
KAWASAKI TAKATSU　R.C.

　R.I.会長
　John Kenny

2009～2010年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ･ﾃｰﾏ

『ﾛｰﾀﾘｰの未来は
　あなたの手の中に』

第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ　川崎高津ロータリークラブ

事務局：〒213-0041川崎市高津区溝口2-14-1むらたビル３F

例会場：ホテルKSP　TEL 044-819-2211

例会日：毎週木曜日　12:30　/　毎月第4週　18:00

会　長：福住　亮雄

幹　事：細谷　和彦
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クラブ年度テーマ『まず行動､そして誇りを持とう！』
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第２０回　例 会 記 録
11月は「ロータリー財団月間」です｡

通　算　：　第　１１７１　号

例会日　：　平成　21年 11月19日

発行日　：　平成　21年 11月26日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢第3回ｸﾗﾌﾞ協議会」

◆次週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「卓話」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊RC会員(敬称略)

福住亮雄　本間さん､無事の帰還おめでとう！これか

らは禁煙頑張ってください｡

三家　護　11月25日に小生の所属する高津区交通部長

会が県警より交通安全功労者表彰を授彰する事になり

ました｡

杉崎晴男　創立25周年実行委員会がいよいよｽﾀｰﾄ致し

ました｡宜しくご協力の程お願い致します｡

本間信治　ご無沙汰しました。

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

報告

◆会長報告
＊ 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 野坂定ｶﾞﾊﾞﾅｰより11月6日7
日に行われた地区大会開催にあたり､当ｸﾗﾌﾞからの登
録と参加､および協力に対して礼状が届いています。
＊ 第2590地区 地区大会の際に長寿会員のお祝いの
　品が届いておりますのでご報告いたします。
　持田保雄会員　古屋光克会員　千葉良平会員　　
　おめでとうございます。
＊ 米山奨学生・学友　年末ﾊﾟｰﾃｨ開催の案内が届い
ております。
　日時：12月5日(土)18:00～20:00
　場所：ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
　会費：10,000円　　申込期限：11月25日(水)
◆ 理事会報告
1.12月のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
12月 3日(木)年次総会　定例理事会
　　10日(木)大橋健治会員入会卓話 米山委員長卓話

17日(木)年末家族会　ﾎﾃﾙKSP
24日(木)休会　　　31日(木)休会

2.献血運動 2010年4月24日(土)10:00～16:00
3.2010年2月17日(木)を18日(金)に移動例会　

川崎西RCの例会に参加
◆幹事報告
◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎宮前RC:12月15日(火)18:00～移動例会　

新横浜ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
＊川崎稲生RC:12月18日(金)を19日(土)に変更　

年末家族会ﾃﾞｨﾅｰｸﾙｰｽﾞ 12月25日(金)休会
＊川崎鷺沼RC:12月16日(水)移動例会　

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 12月23日(水)休会
＊川崎高津南RC:12月21日(月)18:30～通常例会を

夜間例会に変更 年末家族会　ﾎﾃﾙKSP
◆諸事お知らせ
＊次回11月26日(木)は夜間例会です。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは高津
　
　警察署交通課 雨宮範雄様の卓話です。

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 12 12,000 206,000 336,000 61.31%

米山奨学会 11 11,000 190,000 560,000 33.93%

ﾆｺﾆｺBOX 15 17,000 392,000 1,000,000 39.20%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 8 10,000 236,500

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 30 26 4 84.62%

前々回 30 26 7 11月5日分 3 84.62%



11月19日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢第3回ｸﾗﾌﾞ協議会」

■開会の言葉　　　　　　　　　　 飯尾 光正副会長
　これより第3回目のｸﾗﾌﾞ協議会を開会します.今年も
5ヶ月が過ぎようとしていますが､今迄の活動報告と､
今後の活動計画並びに活発な意見をお願いします。
■会長挨拶　　　　　　　　　　　　福住 亮雄会長
　ここ数ヶ月の報告を致します｡まずｶﾞﾊﾞﾅｰの公式訪
問が終わりﾎｯとしました｡次に大橋・森山会員の新入
会員を迎える事が出来ました｡2人のこれからの活躍を
期待します｡10月29日にはｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑとして六本木ﾋﾙｽﾞ
で楽しく和気藹々と開催しました。
　10月11日ﾌﾞﾗｼﾞﾙのGSEのﾒﾝﾊﾞｰ5人が日本に来ました｡
このうちの１人を10日間ほど我ｸﾗﾌﾞで預かりました。
彼らは30日の活動を無事終え､11月9日にお別れﾊﾟｰﾃｨ
があり､私が出席して参りました。(会長が預かられ、
お世話をして下さいました｡）
　11月6日7日には地区大会があり､多数の参加があり
ご苦労様でした。11月11日に3回目の会長幹事会が行
われたので幹事と参加しました。12日には第1回目の
25周年記念実行委員会が開かれたので参加しました。
詳しくは実行委員長よりあります。
これからも会員増強には協力をお願いいたします。
■幹 事　　　　　　　　　　　　　　細谷 和彦幹事
　大橋新会員は所属が親睦委員会となりました。よろ
しくお願いいたします。次にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会と出席委
員会には連絡の手違いが有りまして､ご迷惑をお掛け
しました。
　地区大会には22人の登録がありました｡当ｸﾗﾌﾞで3人
の長寿祝（持田保雄会員・古屋光克会員・千葉良平会
員）等色々な賞が出ていますので､お目通し下さい｡
■SAA　25周年実行委員会　　　　　　 杉崎 晴男SAA
　食事の量もほぼうまく､また会の方もｽﾑｰｽﾞに運営さ
れているのではないかと思います。次に25周年記念実
行委員会より皆様に2枚のﾘｰﾌﾚｯﾄをお配りしました。
この様に各組織と会員配置を決めました｡これから2回
3回と委員会を進めて行きますので皆様の協力をよろ
しくお願いします
■会 計　　　　　　　　　　　　　 茅根 正之会計
　順調に会費も徴収しています｡またﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾎﾞｯｸｽも
協力していただいています。
■ｸﾗﾌﾞ奉仕部門　　　　　　　　　 飯尾 光正副会長
　ｸﾗﾌﾞ奉仕部門はｸﾗﾌﾞを活性させると言う事で新入会
員の増強と会員相互の親睦をはかり､退会防止を図る
ことです。我がｸﾗﾌﾞは2人の増強を得て優秀と思って
います。家庭集会が10月27日KSP､11月5日桂林で和や
かに行われました。
■出席委員会　　　　　　　　　 　中田 俊彦委員長
　出席率は会の実働に影響し､出席の低下はｸﾗﾌﾞに問
題を起こします｡これからも協力をお願いします。
この出席率はﾛｰﾀﾘｰの友並びにｶﾞﾊﾞﾅｰﾏﾝｽﾘｰにも載って
いますのでぜひ見てください。
■親睦委員会　　　　　　　　　　　相馬 元委員長
　大橋委員を迎え委員会の平均年齢もぐっと若くなり
ました。会長のご好意により8月27日納涼家族会が盛
大に行われました。年末家族会は12月17日にKSPで行
われます。ｼﾞｬｽﾞの演奏と楽しいｵｰｸｼｮﾝが有りますの
で多数の参加をお願いします。春には花見･夫人ﾃﾞｰ、
5月には周年行事次の週に移動例会を考えています。
■ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会　　　　　　　　　持田 裕弘委員長
11月26日夜間例会の日に､高津警察の交通関係(雨宮

様)の方の卓話があります。少しﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが変更になっ
た所がありますのでよろしく。大蓮寺の副住職に卓話
をお願いしましたのでｽｹｼﾞｭｰﾙを組んでください。

■ｸﾗﾌﾞ会報委員会　　　　　　　 　石川 演慶委員長
　
　会報は記録を残し､それを会報として発行､これから
も途切れなくしっかり発行して行こうと思います。
また本年度中にｳｪﾌﾞ上に載せる事を検討しています。
■雑誌･広報委員会　 相馬 元委員長
　ﾛｰﾀﾘｰの友を読んで下さい。社会奉仕委員会等の行
事には雑誌への投稿をお願いします。
■ｸﾗﾌﾞ奉仕　　　　　　　　　　　 三富 末雄 ｴﾚｸﾄ
　新入会員の大いなる活躍をお願いします｡
■会員増強・退会防止委員会 　菊池 幸治委員長
　大橋・森山委員にお仲間になっていただきました｡
これから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
　森山・大橋委員に入会していただきました。
10月9日･22日にﾛｰﾀﾘｰの勉強会をいたしました。
これからも頑張って行かれる事を期待します。
■職業奉仕委員会 　本藤 光隆委員長
　来年2月3日(水)社会奉仕委員会と共同で防災訓練を
行いますのでよろしく｡
■社会奉仕委員会　 鈴木 良一委員長
　本日　車椅子を2台購入して高津社会福祉協議会に
寄付してきます。次に2月3日職業奉仕と防災訓練を行
います、新入会員の２人には特に参加をお願します。
■国際奉仕委員会　 本間 信治委員長
■米山奨学会委員会　 三家 護委員長
　会報にも協力度合いが載っていますが､いまいちで
す。これからもよろしく。
■ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　 福嶋 徹委員長
　11月5日に川崎西ﾛｰﾀﾘｰの斉藤二郎様・越水詞郎様に
卓話をお願いして財団月間の役目を果たしました。
　なお、財団への寄付はこれからもよろしくお願いし
ます。
■新世代育成委員会 中村 資敬委員長
　5月に養護学校の慰問が有りますのでご協力を宜し
くお願いします。
■ﾆｺﾆｺBOX委員会　 森 正一委員長
　協力のﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞが少々低いように思えます。更な
る協力をお願いします。
■米山ｶｳﾝｾﾗｰ　 福嶋 徹ｶｳﾝｾﾗｰ
　奨学生の包君の就職活動もうまく行っているようで
す。来週福嶋は休会しますので皆様で包君を面倒見て
ください。
■森山圭介委員
　徐々に会員の皆様の顔を覚え始めました。
■大橋健治委員
　いろいろな委員会が一生懸命に頑張っているのだと
感じました。
■閉会の言葉　　　　　　　　　　 三富 末雄 ｴﾚｸﾄ
　2ヶ月後次のｸﾗﾌﾞ協議会が行われますのでよろしく
お願いします。これで終わります｡
本日指名委員会が終了後に開催されますので参加をお
願いします。


