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◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「次年度練習例会 退任挨拶」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢最終例会」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

*お客様(順不同)

久本弥様(次年度第2590地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長､横浜金沢み
どりRC)次年度地区RA委員長の久本と申します｡RAは18
～30歳までの青年男女向けのRI公式ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです｡ﾛｰﾀﾘｱ
ﾝ皆様のご参加を頂き教えを頂けます様お願い致します
*RC会員(順不同､敬称略)
三富末雄 本日は練習例会｡次年度田中会長はじめ役員
の皆様､宜しくお願いします。
田中 薫 次年度練習例会です｡宜しくお願いします｡
中田俊彦 次年度宜しくお願いします。

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 7 72.00%

前々回 27 25 9 6月2日分 5 84.00%

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 13 13,000 436,000 300,000 145.33%

米山奨学会 13 13,000 427,000 540,000 79.07%

ニコニコBOX 15 19,000 662,000 1,000,000 66.20%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 13 14,000 591,000 540,000 109.44%

報告
◆会長報告
＊2011-12年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 地区拡大増強ｾﾐﾅｰ
開催の案内が届いております。
日時:7月11日(月)ｾﾐﾅｰ15:00～17:00 懇親会17:00～
場所:ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ ｿｼｱ21 4F｢ｳｨﾝｸﾞ｣･3F｢ﾌｨﾚﾝﾂｪ」

＊2011-12年度ﾛｰﾀｰｱｸﾄ主催｢全ｸﾗﾌﾞ合同例会｣開催の案
内が届いております。

日時:7月9日(土)10:30～15:00 場所:ｼﾞｭﾋﾟﾀｰｶﾌｪ
登録料:ﾛｰﾀﾘｱﾝ 3,000円 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ 1,500円
登録期限:6月30日(木) 詳細は事務局まで

◆ 幹事報告
＊川崎市高津区社会福祉協議会より｢平成23年度 年末
たすけあい小地域福祉活動支援事業助成｣のお知らせが
届いております。(年末たすけあい運動で寄せられた募
金を財源に助成する事業)
申請期限:7月4日(月) ※詳細は事務局まで
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊横浜あざみRC:6月29日(水)18:30～移動例会「敦煌」
◆ 事務局移転のお知らせ
＊川崎宮前RC 7月3日(月)より
〒216-0011 川崎市宮前区犬蔵1-6-43 ﾀｹﾀﾞ株式会社
3号館内TEL 044-979-0056 FAX044-948-8806
◆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）☆川崎とどろきRC ☆川崎中RC
◆諸事お知らせ
＊次週6月23日(木)は最終例会(夜間例会)です。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは千葉ﾔｴ子様他による｢踊り」です。

お客様

久本 弥様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区次年度ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長
横浜金沢みどりRC)

来賓挨拶

久本 弥様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区次年度ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長
横浜金沢みどりRC

次年度上澤ｶﾞﾊﾞﾅｰの下でRA委員長を務めさせて頂き
ます。会長報告の中に次年度のRAの合同例会開催の案
内を載せて頂き有難う御座いました｡RAの活動を広く知
って貰う為11名の委員会ﾒﾝﾊﾞｰで参加のお願いに各RCを
回っています｡会長並びに新世代の委員長様に7月9日
(土)にご出席頂き､18才～30歳までのﾛｰﾀｰｱｸﾄAにﾛｰﾀﾘｱﾝ
の教えを頂きたいと思います｡宜しくお願いします。

◆委員会報告 現社会奉仕委員会 杉崎晴男委員長
来る6/19(日)川崎青年会議所･自衛隊父兄会との連名

で東日本大震災の義援金募集活動を行います。
活動場所は溝口ＪＲ出口ｷﾗﾘﾃﾞｯｷ 12時40分集合で､
1時～3時まで活動します｡黄色いﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾛｼｬﾂ･ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ､
帽子着用です｡皆様の協力をお願いします。



6月16日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「退任挨拶」
＊副会長･家庭集会 本藤光隆委員長

本年度は会長･幹事が元気で副会長の出る幕がありま
せんでした｡家庭集会は回数が少なくて申し訳ありませ
ん｡課題の会員増強･退会防止はこれからも継続されま
すので念頭に置いて活動してください｡
＊会計･ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX委員会 茅根正之会計

本年度も経費差削減をお願いして引き締めて参りま
した｡お蔭様で無事過ごす事が出来ました｡有難う御座
いました｡ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXも､思いがけなく集まりました｡
来年協力お願いします。
＊出席委員会 石川演慶委員長

1・2月は90％台の出席が有りましたが､また下降気味
に成りました｡地区の出席を見るとかなり出席率が悪い
ので来年度は地区を上回るように努力して頂きたいと
思います。
＊親睦活動委員会 鈴木良一委員長
一年間色々な行事を行い､その都度皆様にはお志を頂き
一年間を無事終了する事が出来ました｡皆様の並々なら
ぬ協力と志に感謝します｡来年度は学生さんの演奏への
お礼は少なめでいいと思います。
＊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 持田裕弘委員長

各委員会の皆さんには各々責任を持ってﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをこ
なして参りました｡一年間の協力有難う御座いました。
＊ｸﾗﾌﾞ会報委員会 福嶋 徹委員長
茅根､鈴木､大橋と私の4人で一年間頑張って一回の休

みも遅配もなく無事役割を果たして参りました｡委員会
の皆様ご苦労様でした｡さらに事務局の小野さんには
色々とご無理を申し付けて申し訳ありませんでした｡
残すところ2回ですので､最後まで頑張ります。
一年間協力有難う御座いました。
＊雑誌･広報委員会 福住亮雄委員長
一年間無事過ごす事が出来た事を皆様に感謝します。
＊会員増強･退会防止委員会 中村資敬委員長
本年度は残念ながら会員増強はありませんでした。

目標 純増１名以上の予定でしたが､あと少し努力が足
りませんでした｡退会も居なくて現状維持でした｡今年
度お声をかけた方には継続的に続けて行きたいと思い
ます｡一年間協力有難う御座いました。これからもいつ
でも連絡をお待ちしています。
＊R情報委員会･国際奉仕委員会 細谷和彦委員長
R情報は､川崎西RCと合同で情報研修会が開催されま

した｡新入会員の情報教育は新入会員不在の為行われま
せんでした。国際奉仕の方は､奨学生の包君が史君に変
わりましたので宜しく｡ 国際基督大学に寄付、2月ﾆｭｰ
ｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ地震への寄付､3月11日の東日本大震災の募金を
させて頂きました｡ご協力ありがとうございました。
＊R財団委員会 志村正夫委員長
皆様の協力で150%の達成率になりました｡感謝してい

ます。また更に次年度は米山記念奨学委員会の担当に
なります｡本年度と変わらず宜しくお願いします。
＊米山奨学会委員会 三家 護委員長
本年度は目標額が時代にﾏｯﾁしてなく､少々高い目標

額でした。次年度は少し低めに設定してもらいたい。
協力有難う御座いました。
＊社会奉仕委員会 杉崎晴男委員長
一年間皆様の協力有難うございました｡年間の事業が

皆様のおかげで終了する事が出来ました｡新世代委員会
・職業奉仕並びに持田ﾊﾟｽﾄ会長には多大な協力をいた
だき有難うございました｡6月19日の最後の仕事で共同
募金活動があります｡本年度最後です｡参加を宜しくお
願いします。
＊ﾆｺﾆｺBOX委員会 飯尾光正委員長
目標額には30数万足りませんが最終回を期待します｡

＊IT委員会 相馬 元委員長
本年度からＩＴ事業を始め､週報とﾀｲｱｯﾌﾟしてﾍﾟｰﾊﾟｰ

ﾚｽ化を進めようとしましたが､今年は幹事職で時間が足
りませんでした｡次年度も引き続き続行されるそうです
ので協力致します。

＊謝辞 田中 薫ｴﾚｸﾄ
おひとり3役4役をこなして頂きありがとうございま

した。27名の限られた人数故に次年度もまた幾つかの
役が回ってきます｡ご理解の程をお願いします。

今年は区民祭が中止になりました。また多摩川花火
大会も10月に延期となりました｡詳細は後日お知らせ致
します。さて､退任される委員の方々は肩の荷が軽くな
られたと思いますが､次年度の我々は逆に重くのしかか
つて来ました｡これから1年頑張って行きますので､
今年度同様､皆様のご協力をよろしくお願いします。


