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◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「5分ｽﾋﾟｰﾁ」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢新旧合同ｸﾗﾌﾞ協議会」

◆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 5分ｽﾋﾟｰﾁ､5人の会員の方よろしくお願い致

します。

菊池幸治 中田会員､田中会員､本藤会員､森山会員､

大橋会員､本日は5分ｽﾋﾟｰﾁよろしくお願い致します｡

田中 薫 本日はよろしくお願い致します。

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 9 64.00%

前々回 27 25 7 5月19日分 0 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：大橋健治

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 11 11,000 413,000 300,000 137.67%

米山奨学会 9 9,000 403,000 540,000 74.63%

ニコニコBOX 10 13,000 615,000 1,000,000 61.50%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 11 11,000 566,000 540,000 104.81%

報告

◆会長報告

＊6月25日(水)の合同例会でのﾁｬﾘﾃｨｰ募金で集まった

76,000円を“川崎鷺沼RC･川崎高津南RC･川崎高津RC 

岩谷英明様著書ﾁｬﾘﾃｨｰ”としてﾛｰﾀﾘｰ東日本大震災災

害義援金に送金することになりました。

＊R財団｢地区補助金｣対象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ募集の案内が再度届

いています。応募内容：地元地域社会に貢献するﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ 上限20万円 募集：2011年7月に再度募集

※詳細は事務局までお問合せください。

＊GSE派遣ﾁｰﾑ帰国報告会･解団式の案内が届いています

日時:6月16日(木)18:30～20:30 場所:新横浜国際ﾎﾃﾙ

＊川崎RCより創立60周年記念誌が寄贈されています。

＊第2590地区Ｒ財団学友会作成の｢学友会活動のしおり

2011年度版｣と｢第2590地区学友近況報告｣が送付され

ています。お目通し下さい。

＊ｸﾗﾌﾞ事務局員連絡会議の案内が届いております。

日時:6月16日(木)16:00～17:50

場所:ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞｿｼｱ21 3･4F｢ｳｨﾝｸﾞ･ﾌｨﾚﾝﾂｪ」

◆ 幹事報告

＊川崎市高津区役所企画課より｢第1回全国円筒分水

ｻﾐｯﾄ2011inたかつ｣開催報告が恵送されています。

◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ

＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:6月16日(木)を16日(木)～17日(金)

移動例会 ｴｸｼﾌﾞ箱根離宮

◆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。 ☆川崎RC

◆諸事お知らせ

＊6月5日(日)は午前9時から多摩川美化活動です｡皆様

のご参加をお願い致します｡詳細はFAX連絡致します。

＊次週6月9日(木)の例会は新旧合同ｸﾗﾌﾞ協議会です。

◆委員会報告

＊社会奉仕委員会 杉崎晴男委員長

6月5日は多摩川清掃活動の日です｡今年度最後の社会

奉仕委員会活動ですのでぜひご出席をお願い致します｡

6月2日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「５分スピーチ」
1.原発の補償問題について 本藤光隆会員
原発の補償問題は大きすぎるﾃｰﾏなので補償問題の

話はまた次回にします｡
東日本大震災のあと問題として株主総会があります｡
総会途中に地震が起きたらどうするか？通常株主総会
は決算から3ヶ月以内に行う事になっています｡株主総
会中地震が起きて逃げてしまって､株主総会が成立し
なかったら法律上では会社は運営出来なくなります｡
補償には3つありまして
1.連帯債務の連帯保証 2.日米の安全対策の保障
3.原発の補償

補償と賠償がﾏｽｺﾐによってｺﾞｯﾁｬに書かれて議論され
ています｡
賠償とは損害を起こした責任のある人間が起こしたこ
とによる責任を穴埋めするのが賠償です｡
交通事故の被害を加害者が払う｡犯罪でだれかを傷つ
けた治療代を払う｡これは賠償です｡



東電の賠償
地震に耐えうる物の設備を作っていたかどうか？
補償：これは責任問題とは関係ありません｡
今回関係してくるのが国です｡国が今回の地震に対して
政策でどのようｶﾊﾞｰして補う補償の問題です｡
一般に補償問題になるのが犯罪の被告人の場合で

被告人とされて仮に裁判で無罪になった場合､捜査機関
にﾐｽでもあった場合､賠償問題になります｡
最近では栃木の菅谷さんの問題があります｡

20年拘束されていて裁判で無罪が確定した時､1日1万円
１年で300万円 10年で3,000万円 20年で6,000万円
この金額は多いか？少ないか？
菅谷さんは賠償裁判をおこすでしょう｡

ﾃﾚﾋﾞを見ている時､賠償と補償を区別して見ると相手
の言っていることがよく分かります｡

2.入会後のﾛｰﾀﾘｰ活動の感想 森山圭介会員
7月まで仕事で例会に出られなくて申し訳ありません｡

入会して1年7カ月たち､やっと最近ﾛｰﾀﾘｰの流れを把握
できるようになりました｡
ﾛｰﾀﾘｰは他の団体とは違い､他人の為に働き､他人のこ

とをよく考えている団体だと思います｡お互いの利益や
互助会のような助け合うものとは違うと最近分かって
きました｡その中で自分がどのような形で動けるか?
諸先輩方の背中を見ながら真似をしつつ自分を出せた
らと思います.
仕事柄ずっと医院の中にいるため､単調で刺激がない

ですが､例会に来て他の職業の先輩方と話をしたり､
卓話を聞くと､とても為になります｡
次年度は雑誌広報委員会委員長を務める事になりまし
たので宜しくお願い致します.

3.入会後のﾛｰﾀﾘｰ活動の感想 大橋健治会員
菊池会員からﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに誘われて最初はどんな団体
だろう?大きな企業の社長や役員､土地の名士の方など
特別な人しか入れない団体だと思っていました｡
例会のある日中に会社を空けられるだろうか？

木曜日は毎週千葉でｵｰｸｼｮﾝがあるのでどうしよう､と悩
み､最初は断ろうと思っていましたが､3年間熱心に誘わ
れていたので入会させていただきました｡

入会してみて最初のｲﾒｰｼﾞとは違い､まず思ったのは
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとは他人の為に何が出来るかを考えている､
地域の事を考えている団体だと思いました｡
例年事業でもある高津区民祭､多摩川花火大会､小学校
での防災教室､高津養護学校慰問､献血運動､多摩川清掃
など地域に貢献する活動をしているのです｡
また卓話では高津消防署の副所長の震災時の心構え､高
津警察の署員の方の交通安全の話など､とても身になる
話を聞くことが出来ます。
次年度は社会奉仕委員長を命ぜられましたので､継続

事業と東日本大震災で被害に遭われた方の手助けが出
来る提案をして行きたいと思いますので､ご協力を宜し
くお願いします｡

4.次年度の抱負について 田中 薫ｴﾚｸﾄ
現在我がｸﾗﾌﾞは27名､平均年齢62歳です｡出席率は悪

いです｡そのことを踏まえてどのように私たちのｸﾗﾌﾞを
活性化していったらよいか､まず第一に考えないといけ
ないと思います｡
3つの目標として
1.新会員の増強 2.ｸﾗﾌﾞの活性化
3.ｸﾗﾌﾞ内の和を大切にしていきたい

会員増強のﾌﾟﾚｯｼｬｰ
内側から盛り上げていってｱﾋﾟｰﾙしていく
次年度は親睦に力を入れていく 会員同士の交流を強
くしていく 例会に休みがちの会員には一言声を掛け
る 会員の自身のPRをして頂く もう一度自分の仕事の
ｱﾋﾟｰﾙ 会員の卓話 継続事業の継承を考えています｡
次年度は ｢ﾛｰﾀﾘｰの原点にたちかえり思いやりの気持
ちをもとう｣というﾃｰﾏで一年頑張っていきますので､
皆様宜しくお願い致します｡

5.地区の職業奉仕について 中田俊彦会員
四つのﾃｽﾄ
1.真実かどうか 2.みんなに公平か
3.好意と友情を深めるか
4.みんなのためになるかどうか

価値ある仕事をしよう
仕事とはお客様に喜んでもらうこと｡売上を上げること
ではないのです｡それは仕事の結果にすぎない。
業績が上がらない?それはお客様に喜んでいただいてい
ないから｡つまり仕事をしていないからです。
あなたの仕事は朝から晩までお客様に喜んでもらうこ
とをする｡そのことだけを考えて､実行すればよい。
価値のある一日とは､そんな一日を間違えなく過ごせる
ことです｡そう考えれば､仕事は楽しくて楽しくて･･･｡
誰だって喜んで､微笑んでもらえたら嬉しい。
それが仕事なら､何と幸せな事でしょう。
仕事とはお客様に喜んでもらうことです｡業績が上がら
ない｡それはあなたが思っているほどあなたの仕事はお
客様を喜ばせていない･･･｡理由は､それだけです｡

＊職業奉仕委員会 菊池幸治委員長
新入会員増強には粘り強く誘っていくことが大事だ

と思います｡一度二度ではなく､継続的に誘いをかけて
いくことが大切です。


