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第９回 例 会 記 録
通 算 ： 第 １１６０ 号
例会日 ： 平成 21年 9月 3日
発行日 ： 平成 21年 9月 10日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「第2回ｸﾗﾌﾞ協議会」
◆次週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢早朝供養例会」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様(順不同)
野島敏昭様(第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎百
合丘RC) ｸﾗﾌﾞ協議会宜しくお願いします。
今村嘉男様(第2590地区地区大会ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ､横浜中RC)
本日は地区大会のご案内で参上いたしました｡
ぜひ皆様のご参加をお願いします｡
＊RC会員(敬称略）
福住亮雄 本日は野島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えしての第
2回ｸﾗﾌﾞ協議会が開かれます｡どうぞ皆様宜しくご協力
下さい。
細谷和彦 野島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､本日ご指導有難うござい
ます。
千葉良平 先週は楽しい例会でした｡又よろしくお願
いします。
三家護 先日は福住会長お世話様でした。

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 28 24 8 8月22日分 4 83.33%

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：福嶋 徹

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 11 11,000 96,000 336,000 28.57%

米山奨学会 9 9,000 90,000 560,000 16.07%

ﾆｺﾆｺBOX 15 22,000 215,000 1,000,000 21.50%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 10 12,000 114,500

報告

◆会長報告
＊第2590地区 地区大会開催の案内が届いています。

日時：11月7日(土)12:00登録開始 13:00点鐘
場所：神奈川県民ﾎｰﾙ 大ﾎｰﾙ 登録料：10,000円

＊地区大会 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 登録の案
内が届いております。

日時：11月6日(金)18:00～20:00
場所：ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ｢ﾍﾟﾘｰ来航の間」

＊地区大会「記念ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会」の案内が届いてお
ります。日時：10月19日(月)8:00ｽﾀｰﾄ

場所：磯子ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ 参加費：10,000円
＊地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ開催の案内が届いております。

日時：9月3日(木)15:00～17:30
場所：ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ ｿｼｱ21  4F「ｴﾄﾜｰﾙ」

＊ｸﾗﾌﾞ職業奉仕委員長会議開催の案内が届いています
日時：9月8日(火)15:00～17:00
場所：ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ ｿｼｱ21 4F「ｴﾄﾜｰﾙ」

＊第2590地区野坂定ｶﾞﾊﾞﾅｰより「兵庫県西･北部豪雨
災害義援金に対する協力依頼の件」が届いています。
会員一人当たり100円程度 9月18日(金)まで
＊第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰより「台風8号による台湾への災
害義援金に対する協力依頼の件が届いております。
会員一人当たり100円程度 9月15日(火)まで
◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊新川崎RC:9月16日(水)12:30～

夜間例会を通常例会に変更
＊川崎中央RC:9月21日(月)休会(祝日)
＊川崎南RC:9月22日(金)休会(祝日）
◆他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。（順不同）
☆ 川崎西RC ☆ 新川崎RC ☆ 川崎等々力RC
☆ 川崎中RC ☆ 川崎南RC ☆ 川崎中央RC ☆ 川崎RC

お客様

野島敏昭様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ
補佐､川崎百合丘RC)
今村嘉男様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区地区大会ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ､
横浜中RC)



9月3日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「第2回ｸﾗﾌﾞ協議会」

開会の言葉 飯尾光正副会長
これまでの2ヶ月の報告とこれからの計画の発表､さら
に野島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐にご意見をお願い致します｡
会長挨拶 福住亮雄会長
まず報告です｡お一人入会することになりました｡私自
身は区民祭･花火大会の参加は初めてでしたが､皆様の
活動･協力には驚き､感謝しています｡また先日の私宅で
の納涼家族会には大勢の参加有難うございます｡
これからは25周年記念に向かって実行委員の選定､ま
た次第の会議を持ちます｡
幹事 細谷和彦幹事
本年度は会員増強とｸﾗﾌﾞの財務関係に特に力を入れて
います｡本年度から設けたﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXも順調に推移して
います｡
会場監督･25周年記念実行委員会 杉崎晴男委員長
2ヶ月目ですが､食事の方も無駄がなく順調に行ってい
ます｡25周年記念実行委員会は組織図を作成中です｡
記念式典､記念事業､記念誌の発行の三本柱で進めてい
ます｡
会計･ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 茅根正之会計
本年から始まったﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXは順調に皆様の協力があ
り､本年度会計が心配なくなりました｡
出席委員会 中田俊彦委員長
出席率はｸﾗﾌﾞの充実度を表す目安になり､出席率の低
下はｸﾗﾌﾞの問題を示唆していると思います｡ｸﾗﾌﾞのため
にも出席をよろしくお願いすると共に､欠席の場合は
ﾒｰｷｬｯﾌﾟをお願いします｡
親睦活動委員会 相馬 元委員長
区民祭､花火大会､脳利用家族会には多大なご協力を
有難うございました｡これからもｸﾗﾌﾞの行事には友人･
知人等いろいろな方々に声を掛けて出席していただけ
れば会のPRにもなるし､活性化にもなり､会員増強にな
ると思います｡
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 持田裕弘委員長
順次ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが決まっておりますので､担当の委員の
方はよろしく｡卓話をお願いする以上､出席を良くする
ように､また会員増強に力を入れて会員を増やすことが
大事です｡

来賓挨拶

◆今村嘉男様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区地区大会ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ
横浜中RC)

11月6日(金)・7日(金)の2日間､県民ﾎｰﾙで地区大会
が行われます｡昨年は1日でしたが今年は元に戻りま
した｡｢基本に戻して理想を目指そう｡｣がﾃｰﾏです｡
ﾛｰﾀﾘｱﾝのﾛｰﾀﾘｱﾝによるﾛｰﾀﾘｱﾝの為の地区大会でﾛｰﾀ
ﾘｱﾝが楽しめる､そして役に立つ目的を組んでいます｡
1日目の貴重な記念講は演徳川常盛さん(18代宗家)に
よる｢江戸時代の平和庶民の知恵について｣､2日目は｢
国家品格｣の著者藤原雅彦さんの講演です｡2人とも｢
日本の心､日本のこれから｣と言う内容だと思います｡
是非全員の皆様の登録､ご出席を願いします｡
◆野島敏昭様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎百合丘RC)
本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問前のｸﾗﾌﾞ協議会に参加させ
て頂きました｡事前にお送り頂いた活動計画書に目を
通していますので要領よくやっていただければと思
っています。ｶﾞﾊﾞﾅｰ､もしくはｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐に対する質
問は後で受けますが､本日は福住年度の運営上のｸﾗﾌﾞ
協議会ですので当会としてのｸﾗﾌﾞ協議会を行って下
さい｡

ｸﾗﾌﾞ会報委員会 福嶋 徹副委員長

週報は遅滞することなく順調に発行しています｡
ｳｪﾌﾞ上に一般に広報する予定で経費削減に力を入れ

ています｡事務局の小野さんご苦労様です｡

これからはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに載せる準備をしています｡

雑誌･広報委員会 中田俊彦副委員長

昨年ﾛｰﾀﾘｰの友に2回ほど投稿しましたが､掲載され

ませんでした｡しかし今月号(9月号)に新世代月刊と

して昨年行った高津養護学校の人形劇の慰問が載っ

ています｡これからもどんどん投稿します｡

会員増強･退会防止委員会 菊池幸治委員長

新入会員が一人ありました｡今手続きをしていると

ころです｡こらからも更に会員増強に力を入れて欲し

いと思います｡
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 田中 薫委員長

新入会員が決まりそうですので､準備をしてﾛｰﾀﾘｰ

のことを指導したいと思います｡

野島敏昭ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

会長指針にある｢まず行動､そして誇りを持とう!｣

というﾃｰﾏでｽﾀｰﾄした訳でそれに皆様が一丸となって

行動している事は喜ばしいことです｡今年度は25周年

記念に当たるので会員増強に力を入れて欲しい｡

各部門はしっかりとやっておられると思います｡

職業奉仕委員会 本藤光隆委員長

これからの職業月間に石川ﾊﾟｽﾄ会長に卓話を依頼

しました｡また来年の防災教室についてはこれから理
事会で検討します｡

社会奉仕委員会 鈴木良一委員長

高津区民祭ならびに花火大会においては会員の絶

大なる協力に感謝しています｡社会奉仕は皆様が一丸

となって出来るものだと感じました｡

国際奉仕委員会 本間信治委員長

来年2月は国際奉仕月間ですので当ｸﾗﾌﾞの田名網会

員にお願いしました｡

米山記念奨学会委員会 三家護委員長

米山記念奨学会寄付は年間ひとり25,000円です｡

今の寄付状態では目標額に達しません｡もっと協力を

お願いします｡また会員を増やして頂きたいと思いま
す｡

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 福嶋 徹委員長

順調な協力有難うございます｡当ｸﾗﾌﾞ財団･地区･人

道的補助金を受ける為の行事を考えましたが会員数

が少なくなったので困難です｡

米山ｶｳﾝｾﾗｰ 福嶋 徹ｶｳﾝｾﾗｰ

米山記念奨学生の包くんからのﾒｯｾｰｼﾞです｡

｢皆様に勉強させていただき､感謝しています｡10月第

2週には卓話を致します｡｣

新世代育成委員会 中村資敬委員長

養護学校の慰問､小学校の防災訓練など他の委員会

と連携して進めたいと思います｡
ﾆｺﾆｺBOX委員会 森 正一委員長

会員の減少､今世の現状の割には順調に協力いただ

いています｡ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXの兼ね合いも考慮したいと思

います｡

野島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

当ｸﾗﾌﾞで行っている小学校の防災訓練や養護学校

の慰問など大変素晴らしい取り組みだと思います｡こ

れからも継続して行ってください｡

閉会の言葉 杉崎晴男SAA

例年になく活発なご意見有難うございました｡

個々の活動もこれから頑張って下さい｡野島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補

佐､貴重なｱﾄﾞﾊﾞｲｽをありがとうございました｡




