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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 「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

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１８回 例 会 記 録
１１月は｢Ｒ財団月間」です。
通 算 ： 第 1260号
例会日 ： 平成 23年 11月 17日
発行日 ： 平成 23年 11月 23日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢第2回ｸﾗﾌﾞ協議会」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「親睦移動例会」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊RC会員(順不同 敬称略)
田中 薫 第2回目のｸﾗﾌﾞ協議会､宜しくお願いします｡
志村正夫 福住先生､義母の緊急入院をさせて頂き､
ありがとうございました｡妻の実家に私の役が経ち感謝
しております｡

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 12 12,000 191,000 336,000 56.85%

米山奨学会 13 13,000 193,000 560,000 34.46%

ﾆｺﾆｺBOX 14 18,000 324,000 1,000,000 32.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 14 17,000 247,000 500,000 49.40%

報告

お客様

史 潤宇様(米山記念奨学生)

◆会長報告
＊国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区より委嘱状が届いております。
2012-13年度 第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 三家 護会員
＊過日行われた地区大会に対する出席と協力に対して
第2590地区上澤摩壽雄ｶﾞﾊﾞﾅｰ､畑和男 地区大会委員長
より礼状が届いております。
＊川崎高津南RCより卓話の案内が届いております。
日時:11月28日(月)18:30～ 川崎鷺沼RCとの合同例会に
おいて 場所:ﾎﾃﾙKSP KSPﾎｰﾙ 3F
卓話者:川崎市副市長 三浦 淳様 ※例会後副市長を囲
んで懇親会を予定 登録料:4,000円
登録締切:11月24日(木)  事務局までお知らせ下さい｡
＊11月9日(水)に行われた第3回会長･幹事会に幹事と共

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 10 10月27日分 5 80.00%

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：相馬 元

＊11月9日(水)に行われた第3回会長･幹事会に幹事と共
に出席致しました。
◆ 幹事報告
＊第61回“社会を明るくする運動”反省会の案内が届
いております｡
日時:12月7日(水)10:30～場所:高津区役所 5階
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎百合丘RC:11月22日(火)休会(定款細則により)
11月29日(火)移動例会 職場訪問 静岡市 ｷｽｺ ﾌｰｽﾞ(株)
＊川崎中RC:11月22日(火)を21日(月)16:00～に変更

川崎とどろきRC創立15周年記念式典に参加
ｸｲｰﾝｱﾘｽ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ日吉

＊川崎鷺沼RC:11月23日(水)休会(祝日)
11月30日(水)を11月28日(月)18:30～に変更 移動例会
川崎高津南RCとの合同例会 ﾎﾃﾙKSP
＊川崎北RC:11月23日(水)休会 30日(水)18:00～

移動例会 ﾎﾃﾙ精養軒
＊川崎大師RC:11月23日(水)休会
＊川崎多摩RC:11月24日(木)18:30～

通常例会を夜間例会に変更 柏屋
＊川崎稲生RC:11月25日(金)18:30～

移動例会 多摩市民館会議室
＊川崎麻生RC:11月25日(金)18:30～

多摩市民館会議室 川崎稲生ＲＣ合同例会
＊川崎南RC:11月29日(日)18:30～

移動例会 横浜聘珍楼
＊新川崎RC:11月30日(水)18:00～ 戸塚ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
◆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)
☆川崎高津南RC ☆川崎日吉RC ☆川崎中央RC 
☆川崎北RC ☆川崎中原RC ☆川崎RC ☆新川崎RC 
☆川崎中RC ☆川崎とどろきRC
◆諸事お知らせ
＊次週11月24日(木)の例会は23(水)24(木)親睦移動例
会に変更になっております｡
＊本日例会後に定例理事会を開催します。

◆委員会報告
＊雑誌･広報委員会 鈴木 良一幹事（代理）
11月8日に雑誌委員会委員長会議に出席しました。
Rの友の雑誌購読は義務なので､皆さんに徹底するよう
にとの事でした。
＊ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会委員長会議 田中 薫会長（代理）
11月15日にｸﾗﾌﾞ奉仕委員会委員長会議に出席しまし

た。どこのｸﾗﾌﾞも卓話者を呼ぶのに金額の面で苦労し
ているようでした。



１１月１７日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「第２回ｸﾗﾌﾞ協議会」
【会長】 田中 薫会長

7月から5ｹ月が過ぎようとしていますが､皆様の協力
で卓話を快く引き受けて頂き､例会もｽﾑｰｽﾞに進んでい
ます｡今回初めて15名の会員で福島RCにﾒｰｷｬｯﾌﾟし､大震
災等の事を福島RCと話し合いが出来ることを企画しま
した。色々な所へ行く事によって､視野が広がると考え
ています。色々な面で挑戦していきたいと思っていま
すのでご協力お願いします。
【幹事】 鈴木良一幹事
第1回ｸﾗﾌﾞ協議会以降10月はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の後、

KSPの例会場を2回ほど使い､11月は今回だけと皆様の顔
を久しぶりに拝見出来ました｡来月は年末家族会､正月
は賀詞交換会がありますので皆様のご協力を宜しくお
願いします。
【SAA】 飯尾光正SAA
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の後､例会は今日で４回で､SAAとして

は発表する事が無いようです｡今の所､食事も無駄にす
ることなく順調に推移しております。
【会計】 代理 茅根正之ｴﾚｸﾄ
中村会員が欠席のため私が代読します｡11月の途中経

過です｡支払いで行きますと分担金は半期分で半分払っ
ております｡後は大体30％支出しております｡
期首資料の印刷代が100％です。
【出席委員会】 菊池幸治委員長
第1回ｸﾗﾌﾞ協議会の後に出席委員会を開催し､三家委

員､本藤会員､会長、幹事に出席頂き､今後の対策を協議
致しました｡欠席された方にも事情があると思います。
あまり強く出席を促すのもいかがなものか？という意
見もありました｡例会に出席するのがｸﾗﾌﾞ会員条件の一
つです。出席して親睦をはかるのは、ｸﾗﾌﾞの発展のた
めに必要です.やむを得ず欠席する場合は必ずﾒｰｷｬｯﾌﾟ

【R情報委員会】 相馬 元委員長
R情報として新会員の為の活動は出来ない状況です。

前回のｸﾗﾌﾞ協議会で会員の皆様への地区等の情報は､
なるべく行事に参加をお願いしたいと話しましたが､
中々それも実現出来ていないようなので引き続き地区
の方に足を運んで情報を得て頂ければと思います。
【職業奉仕委員会】 細谷和彦委員長
来年の2月に社会奉仕と新世代奉仕と合同で小学校の

防災教室を予定しています｡その節は皆様の協力をお願
いします｡先月の27日の夜会に職業奉仕委員長会議の報
告をしましたが､その時のﾃｰﾌﾞﾙ数は2つでした｡卓話の
内容は別として､出席が非常に少ないと思います。
【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には皆様に参加､ご協力頂
き有難うございました｡社会奉仕委員会としては防災教
室が来年の2月ですのでご協力お願いします｡
【国際奉仕委員会】 石川演慶委員長

国際大会が来年5月にﾀｲで開催されますので､ぜひ参
加したいと思います｡12月8日の例会で国際奉仕委員会
として国際大会のﾌﾟﾚｾﾞﾝをします｡当日はJTBの担当者
に話して頂きます｡今､御承知のように洪水が起こって
いますが､来年には当然納まっていると思うので､是非
参加して頂きたいと思います。
【米山記念奨学会委員会】 志村正夫委員長
米山の数字ですが,18回目で32.14％です｡頑張りたい
と思います｡うちのｸﾗﾌﾞは会員が少なくて数字的には伸
びないので皆様ぜひ協力をお願いします。
【新世代奉仕委員会】 本間信治委員長
来年の5月17日の養護学校の慰問ですが､企画を練りに
学校担当の人にお会いして話したのですが､手品やﾓﾉﾏﾈ
など高学年に合う催しが希望という事で､今それを探し
ています｡来年の久地小学校の防災教室もご協力お願い
します。
【ﾆｺﾆｺBOX委員会】 中田俊彦委員長

めに必要です.やむを得ず欠席する場合は必ずﾒｰｷｬｯﾌﾟ
をお願いします。
【親睦活動委員会】 森 正一委員長
8月25日納涼家族会は､ｽﾁｰﾙﾊﾟﾝの演奏で皆様楽しく過

ごしました｡そして10月1日には多摩川花火大会で警備
清掃をしました｡皆様の協力に感謝します｡来週の11月
23・24日の親睦移動例会には15名の会員の参加を頂き
ました｡24日に福島RCへ訪問をします。
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会】 相馬 元委員長
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの方は会長幹事で大分進めて頂いています｡

今年度会長の方の方針もあり､会員の皆様に卓話を順次
お願いすると言う事で今まで会員6名と奨学生の史君に
卓話をお願いしました｡今後も皆様に卓話をお願いする
ことがありますので､その際は快諾して協力頂ければと
思います。
【ｸﾗﾌﾞ会報委員会】 本藤光隆委員長
会報はとにかく毎回着実に会報を発行していく事が責
務だと思っています｡それについては今年の会長方針で
卓話を増やすとの事ですので､皆様､卓話の際には要領
良く纏めた資料か簡単な原稿をお願いします。
【雑誌・広報委員会】 森山圭介委員長
Rの友を読むのは義務ですが､皆様にお話できる機会が

無かったので､私が文章に纏めて興味を持てるよう内容
を砕いてご紹介をしたいと思います。
【会員増強・退会防止委員会】 持田裕弘委員長
増強は1､2名増えそうでしたが､残念な結果でした。皆
様から優秀な会員を増強して頂きますと､ｸﾗﾌﾞも若手が
入って活性化出来るのではないかと思います。
【ｴﾚｸﾄ】 茅根正之ｴﾚｸﾄ
先日ある方に入会して貰おうと会いに行きました。
結果的には他ｸﾗﾌﾞに入りました｡その理由はそのｸﾗﾌﾞの
弁護士さんが年齢を理由に廃業したためそちらに入会
しますとの手紙を頂きました。
以上ご報告致します。

【ﾆｺﾆｺBOX委員会】 中田俊彦委員長
17回の例会終了後の集計ですが､目標額が100万円で､

30万6千円30.6％の達成率です。
ﾆｺﾆｺBOXのお金の使い道は､職業奉仕･社会奉仕･国際奉
仕･新世代奉仕の活動資金になるので､引き続き皆様の
協力をお願いします。
【米山ｶｳﾝｾﾗｰ】 石川演慶委員長
ｶｳﾝｾﾗｰ同士の話を聞くと夫婦で来日して奨学金をもら

っている方が､途中で離婚したりして､ｶｳﾝｾﾗｰに相談が
来るとか色々な問題が伝わる中､幸にして史君は真面目
で次の就職先も決まっており問題なく奨学生が終わる
のでないかと思います｡今年度は教官の小林教授を年末
家族会にご招待しますので､当日は家族で参加して会を
盛り上げるようにお願いします。
【ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX】 代理 茅根正之ｴﾚｸﾄ
目標額は50万で現在46％となっています｡今期は休み

が多いので伸び悩んでいますが､後半ぜひ頑張って目標
達成したいと思うのでよろしくお願いします。


