ    「東京葵と支部魁が一体となって発展しますように」Ｌ大和田 
チョメ    「林 L、永井 Lご参加いただきありがとうございました。災害や病気に注意して穏やかな毎日を過ごしましょ

う」L伊藤 
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チョメ    「・・・・・・・・・・」L高田（貴） 
（※橋口Ｌからはドネーション袋とおまけのカードを寄贈してもらっています） 

 

３月定例理事会（３月 11日 16：30～17：50 ホテル グランドパレス） 

【議事録】（司会：福井幹事／議事録作成：福井幹事、齊藤会計） 

【出席者】瀬戸口会長、福井幹事、伊賀L、今井L、田上L、大和田L、泉L、齊藤L（8名） 

【報告事項】 

①4月 17日 330-A地区年次大会は、代議員会のみで、式典、晩さん会は中止。 

東京葵 LC選出代議員：瀬戸口会長、福井幹事、今井財務委員長、伊賀全国友好葵委員長 

②2021年モントリオール国際大会バーチャル参加として、大和田 Lをジェイワールドトラベルに登録代行依頼済み。 

③会費等納入状況の報告 1名が下期会費未入金 

ガールスカウトへのドネーションについては、十分な活動が出来ていないことから 5万円を寄付（通常は 20 万円）。

また、先日の福島県沖地震への支援金として、緊急対策・アラート・復興支援委員会を通じて、2万円を振込みました。 

④3月 9日ガンシップ表敬訪問および例会食事試食会報告を行った。 

 

【審議事項】 

① 3月 27日千鳥ヶ淵戦没者墓苑クラブ拝礼および食事会について 

 ・今回、ガールスカウトは呼ばず。 

 ・ガンシップでの夫人同伴食事会での司会は福井 L。席次は自由。 

② 3月 27日の食事会にて会長指名委員会を開催する。 

③ 「5月旅行例会」について、委員長は高田勝則Ｌにお願いしたい。（瀬戸口会長より電話にて依頼する）また支部か

らも委員を 2名程度推薦していただき、合同で開催したい。 

④ その他 

・支部魁大和田会長から 

a、第 1例会は合同開催となっているため魁支部の議案も取り上げてほしい。 

⇒支部の議案も親会と共有することは望ましいので今後は支部の議案も理事会の議案書に記載する。 

（支部の議案は前もって事務局にメールする） 

b、例会時に育成園への花束贈呈用ドネーションを募りたい。 

⇒親会としても育成園へのドネーションは是非協力したいので OK 

c、支部魁の第 2例会開催場所について 

⇒梅津 Lの好意で事務所をお借りしていたが、売却が決まり 7月以降の開催場所を探している。 

e、泉 Lから 3月末での退会希望があり、承認。今後は、けやき LCで支部を作り、薬物乱用防止教室の開催などの活

動を行う予定。⇒国際協会への退会手続きは親会事務局にて行う。 

 

以 上 

 

―2021年 3月 9日（火）― 

ホテルニューオータニ「ガンシップ」表敬訪問＆試食会報告 

東京葵 LC会計 L齊藤清治 

本年 7 月から新・例会場となるホテルニューオータニ・ガーデンコート4 階「ガンシップ」に表敬訪問に行き、試食会

を行いました。 

その模様を以下にご報告いたします。 

１ 訪問日時 : 2021年 3月 9日 18時から 

２ 出 席 者 : 会長 L瀬戸口正之、L伊賀則夫、L宮本志づ子、L齊藤清治 

３ 訪 問 先 : インターナショナルレストラン 「ガンシップ」（ニューオータニガーデンコート４階） 

           支配人 田邊 裕一氏、副支配人 青木 信顕氏 

４ 食事内容等 
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 ○ 宮本 Lが全面的に交渉頂いた結果、通常よりも若干豪華な飲食の内容となっていた。 

  ・スパークリング飲み放題、ウエルカムケーキ 

 ○ 提供いただいた食事内容は次のとおり。 

  ・タコのカルパッチョ、魚介類のスープ、メインのお肉料理、デザートのケーキ２種＆コーヒー 

  ・通常は、３杯のドリンク付きであるが、当日は、宮本 Lが同行されたこともあり、お店からのご厚意でスパ

ークリング、ビール、ハイボールがほぼ飲み放題であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ お部屋はこじんまりとし落ち着いた色調の壁紙で、窓からは夜景が綺麗でした。 

 

 ○ 今回の試食会の会費は、東京葵ライオンズクラブにて支払うこととした。 

 ○ また、今後も含めて支払い方法について協議した結果、請求書払いとし、クラブ会計に郵送頂くこととした。 

以  上 

 

 

 

それでは、４月８日（木）16：30 からの「４月定例理事会」、18：00 からの「４月第一例会」（ホテル

グランドパレス）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 


