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◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「第3回ｸﾗﾌﾞ協議会」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢鷺沼RCとの合同例会 卓話」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ(敬称略)

＊お客様

小川湧三様(川崎鷺沼RC)お世話になります｡

＊RC会員(順不同､敬称略)

三富末雄 本日のｸﾗﾌﾞ協議会宜しくお願いします｡

相馬 元 昨日はﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌご苦労様でした｡

三家 護 11/15高校の同窓会に出席しました｡懐かし

い顔に会うことが出来ました｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 8 68.00%

前々回 27 25 11 11月4日分 2 64.00%

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 10,000 175,000 300,000 58.33%

米山奨学会 10 10,000 175,000 540,000 32.41%

ﾆｺﾆｺBOX 11 13,000 274,000 1,000,000 27.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 12 14,000 258,000 540,000 47.78%

報告

◆会長報告
＊第27回ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成ｾﾐﾅｰ(RYLA)への参加者
推薦依頼が届いております。
日時：2011年2月11日(金)～12日(土)1泊2日
会場：横浜市野島青少年研修ｾﾝﾀｰ
参加者推薦について：18～30歳までの青少年男女 各
ｸﾗﾌﾞ1名以上ご推薦をお願いします。またﾛｰﾀﾘｱﾝの参
加も各ｸﾗﾌﾞ1名以上お願い致します。
＊米山奨学生･学友年末ﾊﾟｰﾃｨｰ開催案内が届いています
日時：12月5日(日)18:00～20:30
場所：ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ｢ｼﾞｭﾋﾟﾘｰⅡ」
会費：ﾛｰﾀﾘｱﾝ 10,000円 回答締切：11月24日(水)

＊11月10日(水) ﾎﾃﾙﾓﾘﾉにおいて第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会
が行われました。
＊11月17日(水) 第37回奉仕5団体ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟを今年度は
高津RC担当で行いました。
◆ 幹事報告
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎とどろきRC:11月22日(月)休会
12月20日(月)17:30～年末家族会 ｸｲｰﾝｱﾘｽ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ

＊川崎中RC:12月14日(日)17:30～移動例会 年末家族会
ﾖｺﾊﾏ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 3F｢ﾊﾟｼﾌｨｯｸ」
12月28日(日)休会（定款細則により）

＊川崎日吉RC:12月16日(木)を14日(火)に変更
移動例会 ﾏﾅｰｷｯｽﾞ 夢見ヶ崎小学校

◆例会場変更のお知らせ
＊川崎宮前RC 12月7日(火)の例会より変更

新例会場 木曽路 宮前平店
〒216-0005 川崎市宮前区土橋2-12-1

※例会日時間は変更なし ◆近隣ｸﾗﾌﾞより会報が恵送さ
れております。お目通し下さい。（順不同）
☆川崎高津南RC☆川崎とどろきRC☆川崎中RC☆川崎RC
◆ 諸事お知らせ
＊本日例会後に第5回指名委員会がｵｰｸﾙｰﾑで行われます
＊次週11月25日(木)の例会は川崎鷺沼RCとの合同例会
(夜間例会)です。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは小田広昭 川崎市副市長の卓話です。
◆ 委員会報告
＊社会奉仕委員会 杉崎晴男委員長

昨日､第37回の奉仕5団体によるﾁｬﾘﾃｲｺﾞﾙﾌ大会が行わ
れました。32,000円を区民祭に贈ることが出来ました｡
＊雑誌広報委員会 代理 相馬元幹事
来年度ﾛｰﾀﾘの友の表紙を飾る写真をﾛｰﾀﾘｰｱﾝから募集
します。ふるってご投稿下さい。

お客様
小川湧三様 (川崎鷺沼RC)



11月18日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「第3回クラブ協議会」

【会長】 三富末雄 会長
皆様のご協力で半年の例会がｽﾑｰｽﾞにやってこられま
した。車椅子の贈呈の記事が今週の金曜日にﾀｳﾝﾆｭｰｽ
に掲載されます。これからの課題は3名の増強､家庭集
会も行われています｡何か案が出たら良いと思います｡
【幹事】 相馬 元 幹事
色々な委員会について勉強させて頂いております。
【SAA】 森 正一 SAA   

食事の無駄が出ないように頑張っております。
また､禁煙例会に着々と向かっております。
【会計】 茅根正之 会計
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾎﾞｯｸｽは45.19%集まっています。
【出席委員会】 石川演慶 委員長
出席率がとても高いが､11月になって下がってきてい
る。ﾒｰｷｬｯﾌﾟをして下さい｡4か月月平均は85.2%です。
【親睦活動委員会】 相馬 元 幹事
鈴木委員長から､熱海の移動例会は成功裡に終わりま
した｡12月16日の年末家族会はｼﾞｬｽﾞの夕べです。
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会】 持田裕弘 委員長
1月は賀詞交歓会 諏訪の囃子等計画しております。

【ｸﾗﾌﾞ会報委員会】 茅根正之 副委員長
委員会はしっかりやっています｡
【会員増強･退会防止委員会 菊池幸治 副委員長
声かけをして頑張っております。
【職業奉仕委員会】 菊池幸治 委員長
職業奉仕月間には地区の鈴木委員長に 職業奉仕の重
要性について理解を深めるためにDVDを見ながら勉強
しました。
【社会奉仕委員会】 杉崎晴男 委員長
まだ社会奉仕としての仕事が残っておりますので、
頑張っていきます。
【国際奉仕委員会】 細谷和彦 委員長
国際基督教大学建学60周年記念に寄付金を振り込み

ました。
【R情報委員会】 細谷和彦 委員長
1月13日には川崎西RCの三間悌司様に卓話をお願い

しました。
【米山記念奨学会委員会】 三家 護 委員長
目標額が高いので皆様のご協力をお願いします。
【R財団委員会】 志村正夫 委員長
順調に進んでおります。財団の大事さをかみしめて

おります。
【新世代育成委員会】 中田俊彦 委員長
月間では卓話をさせていただきました。来年の5月

に高津養護学校に人形劇の慰問をいたします。
【ﾆｺﾆｺBOX委員会】 飯尾光正 委員長
まだ目標に達していません｡ご協力を宜しくお願いし
ます。
【家庭集会】 本藤光隆 委員長
各ｸﾞﾙｰﾌﾟ順調に進んでおります。


