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国際ﾛｰﾀﾘｰ･ﾃｰﾏ

『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２０回 例 会 記 録
１２月は｢家庭月間」です。

通 算 ： 第 1262号

例会日 ： 平成 23年 12月 1日

発行日 ： 平成 23年 12月 8日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢年次総会」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「卓話 石川演慶会員」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

田中 薫 本日の年次総会宜しくお願い致します｡

三家 護 11/29ｿｼｱ1でｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐第1回研修会に出席

しました｡来年度1年間全う出来るかあまり自信があり

ませんが､何とか頑張るつもりですので宜しくお願いし

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 12,000 203,000 336,000 60.42%

報告

◆会長報告
＊川崎麻生RCより創立20周年記念式典の案内が届いて
おります。 日時:平成24年2月18日(土)16:00～

場所:ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ新百合丘7階
＊米山奨学生･学友 年末ﾊﾟｰﾃｨ開催の案内が届いており
ます。 日時:12月3日(土)18:00-20:30

場所:ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 5F ｢ｼﾞｭﾋﾟﾘｰⅡ」
会費:ﾛｰﾀﾘｱﾝ 10,000円/人

＊平成24年高津区賀詞交換会開催の案内が届いており
ます。 日時:平成24年1月7日(土)12:30～
場所:ﾎﾃﾙKSP 3階 曙光の間 会費:4,000円

◆ 幹事報告

委嘱状

＊2012-13年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区
第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 三家 護 会員

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 7 11月17日分 7 100.00%

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

ﾛｰﾀﾘｰ財団 12 12,000 203,000 336,000 60.42%

米山奨学会 12 12,000 205,000 560,000 36.61%

ﾆｺﾆｺBOX 11 15,000 361,000 1,000,000 36.10%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 12 12,000 259,000 500,000 51.80%

◆ 幹事報告
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎とどろきRC:12月12日(月)17:30～

年末家族会 ﾎﾃﾙ ﾓﾝﾄﾙ横浜
＊川崎中RC:12月13日(日)17:30～

年末家族会 ﾖｺﾊﾏ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ
＊川崎中原RC:12月15日(木)18:00～

年末家族会 新横浜国際ホテル南館
＊川崎南RC:12月20日(日)18:30～

年末家族会 川崎日航ﾎﾃﾙ
＊川崎日吉RC:12月22日(木)を23日(金)18:00～

年末家族会 uraku AOYAMA
＊川崎麻生RC:12月22日(木)17:00～

年末家族会 ｴﾙ･ﾌﾗﾒﾝｺ新宿
＊川崎西RC:12月23日(金)休会 祝日休会
◆諸事お知らせ
＊次週12月8日(木)の例会は石川演慶会員の卓話です。
＊本日例会後に定例理事会が開催されます。
◆委員会報告
＊社会奉仕委員会 大橋 健治 委員長
11/22にｿｼｱ21で行われた社会奉仕委員会議の報告で

す｡まず神奈川新聞で｢希望｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが始まりました｡
これは今年震災で修学旅行に行けなかった子供たちに
修学旅行をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄするもので､協賛依頼がありました｡
｢希望｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについては各ｸﾗﾌﾞで話し合ってほし

いとのことです｡
＊親睦活動委員会 代理 田中 薫 会長

11月23日､24日の親睦旅行は会津から福島へ周りまし
た｡会津若松では鶴ヶ城､飯盛山､武家屋敷や造り酒屋を
まわって東山温泉に泊まりました｡観光地なのに観光客
が少ないことを強く感じました｡24日は福島RCの例会に
出席しました｡福島RCの会長幹事様が快く迎えて下さい
ました｡ﾒｰｷｬｯﾌﾟ料もこちらより安く食事も豪華でした｡
帰りは30分ほど遅くなり午後7時30分頃に溝ノ口に到

着しました｡楽しい時間を過ごさせていただきました。



１２月１日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「年次総会」

＊議長選出 進行 鈴木 良一 幹事
これより2011年 年次総会を開催します。

本総会が成立するためには9名以上の会員の出席が必
要であるところ,本日の出席者数は16名,委任状は5通
で定足数を満たしましたので､本日の総会は有効に成
立しました｡議長はｸﾗﾌﾞ会則により田中薫会長にお願
いします。
＊議長挨拶 議長 田中 薫 会長

2012年-2013年役員理事選出の件ですが､ｸﾗﾌﾞ細則第
１条第１節Ｃ項により､本年度指名委員会を設置し､
福住委員長､菊地会員､杉﨑会員､石川会員､三富会員、
鈴木会員それと私の7名で役員理事選出用法について
検討しました｡その経緯については福住委員長より報
告をお願いします。
＊経過報告 委員長 福住 亮雄 会員
11月10日に指名委員会を開催しました｡有資格者は

全員出席し､何人かの候補者を立てて選考しました｡
健康上の問題や仕事の関係で選考は難航しましたが､
結果的に鈴木会員に次々年度の会長をお願いすること
となりました。
＊選挙開始 議長 田中 薫 会長
福住委員長からの報告のとおりです｡鈴木会員､よろ

しくお願いします。
それでは選挙に入ります｡投票立会人には中田会員

と志村会員にお願いします。
－投票実施－
＊集計 立会人 中田 俊彦 会員
厳正に確認いたしました。全員賛成です。
＊発表 議長 田中 薫 会長
中田会員､志村会員ありがとうございました。中田会員､志村会員ありがとうございました。
選挙の結果をご報告いたします。

会 長 茅根 正之 会員
副会長 菊池 幸治 会員
会長ｴﾚｸﾄ 鈴木 良一 幹事
幹 事 細谷 和彦 会員
会場監督 相馬 元 会員
会 計 石川 演慶 会員
理事(前々年度会長) 三富 末雄 会員
職業奉仕 担当理事 本藤 光隆 会員
社会奉仕 担当理事 飯尾 光正 会員
国際奉仕 担当理事 森山 圭介 会員
新世代奉仕 担当理事 森 正一 会員

以上11名です．よろしくお願いします。

＊被選理事挨拶 次年度副会長 菊池 幸治 会員
ただいま年次総会において会長幹事また理事のご承

認を頂きまして誠にありがとうございます｡本来なら
ば茅根会長が挨拶すべきですが､検査入院とのことで
すので､すぐに元気になってまた挨拶があると思いま
す。私も今回で2回目の副会長です。茅根会長をｻﾎﾟｰﾄ
してｸﾗﾌﾞを活性化させたいと思っていますので､皆様
のご協力をよろしくお願い申し上げます。
＊指名委員会解散宣言 委員長 福住 亮雄 会員

全ての任務を無事終了いたしましたのでこれを持ち
まして指名委員会を解散します。
＊年次総会終了 進行 鈴木 良一 幹事
それではこれで2011年度 年次総会を終了します。
ご協力に感謝します。


