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通 算 ： 第 １２３０ 号
例会日 ： 平成 23年 3月 10日
発行日 ： 平成 23年 3月 17日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「第5回ｸﾗﾌﾞ協議会」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢卓話 青木功雄会員」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊RC会員(順不同､敬称略)
三富末雄 ｸﾗﾌﾞ協議会､よろしくお願いします｡
三家 護 3/8馬絹の名古屋重雄さんの｢緑白綬有功章｣
受賞祝賀会に出席して来ました｡盛大に行われました｡
(桃､梅など花弁の生産者です｡)

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 8 68.00%

前々回 27 25 8 2月24日分 1 72.00%

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：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 10 10,000 333,000 300,000 111.00%

米山奨学会 11 13,000 326,000 540,000 60.37%

ニコニコBOX 10 10,000 505,000 1,000,000 50.50%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 12 12,000 476,000 540,000 88.15%

お客様

◆会長報告

＊IMﾎｽﾄｸﾗﾌﾞの川崎多摩RCより2月19日(土)に行われた

IMへの出席に対して礼状が届いております。

＊ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ地震災害義援金に対する協力依頼が届い

ております。

義援金学：会員一人当たり1,000円程度

期限：4月5日(火)

＊川崎西RCより｢ﾛｰﾀﾘｰ情報･ｸﾗﾌﾞ合同研修会｣開催の案

内が届いております。(例会登録料はｸﾗﾌﾞより出ます）

日時：4月15日(金) 研修会16:00～17:30

例会18:00～19:30

場所：ﾎﾃﾙKSP3階(KSPﾎｰﾙ)

内容：第1部｢長寿企業の職業倫理｣(話し手:高良明）

第2部「不易と流行のﾛｰﾀﾘｰ」

～これまでのﾛｰﾀﾘｰ､これからのﾛｰﾀﾘｰ

聞き手：三間悌司(今年度地区ﾛｰﾀﾘｰ情報副委員長）

語り手：鈴木清次(ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ)

斉藤二郎(ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､今年度地区ﾛｰﾀﾘｰ情報担当)

＊3月9日(水)に第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会があり､会長幹事

が出席致しました。

◆ 理事会報告

1.5月のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

5月 5日(木)休会

12日(木)移動例会 養護学校慰問

理事会は持回り理事会とする

19日(木)卓話 飯田盛重様(住職)

25日(木)合同例会(川崎鷺沼RC･川崎高津南RC)

2.献血活動 4月23日(土) お土産は例年通り100ｾｯﾄ

17:00～ 反省会を行う

3.その他 4月15日(金)16:00～

川崎西RC 合同研修会 移動例会

◆ 幹事報告

◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ

＊川崎中央RC:3月21日(月) 休会(祝日 春分の日)

3月28日(月)18:30～ 移動例会 若宮八幡宮 お花見

◆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。☆ 新川崎RC

◆ 諸事お知らせ

＊次週3月17日(木)の例会は青木功雄会員の卓話です。

高橋進様(東京世田谷南RC)

報告



「第５回クラブ協議会」
■開会の言葉 本藤光隆 副会長

花粉の飛び交う中､ご出席ありがとうございます。
本日のｸﾗﾌﾞ協議会､宜しくお願いします。
■会長 三富末雄 会長
残り3ヶ月になりましたが､これから川崎西RC･鷺沼RC

との合同例会､献血､高津養護学校慰問など移動例会が
盛りだくさん残っています｡皆さんのご協力を宜しくお
願いします｡
今年の念願､会員増強の件は家庭集会･ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑなど

で話合いが進んでいると思いますが､目的を達していま
せん｡まだ3ヶ月有りますので増強がある事を期待して
います｡協議会の活発の意見宜しくお願いします。
■幹事 相馬 元 幹事
残り3ヶ月となり､まだ解らない所も有りますが､次期

の幹事には会がｽﾑｰｽﾞに行く様､引継ぎを指導します｡
第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟの中で他のｸﾗﾌﾞと比較して､高津
RCのﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝはどうなのかと考えさせられています｡
もっと楽しい例会で出席が向上する案があったら､
ご指導願います｡今後の予定はほぼ決まっております｡
増強も訪問をしてお願いをして参りました。
■SAA 森 正一 SAA
SAAは食事の予算が270万円で2月末で72％となってい

ます｡茅根会計の方から大丈夫とのお墨付きを頂きまし
た｡予算内で仕事を進めていきます。
■親睦活動委員会 鈴木良一 委員長
移動例会､色々な懇親会を開催してまいりましたが､

皆様のご祝儀に頼っている現状です｡早く会員を増やし
て､無理のない会を行いたいとおもいます｡協力お願い
します。
■ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 持田裕弘 委員長
幹事が発表したとおり､ほぼ予定が決定しています｡

3月24日は花見ご夫人ﾃﾞｰなので参加をお願いします｡
4月7日は三家会員の卓話､14日は15日の川崎西RCとの

合同研修会に参加のため移動例会､夜会となります｡
23日(土)は献血運動で皆様の協力をお願いします｡
28日は夜会となります。
■ｸﾗﾌﾞ会報委員会 福嶋 徹 委員長

粛々と会報を発行しています。これからも遅延する
事無く発行する様に頑張ります。
■会員増強･退会防止委員会 中村資敬 委員長

残り3ヶ月少々となりました｡まだ結果が出ていませ
んが､いろいろ協力して頂いています｡また私も1人ｱﾀｯｸ
していますが､なかなかうまく行きません｡何とか1人は
入会させたいと思います。
■R情報委員会 細谷和彦 委員長
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会は新入会員と既存の会員に分かれま

すが､新会員のほうは残念ながら出番がありません｡
会長やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会より報告が有りましたが､4月15日
川崎西RCで合同研修会を行いますのでぜひ参加して下
さい。
■職業奉仕委員会 菊池幸治 委員長

2月3日坂戸小学校の防災教室では早朝よりご参加頂
き有難うございました｡当日は理科室より火事が出た設
定で始まり､490名の児童が運動場に避難集合､校長･三
富会長･越谷副署長の挨拶があり､4年生77人に防災訓練
を行い､時間通り11時に訓練が終了しました｡校長より
貴重な体験が出来て感謝していますとの事です｡
記念品にはﾒﾓ用紙を配布しました｡消防署にも会長･

幹事とでお礼に行って来ました｡
残りの3ヶ月で会員の3分ｽﾋﾟｰﾁをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会と検

討して考えます。
■社会奉仕委員会 杉崎晴男 委員長
4月23日(土)献血､5月12日新世代育成委員会と養護学

校の慰問があります｡これらに向かって頑張って行きた
いと思っています。

3月10日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ■国際奉仕委員会 細谷和彦 委員長
国際奉仕は国際大会に参加などがありますが､今年は

包 海笑君をｸﾗﾌﾞで預かるだけでした｡予算は寄付に回
させてもらいました｡また今回はＮＺ地震の義援金を集
めますので宜しくお願いします。
■米山奨学会委員会 三家 護 委員長
奨学金を拠出して頂いていますが､会報に記載されて

いる通りの達成度で芳しく有りません｡これからもさら
に協力をお願いします。
■R財団委員会 志村正夫 委員長
ﾛｰﾀﾘｰ財団は100％に達しています｡ご協力ありがとう

ございました。
■新世代育成委員会 中田俊彦 委員長
5月12日に高津養護学校の慰問があります｡参加をよ

ろしくお願いします｡
■家庭集会 本藤光隆 委員長
2回目の報告を近々行っていただきます。

■米山ｶｳﾝｾﾗｰ 福嶋 徹ｶｳﾝｾﾗｰ
包 海笑君は今月の夜会で終了いたします｡2年間の

協力ありがとうございました｡東京での就職ですので､
また会えると思います｡次年度もまた新たに奨学生を預
かるそうですので引き続き宜しくお願いします。
■ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 茅根正之 会計
84％に達しています｡あと3ヶ月有りますので大丈夫

だと思います｡ご協力ありがとうございました。
■会長の言葉 米山の協力を宜しくお願いします｡
またﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞに入会してください。


