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◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「第1回ｸﾗﾌﾞ協議会」

◆次週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢移動例会 高津区民祭」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

お客様(順不同）

小川湧三様(川崎鷺沼RC）

お世話になります。

RC会員(敬称略）

福住亮雄 梅雨が明け､暑い日が続いております｡皆様

暑さ負けしないよう､頑張りましょう。

鈴木良一 高津区民祭にご協力宜しくお願いします｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 28 24 5 79.17%

前々回 29 25 4 7月2日分 4 100.00%

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 福嶋 徹副委員長
茅根正之委員 相馬 元委員 編集担当：相馬 元

点鐘・開会宣言・歌唱

お客様
小川湧三様(川崎鷺沼RC)

報告
◆会長報告
＊「地区ﾛｰﾀﾘｰ情報･広報･ITｾﾐﾅｰ」開催の案内が届い
ております。
日時：7月21日(火)15:00～17:00
場所：ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞｿｼｱ21 4F｢ｳﾞｨｸﾄﾜｰﾙ」

＊7月 8日(水)の会長幹事会の際にGSEのﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの
依頼がありました。
＊7月10日(金)に幹事と共に川崎稲生RCへ表敬訪問
＊7月13日(月)に幹事と共に川崎高津南RCへ表敬訪
＊高津区民祭の協賛金を例年どおり寄付しました。
＊高津区民祭安全祈願の案内が届いております。

日時：7月25日(土)9時～ 場所：溝口神社
＊第37回高津区敬老会協賛金の依頼が届いています｡
＊ﾀｳﾝﾆｭｰｽ暑中見舞い広告の依頼が届いています。
◆幹事報告
＊高津区民祭実行委員会の案内が届いております。

日時：7月16日(木)18:30～
場所：大山街道ふるさと館2階ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎中央RC:7月20日(月)休会 祝日
＊川崎北RC:7月29日(水)18:00

移動例会 ｸｲｰﾝｱﾘｽ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ日吉
＊川崎日吉RC:7月30日(木)18:00～

移動例会 屋形船 長八
＊川崎中原RC:7月30日(木)休会
＊川崎麻生RC:7月31日(金)18:00～ 夜間例会に変更
◆近隣ｸﾗﾌﾞより会報が恵送されております。お目通
し下さい。 ☆川崎RC ☆川崎中央RC
◆諸事お知らせ
＊次週7月23日(岐)の例会は26日(火)の区民祭に参加
のため移動例会となります。詳細は後日FAXにてご
連絡いたします。

◆委員会報告
＊ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾎﾞｯｸｽ 茅根正之委員長
持田裕弘会員から皆様に梅干を頂きました。
ありがとうございました。
＊社会奉仕委員会 鈴木良一委員長
26日の日曜日はいよいよ高津区民祭です。全員の

参加･ご協力をお願いします｡今年度は車椅子募金を
行います。又、献品がまだの方は､今からでも遅くあ
りませんのでよろしくお願いします。

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 14 15,000 47,000 336,000 13.99%

米山奨学会 12 13,000 46,000 560,000 8.21%

ﾆｺﾆｺBOX 17 19,000 84,000 1,000,000 8.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 10 14,000 58,000

7月16日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢第1回ｸﾗﾌﾞ協議会｣

■開会の言葉 飯尾光正副会長
第1回のｸﾗﾌﾞ協議会なので各委員長さんは今年度の

計画･目標を､活発なご意見と共に発表していただきた
いと思います。



■会長挨拶 福住亮雄会長
今年､我々ｸﾗﾌﾞのﾃｰﾏは『まず行動､そして誇りを持
とう!』という事ですが､細谷幹事が､｢まず行動｣とい
う言葉を提案しまして､私は行動と同時に､ﾛｰﾀﾘｱﾝとし
ての誇りを持って､そして色々な新入会員を勧誘する
時にも誇りを持って話に行けば良いのではと思い､
『誇りを持とう！』を付け加えました。
今年は会員がこれだけ少なければｸﾗﾌﾞとしての活力
も湧いて来ませんので､是が非でも増やして頂きたい
と思います。そのためにはみんなで知恵を出し合って
色々な情報提供して頂きたいと思います。
次に来年の5月に25周年の記念行事があります。第
１回の理事会で実行委員長・副委員長が決まりました
ので､実行委員長は色々大変だと思いますが､来年の5
月に向けての色々な案を出して頂きたいと思います。
■幹事 細谷和彦幹事
お陰様で本日第3回の例会をする事ができました。
表敬訪問も川崎西RC･川崎稲生RC･川崎高津南RCと伺い
ました｡福住会長は非常にｽﾑｰｽﾞなご挨拶で全く心配な
いと思っております｡高津区民祭にも率先して参加し
て頂けるとのことですので､非常に格調あるｸﾗﾌﾞに仕
上がっていくと思っております。現在28名ということ
で委員長等になって頂く時にも皆さんにご不満もあっ
たと思いますが､ﾛｰﾀﾘｰの友情に免じてご勘弁を頂きた
い。又､被選理事会の時に承認を頂いておりましたが､
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾎﾞｯｸｽという､本会計に直接使えるというもの
が出来まして､そちらも更なるご協力をよろしくお願
いします。
■会場監督･25周年実行委員会 杉崎晴男委員長
会場監督ですが､食事に関して無駄のないようにや
っていきたいと思います｡それと本年度は夜会だけで
も喫煙席を設けたいと思います。
また25周年に関しましてはある程度の形が出来た段
階で皆様にご報告させて頂きます。またその間に皆様
にご協力をお願いに個々伺いますので､どうぞその節
は気持ちよくお受けをお願いします。
■会計 茅根正之委員長
今年度は前年度より3人会員が減り､約100万近くの
金額が入らないのでそれを今期始まったﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾎﾞｯｸｽ
で補おうと思っています。今年頑張って皆様のご協力
をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。
■副会長 飯尾光正副会長
会長の補佐役として微力ながらお役に立ちたいと存
じますので会員皆様のご支援とご協力をお願い申し上
げます。ここ数年例会に来て感じるのですが各委員会
が機能していない様な気がします。というのも、委員
長だけが一人で委員会をやってしまう状況なので、早
急に各委員長は委員会を開いて､委員長の方針をみん
なに認識して頂き､そしてみんなでｸﾗﾌﾞを回していく
ようにして頂きたいです。
■出席委員会 中田俊彦委員長
今年度のﾃｰﾏ『まず行動､そして誇りを持とう！』と
いうことで､まず出席して行動して頂きたいと言う事
と､出席をしてｸﾗﾌﾞの誇りを持って頂きたいと思いま
す。欠席の方は是非ﾒｰｸｱｯﾌﾟして頂きまして､出席率の
向上を図って頂ければと思います。副会長にご許可を
頂きまして､家庭集会のｸﾞﾙｰﾌﾟ毎で1回ﾒｰｸｱｯﾌﾟｷｬﾗﾊﾞﾝ
を早速実施して頂ければと思います。
■親睦活動委員会 相馬 元委員長
25年間川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが築き上げてきた会員相
互の親睦を更に深めるｸﾗﾌﾞの活性･発展になるような
活動を､委員の皆さんと共に､何か企画して活動してい
きたいと思います｡予算もないので､親睦活動は『明る
く！元気良く！』をﾓｯﾄｰにします｡明るく元気良くは
ﾀﾀﾞなので､これで皆さん仲良く親睦を図っていきたい
と思いますので､ご協力よろしくお願い致します。

■ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 持田裕弘委員長
皆さんに予定表を作りましたので､ご検討頂きお願

いしたいと存じます。外部の卓話も皆様からご紹介い
ただければ大変ありがたいです。これは一応案ですの
で､出来るだけこれに沿って計画頂きますと幹事の方
の運営が大変楽だろうと思います｡また月間には卓話
者を推薦して下さい。本人でも結構です。日程･時間
をご確認の上､決定しましたら､ご連絡ください。
変更の場合もお願いします。事務局又は私の店にFAX
して頂けると幹事に連絡取りますのでよろしくお願い
致します。
■ｸﾗﾌﾞ会報委員会 石川演慶委員長
委員4名で順番に会報を担当していく形でやらせて

いただきます。ご承知のように会報は､会の運営を内
部及び対外的に発表する非常に重要な使命を負ってい
ますので､欠かすことなくきちんと発行していきたい
と思っております。又､この費用を削減したいと思っ
ております。一つの方法はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを設け､会報を掲
載することで印刷代が浮きますので皆様のご賛同を得
ながら何とか私の年度に実現したいと考えています。
■雑誌･広報委員会 相馬 元委員長
雑誌･広報は、常日頃からお話が出ていると思いま

すが､ぜひ｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣の購読をお願いします。これは
ﾛｰﾀﾘｱﾝの義務なので､必ず読んで頂きたい。委員の中
田さんと交互で第１例会の時に時間を頂いて紙面の紹
介を行いたいと思います。
広報の方は､地域の方々にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを理解して頂く

為に多摩川新聞とﾀｳﾝﾆｭｰｽ等でPR活動を行いたいと思
います。又、区民祭や献血運動など社会奉仕の方と地
域の方々に奉仕活動をする場合に簡単なPRを広報で考
えていきたいので､その時はご協力よろしくお願いし
ます。
■会長ｴﾚｸﾄ 三富末雄会員
私も入会して9年ですけれども勉強不足で組織がど

うなっているか､期首資料を見たら会長ｴﾚｸﾄは会員増
強・退会防止委員会とﾛｰﾀﾘｰ情報委員会の担当をやる
ことになっておりますので､ｸﾗﾌﾞ奉仕部門―2の司会と
いうことでよろしくお願いします。
■会員増強・退会防止委員会 菊池委員長
会員増強・退会防止はｸﾗﾌﾞの存続のために重大な最

大の課題で御座います。今年は創立25周年という節目
の年なので､会員増強元年ということで皆様の力を借
り､会員を増やしたいと思います。前回の例会に入会
推薦書を配布させて頂きましたが､是非これを早めに
お願い致します。又､皆さんのご紹介がなければ私一
人で委員会は何もできませんので1日も早く新会員を
入会させていきたいと思っております。
そして家庭集会には会員増強･退会防止と言うことで
大いに議論していただきたいと思います。また退会
者の方へ再度入会のご案内もしたいと思っております
ので､よろしくお願いします。
■ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 田中 薫委員長
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会は､ﾛｰﾀﾘｰはどういうものかという

事を新入会員に教えていく役目なので､是非私も協力
しながら新入会員を増やしていきたいと考えておりま
すので､よろしくお願いいたします。
■職業奉仕委員会 本藤光隆委員長
（細谷幹事期首資料代読）
職業奉仕はﾛｰﾀﾘｰの根幹です｡会員の減少､新会員の

増強に悩む今日､ﾛｰﾀﾘｰにいることの魅力は何だったか
を再度熟考する必要があるように思います。会員にと
って魅力あるﾛｰﾀﾘｰとは何か､それを考えるにあたって
は、やはりﾛｰﾀﾘｰの基本である職業奉仕の観点から考
える必要があると思います｡何らかの形でそれが実現
できればと考えています。



■社会奉仕委員会 鈴木良一委員長

私も入会2年足らずと言うことで､何をどうして行け

ばよいのか分からない状態です。目前の高津区民祭を

どうすればよいかというのが本音ですが､地区の地区

活動に奉仕するのは､ﾛｰﾀﾘｰの根幹ではないかと感じて

います。先ほど飯尾副会長から委員のみんなと相談し

協力し合いながらやらないと駄目だと言うお言葉を頂

きましたので､委員の皆様､ご協力を頂きたいと思って

おります。今後１年間には区民祭を始めとして､花火

大会･防災訓練･養護学校の慰問･献血運動･美化活動等

々が御座います。社会奉仕と言うのは､私だけとか社

会奉仕の委員だけが頑張れば何とかなるものではない

ので皆様方のご協力をよろしくお願いします。

■国際奉仕委員会 本間信治委員長

本年度で国際奉仕2回目で､まだ何も考えていないの

ですけれど､とりあえず米山とﾛｰﾀﾘｰ財団を一生懸命協

力致します｡それとどなたかが国際大会へ行って頂け

るようお願いしたいと思います｡また去年上海に行け

なかったので､それをもう1回実現したいと思っていま

す。1年間よろしくお願いします。

■米山記念奨学会 三家 護委員長

米山奨学委員長を仰せつかりました三家です。副委

員長に菊池会員､委員に本間会員です。重々たる方の

副委員長・委員なので､万々たるものだと思います。

米山記念奨学会は民間で最大の奨学制度です｡今ま

でこれだけの実績があるので､これからも皆さんのご

協力を頂いて継続しなくてはならないものだと思って

います｡これは100％寄付金で運営されているので本年

も引き続きご支援ご協力をお願いします。

■新世代育成委員会 中村資敬委員長(細谷幹事代読)

これからの時代､ﾛｰﾀﾘｰの将来を担う新世代育成はと

ても大事なことです｡四大奉仕と共に重要な活動の一

つでもあります。本年度も当ｸﾗﾌﾞで毎年実施している

小学校での防災訓練､養護学校の慰問を社会奉仕､職業

奉仕との連携の下､実施し､ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの存在､活動を少

しでも多くの若い人に理解して頂けたらと思います｡

■ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 福嶋 徹委員長

■ﾆｺﾆｺBX委員会 森 正一委員長

■家庭集会 飯尾光正委員長

■米山カウンセラー 福嶋 徹委員長

※お詫び

このたびｸﾗﾌﾞ協議会にて大変貴重なそして活発な議

論が交わされたのですが､会場の録音ﾃｰﾌﾟが１時間を

超えてしまい､皆様の大事な議事録が途中から録音で

きなかった為､後半部分を掲載することができません

でした。謹んでお詫び申し上げます。


