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幹 事：相馬 元

三富 末雄 会長 「四つのﾃｽﾄ」
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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』
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第３４回 例 会 記 録
通 算 ： 第 １２３１ 号
例会日 ： 平成 23年 3月 24日
発行日 ： 平成 23年 4月 7日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「花見ご夫人ﾃﾞｰ」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢卓話 三家 護 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 東北地方巨大地震により被災された方々に
お見舞い申し上げます｡本日の花見夫人ﾃﾞｰには大勢の
方に出席戴きありがとうございます｡
相馬 元 本日はお花見です｡ご家族の皆様､お楽しみ
下さい｡
古屋光克 たいへんご無沙汰いたしております。
鈴木良一 本日は家内も来て楽しませていただきます｡
◆本日の花見ご夫人ﾃﾞｰに際しご祝儀を頂戴しました｡
ありがとうございました｡(順不同､敬称略)

三富末雄 相馬 元 茅根正之 細谷和彦
菊池幸治 杉崎晴男 石川演慶 福住亮雄
田中 薫 森 正一 本藤光隆 鈴木良一

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 2 92.00%

前々回 27 25 7 3月3日分 1 76.00%

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：鈴木良一

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 18 20,000 353,000 300,000 117.67%

米山奨学会 17 19,000 345,000 540,000 63.89%

ニコニコBOX 16 23,000 528,000 1,000,000 52.80%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 16 22,000 498,000 540,000 92.22%

お客様

福嶋千恵子様 細谷やよい様 飯尾智子様 石川佳代様

茅根啓子様 菊池昭子様 中田節子様 大橋洋子様

杉崎里美様 鈴木慶子様 相馬順子様 田名網真弓様

吉田智美様 吉田浩康様 大橋龍平様 大橋蓮央様

大橋愛桜様 相馬千愛花様 田名網康代様

石井忠夫様 石井靖子様 包 海笑様

祝慶事

報告

◆会長報告
＊第2590地区より東北･関東太平洋沖大地震 災害義援
金に対する協力依頼が届いております。
一人当たり2,000円程度 送金期限3月29日(火)

＊2013-14年度 ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ告知・確定宣言が届いてお
ります。「2013-14年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ候補者として､市川
緋佐麿(いちかわ ひさまろ)氏(川崎RC)を指名し､被指
名者に確定したことをここに宣言致します。」
＊2010-11年度研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ交換(GSE)派遣ﾁｰﾑ結団式･壮
行会の案内が届いております｡

日時：4月11日(月)18:00～20:00
場所：新横浜国際ﾎﾃﾙ 南館 4F｢ﾌﾞﾙｰﾌﾟﾗﾑ」

＊第12回ﾛｰﾀﾘｰ国際囲碁大会 台湾開催の案内が届いて
おります。日時：4月30日(土)～5月2日(月)

場所：台湾 桃園市 登録料：12,000円
◆ 幹事報告
＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所勤務時間短縮のお知らせが届いており
ます｡(節電協力のため)務時間：9:30～16:00
期間：当面3月18日(金)～4月1日(金)

＊ﾛｰﾀﾘｰ為替ﾚｰﾄ変更のお知らせ 4月より1ドル80円
＊神奈川県立高津養護学校より入学式の案内が届いて
おります。日時：4月5日(日) 高等部9:30～
10:15小学部･中学部10:25～10:55 式場：体育館

◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊新川崎RC:3月23日(水)臨時休会3月30日(水)休会
＊川崎日吉RC:3月24日(木)臨時休会
＊川崎RC:3月24日(木)臨時休会 3月31日(木)休会
4月7日(木)12:30～移動例会 稲毛神社
＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:3月24日(木)臨時休会
＊川崎幸RC:3月25日(金)臨時休会
＊川崎南RC:3月29日(火)臨時休会
＊川崎百合丘RC:3月29日(日)休会

4月5日(日)18:00～ 移動例会 とん鈴
＊川崎中RC:3月29日(日)休会 4月5日(日)12:30～花見
例会を通常例会に変更
＊川崎北RC:3月30日(水)休会
＊川崎中原RC:3月31日(木)休会
◆ 諸事お知らせ
＊次週3月31日(木)の例会は休会です｡
＊次々週4月7日(木)の例会は三家護会員による卓話で
す。また次々週例会後に定例理事会が開催されます。

＊入会記念日 本間信治会員 S63.3.3
杉崎晴男会員 H3.3.28   森 正一会員 H4.3.5

＊会員誕生日 古屋光克会員 3月30日
＊ご夫人誕生日
1月 森 由美様 1月15日 石川佳代様 1月18日

三富瑶子様 1月29日
2月 持田静江様 2月1日 安原京子様 2月10日

三家昭子様 2月25日
3月 細谷やよい様3月6日

＊ご結婚記念日
1月 福嶋徹会員千恵子様ご夫妻 1月20日
2月 持田裕弘会員静江様ご夫妻 2月22日

三家 護会員昭子様ご夫妻 2月24日
3月 飯尾光正会員智子様ご夫妻 3月8日

菊池幸治会員昭子様ご夫妻 3月23日
＊ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ〈賞状とﾋﾟﾝ〉2月4日 田中 薫ｴﾚｸﾄ
＊米山記念奨学会 修了証 包 海笑様

〃 感謝状 福嶋 徹 米山ｶｳﾝｾﾗｰ



「花見・ご夫人ﾃﾞｰ」
2週間前に起こった東日本大震災のために開催が危ぶ

まれた花見ご夫人ﾃﾞｰでしたが､このような時こそﾛｰﾀﾘｱ
ﾝとして活動を起こそうということで､本日を迎えるこ
ととなりました｡

大変お寒い中､大勢のご夫人､ご家族､ご友人の皆様が
お集まり下さり､急きょ行う事になった｢募金｣に､たく
さんのご協力をいただきました｡
東日本大震災に対しては127,000円もの募金が集まり

翌日､日本赤十字社神奈川支部にお届け致しました｡
また前回から引き続きのﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ地震には､合わせて
30,000円の募金が集まり､ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所を通しての支援
に送金致しました｡
そして本日の余興では、ものまね笑売人 北口幹二彦

さんの笑いのｴﾝﾀｰﾃｨﾒﾝﾄｼｮｰ が行われました｡懐かしい
ものまねの数々に一緒に口ずさんでいた方も大勢いて､
久しぶりに楽しいひと時を過ごしました｡

3月24日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ


