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福住 亮雄会長 「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」
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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４５回 例 会 記 録
6月は｢親睦活動月間｣です｡
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発行日 ： 平成 22年 6月 24日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢次年度練習例会｣
◆次週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢最終例会」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様(順不同)
小川湧三様(川崎鷺沼RC)
お世話になります｡
＊RC会員(敬称略､順不同)
福住亮雄 皆様､一年間ありがとうございました｡
菊池幸治 6月16日ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟに参加の皆様､ごくろうさ
までした。
石川演慶 昨日は当ｸﾗﾌﾞのｺﾞﾙﾌ同好会で久方振りに優
勝致しました｡
三富末雄 練習例会､よろしくお願いします｡
相馬 元 本日は練習の機会を頂き､ありがとうござい
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 5 80.77%

前々回 28 26 7 6月3日分 7 100.00%

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：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 13 14,000 441,000 336,000 131.25%

米山奨学会 14 16,000 418,000 560,000 74.64%

ﾆｺﾆｺBOX 15 20,000 810,000 1,000,000 81.00%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 14 20,000 553,500 450,000 123.00%

お客様

報告

◆会長報告
＊2010-11年度地区拡大増強ｾﾐﾅｰ開催の案内が届いて
おります。日時：7月6日(日)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｣
◆2010-11年度研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ交換(GSE)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ派遣ﾒﾝﾊﾞｰ
推薦依頼が届いております。
派遣地区：国際ﾛｰﾀﾘｰ第7750地区（米国､ｻｳｽｶﾛﾗｲﾅ州）
派遣期間：2011年4月23日～5月21日までの約1か月間
募集人員：4名(男女問わず) 締切：2010年7月末日
※応募資格など詳細は事務局までお問合せ下さい。

◆7月･8月のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
7月1日(木)12：30理事･役員挨拶 定例理事会

8日(木)12：30 委員長挨拶 第1回ｸﾗﾌﾞ協議会
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問

15日(木)12：30 卓話 高津養護学校 藤本 武校長
22日(木)18：00 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 夜間例会
25日(日)移動例会 高津区民祭 （荒天8/1）

8月5日(木)12：30 卓話
会員増強退会防止委員会担当 定例理事会

12日(木)休会
21日(土)移動例会 多摩川花火大会（荒天22日）
26日(木)18：00 親睦委員会担当 納涼家族会

◆幹事報告
＊第59回高津区社会を｢明るくする運動｣実施結果報告
書が届いております。お目通し下さい｡
◆近隣クラブ例会変更のお知らせ
＊ 川崎麻生RC:6月25日(金)例会場変更

百合丘ｶﾝﾄﾘｰ俱楽部→ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ
＊ 川崎鷺沼RC:6月30日(水)18:30～

最終例会（夜間例会）
◆ 事務所移転のお知らせ
川崎中原RC 新事務所 6月25日移転 28日より業務開始
〒211-0063 川崎市中原区小杉3丁目70-4

ﾎｰﾕｳﾊﾟﾚｽ武蔵小杉104号
TEL 044-722-7282（変更なし）
FAX 044-722-0066（変更なし）

※また第2例会を早朝例会とします。
例会場：ｼﾞｮﾅｻﾝ武蔵中原店 7:30～

第1.3.4.5例会は変更なし ﾎﾃﾙ｢精養軒｣12:30～
◆ 諸事お知らせ
＊次週6月24日(木)は最終例会（夜間例会）です。
ご夫人､ご家族の皆様のご参加をお待ち致しており
ます。

小川 湧三様（川崎鷺沼RC）



6月17日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢次年度練習例会」退任挨拶

＊開会宣言 三富末雄 ｴﾚｸﾄ
皆様今日は、大変緊張しております。

それでは本年度45回通算1196回の例会を開会致します。
1.米山ｶｳﾝｾﾗ- 福嶋徹 ｶｳﾝｾﾗｰ

米山ｶｳﾝｾﾗｰの福嶋です｡来年も継続しますので継続の
挨拶となります｡来年度も宜しくお願い致します。
2.ﾆｺﾆｺBOX委員会 森 正一 委員長

先週時点で達成率が79％79万円でした。皆様のご協力
のお陰であると感謝しております。
3.米山記念奨学会委員会 三家 護 委員長
本年度は残り１回となりますが、全く目標に達してお
りません。皆様のご事情もあるかと思いますが、事業の
意義をご理解願い宜しくご協力願います。
4.ﾛ-ﾀﾘｰ財団委員会 福嶋 徹 委員長
皆様､今度は財団の委員長として挨拶致します。数字だ
けを見ますと非常に良い数字をなっております。来年度
も宜しくお願い致します。
5.ﾛ-ﾀﾘｰ情報委員会 細谷和彦 副委員長
今年度は森山会員と大橋会員が入会致しました。皆様
に感謝を申し上げて挨拶とさせて頂きます。
6.会員増強･退会防止委員会 出席委員会

中田俊彦 出席委員会委員長
菊池委員長が欠席の為､出席と会員増強･退会防止委員

会を纏めて報告致します。本年皆のご協力により新会員
が２名入会致しました。会の活力を維持する為には、
新会員の入会が必要ですので、来年度も宜しくご協力を
お願い致します。
7.雑誌・広報委員会 相馬 元 委員長
25周年記念事業が多摩川新聞に大きく掲載されました｡

8.ｸﾗﾌﾞ会報委員会 石川演慶 委員長
本日の例会は45回目となりますが､皆様のご協力によ

り休刊する事なく週報を発行して参りました｡有難うご
ざいました。又当初の計画でありましたｲﾝﾀ-ﾈｯﾄのｳｪﾌﾞ
に載せる計画は､細谷幹事が当ｸﾗﾌﾞのﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞの土台を
作りましたので昨日44回までの週報を載せる事ができま
した｡来年度も作業についての打ち合わせを行ない､継続
して行く事が良いと思います。
9.ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 持田裕弘 委員長
1年間大変お世話になりました｡次年度もお引き受けす

る事になりましたので宜しくお願い致します。
10.親睦活動委員会 相馬 元 委員長
少ない予算の中､皆様のご協力を得て親睦が深まる企

画が出来たと思っています。私自身は入会して4年とな
りますが､親睦活動をする事なく自然に親睦が深まり、
良いｸﾗﾌﾞであると考えております｡有難う御座いました｡
11.出席委員長 中田俊彦 委員長
出席率が悪い私が委員長を仰せつかりました。色々出

席率を上げるのは難しいと思いましたが､前々回の出席
率が100％となり嬉しいです。
12.国際ﾛ-ﾀﾘｰ第2590地区役員・委員
a 地区職業奉仕委員会 中田俊彦 委員

本年度職業奉仕の委員でしたが次年度は副委員長とい
う立場で地区に出向します｡宜しくお願い致します。
b.地区拡大・増強委員会 石川演慶 委員

委員長の小川さんが5月急に逝去されました｡会員皆様
に於かれては､健康に留意してﾛｰﾀﾘｰ活動を専念して頂き
たいと思います。又地区の会員数の増強状況は後日報告
されて頂きます。
13.新世代育成委員会 中村資敬 委員長
高津養護学校への訪問等1年間ご協力有難う御座いま

した。
14.国際奉仕委員長 本間信治 委員長
皆様こんにちは。声に張りがないと言われますが､

元気一杯です。ﾛ-ﾀﾘｰの国際大会はもう時間的に参加は
無理ですが、前向きに頑張ります。

15.社会奉仕委員会 鈴木良一 委員長
社会奉仕は、頭脳より体力の提供が多いのですが、

皆様ご協力有難う御座いました｡次年度は杉崎委員長
の下で引き続き体力を提供して行きたいと思います。

※時間が参りましたので、残りの委員長に置かれては
次回と致します。


