
KAWASAKI TAKATSU R.C.

R.I.会長
Kalyan

Banerjee 

2011～2012年度
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 「四つのﾃｽﾄ」

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２３回 例 会 記 録
１２月は｢家庭月間」です。
通 算 ： 第 1265号
例会日 ： 平成 23年 12月 22日
発行日 ： 平成 23年 1月 10日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢年末家族会 」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「賀詞交換会」
◆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)今日はよろしくお願いします｡
毛木幹育様･小黒久男様(川崎西RC会長･副会長)
今日はお世話になります｡
島崎順夫様･大島成元様(川崎高津南RC会長･幹事)
本日はお世話になります｡
＊RC会員(敬称略)
田中 薫 年末家族会に多数の方のご参加を頂き誠に
ありがとうございます｡皆様お楽しみ下さい。
鈴木良一 年末家族会ということで皆様よくご存知の
曲を演奏するﾊﾞﾝﾄﾞをお招きしました｡楽しんで頂きた
いと思います｡
三家 護 本年度色々お世話様でした｡来年もよろしく

点鐘・開会宣言・歌唱

お客様

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)
毛木幹育様･小黒久男様(川崎西RC会長･副会長)
島崎順夫様･大島成元様(川﨑高津南RC会長･幹事)
本藤伊都子様 細谷やよい様 飯尾智子様 茅根啓子様
菊池昭子様 森 由美様 中田節子様 大橋洋子様
志村眞佐子様 杉崎里美様 鈴木慶子様 相馬順子様
田名網真弓様 田中 律子様 吉田浩康様 大橋桃子様
大橋龍平様 大橋蓮央様 大橋愛桜様 飯尾亮介様
田名網康代様 佐藤哲夫様 石井忠夫様 石井靖子様
上沼恵美子様 高橋由美子様 マイ様 ﾘｭｰ･ｲｴﾘﾝ様
史 潤宇様

＊会員誕生日
木嶌士郎会員 11/11 三家 護会員 11/20
志村正夫会員 11/27 相馬 元会員 11/9

祝慶事

三家 護 本年度色々お世話様でした｡来年もよろしく
お願いします｡
福嶋 徹 お久しぶりでした。
安原正洋 お久しぶりです｡時間を見つけて例会に出席
をしたいと思っています｡
※本日の年末家族会にご祝儀を頂戴しました｡(順不同)
長戸はるみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 川崎西RC様 川崎高津南RC様
田中 薫会長 杉崎晴男副会長 鈴木良一幹事
中村資敬会員 茅根正之会員 飯尾光正会員
細谷和彦会員 本藤光隆会員 石川演慶会員
森 正一会員

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 3 88.00%

前々回 27 25 6 12月8日分 3 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：本藤光隆

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 18 22,000 244,000 336,000 72.62%

米山奨学会 17 23,000 250,000 560,000 44.64%

ﾆｺﾆｺBOX 21 50,000 438,000 1,000,000 43.80%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 18 28,000 312,000 500,000 62.40%

報告

＊川崎日吉RC:1月5日(木)休会
＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:1月5日(木)休会 1月12日(木)移動例会
＊川崎中原RC:1月5日(木)休会
1月12日(木)12:30～早朝例会を通常例会に変更

◆諸事お知らせ
＊次週12月29日(木)､次々週1月5日(木)は定款細則によ
り休会です。年始は1月12日(木)12:30～ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは賀詞
交換会で諏訪囃子です。
また1月の定例理事会が開催されます。

志村正夫会員 11/27 相馬 元会員 11/9
大橋健治会員 11/28 森 正一会員 12/28
＊ご夫人誕生日
青木亜希子様 9/14 飯尾智子様 10/10 菊池昭子様10/11
中村町子様 10/22 鈴木慶子様 10/30 大橋洋子様 11/5
茅根啓子様 11/27 杉崎里美様 12/17 相馬順子様12/19
田中律子様 12/25
＊入会記念日
安原正洋会員 H5.11.4 相馬 元会員 H18.11.30
福住亮雄会員 H4.12.3
＊ご結婚記念日
大橋健治･洋子様 9/24 鈴木良一･慶子様 10/5
中村資敬･町子様 10/7 杉崎晴男･里美様 10/9
森山圭介･愛様 10/17 本間信治･和子様 11/2
田中 薫･律子様 11/3   三富末雄･瑶子様 11/8
中田俊彦･節子様 11/20 青木功雄･亜希子様 11/24
相馬元･順子様 11/28
＊表彰 ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ 三家 護会員

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰｽﾊﾘｽﾌｪﾛｰ2 福嶋 徹会員
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰｽﾊﾘｽﾌｪﾛｰ4 茅根正之会員

◆会長報告
＊第2590地区 第1･第2･第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ IMの案内が届いてお
ります。日時:平成24年2月22日(水)13:30～18:40
場所:ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱﾎｰﾙB1階 ﾃｰﾏ:｢留学生と文化交流」

＊第2590地区第44回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会開催の案内が届い
ております。日時:1月29日(日)9:30～16:00
場所:星光学院中学高等学校 登録料:5,000円

＊第13回ﾛｰﾀﾘｰ国際囲碁大会の案内が届いております。
日時:3月3日(土)4日(日) 場所:第2680地区大会会場
神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ内特設対局室 登録料:14,000円

＊12月16日(金)の川崎西RCの年末家族会に会長とｴﾚｸﾄで
出席致しました。
◆ 幹事報告
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊新川崎RC:12月28日(水)休会 1月4日(水)休会
＊川崎中央RC:1月2日(月)休会 1月9日(月)休会
1月16日(月)を12日(木)に 4RC合同例会 川崎日航ﾎﾃﾙ



１２月２２日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「年末家族会」

本日の年末家族会には､ご夫人､ご家族､お客様など
総勢５７名もの皆様がお集まり下さり、とても賑やか
な会となりました｡
ｲﾍﾞﾝﾄとしては「ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞのゆうべ」と題して

ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞﾅﾝﾊﾞｰを生演奏する「ｻﾞ･ﾁｬｰﾙｽﾞ」をお招きしま
した。懐かしい曲の数々に青春時代を思い出された方
もいたようで､ご一緒に歌っている方も多かったようで
す。
今年最後の例会は大盛況のうちに無事終わりました｡

みなさま、どうぞよいお年をお迎え下さい。






