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『こころの中を見つめよう
博愛を広げるために』

第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎高津ロータリークラブ

事務局：〒213-0041川崎市高津区溝口2-14-1むらたビル３F

例会場：ホテルKSP TEL 044-819-2211

例会日：毎週木曜日 12:30 / 毎月第4週 18:00

会 長：田中 薫

幹 事：鈴木 良一

田中 薫会長 「君が代･奉仕の理想」

2011～2012

クラブ年度テーマ

『 ﾛｰﾀﾘｰの原点にたちかえり、思いやりの気持ちを持とう 』

Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

第 1 回 例 会 記 録
通 算 ： 第 1243号
例会日 ： 平成 23年 7月 7日
発行日 ： 平成 23年 7月 14日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢理事役員挨拶」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「役員挨拶」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様(順不同)
毛木幹育様･渡部清一様(川崎西RC会長･幹事)
新年度のご挨拶にお伺い致しました｡
一年間宜しくお願いします｡
島﨑順夫様･大島成元様(川崎高津南RC会長･幹事)
田中会長､鈴木幹事､新年度おめでとうございます｡
1年間宜しくお願い致します｡
＊RC会員(敬称略､順不同）
田中 薫 いよいよ2011-12年度のｽﾀｰﾄです｡一年間宜
しくお願いします｡川崎西RC毛木会長､渡部幹事､川崎高
津南RC島崎会長､大島幹事様､ようこそおいで下さいま
した｡互いに一年間､頑張りましょう｡
鈴木良一 本年度一年間不慣れではありますが､宜しく
お願い致します｡
三家 護 本年度はR財団の担当となりました｡よろし
くお願いします｡
菊池幸治 田中会長､鈴木幹事､理事の皆様､新任おめで
とうございます｡
三富末雄 田中年度のｽﾀｰﾄに当たり心からお祝い申し
上げます｡

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 5 6月16日分 2 88.00%

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 相馬 元副委員長
三富末雄委員 森山圭介委員 編集担当：三富末雄

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 22,000 22,000 336,000 6.55%

米山奨学会 12 21,000 21,000 560,000 3.75%

ﾆｺﾆｺBOX 15 44,000 44,000 1,000,000 4.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 13 24,000 24,000 500,000 4.80%

お客様･ご挨拶

◆会長報告
＊第2590地区川野正久前年度ｶﾞﾊﾞﾅｰより東日本大震災
被災地への義援金協力に対するお礼と報告が届いてお
ります｡｢本年度3回にわたり義援金の協力をお願いし､
当地区合計金額は￥26,598,285となりました｡先にもご
案内した通り､災害遺児の教育環境支援に活用させて頂
くべく次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰに引継ぎ致します｡ご協力ありがと
うございました｡」
＊第2590地区川野正久前年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ大部哲也前年度地
区幹事より当ｸﾗﾌﾞの一年間の協力に対して丁重なる礼
状が届いております。
＊第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会開催の案内が届いて
おります。
日時:7月13日(水)18:00～ 場所:ホテルKSP1F｢椿｣

＊2011-12年度上期 地区資金振込依頼の件が届いてお
ります。 地区資金の内訳
本会計 上半期分 7,500円
特別会計イ事業費 上半期分 6,000円

ロ地区大会分担金 4,000円17,500円/会員
＊米山記念奨学会より2011年度上期普通寄付金の依頼
が届いています。上期：2,500円/会員
＊7/1(金)川崎西RC､7/4(月)川崎高津南RCへ会長､幹事
で表敬訪問致しました。
◆ 幹事報告
＊平成23年度川崎市制記念多摩川花火大会開催の案内
が届いております。日時:10月1日(土) 荒天２日(日)
会場:多摩川河川敷内容:花火総数4,000発､東北物産展
及び東北郷土芸能ｽﾃｰｼﾞ､音楽ｽﾃｰｼﾞ
＊前年度社会奉仕活動の一環で集めたｴｺｷｬｯﾌﾟは6月21
日に｢ｴｺｷｬｯﾌﾟ推進協会｣にお届け致しました。
数量 65.5ｋｇ 受領個数 約26,200個（累計個数
112,600個 ﾜｸﾁﾝ140,8人分）
＊高津青年会議より事務局移転の案内が届いています
新住所〒213-0001川崎市高津区溝口2-14-6 ｼﾏﾔﾋﾞﾙ6F

TEL＆FAX 044-822-0300
◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎南RC 7月19日(日)を17日(日)18日(月)一泊移動
例会に変更 ｢ﾘｿﾞｰﾄﾋﾟｱ強羅｣

毛木幹育様･渡部清一様(川崎西RC会長･幹事)

当ｸﾗﾌﾞも会員減少が進み､今年度は1～2名の増員をし

たいと思います｡新世代奉仕に力を入れて､子供たちに

喜ばれる行事をしたい｡一年間宜しくお願いします｡

島﨑順夫様･大島成元様(川崎高津南RC会長･幹事)

田中会長にはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの充実とｸﾗﾌﾞの活性化に努める

と伺っており､その成功をお祈りすると共に色々勉強さ

せて頂きたい｡当ｸﾗﾌﾞ初めて長戸ﾊﾟｽﾄ会長が第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ

のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐になり､ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ宜しくお願いします｡

事務所鍵･木槌の引渡

＊川崎大師RC 7月27日(水)18:00～川崎BE8Fｶﾒﾘｱﾎｰﾙ
◆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)
☆川崎北RC ☆新川崎RC☆川崎中RC ☆川崎とどろきRC
◆諸事お知らせ
＊次週7月14日(木)の例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは委員長挨拶です。
＊本日例会後に第1回定例理事会が開催されます。

報告



7月7日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

＊委員会報告 前社会奉仕委員会 杉崎晴男委員長
6月21日にｴｺｷｬｯﾌﾟを推進協会に届けました｡数量65,5kg
受領個数約26,200個(累計個数112,600個、ﾜｸﾁﾝ140.8人
分)これからも引き続き宜しくお願いします。

＊感謝状授与 会長 田中 薫
前会長 三富末雄 前幹事 相馬 元

＊委嘱状授与 理事･役員
＊挨拶
≪会長≫ 田中 薫会長

会長指針をさせて頂きます｡27名の会員､今年は同じ
27年目､平均年齢62.6歳のｸﾗﾌﾞです｡毎年の課題ですが
若手会員の補充をしなければ存続が難しい｡今年度は特
に力を入れ3名の純増をしたいと考えています｡
例会では会員の卓話をして会員の絆を強くしたい｡卓話
を快く受けて頂き､一言運動で欠席がちの人に出席して
いただきたい｡
継続事業も続けていきたいと思います｡防災教室も2月
実施を計画しています｡子供たちに防災教室の経験を何
かあったとき生かして欲しい｡国際大会がタイで開催さ
れるのでぜひ参加したいと思います｡
役員･理事の皆様にはよろしくご協力お願いします。
≪副会長≫ 杉崎晴男副会長
田中会長に何かあったときはｻﾎﾟｰﾄさせて頂きます｡
代行として対応したい。一年間宜しくお願いします。
≪会長ｴﾚｸﾄ≫ 茅根正之ｴﾚｸﾄ

次年度､2回目の会長です｡いろいろ思い出して一年間
勉強していきたいと思っています。
≪幹事≫ 鈴木良一幹事

前幹事が一生懸命やっていたのを聞きながらやって
いきたい。不束者ですが､宜しくお願い致します。
≪会計≫ 中村資敬会計

財政難の中で決められた行事をやって行かなければ
なりません｡各委員会は引続き節約に努めて頂きたい｡
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXはｸﾗﾌﾞの財政源になるのでよろしくお願い
します｡
≪SAA≫ 飯尾光正SAA
3回目です｡喋るのが苦手なので聞きづらいと思います

が宜しくお願いします｡食事の無駄をなくしたいので､
欠席の場合は前もって連絡して下さい｡
≪職業奉仕委員会≫ 細谷和彦委員長
長いこと職場見学をやっていない｡ぜひ実現したいと
思います.いいところがあったら宜しくお願いします。
≪国際奉仕委員会≫ 石川演慶委員長

国際大会がタイで開催とのことですので､前向きに計
画して実行したい。どうぞよろしくお願いします。
≪新世代奉仕委員会≫ 本間信治委員長

初めてのお役です。右も左もわからないので、一年
間ご指導をよろしくお願いします。
＊謝辞 田中 薫会長
この一年間、役員理事の皆様のご協力よろしくお願い
します｡計画に基づいて達成できるよう宜しくお願いし
ます。


