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９月第二例会開催〜初めてオンライン例会を併用〜
◇9 月第一例会は例会振替で 9 月 7 日の「ガバナー公式訪問」にな
っていましたが、緊急事態宣言下のため中井ガバナーと 1 リジョ
ン各クラブの会長・幹事が出席する「事前懇談会」のみとなり、
メンバーが参加する「ガバナー公式訪問」が中止となりました。
このため、9 月第一例会がなくなり、9 月 22 日（水）の 9 月第 2
例会が 9 月唯一の例会となりました。

◇9 月第二例会は、「ガンシップ」でのリアル例会
と、コロナ下でもひとりでも多くのメンバーが参
加できるようにと東京葵ライオンズクラブとして
初めてオンライン例会を併用しました。ZOOM によ
るオンライン例会の開催にご尽力いただいた大和
田魁支部会長に厚く御礼を申しあげます。
◇例会は、上村テール・ツイスターの司会で、「君
が代」、「ライオンズ・ヒム」、「会長挨拶」と滞
りなく進められ、続いて「委嘱状の授与」（下記）
が瀬戸口会長から行われました。
330複合地区
330A地 区
330A地 区
330A地 区
330A地 区
330A 地 区

村木ガバナー協議会議長からL伊賀則夫法人推進委員会委員へ
中井ガバナーからＬ𠮷𠮷﨑光男１R３Z ゾーン・チェアパーソンへ
中井ガバナーからＬ梅津琢磨GST緊急対策・アラート・復興支援委員会委員へ
中井ガバナーからＬ大和田博道GLT青年アカデミー委員会副委員長へ
中井ガバナーからＬ金 炫雄国際大会委員会委員へ
中井ガバナーからＬ田子智志 GST 献眼・献腎委員会委員へ
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◇ノン・アルコールビールでの「乾杯（We Serve）」は、9 月
4 日にリッツ・カールトンホテルで、お嬢さんの安那さん
（東京稲門ライオンズクラブ、新郎も同様）の「華燭の典」
を挙げられたキム前会長によって行われました。
◇リアル例会の食事は“カレーライス”でしたが、スープ、
ステーキカレー、ピクルス、サラダ、ケーキ、コーヒーの
豪華なフルコースで、メンバー一同舌鼓を打ちましたが、
オンライン例会参加者からおおいに羨ましがられました。

◇テールツイスター・タイムは伊賀副テールによる「四文字熟語を探せ
クイズ」で盛り上がり、少ない人数にもかかわらず 46,000 円のドネー
ションが集まりました。

9 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

46,000 円（今期累計 13 万円）
ビッグ
「オンライン併設の理事会と楽しい例会に感謝」Ｌ伊賀
ビッグ
「長女の結婚式にメンバー多数の参加ありがとうございました。コロナ感染者ゼロで一安心しました」Ｌ金
ビッグ
「本日、初のガンシップ例会参加です」Ｌ田子
ハーフビッグ「初のオンライン例会同時開催でした。よかったと思います。コロナが落ち着いてきているようなのでクラブ
の今後が楽しみです」Ｌ瀬戸口
ハーフビッグ「家内の誕生祝をいただき感謝いたします」Ｌ𠮷𠮷﨑
チョメチョ 「大和田 L のおかげで初のオンライン例会が同時に開けました。ありがとうございます」Ｌ橋口
チョメ
「明日、石橋 L にお会いすることになっており、魁支部メンバー全員とサシでお会いすることになります」Ｌ大和田
チョメ
「久しぶりに皆さんとお会いできよかったです」Ｌ梅津
チョメ
「カレーライスとてもおいしかったです。オンライン参加のメンバーの皆様お疲れさまでした」Ｌ上村

―2021 年９月２２日（水）―
16：00～17：50 （ガンシップ）
「9月臨時理事会」／

議事録

日時：2021年９月22日（水）16：00～17：45
会場：ホテルニューオータニ・ガーデンコート「ガンシップ」
オンライン理事会開催を併用
出席者：L𠮷𠮷﨑、L瀬戸口、L大和田、L伊賀、L金、L橋口、L田子
オンライン出席：L緒方、L齊藤

次第

司会：Ｌ橋口事務局

１．瀬戸口会長開会挨拶
２．議 事
【報告事項】
①8月23日 チャーターメンバー／終身会員 神谷信也Lご逝去 享年88歳。詳しいことが不明なため東京葵LCとしては何
もできず）（L橋口報告）
②9月７日ガバナー公式訪問を中止し、事前懇談会（会長・幹事会）のみ開催。（L瀬戸口会長報告）
・会場：港区スポーツセンター会議室
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・A地区 アクティビティ・スローガン「情熱の根が、感動の花を咲かせる!!」
・ガバナーズ・スローガン：「利他の心で We Serve」
◇１R3Zが3クラブのみで変則的な状態となっている。これについては中井ガバナーが川島富美子RCに諮問している。
◇1リジョン合同アクティビティとしてパラリンピック支援 日本肢体不自由者卓球協会に30万円を寄付した。
③会費納入状況（L齊藤会計）報告：8月末のデータしかないため10月の臨時理事会で
報告する
④10月23日（土）観劇会 19名参加（まだ席があるので追加申し込み可）
会食会場として下記に予約を入れることを予定
会食会場候補 B「肉屋のイタリア酒場 Mario」

050-5592-6630

最寄り駅：王子駅前駅 居酒屋 ステーキ イタリアン【肉屋の 8 品食べ放題！】
飲み放題つき会費 5,000 円
⑤キャビネットからの名簿作成アンケートの集計結果について（資料 掲載省略）→集計
し、キャビネットに報告済
⑥魁支部からの報告（大和田支部会長）：
・オンラインにて例会を開催している。
・11月に東京育成園に教材を寄贈する予定。
・11月14日にけやきLCのはなみずき支部と合同で「寄席を楽しむ会」を開催予定。
【審議事項】
①10月９日（土） 「千鳥ヶ淵戦没者墓苑 清掃奉仕」について
□墓苑奉仕会に開催連絡→9 月 24 日に田上 L から連絡をしてもらう。
□今期の奉仕会へのドネーション 10 万円を贈呈するかどうかの検討→2022 年 4 月の千鳥ヶ淵慰霊式典で贈呈す
る。
□９日（土曜日）10 時 30 分～11 時 45 分でよいか？（少雨決行）→この予定で、27 日にメンバーに案内を発信する。
□プログラムの作成→福井幹事が作成する。
□ガールスカウトへの連絡→橋口事務局が、柴崎前事務局員に中村すみれさんの連絡先を聞いてコンタクトをとる。
□ガールの弁当を用意するか→ガールの参加人数を聞いて深川 LC の清口 L の「紀の川亭」に事務局が発注する。
□昼食会はガンシップでよいか→飲み放題でコース料理を予約する。＠6,000 円を徴収する。
◇当日瀬戸口会長がどうしても参加できないためＬ金前会長が会長代理となる。※橋口Ｌも通院のため欠席。
②魁支部から親会への転籍について→下記の内規案で決定
◇転籍は本人の申し出により行われるが、支部メンバーの過半数の承諾と親会理事会の過半数以上の承認を必要と
する。
◇親会入会金は50,000円だが、支部からの転籍にあたっては30,000円とする。
◇年会費については親会年会費の月割り額を請求する。
◇親会への転籍にあたって親会は入会式を行わない。腕章・特製ネクタイ・特製ジャンバーを贈呈式を開催する。
◇その他 親会会員としてユニホーム（白のブレザー）をつくってもらう。←瀬戸口会長が発注先を紹介する。
→「支部・親会転籍願い」のフォーマットをL橋口が作成する。
③2021-2022 東京葵ライオンズクラブ 予算執行について→予算を精査して10月臨時理事会に「四半期分会計報告」と
して提出する。
④クラブシェアリング交付金の申し込みについて→LCIF寄付金額の15％で1779ドルの交付が受けられるが、15年間の持越
しが可能なので、結成50周年のアクティビティまで持ち越す。
④国際会長アワード（思いやりは大切なことアワード）の申請について（資料 掲載省略）
→魁支部が、すでに東京育成園のアクティビティで応募している。
⑤キャビネットから要請された「ライオンズクエスト協賛金」（メンバー一人当たり300円）拠出について
→300円×18人（親クラブ）＝5,400円を指定口座に振り込む。
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⑥魁支部からの提出案件→特になし。
３．瀬戸口会長閉会挨拶
以上

福井幹事より 9 月 7 日「事前懇談会」報告
2021 年 9 月 7 日（火）14：30～16：30 港区スポーツセンター会議室に於いて、中井正力ガバナー、
増田正明第一副地区ガバナー、阿部かな子第二副地区ガバナー、御厨正敬キャビネット幹事、島田光子
会計・１Ｚ担当副幹事、川島富美子 RC、児玉金之助１ZC、神谷善次２ZC、𠮷𠮷崎光男３ZC、クラブ側
は１ゾーン 14 クラブ中 10 クラブ、会長・幹事出席者 19 名（オンライン参加 6 名）により開催されま
した。
キャビネット役員紹介、RC 挨拶、ガバナー挨拶に続きガバナーより運．営方針の説明があり、中井
ガバナー期の主要事業であります①会員増強。②首都圏直下型地震対策としての「減災」活動。③女性
の活躍の場を広めよう。についての説明がありました。手前味噌で恐縮ですが特に②の「減災」活動で
は私が所属しています「緊急対策・アラート・復興支援委員会」の共催でいくつかのイベントを企画し
ております。先ずは 11/29（月）15 時～タワーホール船堀に於いて「減災講演会」がありますのでご参
加のほどよろしくお願いいたします。そのほかでは特に「被災地支援学生ボランティア支部展開の提案」
と「LCIF 協力金目標 MJF 合算年間目標 39 万ドル」についてのお願いがありました。
次に各クラブ会長・幹事の自己紹介、現状報告が行われ、どのクラブも新型コロナウイルスのため活
発な活動が行えない現状を訴えておりました。葵ライオンズクラブからは瀬戸口会長が現状報告を行い
ました。また、このコロナ渦が明け来年春の「千鳥ヶ淵戦没者墓苑慰霊式典」が開催されるようになれ
ば是非ともご参加くださいとお願いしておりました。
その後、ガバナーより各クラブ、新入会員へ記念品の贈
呈があり、最後に日本肢体不自由者卓球協会より 1Ｒ合同
アクティビティパラリンピック支援に対する感謝状が贈
られました。こちらには先日、葵ライオンズクラブからも
3 万円を送らせていただいております。みなさまご協力あ
りがとうございました。
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それでは、10 月 9 日（土）10：30～ 元気で千鳥ヶ淵戦没者墓苑清掃奉仕
（開会式／清掃／献花・閉会式／記念撮影）でお会いしましょう。
編集・制作：東京葵 LC 「PR 情報委員会」
委員長 L 橋口啓一
4 / 4

