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2010～2011

クラブ年度テーマ

『地域に根ざした信頼されるロータリーを目指して』

Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

第１回 例 会 記 録
通 算 ： 第 １１９８ 号
例会日 ： 平成 22年 7月 1日
発行日 ： 平成 22年 7月 8日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢理事挨拶」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「理事･役員･委員長挨拶」

｢第1回ｸﾗﾌﾞ協議会」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様(順不同)
犬塚雅大様(横浜RC)川崎高津RCの皆様､本日はよろしく
お願いします｡
青木克眞様(川崎鷺沼RC 会長)お世話になります｡
今年1年､宜しくお願い致します｡
佐保田實様､筒井進様(川崎西RC 会長､幹事)
三富会長年度のｽﾀｰﾄ､おめでとうございます｡新年度の
ご挨拶にお伺い致しました｡お世話になります｡
長戸はるみ様､滝田司様(川崎高津南RC会長､幹事)
今年度初例会おめでとうございます｡1年間､宜しくお願
い致します｡
小川湧三様(川崎鷺沼RC)三富会長､初例会おめでとうご
ざいます｡
＊RC会員(敬称略､順不同）
三富末雄 いよいよ2010-11年度のｽﾀｰﾄです｡一年間宜
しくお願いします｡川崎西RC会長幹事様､川崎高津南RC
会長幹事様､川崎鷺沼RC会長様､ようこそいらっしゃい
ました｡一年間お互いにがんばりましょう｡
相馬 元 本日より三富年度が始まります｡一年間宜し
くお願いします｡
三家 護 本年も宜しくお願いします。
杉崎晴男 初例会を祝って！
福住亮雄 三富新年度のｽﾀｰﾄおめでとうございます｡
一年間､無理のない程度に頑張って下さい｡
本藤光隆 この一年の皆様の､特に三富会長のご健康を
お祈り申し上げます｡
青木功雄 三富会長をはじめ新年度の皆様、本年度も
宜しくお願い致します｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 5 80.00%

前々回 28 26 5 6月17日分 2 88.46%

クラブ会報委員会
福嶋 徹委員長 茅根正之副委員長
鈴木良一委員 大橋健治委員 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 16 18,000 18,000 300,000 6.00%

米山奨学会 15 17,000 17,000 540,000 3.15%

ﾆｺﾆｺBOX 22 47,000 47,000 1,000,000 4.70%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 18 36,000 36,000 540,000 6.67%

お客様

木槌・事務所鍵の引渡し

犬塚雅大様(横浜RC）
青木克眞様(川崎鷺沼RC会長)
小川湧三様(川崎鷺沼RC)
佐保田實様･筒井進様(川崎西RC会長･幹事)
長戸はるみ様･滝田司様(川崎高津南RC会長･幹事)

来賓挨拶
＊佐保田實様・筒井進様(川崎西RC会長・幹事様)
三富会長年度初めての例会にご挨拶に参りました。

7月1日(木)から早速例会が始まるのは珍しい事と思い
ます｡私達のｸﾗﾌﾞでは昨年10名程会員が減少し､本年度
は増強に力を入れ頑張りたいと思います｡また今年は45
周年記念式典が12月に行われますのでよろしくお願い
します。また地区大会の一環で ﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨを行うｺﾎｽﾄ
を担当していますので是非参加をお願いします｡三富年
度の益々の発展を祈念して挨拶に代えたいと思います｡
＊長戸はるみ様・滝田司様(川崎高津南RC 会長・幹事)
会長就任おめでとう御座います｡今月25日高津区祭が

開催されます｡高津RCはｺﾞﾙﾌ担当ですが私達のRCはﾁｬﾘﾃ
ｨｰ部会長を担当です｡ご協力宜しくお願いします｡
＊青木克眞様(川崎鷺沼RC会長)
鷺沼RCと高津RCは 兄弟ｸﾗﾌﾞで会場も一緒でさらに知

人も多く息子(功雄会員)も当ｸﾗﾌﾞに居ますので非常に
親近感を感じます。我々のRC会員数も減り､会の運営が
難しくなります｡これからお互いに協力・相談しながら
１年間やって行きたいと思います。

報告

◆会長報告
＊国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 地区ﾛｰﾀﾘｰ情報･広報･ITｾﾐﾅｰ
(含:規定審議会報告)開催の案内が届いております。

日時：7月20日(日)15:00～17:00
場所：ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 5F｢ｼﾞｭﾋﾞﾘｰⅡ」



7月1日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

＊国際ﾛｰﾀﾘｰ2010年規定審議会 決定報告書が届いてお

ります。お目通し下さい。

◆幹事報告

◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ

＊ 川崎鷺沼RC:7月21日(水)移動例会 東京湾ｼﾝﾌｫﾆｰﾃﾞｨ

ﾅｰｸﾙｰｽﾞ7月28日(水)8:00～ 早朝移動例会 「桂林」

◆ 諸事お知らせ

＊次週7月8日(木)は委員長挨拶､第1回ｸﾗﾌﾞ協議会です｡

期首資料をご持参下さい。

またｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐がおみえになります。会員全員の皆さ

まのご出席をお願いします。

＊本日例会後に第１回定例理事会が開催されます。

◆委員会報告

＊社会奉仕委員会 杉崎晴男委員長

高津南RC会長の挨拶にも有りましたが 7月25日高津

区民祭が開催されます｡其れに付きまして皆様にﾁｬﾘﾃｨ

の献品をお願いします｡来週より例会場・事務局にてお

預かりいたします｡なるだけ品物で3品以上 宜しくお願

いします。

＊ｺﾞﾙﾌ同好会 石川演慶同好会会長

本年度第1回のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟが 9月15日(水)ﾚｲﾝボーｶﾝﾄﾘｰ

で開催されます｡次回は 前年度の会の取り切り戦に成

っています｡是非皆様の参加をお待ちしています。

＊ｸﾗﾌﾞ会報委員会 福嶋徹委員長

本日から新ﾒﾝﾊﾞｰの週報委員で頑張っていきます。

皆様の投稿や写真(説明付き)をお待ちしています｡

是非よろしくご指導お願いします。

乾杯

＊挨拶 持田裕弘ﾊﾟｽﾄ会長

7月1日年度初日からの例会という珍しい日に当たり

ました｡会長とは親戚筋に当たり親しくお付き合いし

ています｡それで会長には本年度会を盛り上げて活気

あるｸﾗﾌﾞにしてほしいと強い想いがあります｡相馬幹

事が付いていますので多いに頑張って下さい｡

多くのお客様､会長・幹事様､本日はようこそ｡

それでは 当ｸﾗﾌﾞの益々の発展と会員の活躍を期待し

て『乾杯!』ありがとうございました。

◆前会長・幹事に感謝状と記念品授与
１年間御苦労様でした｡

◆委嘱状授与
本年度役員・理事・委員長 宜しくお願いします

◆会長挨拶 三富 末雄会長
本年度会長という大役を仰せつかりました三富です｡

1年間は早いものであっと言う間に今日を迎えてしまい

ました。準備万端整えて来た積りですが､皆様に満足し

て頂けますか心配です。昨年度､25周年記念式典には

川崎西･高津南RCの大勢の御出席有難う御座いました。

今年は26年に入り気持ちを新たにして役員･理事始め

会員一同頑張って行きたいと思います。今まで積み上

げてきた歴史と実績を更に発展させて行くと共に地域

の活動に支援・参加したり､地域との関わりを育てて行

きたいと思います｡

今年のRIﾃｰﾏは『地域を育み、大陸をつなぐ』とあり

ます｡それを元に地味に発展させたいと思っています｡

１年間是非ご指導･ご協力を宜しくお願いします。

佐保田實様･筒井進様(川崎西RC会長･幹事)

長戸はるみ様･滝田司様(川崎高津南RC会長･幹事)

青木克眞様(川崎鷺沼RC会長)

三富末雄会長 挨拶



持田裕弘ﾊﾟｽﾄ会長 乾杯の挨拶 福住亮雄前会長へ感謝状と記念品の授与

細谷和彦前幹事へ感謝状と記念品の授与 本藤光隆副会長へ委嘱状の授与

相馬元幹事へ委嘱状の授与 茅根正之会計へ委嘱状の授与

森 正一 会場監督へ委嘱状の授与 石川演慶出席委員長へ委嘱状の授与



鈴木良一 親睦活動委員長 中村資敬 会員増強･退会防止委員長

三家 護 米山記念奨学会委員長 杉崎晴男 社会奉仕委員長

飯尾光正 ﾆｺﾆｺBOX委員長 例会前にぜひこちらにお立ち寄りください。


