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発行日 ： 平成 22年 7月 15日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「理事･役員･委員長挨拶」

[第1回ｸﾗﾌﾞ協議会」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢卓話」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様
鈴木彬道様(第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､
川崎多摩RC)本日はｸﾗﾌﾞ協議会に参りました｡よろしく
お願いします｡
＊RC会員(敬称略､順不同）
三富末雄 本日は鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様にはいろいろお世
話になります｡よろしくご指導お願いします｡
相馬 元 鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､本日はｸﾗﾌﾞ協議会にご参加
頂きありがとうございます｡
三家 護 7/11～7/20夏の交通事故防止運動です｡
この間色々な行事がありますので､ご支援ご協力をお願
い致します｡
福嶋 徹 鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､ようこそ｡ご指導宜しくお
願いします｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 6 76.00%

前々回 28 26 3 6月24日分 1 92.31%

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：茅根正之

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 10 10,000 28,000 300,000 9.33%

米山奨学会 11 11,000 28,000 540,000 5.19%

ﾆｺﾆｺBOX 13 17,000 64,000 1,000,000 6.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 13 14,000 50,000 540,000 9.26%

お客様

鈴木彬道様(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､川崎多摩RC)

来賓挨拶

鈴木彬道様(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､川崎多摩RC)
＊2010-11年度RI会長の強調事項
Ⅰ RI最優先事項
1)ﾎﾟﾘｵ撲滅 2)青少年にかかわる活動

Ⅱ RIの強調事項
①平和と紛争予防/紛争解決 ②疾病予防と治療
③水と衛生設備 ④母子の健康
⑤基本的教育と識字率向上 ⑥経済と地域社会の発展
＊2010-11年度 地区方針 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 川野正久
1.「ﾛｰﾀﾘｰの綱領」を推進し､ﾛｰﾀﾘｰを楽しみましょう
2.RIの最優先事項｢ﾎﾟﾘｵ撲滅｣｡｢青少年にかかわる活動｣

およびRIの強調事項として『人道的支援に関する活
動』を推進しましょう

3.各ｸﾗﾌﾞの自主性を尊び､ｸﾗﾌﾞ奉仕の充実を図り､職業
奉仕の重要性を理解しましょう

4.各ｸﾗﾌﾞ5ﾊﾟｰｾﾝﾄ以上の会員増強をお願いします
5.ﾛｰﾀﾘｰ財団に対する寄付は､会員1名にあたり年次寄付
120ドル以上､および各ｸﾗﾌﾞでﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ2名以上を目標

6.米山奨学会への寄付は、会員1名あたり普通寄付
5,000円、特別寄付20,000円、計25,000円以上を目標

7.広報の重要性の認識､情報の活性化によるﾛｰﾀﾘｰ活動
の円滑化を高めましょう

8.RIのﾃｰﾏ『地域を育み､大地をつなぐ』に沿った五大
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実施して下さい｡また国際理解､親善
平和を育みつなぐﾛｰﾀﾘｰ財団、米山記念奨学会の趣旨
をご理解いただき､より推進しましょう

9.“One for All All for One”
ひとりは全員のために 全員はひとりのために

報告
◆会長報告
＊2010-11年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 地区大会の案内が
届いております。
日時:10月30日(土)13:00点鐘
場所：神奈川県民ホール 会費：10,000円

＊地区大会記念ﾁｬﾘﾃｨｰ｢会員･家族ﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨｰ｣の案内
が届いております｡
日時:10月5日(日)18:00開演
場所:横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ3F｢鳳翔の間｣会費：13,000円

＊2010-11年度「米山学友ｶﾐﾝｸﾞ制度」への申込案内が
届いています。締切：7月30日(金) 詳細は事務局まで
＊ 2010-11年度第2590地区 ﾛｰﾀﾘｰ財団｢地区補助金｣対

象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ募集の案内（再度）が届いております。
申込期限：7月31日(土) 詳細は事務局まで

＊2009-10年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 野坂 定ｶﾞﾊﾞﾅｰよ
り礼状が届いております。

＊高津消防団長交代式･報告会の案内が届いています。
日時:7月21日(水)18:00～ 場所：ﾎﾃﾙKSP3階ﾎｰﾙ



＊7月2日(金)川崎西RC､7月5日(月)川崎高津南RCへ会長
幹事で表敬訪問しました｡
◆理事会報告
1.被選理事会決定事項の確認
2.9月のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
9月2日(木)新世代育成委員会担当 定例理事会

9日(木)移動例会 早朝供養例会 大蓮寺
16日(木)第2回ｸﾗﾌﾞ協議会
23日(木)休会(秋分の日）
30日(木)夜間例会 家庭集会

3.高津区民祭について 電動かき氷機をﾚﾝﾀﾙする。
帽子とﾎﾟﾛｼｬﾂを用意 (会員実費）
4.納涼家族会 8月26日(木)ﾎﾃﾙKSP洗足学園に出演依頼
5.その他 ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ11月17日(水)予定
10組40名程度 川崎国際ｺﾞﾙﾌ場

ｴｺｷｬｯﾌﾟは前年度で一度集計してもらう
◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎幸RC:7月23日(金)18:00～夜間例会創立記念例会
7月30日(金)休会(定款細則により)
＊川崎大師RC:7月28日(水)18:30～移動例会 ｶﾒﾘｱﾎｰﾙ
＊川崎多摩RC:7月31日(木)18:30～ 夜間例会に変更
＊川崎高津南RC:8月2日(月)を7月25日(日)に変更

高津区民祭に参加
◆ 諸事お知らせ
＊次週7月15日(木)は高津養護学校校長 藤本武様の卓
話です。
◆委員会報告 社会奉仕委員会 杉崎晴男委員長
7月25日の区民祭のﾊﾞｻﾞｰ献品を次週の例会まで。

7月8日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「第1回ｸﾗﾌﾞ協議会」
【会長】 三富 末雄 会長
今年の方針は25周年後の26年です｡これから30年へと
発展するように､また地域と一緒に奉仕活動をしましょ
う｡今までやってきたｸﾗﾌﾞ独自の奉仕活動をこれからも
地道に続けていけるように。
【幹事】 相馬 元 幹事

幹事は皆様のｸﾗﾌﾞの補助です｡地域はｷｰﾜｰﾄﾞです｡
この地域の活動を目指して地域に認められることが､会
員の増加になると思う。
【SAA】 森 正一 SAA

和やかな会場づくり、親睦を深める。経費削減する
ことが会場監督の責務と思います。
【会計】 茅根 正之 会計

会計の費用が減少しています｡予算の割り振りは大変
だったと思います｡ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾎﾞｯｸｽにお金が多く集まって
います。少しは会計が潤うと思います。
【副会長】 本藤 光隆 副会長

大役を仰せつかりました。皆様のご協力が頼りです
【出席委員会】 石川 演慶 委員長

100%出席を目指します。ﾛｰﾀﾘｰは出席から始まるとい
うことで､ｸﾗﾌﾞを楽しくするのに親睦活動委員会と計ら
い出席率を促したいと考えています。
【親睦活動委員会】 志村 正夫 委員長

会員の相互理解を深める為行事を積極的に行います
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会】 持田 裕弘 委員長

全員参加の下運営をしていきたい。
月間行事を皆さんでやっていきたい。
【ｸﾗﾌﾞ会報委員会】 福島 徹 委員長

会報の字を大きく､見やすくします。又､会員の投稿
も載せたい。
【会員増強･退会防止委員会】 中村 資敬 委員長
今年度５%増強も目指しています。

【ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会】 細谷 和彦 委員長
情報を広く知らしめていきたい。

【職業奉仕委員会】 菊池 幸治 委員長
職業奉仕の啓蒙に努め、異業種にかかわる卓話をお

願いしたい。
【社会奉仕委員会】 杉崎 晴男 委員長
１年間の各行事に対し全員参加の活動を目指します

【国際奉仕委員会】 細谷 和彦 委員長
海外のｸﾗﾌﾞと協力して世界理解､親善､平和を広める｡

【米山奨学会委員会】 三家 護 委員長
留学生を援助して日本を知らしめる｡将来日本と世界
を結び国際社会で活躍する人材を育てる。

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 志村 正夫 委員長
国際規模の教育､人道的､ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを通して平和を
達成します｡
新世代育成委員会 中田 俊彦 委員長
高津養護学校､上作延保育園に人形劇慰問を実施し

ています。防災教室、「新世代育成月間」
【ﾆｺﾆｺBOX委員会】 飯尾 光正 委員長

目標を目指して頑張ります。金額は100万円です。
ご協力ください。
【家庭集会】 本藤 光隆 委員長
動機づけをするｸﾞﾙｰﾌﾟ分けをしました。三段階を踏

んでいます。
【米山ｶｳﾝｾﾗｰ】 福島 徹 委員長
来年3月までです｡自国に帰って活動する方が増えて

います｡包君も同様です。


