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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４５回 例 会 記 録
通 算 ： 第 １２４２ 号

例会日 ： 平成 23年 6月 23日

発行日 ： 平成 23年 7月 7日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「最終例会」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢初例会」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

*お客様
青木克眞様･鈴木正紀様(川崎鷺沼RC会長･幹事)
1年間いろいろお世話になりました｡三富会長はじめ
高津RCの皆様､ありがとうございました｡
*RC会員(敬称略､順不同)
三富末雄 皆様のおかげで最終例会を迎えることが出
来ました｡本当に有難うございます｡感謝申し上げます｡
相馬 元 皆様一年間お世話になりました｡
中田俊彦 家内がお世話になります｡
三家 護 一年間米山奨学委員会では大変世話になり
ました｡ 次年度はR財団です｡宜しくお願いします｡
福嶋 徹 一年間ご苦労様でした｡一家で来ました｡
菊池幸治 三富会長､相馬幹事､役員の皆様､一年間ご苦
労様でした｡
石川演慶 昨日のｺﾞﾙﾌ同好会のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟで久方振りに
優勝致しました｡
田中 薫 今年度最終例会､会長､幹事さん一年間お疲
れさまでした｡
＊最終例会にあたり､ご祝儀を頂戴いたしました｡
三富末雄会長 相馬 元幹事 茅根正之会計
田中 薫ｴﾚｸﾄ 本藤光隆副会長 森 正一SAA

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 3 88.00%

前々回 27 25 9 6月9日分 9 100.00%

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：茅根正之

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 19 24,000 460,000 300,000 153.33%

米山奨学会 18 22,000 449,000 540,000 83.15%

ニコニコBOX 20 51,000 713,000 1,000,000 71.30%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 20 32,000 623,000 540,000 115.37%

報告
◆会長報告
＊2011-12年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 地区R情報･広報･
ITｾﾐﾅｰ開催の案内が届いております。
日時:7月14日(木)15:00～17:00
場所:ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞｿｼｱ21 4F｢ｳｨﾝｸﾞ｣
＊第2590地区より､PETS並びに地区協議会の登録料一部
返還の件が届いております。
（東日本大震災の影響で懇親会を自粛したため）
返還金:32,000円
(各ｸﾗﾌﾞ一律 PETS:5,000円、地区協議会:27,000円)

＊第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会より､本年度分担金より会員1人
3,100円合計83,700円の返金のお知らせが届いています

お客様

来賓挨拶

青木克眞様･鈴木正紀様(川崎鷺沼RC会長･幹事)
福嶋千恵子様 本藤伊都子様 飯尾智子様
茅根啓子様 菊池昭子様 三富瑶子様
中田節子様 志村眞佐子様 杉崎里美様
相馬順子様 田名網真弓様 吉田智美様・浩康様
田名網康代様 千葉ヤエ子様 井出マリ子様
川口初江様 川合禮子様 島田静子様
寺島輝子様

祝慶事

＊会員誕生日
6月 石川演慶 会員 6月7日
＊ご夫人誕生日
4月 福嶋千恵子様 4月25日
5月 中田節子様 5月5日 志村眞佐子様 5月7日

森山 愛様 5月15日 田名網真弓様 5月21日
本間和子様 5月25日

6月 本藤伊都子様 6月13日
＊入会記念日
5月 茅根正之会員 S60.5.16 木嶌士郎会員 S60.5.16

福嶋 徹会員 S60.5.16  古屋光克会員 S60.5.16
持田裕弘会員 S60.5.16  中田俊彦会員 S62.5.28
細谷和彦会員 H1.5.11   飯尾光正会員 H5.5.27
中村資敬会員 H9.5.29   三富末雄会長 H12.5.18

6月 志村正夫会員 S60.6.27
＊結婚記念日
4月細谷和彦･やよい様4月2日 本藤光隆･伊都子様4月3日

安原正洋･京子様 4月10日 木嶌士郎･和子様 4月13日
森 正一･由美様 4月20日 志村正夫･眞佐子様4月27日
石川演慶･佳代様 4月29日

6月茅根正之･啓子様 6月2日 田名網成彰･真弓様 6月30日
＊ﾋﾟﾝ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ 細谷 桂様
＊名誉会員証授与 千葉良平名誉会員

6/19(日)川崎青年会議所と自衛隊父兄会とで共同募金を実施しました

青木克眞様･鈴木正紀様(川崎鷺沼RC会長･幹事)
今年一年大変お世話になり､有難うございます｡

無事任務を遂行することが出来ました。昨日､私ども
鷺沼RCは最終例会でしたのでご挨拶に参りました。



6月16日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「退任挨拶」
＊SAA 森 正一SAA

例会の進行をやらせて頂きました。
最終例会を迎えましたことを皆様に感謝申します
＊職業奉仕委員会 菊池幸治委員長
活動計画書どおりに実行いたしました。坂戸小学校

の防災訓練､起震車の体験､会員の三分間ｽﾋﾟｰﾁをさせて
頂きました｡お陰さまで終わりました。
＊幹事 相馬 元幹事
一年間ご協力いただきました｡ご家族の皆様もﾛｰﾀﾘｰ

活動のご協力を頂きありがとうございました｡大変勉強
させて頂きました｡先輩のご指導の賜物と思います。
3月に東日本大震災と言う経験したことのない出来事

があり､幹事としてﾛｰﾀﾘｱﾝとしてどうすべきか､心に重
く思いました｡震災により例会が１回休会になったこと
はｸﾗﾌﾞにとって初めてのことではないかと思う｡予想以
上に達成感があったのではないかと思います。
＊会長 三富末雄会長
地域に根差した信頼されるﾛｰﾀﾘｰと言うことでやって
きました｡定着した地域の活動を地道に行いました｡
養護学校の人形劇､各小学校を回っての防災活動｡また
来年も､と期待されています｡又3ｸﾗﾌﾞ合同の例会を2回
行いました｡震災の募金活動はこれから2,3年続くこと
でしょう。課題として会員増強をしてきましたが､退会
がなかったのでよかったです。

「踊りの夕べ」

＊6月19日(日)に行った川崎青年会議所･自衛隊父兄会
との共同募金では合計83,158円集まりました｡川崎市東
日本大震災支援金口座に振り込みました｡
募金活動にご協力ありがとうございました。
＊2010-11年度 第27回RYLA報告書が送付されておりま
す。お目通し下さい。
◆ 幹事報告
＊たちばな経済研修会20周年 家田荘子記念講演の開催
内が届いております。
日時:7月23日(土)17:00～19:00 場所:ホテルKSP 3F 
参加費：無料 定員：400名(先着順)
※参加ご希望の方は6月28日(火)迄事務局に
＊平成23年度川崎市文化賞等候補者の推薦についての
依頼が届いております。
推薦期限:7月7日(木) 詳細は事務局まで
◆諸事お知らせ
＊次週6月30日(木)は定款細則により休会です。
次々週7月7日(木)は2011-12年度の初例会です。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは理事役員挨拶です。
◆委員会報告 社会奉仕委員会 杉崎晴男委員長
6/19(日)溝の口駅前で川崎青年会議所と共に東日本

震災被害者のための募金活動をさせて頂きました｡多数
の方にご参加いただき､2時間で83,158円集まりました
ので川崎市東日本大震災被害者支援金口座に振り込み
ました。

井出ﾏﾘ子様｢花くれない」 川口初江「風雪流れ旅」
川合禮子様「江戸の四季」 島田静子「おりょう」
芳柳寿々之八様･寺島輝子様「隅田川慕情」

美しく艶やかな踊りをご披露いただきました。


