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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」 

  ２０２１年６月号 

（2021年６月 30日号  Vo１．６ No.81－通巻 67号） 

発行：東京葵ライオンズクラブ 

―2021 年６月２４日（木）― 

 ホテルグランドパレスでの「最終例会」  

◇2011 年の東日本大震災で閉鎖になつた九段会館から例会場をホテルグランドパレスに移してちょうど 10 年が経ち

ましたが、新型コロナウイルス禍でホテルグランドパレスが廃業となるため、「6月第二例会はフリードリンクで盛

大に同伴でグランドフィナーレを行おう」という計画を立てました。しかし残念ながら東京がまん延防止等重点措置実

施区域となったため、会食なし「持ち帰り弁当」の例会となりました。 

◇2020-2021 瀬戸口会長・福井幹事・斎藤会計のクラブ三役のこの 1年間のご尽力に感謝して、田上元会長のリードで

「ライオンズローア」を行いました。（引き続いて来年度もどうぞよろしくお願いいたします） 

◇例会の「メンバーズトーク」は、東京葵 LC結成以来の例会場の変遷の歴史や 30年余り前の入会時の思い出などがレ

ジェンド 𠮷𠮷﨑 光男 L、橋口 啓一 Lから語られました。 

◇2020-2021 テール・ツイスターの大和田博道 Lが登場し、大和田 Lが講師をしているネットを活用した「性格診断

（ストラクトグラム分析）」をメンバーそれぞれが体験し、「自分の経営スタイルを知ることができた」と大いに盛

り上がりました。（ストラクトグラム分析（ベータ版） (google.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczwzsKhClsK1c3XyhIL3Wq3jRjjjq_D0XE9LCCcp80D1JwwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczwzsKhClsK1c3XyhIL3Wq3jRjjjq_D0XE9LCCcp80D1JwwQ/viewform
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６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 

４万円２千円（今期累計 93万円） 
ハーフビッグ「今期最後の例会、楽しかったです。コロナが一日も早く収束することを祈り、来期も楽しく活動しましょう」

Ｌ瀬戸口 
ハーフビッグ「コロナ禍の最中に例会が開催でき、皆様の元気な姿に接し、うれしく思います」Ｌ𠮷𠮷﨑 
ハーフビッグ「三役を可愛がっていただき１年間ありがとうございました。グランドパレスさん、お世話になりありがとう

ございました」Ｌ福井 
ハーフビッグ「半年間無事、事務局の仕事を務めました」Ｌ橋口 
ハーフビッグ「今年 1年間お世話になりました。来期もよろしくお願いいたします」Ｌ田上 
ハーフビッグ「最後のグランドパレス。50年の歴史に幕を閉じますが、東京葵ライオンズクラブも 50年を迎えます。そし

て私もまもなく 50歳になります。これらにちなんで 5000円のドネーションです」L田子 
チョメチョ 「今日は懐かしく、出席させていただきました。今後ともよろしくお願いいたします」ＬL𠮷𠮷崎知子 
チョメチ  「𠮷𠮷﨑 L、橋口 L スピーチありがとうございました。葵の歴史を感じました」Ｌ齊藤 
チョメチ  「瀬戸口会長、福井幹事、齊藤会計 1年間ありがとうございました。グランドパレス最高でした」Ｌ今井 
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上村 
チョメ   「今日は皆様とお会いできてうれしいです！ 上村新支部幹事、来期よろしくお願いします」Ｌ伊藤 
チョメ   「新しい例会場、新しい出会い。次回も楽しい例会にしましょう」Ｌ大和田 
チョメ   「今期も大変お世話になり、ありがとうございました。グランドパレスのみなさまも長い間お世話になり、あ

りがとうございました」Ｌ伊藤 
チョメ   「三役お疲れさまでした。次期もよろしくお願いいたします」Ｌ梅津 
 

 
 

―2021 年 6 月 28 日（月）― 

クラブ備品の引っ越し 

◇6月 28日（月）の午後、6月をもって廃業となるホテルグランドパレスから新例会場となる紀尾井町のホテルニュー

オータニガーデンコート「ガンシップ」へ東京葵 LCの備品の引っ越し

を行いました。 

◇月末にもかかわらず瀬戸口会長、福井幹事そして「引っ越し実行委員

長」の梅津 L、「引っ越しコ―ディネーター」の宮本準会員にお集まり

いただき、無事引っ越しを終えることができました。 

◇とくに車両の提供をしてくれた梅津 L、「ガンシップ」との交渉をして

いただいた宮本 Lにメンバー一同から感謝を申し上げます。 

 

 

  

東京葵 LCの備品保管スペース（ガ
ンシップ） 

備品保管スペース前で「万国旗」と
ともに（ガンシップ） 
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―2021 年６月 10 日（木）― 

 新型コロナ緊急事態宣言下で開催された 6 月第一例会  

◇6月第一例会は新型コロナで自粛中のため 15名が出席。 

◇伊賀 L に進藤ガバナーから「MJF 貢献賞（個人アワ

ードピン）」が贈られましたので瀬戸口会長から伊賀

Lに渡されました。 

◇メンバーズトーク①は魁支部伊藤 L の紹介で SDGs

を推進している学生団体の「日本伝統文化研究会」の

横溝由貴君という学生がスピーチ。「増上寺七夕まつ

り和紙キャンドルナイト」への支援が依頼され、メン

バー有志が計 22,000円を寄付いたしました。 

◇メンバーズトーク②は魁支部の田子 Lが、クライア

ントとのコミュニケーションが簡単に取れるシステ

ム「Dicon」を紹介。興味のあるメンバーからたくさ

んの質問がありました。また、代理店として顧客を獲

得した場合は手数料が東京葵LCにいただけるそうで

す。詳しいことは、ぜひ田子 Lにお問い合わせください。 

 

６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 

６万円１千円（今期累計 88万 8000円） 

        ついに目標の 80万円を超えました！ 
ツービッグ 「6月 2日の三つ葉葵のゴルフコンペに 2組 8人で参加することができ、大いに

助かりました。6月 24 日の 6 月第 2 例会は麻雀競技会があり欠席させていた
だきます。ゴメンナサイ」Ｌ伊賀 

ビッグ   「昨日大量の下血のため緊急入院し、何日入院するかわからない、といわれまし
たが一晩で退院しました。皆様に感謝です」Ｌ福井 

ハーフビッグ「コロナに負けず頑張りましょう。」Ｌ田上 
チョメチョメ「メンバーの皆様にお目にかかれる幸せに！」Ｌ橋口 
チョメチョメ「今期も残すところ 1か月を切りました。来期もご協力のほどよろしくお願いいたします」Ｌ瀬戸口 
チョメチョメ「本日皆様にお会いできてよかったです。ビジネストークにお付き合いいただき、また、ドネーションをいた

だきまして誠にありがとうございました」L伊藤 
チョメチョメ「横溝さん頑張ってください。面白い取り組みですね」Ｌ齊藤 
チョメチ  「昔の仲間からの声掛けで仕事をいただきました。私のことを覚えていてくれたことが何よりもうれしいで

す」Ｌ堀田 
チョメチ  「皆さんにお会いでき、ゲンキがでました」Ｌ梅津 
チョメチ  「次回の同伴例会は緊急事態宣言が解除されていますように」Ｌ今井 
チョメ   「三つ葉葵ゴルフ 楽しく参加できました」Ｌ大和田 
チョメ   「今日は横溝君にドネーションしました。Dicon よろしくです」Ｌ田子 
チョメ   「沖縄に事務センタ―を開設して 2年半。今日初めて沖縄のクライアント 1社が決まりました」Ｌ上村 

※【お詫び】 東京葵 LCニュース 5月号の 5月 27日の 5月例会におけるドネーションの発表で、𠮷𠮷崎 Lからのドネーシ

ョン（ハーフビッグ）が記載漏れとなってしまいました。𠮷𠮷﨑 L に心からお詫び申し上げますとともに、この場を借り

て皆様に𠮷𠮷崎 Lからのドネーションがありましたことをご報告させていただきます。  
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―2021年 6月 10日（木）― 

16：00～17：50 （ホテル グランドパレス） 

 第3回全国友好葵実行委員会 ６月「定例理事会」／ 議事録  

第 3回全国友好葵実行委員会 議事録 
出席（順不同）：出席／伊賀L、橋口L、瀬戸口L、福井L、齊藤L、今井L、高田L、伊藤L、上村L、梅津L、田子L 

 
１．プリンスホテルとの打ち合わせ報告→福井副実行委員長 

■全国友好葵東京大会、50周年行事 【第二回】会場打合せ議事録 

日 時：令和 3年 6月 11日 12：25～12：28 

場 所：電話にて 

出席者：増戸浩美 宴会営業スーパーバイザー（東京プリンスホテル）／Ｌ福井清太 

◇令和 3年 6月 10日開催 全国友好葵東京大会、50周年行事 実行委員会 決定事項について 

 ・令和 4 年 4月 1日（金）に予約している全国友好葵東京大会の会場は全てキャンセルとする。 

 ・令和 4 年 4月 2日（土）13時～15時に予約している 50周年行事は 200名程度に変更する。 

 ・令和 4 年 4月 1日（金）に予約している前泊の人数は最大で 30名程度に変更する。 

 ・上記についての本契約はコロナの影響をみて 12月中に行いたい。それまでは仮契約とし 

キャンセルしたとしてもキャンセル料は取らないで欲しい。 

 ⇒すべて再見積を行います。 

 ⇒再見積時に提示しますが、現時点では仮契約は 7月頃までだと思います。  

 ⇒それ以降は一旦キャンセルして頂き、また秋ごろに空いている会場で仮契約して頂きたい。 
 

２．第 52回全国葵を 2022年 4月 1日〜2 日にコロナ下で実施すべきか否か 

次回（第 53回）ホストクラブである浜松葵 LC の武田則子会長、内山邦好友好葵委員長から文書と伊賀友好葵委員長へ

の電話で、「（コロナ終息まで）第 52回全国友好葵ライオンズの延期の提案」がなされた。 

→ついては、第 2回実行委員会（5月 27日）で、「全国友好葵大会と千鳥ヶ淵戦没者慰霊式典開催、東京葵結成 50周年

記念祝賀会を 2022 年 4月 1日から 2日に同時開催する」という決定を白紙に戻し、「第 52回全国友好葵ライオンズ開催を

新型コロナ終息の見通しが立つまで延期」とし、「千鳥ヶ淵戦没者慰霊式典開催、東京葵結成 50周年記念祝賀会」の開催は

2022年 4月 2日開催予定とする。ただし、「千鳥ヶ淵戦没者慰霊式典開催、東京葵結成 50周年記念祝賀会」の開催決定に

ついては本年 12月初頭に正式に決める。 

6月定例理事会 議事録 
出席（順不同）：出席／伊賀L、橋口L、瀬戸口L、福井L、齊藤L、今井L、高田L 、田上L、伊藤L、上村L、梅津L、田子L 

司会：Ｌ福井幹事 

１．瀬戸口会長開会挨拶 

２．議事 

【報告事項】 

①6月2日（水） 高坂カントリークラブ （川
越葵LC ホスト）三つ葉葵ゴルフ会参加
報告 

→東京葵LCから2組（8人）が参加（伊
賀L、田上L、田上LP、五十嵐L、梅津
L、大和田L、佐田L、澤田マクレーン
様（ゲスト） 

②330複合地区決議報告→[決議報告書]
瀬戸口会長保管 

【審議事項】 

①次期委員会構成について 

→第一次委員会表案提出→微調整を
次期三役に一任する。 

②次期年間予定について 
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→第一次日程表案提出→微調整を次期三役に一任する。 

③次期予算編成について 

→齊藤会計から説明があった→承認 

④2020-2021 決算報告について 

→齊藤会計から決算見通しについて細かい説明があった。→7月８日までに監査を行い、7月定例理事会で承認を得る。 

⑤6月24日（木）同伴例会について 

→フリードリンクのため会費を1万円とする（ただし親会メンバーからは例会食費の一部を年会費として徴収しているため9,500
円とする。←緊急事態宣言が解除されたが、まん延防止重点措置が発令されたため会食ができなくなり、同伴例会を中止と
して通常例会となり、持ち帰り弁当形式となった（6／22瀬戸口会長緊急提案） 

⑥ホテルグランドパレスからニューオータニ「ガンシップ」への備品引っ越しについて役割分担 

→備品引っ越し実行委員長を梅津Lに引き受けていただく。 

⑦「2021-2022 葵手帳」の校正について 

→大和田Lの㈱ワールドクラフトからメンバー各位に個人の記載について確認依頼があるので、確認する。その他については
次期三役が修正指示を行う。 

３．瀬戸口会長閉会挨拶 

 

以 上 

 

それでは、７月８日（木）16：30からの「7月定例理事会、18：00からの「7月第一例会」（新しい例
会場のホテルニューオータニ ガーデンコート４F『ガンシップ』）でお会いいたしましょう。 

新しい船出にふさわしくノンアルコールビールでの会食となります。 

 

 

 

 

編集・制作：東京葵LC 「PR 情報委員会」（写真提供：宮本志づ子L）  

委員長 L橋口啓一 

ガンシップ 


