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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

　福住　亮雄会長　「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

」

2009～2010

クラブ年度テーマ『まず行動､そして誇りを持とう！』

Ｗｅｅｋｌｙ　Ｒｅｐｏｒｔ

第４１回　例 会 記 録
通　算　：　第　1192号

例会日　：　平成　22年 5月 20日

発行日　：　平成　22年 5月 26日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢創立25周年記念例会｣

◆次週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢親睦移動例会」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

　本日は周年行事のためﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞはござい

ません｡次回にご協力をお願い致します｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 28 26 0 100.00%

前々回 28 26 9 4月24日分 2 73.08%

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：石川演慶

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 405,000 336,000 120.54%

米山記念奨学会 379,000 560,000 67.68%

ﾆｺﾆｺBOX 692,000 1,000,000 69.20%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 505,500

お客様

報告
◆会長報告

＊2009-10年度国際ﾛｰﾀﾘｰｼﾞｮﾝ･ｹﾆｰ会長より当ｸﾗﾌﾞ創立25周年
記念例会に対しお祝いの言葉が届いています。

「この度貴ｸﾗﾌﾞが25周年を迎えられます事を心よりお祝い申
し上げます。今から25年前､地域社会へ奉仕するというﾛ
ｰﾀﾘｰの理想を尊び､これに賛同した貴ｸﾗﾌﾞの創立会員が､
川崎市高津区にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの基礎を築かれました。(中略
)貴ｸﾗﾌﾞの歴史における重要な節目を祝うと同時に皆様
一人ひとりがﾛｰﾀﾘｰを支えていることを思い起こして下
さい｡常に誇りを持って決断し行動して下さい｡私たちの
ﾛｰﾀﾘｰの未来を決定するのは皆様の日々の選択にかかっ
ています｡この組織の力を委ねられるのは会員の皆様を
除いて他には考えられませんまさに｢ﾛｰﾀﾘｰの未来はあな
たの手の中に｣あるのです｣

◆幹事報告
◆近隣クラブ例会変更のお知らせ
＊ 川崎南RC:６月１日(火)休会
＊ 横浜東RC:６月４日(金)18:00～移動例会｢ｽﾀｰﾗｲﾄ」
＊ 川崎高津南RC:6月7日(月)を12日(土)に変更　

　献血運動 溝口駅前　東急ｽﾄｱ&ｷﾗﾘﾃﾞｯｷ

阿部孝夫様(川崎市長) 船橋兵悟様(川崎市高津区長)
千葉　明様(高津警察署 副署長)佐久間真一様(高津
消防署長)三田久夫様(高津消防団団長)金井則夫様(川
崎市教育委員会教育長) 飯島慎一郎様(高津青年会議
理事長) 塚田芳文様(高津青年会議幹事長)
野坂　定様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､横浜中RC）
鈴木清次様(特別代表･第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､川崎西RC)
斉藤二郎様(拡大補佐･第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､川崎西RC
川野正久様(第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ､川崎北RC）
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）北村善市様･大塚正一様(川崎北RC 副会長･幹事)
田中孝司様･金長敏夫様(川崎南RC 会長･幹事)
青木松枝様･後藤雅晴様(川崎中央RC 会長･副会長)
赤津武雄様･野口泰郎様(川崎西RC 会長･幹事)
古谷欣治様･吉田昌弘様(川崎多摩RC 会長･幹事)
田内三和様･安藤志子様(川崎百合丘RC 会長･幹事)
上原謙一様･中村一郎様(川崎稲生RC 会長･幹事)
大野 勉様･鈴木眞一様(川崎麻生RC 会長･幹事)
大友憲子様･森 克己様(川崎高津南RC 会長･幹事)
阿部直昭様(ﾎﾃﾙKSP 社長室室長)田中 潤様･吉野 稔様
(株)ﾄｰｼﾝ取締役営業部長･取締役制作部長)山田裕男様
(多摩川新聞社代表取締役)柏木靖男様(千年町内会会長)
川崎西RCの皆様 34人 川崎高津南RCの皆様 11人
千葉ﾔｴ子様 三富瑶子様 本藤伊都子様 持田静江様
細谷やよい様 中田節子様 飯尾智子様 志村眞佐子様
石川佳代様 相馬順子様 茅根啓子様 杉崎里美様
菊池昭子様 田名網真弓様 田名網康代様
包海笑様(米山記念奨学生)　　　　　　　　以上 125名

＊新川崎RC:6月9日(水)～10日(木)親睦移動例会　
熱海網代温泉｢みずの｣

＊川崎多摩RC:6月10日(木)18:30～　夜間例会に変更
◆ 諸事お知らせ
＊本日5月20日(木)は創立25周年記念例会です。
＊次週5月26日(水)は横浜ﾍﾞｲｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙにて親睦移動

例会です。



5月20日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢創立25周年記念例会」

　

　　

例会並びに創立25周年式典次第
　　　　　　例 会 ・ 式 典
　　　　　　　　　　　2010年5月20日(木)16:00～
　　　　　　　　　　　会場 ホテルKSP

登録 15:00～16:00
開会告知 　　　　　　　　　　　　　　 司会 本間信治
開会宣言･点鐘　　16:00　　　　　　 会長 福住亮雄 国

家斉唱 16:03
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 　　　　 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 中村資敬 物

故会員に対し黙祷 会長 福住亮雄
歓迎の挨拶 16:08          実行委員長 杉崎晴男
来賓紹介 16:13                     杉崎晴男
会長挨拶 16:20 会長 福住亮雄
来賓祝辞 16:25          川崎市長 阿部孝夫殿
来賓祝辞 16:30 第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 野坂 定殿
来賓祝辞 16:35 特別代表ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 鈴木清次殿
来賓祝辞 16:40 拡大補佐ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 斉藤二郎殿
来賓祝辞 　　　　16:45 川崎西RC会長 　　　赤津武雄殿
記念事業発表 　　16:48 記念事業委員長 　　 森 正一
目録贈呈 16:51 橘樹郡衙石碑 会長 福住亮雄
　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 競技用ﾎｰｽ
　　　　　　　　　　　 ﾛｰﾀﾘｰ財団
　　　　　　　　　　　 米山記念奨学会
感謝状の贈呈 　　17:08 ﾎﾃﾙKSP殿 　　 　会長 福住亮雄

株式会社ﾄｰｼﾝ殿
　　　　　　　　　　　 事務局 小野恵子殿
閉会宣言･点鐘　 17:10                会長 福住亮雄 諸

事お知らせ 幹事 細谷和彦

懇 親 会
開会告知 17:19 鈴木良一 開会

の挨拶 17:20 飯尾光正 来賓
祝辞 17:23 第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 川野正久殿 来
賓祝辞 　　　17:26 　　　　　　高津区長 船橋兵悟殿
乾 杯 　　　17:29 　　　　　　　拡大補佐 持田裕弘
食 事　　　 17:30

ｱﾄﾗｸｼｮﾝ　 桑江 知子
　Profile 『私のﾊｰﾄはｽﾄｯﾌﾟﾓｰｼｮﾝ』で ﾃﾞﾋﾞｭｰ。
　　　希有な歌唱力と驚異的なﾋｯﾄで日本ﾚｺｰﾄﾞ大賞新人賞　
　　　など22の賞を受賞｡その後も宇宙戦艦ﾔﾏﾄ完結編の挿　
　　　入歌『二つの愛』､TV朝日｢ﾄｩﾅｲﾄ」のEDﾃｰﾏ『黄昏を　　
　　　ﾜｲﾝに染めて』を発表。　　　　　　　 森 正一 ﾛｰﾀ

ﾘｰｿﾝｸﾞ (手に手つないで)　　　 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 中村 資敬 閉
会の言葉 　　　　　　　　　　 副実行委員長 田中 薫


