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例会日 ： 平成 23年 6月 9日

発行日 ： 平成 23年 6月 16日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「現次合同ｸﾗﾌﾞ協議会」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢次年度練習例会 退任挨拶」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

*お客様(順不同)

鈴木彬道様(第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎多摩
RC) 第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として最後の挨拶に参りま
した｡お世話になります｡
長戸はるみ様(次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津南RC会長)
次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐としてお伺いしました｡よろしくお願
い致します｡
長戸はるみ様･滝田司様(川崎高津南RC会長･幹事)
一年間､ありがとうございました｡
*RC会員(順不同､敬称略)
三富末雄 鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､長戸はるみ次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補
佐､ようこそ｡
本日は最後のｸﾗﾌﾞ協議会､宜しくお願いします｡
三家 護 6/5は環境の日でした｡改めて廻りを見直し
てみてはいかがでしょうか｡
杉崎晴男 6/5の多摩川美化運動には多数のご参加を頂
きました｡感謝を込めて｡

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 6 5月25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：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 10 10,000 423,000 300,000 141.00%

米山奨学会 11 11,000 414,000 540,000 76.67%

ニコニコBOX 14 28,000 643,000 1,000,000 64.30%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 11 11,000 577,000 540,000 106.85%

報告
◆会長報告
＊6月8日(水)現・次合同会長幹事会が行われ､現･次会
長幹事で出席しました。
＊地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ桑原薫委員長より地区協議会RC･RAC交流
会の案内が届いております。
日時：6月19日(日)13:30～ 会場：崎陽軒本店
登録料：地区協議会 1,000円 交流会2,000円
◆ 理事会報告
1.最終例会について
千葉元会員の奥様とご友人の踊り。ご夫人ご招待。
2.東日本大震災 地区への寄付について(会員1人当た
り1万円の要請)今回は次年度に送ることとする。
3.6月19日(日)川崎青年会議所からの要請で合同で溝口
駅前で募金活動を行う
◆ 幹事報告
◆ 近隣クラブ例会変更のお知らせ
＊川崎麻生RC:6月17日(金)12:30～ 移動例会

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ狩り 焼肉「松葉」
6月24日(金) 例会場変更 百合丘ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ→ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ

＊川崎とどろきRC:6月20日(月)18:00～
移動例会 梅の花 横浜青葉台店

＊川崎日吉RC:6月23日(木)18:30～
夜間例会に変更 ｶﾒﾘｱﾎｰﾙ例会場

＊川崎中RC:6月28日(日)18:00～ 移動例会 ﾎﾃﾙ精養軒
◆例会場変更のお知らせ
＊横浜南RC 7月2日(土)より
会場：横浜中華街「ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜」に変更
例会：毎週土曜日12:30 第5土曜例会日 18:00
◆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）☆川崎中RC  ☆川崎中央RC  
☆川崎南RC ☆新川崎RC
◆諸事お知らせ
＊次週6月16日(木)は次年度練習例会です｡
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは退任挨拶です。

お客様

鈴木彬道様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
川崎多摩RC)

長戸はるみ様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ
次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津南RC会長)

滝田司様(川崎高津南RC幹事)

来賓挨拶

鈴木彬道様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎多摩RC) 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として最後の挨拶に参りました｡IMでは三
富会長始め会員の皆様にご協力を頂き有難うございま
した｡また東日本大震災には第1～3弾と義捐金をお願
いしましたが､最後の1万円につきましては皆様方も大
変とは思いますが､430名の被災孤児の為に今後も支援
を続けてゆくと思いますのでご協力をお願いします。
長戸はるみ様(次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津南RC会長)

次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として挨拶に参りました｡今年度
はｸﾗﾌﾞの会長として滝田幹事と一緒に3ｸﾗﾌﾞ合同例会
に参加させて頂きありがとうございました｡

6/5(日)多摩川
清掃に参加し
ました｡



6月9日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「現次合同クラブ協議会」
＊開会の挨拶 本藤光隆副会長
本年度最後のｸﾗﾌﾞ協議会となりました｡
皆様宜しくお願い致します。
【会長】 三富末雄会長
1年間ご協力ありがとうございました｡今年はこれと言

った行事はありませんでしたが各委員長さんには有難
うございました｡会員増強が出来なかった事が残念でし
た｡また､義援金については目的をはっきりさせてやれ
ばと言うことで次年度宜しくお願い致します。
【幹事】 相馬 元幹事

1年間皆様のご協力でやってこられ有難うございまし
た｡会員増強が出来なかったのが残念でした｡東日本大
震災の支援は長く続けなければいけないので､今後も宜
しくお願い致します。次年度人道的支援と言うことで
活動費を申請して頂ければよいのではないかと思う。
【SAA】 森 正一SAA
経費の節減が大きな目的でしたが､予算内に収まるよ

うにあと2回宜しくお願い致します。
【会計ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX委員会】 茅根正之会計
会計は大体今までのところ85％～90％の消化状況で予
算通りです｡ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXはほぼ目標額に達しております
ので次年度も宜しく。
【家庭集会】 本藤光隆副会長
目標の3回には届かず申し訳ありませんでした｡しかし
内容的には会員増強につき皆さんよく考えていると思
いました｡しかし考え尽くされているようなので何か考
えなければいけないと思いました。
【親睦活動委員長】 鈴木良一委員長
年度の行事は終わりましたが､会員増強が無かったた
めにご祝儀に頼らざるを得ませんでした｡来年度はこの
ようなことの無い様に是非会員増強をお願いします。
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長】 持田裕弘委員長
今年度は各委員長さんにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを責任を持って作っ

ていただきました｡1年間有難うございました。
【会員増強･退会防止委員長】 中村資敬委員長
今年度残念ながら今のところ会員増強はありません｡

今年度お声掛けをしていただいた方のお名前を記録し
て頂き､私もしくは次年度の委員長にお渡し願います。
【R情報委員会】 細谷和彦委員長
今年度4月15日に5ｸﾗﾌﾞ合同のﾛｰﾀﾘｰ情報研修会が開催

されました｡しかし新会員のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝはその機会があ
りませんでした。
【職業奉仕委員会】 菊池幸治委員長
活動予定をつつがなく無事終了致しました｡災害訓練

は坂戸小学校の副校長からできれば毎年お願いしたい
と言われました。職業奉仕についての情報教育･卓話に
ついては10月21日に地区職業奉仕委員長の鈴木さんに
卓話を頂きました｡ｸﾗﾌﾞ会員による5分間卓話を6月2日
に行なうことができました。
【社会奉仕委員会】 杉崎晴男委員長
区民祭･花火大会への参加が出来ました｡養護学校慰

問も中田新世代育成委員長にご協力頂き､つつがなく終
了しました｡献血運動には雨の中でしたが他のｸﾗﾌﾞに負
けない成績を出すことが出来ました｡多摩川美化清掃は
十数名の参加を頂き無事終了致しました｡大震災につい
ての社会奉仕はこれから先のﾛｰﾀﾘｰ活動の一環としてじ
っくりと精査しながら行なえればと思っています。
【国際奉仕委員会】 細谷和彦委員長
東日本大震災の前にﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞで大地震があり､国際
奉仕委員会から義援金を出しました｡ﾋﾞﾙｹﾞｲﾂ財団によ
る2億ドルのﾁｬﾚﾝｼﾞに合わせ､ﾎﾟﾘｵに8万2千円と､ICUに5
万4千円とで予算は使い切りました。
【米山奨学会委員会】 三家 護委員長
目標額が多すぎたため奨学金達成額が未達に終わり

そうです。

【R財団委員会】 志村正夫委員長
目標額を遥かに上回りました。有難うございました。
【新世代育成委員会】 中田俊彦委員長
5月12日に高津養護学校訪問の際に近隣の保育園･作業

所からの参加もあり､大変良かったと思います｡
この様子を｢Rの友｣に写真と合わせ投稿致しました。
【ｸﾗﾌﾞ会報委員会】 福島 徹委員長
滞り無く発行できました。会報の委員の方はあと１回
ずつお仕事が残ってます。
【ﾆｺﾆｺBOX委員会】 飯尾光隆委員長
今日時点で目標額まで35万7千円不足しております。
何とか達成したいと思います。


