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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 「我らの生業」

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２１回 例 会 記 録
１２月は｢家庭月間」です。
通 算 ： 第 1263号
例会日 ： 平成 23年 12月 8日
発行日 ： 平成 23年 12月 15日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢卓話 石川演慶会員」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「卓話 三間悌司様」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
田中 薫 石川会員､卓話よろしくお願いします｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 6 76.00%

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 9 9,000 212,000 336,000 63.10%

米山奨学会 9 10,000 215,000 560,000 38.39%

ﾆｺﾆｺBOX 11 13,000 374,000 1,000,000 37.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 10 14,000 273,000 500,000 54.60%

報告

◆会長報告
＊川崎高津南RCより年末家族会の案内が届いています｡

日時:12月26日(月)18:30～場所:ﾎﾃﾙKSP  出席ご希望
の方は12月9日(金)迄に事務局にお知らせ下さい．

＊横浜港北RCより創立50周年記念例会の案内が届いて
おります。
日時：平成24年2月16日(木)16:00～
場所:新横浜ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ5階

◆理事会報告
１.2月のｽｹｼﾞｭｰﾙ

2月 2日(木) 防災教室 (久地小学校）定例理事会
9日(木) 卓話 交通課長

お客様

竹田正和様(川崎大師RC) 馬場様(ＪＴＢ)

本日 27 25 6 76.00%

前々回 27 25 13 11月23日分 10 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

9日(木) 卓話 交通課長
22日(水) IM  16日(木)から変更
23日(木) 夜間例会 卓話 大橋会員

2.12/8卓話 ｢国際大会への誘い｣ﾀｲ国際大会に参加
(5/5出発 5/9帰国予定)

◆ 幹事報告
＊平成24年高津区消防出初式・高津消防関係団体祝賀
会の案内が届いております。
日時:1月9日(月)12:30～13:50(出初式) 

14:00～(祝賀会)
場所:ﾎﾃﾙKSP 祝賀会会費：5,000円
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎多摩RC:12月15日(木)18:00～

夜間例会に変更 年末家族会 柏屋
１2月29日(木)休会 1月5日(木)休会

＊川崎中央RC:12月19日(月)を22日(木)18:00～に変更
12月26日(月)休会 1月2日(月)休会

＊川崎大師RC:12月21日(水)18:00～
年末家族会 ﾎﾃﾙｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ東京ﾍﾞｲ

12月28日(水)休会 1月4日(水)休会
＊川崎とどろきRC:12月26日(月)休会

1月2日(月)休会 1月9日(祝日休会)
＊川崎南RC:12月27日(火)休会 1月3日(火)休会
＊川崎中RC:12月27日(火)休会 1月3日(火)休会
＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:12月29日(木)休会 1月5日(木)休会
＊川崎中RC:12月29日(木)休会 1月5日(木)休会
＊横浜東RC:12月23日(金)休会

12月30日(金)休会 1月6日(金)休会
◆諸事お知らせ
＊次週12月15日(木)の例会は第2590地区 地区拡大･
増強委員会 副委員長 三間悌司様の卓話です。



１２月８日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

卓話「タイ国際大会へのお誘い」

＊国際奉仕委員長 石川演慶 委員長

最近では国際大会は16年前米山会長の時にｶﾙｶﾞﾘ大会
に出席しました｡その時私は国際奉仕委員長で10人ほ
ど出席し､好評でした｡その後外国での世界大会には一
度も行っていません｡国際大会以外では公式訪問で行
ったことはあります｡
今回ぜひﾀｲ大会に皆さんをお連れして､世界大会を味
わっていただきたい。洪水で多大な被害がありました
が､だいぶ水も引いており､来年5月には完全に復旧す
ると思います｡
ﾀｲと日本の関係は非常に緊密で2009年の財務省の報

告によると大手の会社が1,500社､ﾀｲに住んでいる日本
人は45,000人で日本人学校もあります｡災害による被
害もあり､訪問によって元気づけるのではないかと思
います｡
ｶﾙﾔﾝ･ﾊﾞﾈﾙｼﾞｰRI会長はｲﾝﾄﾞ出身で近くですので､多

数みえるのではないでしょうか｡
微笑みの国ﾀｲは東南ｱｼﾞｱでも工業的な国で､2015年

にはｱｾｱﾝがｽﾀｰﾄする中､中心的な存在であります｡
また仏教国で日本とは共通点が多いのです｡
ﾀｲﾛｰﾀﾘｰも2002-3年RI会長が出て評判も良かったよ

うです｡大会のｽｹｼﾞｭｰﾙは5月6日の本会議に向けて組ん
でいます｡参加していろいろ勉強になり､ﾛｰﾀﾘｰは広い
と認識して､ﾛｰﾀﾘｰに入ってよかったと感じるものと確
信しています｡
大会会場はｲﾝﾊﾟｽﾄ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰです｡本会議はﾎﾟﾘｵ

撲滅等の話､報告もあります｡
安心して頂きたいのは､同時通訳がありｲﾔﾎﾝで十分

聞くことが出来ます｡登録料は＄195(一部ｸﾗﾌﾞより援聞くことが出来ます｡登録料は＄195(一部ｸﾗﾌﾞより援
助も考えています。）
詳しい日程などについてはJTBの馬場さんにお話いた
だきます｡
ﾀｲまでの所要時間は5～6時間で時差は2時間です｡

年間を通して熱帯で降水量は220ｍｍ､ちょうど行く5
月は乾季～雨季になる季節です｡日程は次の通りです｡

2012年 国際大会 IN バンコク

日次 月日(曜) 地名 現地時間 交通機関 行程 食事

1
5月4日

東京(羽田)集合 22：15～23：00 羽田空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙ集合
(金)

2 5月5日 東京(羽田)発 00：05～01：30 ＪＬ ・ ＮＨ 空路ﾊﾞﾝｺｸへ(機内食１回) 朝：○

(土) ※A・B

バ ン コ ク 着 05：00～06：30 専 用 車 着後：ﾊﾞﾝｺｸ市内観光Aｺｰｽ 昼：○

バ ン コ ク 夕：○

〈ﾊﾞﾝｺｸ泊〉

3 5月6日 バ ン コ ク 国際大会開会式参加 朝：○

(日) (ﾎﾃﾙ)

昼：○

夕：○

〈ﾊﾞﾝｺｸ泊〉

4 5月7日 バ ン コ ク 世界遺産ｱﾕﾀｶ観光組(Dｺｰｽ) 朝：○

(月) (ﾎﾃﾙ)

昼：○

夕：○

〈ﾊﾞﾝｺｸ泊〉

5 5月8日 バ ン コ ク ①観光組 朝：○

(火) ②ｺﾞﾙﾌ組 (ﾎﾃﾙ)

昼：×

専 用 車 現地ｶﾞｲﾄﾞと共に空港へ

バ ン コ ク 発 22：00～23：30 ＪＬ ・ ＮＨ 空路東京(羽田)へ 夕：機内

(機内食1回)

〈機中泊〉

6 5月9日 東京(羽田)着 06：20～08：00 通関後解散

(水)

宿泊先：ﾙﾌﾞｱ ｱｯﾄ ｽﾃｲﾄ ﾀﾜｰ


