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田中 薫会長 「奉仕の理想」
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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 １２ 回 例 会 記 録
９月は｢会員増強及び拡大月間」です。
通 算 ： 第 125４号
例会日 ： 平成 23年 9月 29日
発行日 ： 平成 23年 10月 1日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢第1回ｸﾗﾌﾞ協議会」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「移動例会 多摩川花火大会」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様（順不同）
長戸はるみ様(第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高
津南RC)今日はｸﾗﾌﾞ協議会です｡宜しくお願いします｡
樋口 明様(第2590地区新世代奉仕委員長､神奈川RC)
本日はお世話になります｡ｸﾗﾌﾞ協議会にもｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰと
して参加させて頂きますのでよろしくお願い致します｡
＊RC会員(順不同､敬称略)
田中 薫 本日は第1回目のｸﾗﾌﾞ協議会に長戸ｶﾞﾊﾞﾅｰ補
佐様のご出席を頂き誠にありがとうございます｡ご指導
をよろしくお願いします｡
鈴木良一 お忙しい中､ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の長戸様には当ｸﾗﾌﾞ
の第1回ｸﾗﾌﾞ協議会にご出席頂き有難うございます｡
菊池幸治 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐長戸はるみ様､今日は宜しくご指
導お願い致します｡

点鐘・開会宣言・歌唱

お客様・ご挨拶

＊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
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 川崎高津南RC)

ｸﾗﾌﾞ協議会ということで伺いました｡
第3ｸﾞﾙｰﾌﾟは７ｸﾗﾌﾞあり､本日が５ｸﾗﾌﾞ目です｡
皆様の率直なご意見を伺えたらと思います｡

＊樋口 明様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区新世代奉仕委員長) 
高津養護学校の支援や小学校での防災教室など長年の
継続実施有り難うございます｡引き続きご支援をお願い
します｡地区の活動は4委員会あります｡≪ｲﾝﾀｰｱｸﾄ≫は
この度､新しいｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞが出来､地区内に19校になる
予定です｡≪ﾛｰﾀｰｱｸﾄ≫は先日台北で海外研修を実施しま
した｡≪青少年交換≫は現在7人の交換留学生を受け入れ
ています｡≪ﾗｲﾗ≫は10月21日から23日に実施します｡
今回は宮城県へ行き､被災地のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを通じてﾘｰﾀﾞｰ

導お願い致します｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 8 68.00%

前々回 27 25 10 9月16日分 3 72.00%

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：本藤光隆

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 11 11,000 144,000 336,000 42.86%

米山奨学会 10 12,000 144,000 560,000 25.71%

ﾆｺﾆｺBOX 14 21,000 234,000 1,000,000 23.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 11 17,000 187,000 500,000 37.40%

報告

◆ 会長報告

＊2011学年米山ｶｳﾝｾﾗｰ研修会 開催の案内が届いてお
ります。日時:10月20日(木)15:00-17:00
場所:ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ ｿｼｱ21 3F｢ｾﾋﾞﾘｱ｣
＊米山記念奨学会より2010年決算報告､2010年度事業
報告､2011-12年度米山寄付金ﾏﾆｭｱﾙ､米山記念奨学事業
豆辞典が届いております。
◆ 幹事報告
＊奉仕五団体打合せの案内が届いております。
日時:9月29日(木)19:00～ 場所:高津青年会議例会場
＊10月1日(土)の多摩川花火大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体当日ｽｹ
ｼﾞｭｰﾙが届いています。FAXで詳細をご連絡致します。
◆ 他ｸﾗﾌﾞより例会変更の案内が届いております。
＊川崎大師RC:10月5日(水)職場訪問移動例会

三栄ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ東京工場､ 東京ｶﾞｽ 扇島工場
懇親会:18:00～川崎ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

◆ 他ｸﾗﾌﾞより幹事交代のお知らせが届いています。
川崎日吉ＲＣ：五味優幹事が高橋秀樹会幹事に交代
◆諸事お知らせ
＊次回10月1日(土)は移動例会 多摩川花火大会です。
＊次週10月6日(木)の例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問で
す。全員の皆様のご出席をお願いします。
また､ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ期間ではありますが､ﾈｸﾀｲ､上着の着用

をお願いします。
◆委員会報告 社会奉仕委員会 大橋健治委員長
10月1日の多摩川花火大会は16時に集合､19時から清

掃活動です｡活動後に慰労会があります｡1日中止の場
合は2日に順延です。

今回は宮城県へ行き､被災地のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを通じてﾘｰﾀﾞｰ
ｼｯﾌﾟを学ぶことがﾃｰﾏです｡今回初めて新世代交歓会と兼
ねており､23日に鶴見大学会館で復興支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関
する発表の場があります｡高津ｸﾗﾌﾞの皆様もご参加をお
願い致します。



9月29日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢第1回クラブ協議会」

【ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】 長戸はるみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
独自のﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXを設置されているとのこと､活動資

金として特徴あることと思います｡どのｸﾗﾌﾞも会員数が
減っているので､会員増強においても､その点のご意見を
お聞かせ下さい｡3ヶ月の経過報告と今後の予定を伺えた
らと思っております。
【会長】 田中 薫会長
今年度のﾃｰﾏは｢ﾛｰﾀﾘｰの原点に立ち返り､思いやりの気
持ちを持とう｣ということでｽﾀｰﾄしました｡皆様のご協力
で事業計画もｽﾑｰｽﾞに行っています｡最近出席率が悪いよ
うですが､出席は大事ですので宜しくお願い致します｡

私の最初の方針ではまず､ｸﾗﾌﾞの中を充実させ､それに
よって入会させる気持ちになって頂くことが会員増増強
には一番大事と考えます｡そのために各会員に卓話をお
願いしています｡これまで納涼家族会で洗足学園OBの演
奏や､大蓮寺で早朝例会を行いました｡継続事業として
小学校の防災教室､養護学校の慰問､献血活動など進めて
参ります｡今後とも宜しくお願い致します。
【幹事】 鈴木良一幹事
本年度､奉仕の精神に則り明るく楽しく元気よいｸﾗﾌﾞ運
営をして参りたいと思っております｡また今後とも出席
と新会員の増強を宜しくお願いします。
【SAA】 飯尾光正SAA
SAA3回目です｡欠席報告を頂くと食事のﾑﾀﾞがなくなる

のでご協力お願いします。
【会計】 中村資敬会計(代読)
会費は順調に納入され､分担金と地区への支払いも滞り
なく済ませています｡ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXは9月22日現在､目標額
50万円に対し17万円で達成率34％と､順調に推移､ご協力
をいただいております。
【ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】 長戸はるみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

出席率の件ですが､欠席された方には連絡を入れた方
が良いと思います｡また､SAAは6名いて心強いですが､欠
席の場合は事務局に連絡を頂くと食事も助かると思いま
す｡会計も会費が順調とのこと､結構だと思います｡
【副会長】 杉崎晴男副会長

【職業奉仕委員会】 細谷和彦委員長
今年度､会長のﾃｰﾏはﾛｰﾀﾘｰの原点に立ち返り､思いやりの

気持ちを持とう､ですが､ﾛｰﾀﾘｰの原点､ｲｺｰﾙ職業奉仕と考え
ます｡また今年度は会社見学をしたいと思います｡ｸﾗﾌﾞ職業
奉仕委員長会議について､10月27日の私の卓話でその報告
をさせて頂きます。
【社会奉仕委員会】 大橋健治委員長

本年度は高津区民祭が中止となり､花火大会が本年度初
めて社会奉仕として動く事業となります｡養護学校の慰問
ですが､新世代の本間委員長と催物を再検討中です。
【ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】 長戸はるみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
若い会員を増強するには若い方が誘うほうがよいと思い

ます｡また昭和21～24年位の生まれの方が会社を離れつつ
あり､ﾀｰｹﾞｯﾄではと思います｡R情報を家族の方々に普段か
らお伝え頂くと交換留学生のﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰも少なくなっており
ますので､大事なことと思います｡ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを拝見しました
が､綺麗に仕上がってます｡養護学校の件ですが､人形劇以
外とのお話だそうですがﾋﾟｴﾛはいかがでしょうか｡(ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱのｸﾞﾙｰﾌﾟがあります｡)
【国際奉仕委員会】 石川演慶委員長
今年度の国際大会はﾀｲですが非常に景気が良い国で､特

に9.11以降､中東の人々が高級医療はｱﾒﾘｶ､ﾖｰﾛｯﾊﾟよりﾀｲに
行って受けているのが現状です｡活気ある国からｴﾈﾙｷﾞｰを
もらうのもよいのではと思い国際大会に出席する計画をし
ております｡地区の方針については､10月に地区の委員長会
議があるので別途報告致します。
【米山記念奨学委員会】 志村正夫委員長
昨年並みに1人25,000円以上のご寄付をお願いしたいと

思います｡先日ｿｼｱ21で米山奨学記念会の勉強会に出席､
米山奨学金を頂いた方の話を伺い､心打たれました｡自分が
委員長として行っている事は大変意義あると思いました｡
【R財団委員会】 三家 護委員長
今後も目標額を達成するまで頑張って参ります｡
【ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】 長戸はるみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
国際大会への参加､是非宜しくお願いします｡また第1～3

ｸﾞﾙｰﾌﾟのIMが2月22日､川崎で開催予定です｡今年度のﾃｰﾏが
留学生と文化交流となっています｡是非､皆様参加をお願い【副会長】 杉崎晴男副会長

各委員会と協力しｸﾗﾌﾞ運営に努めて参ります｡家庭集
会は過日､例会で皆様のご意見を伺い､まとめて頂いた経
緯があります｡これから第2回を開催する予定です。
【出席委員会】 菊池幸治委員長
何とか出席率向上に図って参りたいと思っております。
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会】 相馬 元委員長
4名の会員に卓話して頂きました｡未決定な週もあり､

依頼があると思いますので宜しくお願い致します。
11月4､5日は地区大会､移動例会です｡11月23,24日は親

睦移動例会で福島へ行くことが決定しています。
【会報委員会】 本藤光隆委員長
今年は卓話に力を入れるとのことですので､会報に正

確に趣旨を残しておきたいために卓話の方はなるべく
話のあらすじをいただければ大変有り難いです。
【雑誌広報委員会】 森山圭介委員長

Rの友をご紹介できるよう､今後は良い記事があればす
ぐにでもご紹介させていただきます｡

投稿も､ぜひ行いたいと思います。
【ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】 長戸はるみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

残り2回の家庭集会､宜しくお願いします｡出席ですが
委員会だけでなく各個人が考えていただければと思いま
す｡ｸﾗﾌﾞ会報の件で原稿提出とのこと､かなり助かると思
います。雑誌､広報も､出来れば毎月ご紹介していただく
か､雑誌が配られた日に合わせて事前に調べてﾎﾟｽﾄに入
れておく､それも一つの考えのように思います。
【ｴﾚｸﾄ】 茅根正之ｴﾚｸﾄ

会員増強とﾛｰﾀﾘｰ情報の2つの委員会を担当することに
なっています｡会員増強は､現会員や退会された会員の
ご子息､共同募金で知り合ったJCの方に入会していただ
こうと思い行って参りました｡増強はなるべく若い世代
に入っていただけたらと思っております｡
【R情報委員会】 相馬 元委員長
地区から色々な資料が来ますので是非､積極的に地区の
ｲﾍﾞﾝﾄに活動して理解を深めていただけたらと思います｡
家族の方に週報､Rの友などをご覧頂くことも活動を理解
して頂けると思います｡会員増強の時にも資料を活用す
ることは役に立ちます｡ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを立ち上げました｡ｱｸｾｽ
して自分のｸﾗﾌﾞを確認していただければと思います。

留学生と文化交流となっています｡是非､皆様参加をお願い
致します｡ﾛｰﾀﾘｰ財団は毎月お一人2,000円以上協力して頂
くと年間目標の120㌦になります｡今年度､交換留学生は第3
ｸﾞﾙｰﾌﾟはﾀｲから来ています｡引受けｸﾗﾌﾞやﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの方を
お願いするのに四苦八苦していますが､ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの負担軽
減にもなりますので､日頃食事など留学生にお声がけなど
をお願い致します。
【樋口 明様】防災教室と､高津養護学校の支援を引き続
き宜しくお願い致します｡週報を拝見し､防災教室のﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄが地区補助金に認定されよかったと思います｡様々な
ｲﾍﾞﾝﾄの情報を家族の方に伝える､参加するというお話があ
りましたが､10月23日に新世代交歓会がありますので是非
ご参加を宜しくお願いいたします。
【ﾆｺﾆｺBOX委員会】 中田俊彦委員長
今日現在の達成率が20.4％ですので､引き続き宜しくお

願いします｡特にﾒｯｾｰｼﾞとﾄﾞﾈｰｼｮﾝを是非書いて下さい｡
使途について再度ご確認頂ければ､寄付の金額も増えるの
ではと思います｡また前年度新世代育成委員長として活動
した養護学校慰問の記事が､Rの友に掲載されました｡
掲載は8月号ですので､ご報告をさせていただきます｡
【米山ｶｳﾝｾﾗｰ】 石川演慶ｶｳﾝｾﾗｰ
現在の留学生は中国の方ですが､東工大の大学院の修士

課程の2年生で博士課程に行かず就職するので､来年の3月
迄です｡今年度は米山奨学生の本部から指導教官と接触を
取るようにとのことで年末家族集会にお呼びするのがよい
のではと考えております。
【ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】（総括） 長戸はるみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

非常に順調にｸﾗﾌﾞの運営が進んでいると思います｡
今日は本当に有り難うございました。
【ｴﾚｸﾄ】 茅根正之ｴﾚｸﾄ
今日は長戸はるみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えをして田中年度の

第1回ｸﾗﾌﾞ協議会を行いました｡本日はお忙しところ長戸は
るみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐に来ていただきまして誠に有り難うござい
ました。


