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◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「第4回ｸﾗﾌﾞ協議会」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 夜間例会」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様(順不同)
佐保田實様(川崎西RC会長)先日は三富会長､相馬幹事、
細谷様ご来会頂きありがとうございました｡
本日はお世話になります｡
武笠博行様(川崎西RC)本日はﾒｰｷｬｯﾌﾟにお邪魔いたしま
した｡よろしくお願い申し上げます｡
＊RC会員(敬称略)
三富末雄 川崎西RC佐保田会長様ようこそ｡
本日はｸﾗﾌﾞ協議会よろしくお願いします｡
相馬 元 本日は川崎西RC佐保田会長､武笠様ようこそ
いらっしゃいました｡
三家 護 来週は休みます｡義兄のいるｴｼﾞﾌﾟﾄを訪問す
る予定です｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 7 72.00%

前々回 27 25 6 1月6日分 6 100.00%

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 10,000 277,000 300,000 92.33%

米山奨学会 12 12,000 272,000 540,000 50.37%

ﾆｺﾆｺBOX 13 16,000 442,000 1,000,000 44.20%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 12 12,000 413,000 540,000 76.48%

報告

◆会長報告
＊第27回RYLA参加者推薦お願の件(再度･至急)が届いて
おります。
日時：2月11日(祝)～12日(土)1泊2日
場所：横浜市野島青少年研修ｾﾝﾀｰ
受講料：10,000円/人 申込締切:1月25日(月)

＊第18回源流ｾﾐﾅｰ開催の案内が届いております。
日時：2月12日(土)ｾﾐﾅｰ開始13:30～
場所：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ高輪｢ﾌﾟﾘﾝｽﾎｰﾙ」
会費：3,000円 懇親会費：8,000円(希望者)
二次会費：3,000円(希望者)
内容：①会員増強｢会員減少をどう克服するか｣

②｢職業奉仕の原点から未来へ｣ ③質疑応答
取り纏め：川崎稲生RC
ご出席希望の方は事務局までお知らせください。

＊1月14日(金)に川崎西RC､1月17日(月)に川崎高津南RC
へ会長幹事で新年のご挨拶に伺いました。

◆ 幹事報告
＊川崎市消防局長より川﨑高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが消防団協力
事業所に認定され､表示証が交付されました。
（有効期限：平成24年11月9日）

◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎中原RC:1月27日(木)18:00～移動例会

割烹｢千治｣
2月3日(木)を4日(金)に変更16:30～

6RC合同例会 ﾎﾃﾙKSP
2月17日(木)を19日(土)に変更 IMに参加
＊川崎北RC:2月2日(水)を4日(金)16:30～ に変更

6RC合同例会
＊川崎西RC:2月11日(金)休会 （祝日休会）
＊川崎稲生RC:2月11日(金)休会

2月18日(金)を19日(土)に変更 IM
＊川崎鷺沼RC:2月23日(水)を19日(土)へ変更 IMに参加
＊川崎多摩RC:2月11日(木)休会

2月17日(木)を19日(土)に変更 IM
＊新川崎RC:2月16日(水)を19日(土)に変更 移動例会IM
＊川崎幸RC:2月18日(金)を19日(土)に変更 移動例会IM
◆ 他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)☆新川崎RC   ☆川崎中央RC
◆ 諸事お知らせ
＊次週1月27日(木) は夜間例会 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑです。
＊本日例会終了後にﾊﾟｽﾄ会長会が開催されます。

お客様

佐保田 實様(川崎西RC会長)
武笠 博行様(川崎西RC)



1月20日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢第4回ｸﾗﾌﾞ協議会」

【会長挨拶】 三富末雄会長
半年間皆様のご支援を受けましてやってきました。
後半に向けて行事があります｡是非増員をしたいです。
【幹事】 相馬 元幹事
あと半分です｡期首資料にも書きましたが､会員増強を
積極的にお願いします｡退会防止という意味で皆様も健
康を管理して下さい。
【SAA】 森 正一SAA
これからも食事代の無駄をなくすことに努めます。
【会計】 茅根正之会計
半分の支払いが終わりました｡
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾎﾞｯｸｽは達成率74％になりました。
【出席委員会】 石川演慶委員長
12月から出席率が100%続いています｡1名の出欠で出欠

率が4%左右します｡1名の存在が大きいので引き続きﾒｰｷ
ｬｯﾌﾟをして出席率を高めて下さい｡
【親睦活動委員会】 鈴木良一委員長
親睦委員会の行事は3月の花見夫人ﾃﾞｰが残っています｡
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会】 持田裕弘委員長
2月3日坂戸小学校で防災教室を行います。

会員の皆様も生徒さんのご指導にあたってください。
【ｸﾗﾌﾞ会報委員会】 福嶋 徹委員長
卓話の場合は原稿を頂いてほしいと思います。
【雑誌･広報委員会】 福住亮雄委員長
増強の助けになればと思い､ﾀｳﾝﾆｭｰｽに入会歓迎の記事
を掲載させて頂きました。残念ながらあまり反響はな
かったようです｡ﾎﾟﾘｵ撲滅のｽﾃｯｶｰが届いていますので
皆様の周りに貼って下さい｡
【会員増強･退会防止委員会】 中村資敬委員長
今年度は残念ながらまだ増加ｾﾞﾛです｡会員からの推薦
もまだですので､もっと粘ってみたいです。細谷会員か
らﾛｰﾀﾘｰ紹介の小冊子を作ってもらいました。写真入り
でわかりやすく載っています。活用して下さい。
【R情報委員会】 細谷和彦委員長
2月19日IMがあります。例会と同じような出席の予定

をいただいています。
【職業奉仕委員会】 菊池幸治委員長
2月3日に行われる坂戸小学校の防災教室に皆様のご出

席をお願い致します。
【社会奉仕委員会】 杉崎晴男委員長
防災教室に協力します｡また､5月12日養護学校慰問に

も協力します。
【国際奉仕委員会】 細谷和彦委員長
2月10日に米山奨学生の包海笑君に卓話をお願いして

います。ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ他の募金に協力しています。
【米山奨学会委員会】 三家 護委員長
半年で48.15%の達成率です｡まだ目標額半分に到達し

ていません。これからもよろしくお願い致します。
【R財団委員会】 志村正夫委員長
R財団で集められたお金は素晴らしい使い道となって

いるのだと思い､皆様にお願いしています。
【新世代育成委員会】 中田俊彦委員長
高津養護学校では近くの保育園も参加して人形劇の観
賞訪問を実施します。出し物は劇団バクによる｢三匹の
子豚｣を予定しています｡
【ﾆｺﾆｺBOX委員会】 代理 相馬 元幹事
四大奉仕の財源になります｡よろしくご協力下さい。
【米山ｶｳﾝｾﾗｰ】 福嶋 徹委員長
包君の終了時期が3月31日です｡あと3回ですので皆さ
ん是非お言葉をかけてやって下さい。さ来週の卓話で
お話が聞けると思います｡
【会長より】 三富末雄会長
4月15日(金)西RCでｾﾐﾅｰが開催されるため､移動例会を

理事会で諮りたいと思います。また5月25日(水)には鷺
沼RCと高津南RCと合同例会の予定です。
【閉会の言葉】 田中 薫ｴﾚｸﾄ
皆様のご協力で頑張っていきたいと思っております。
今日はご苦労様でした。


