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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３２回 例 会 記 録
３月は｢識字率向上月間」です。
通 算 ： 第 1274号
例会日 ： 平成 24年 3月 8日
発行日 ： 平成 24年 3月 15日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢第3回ｸﾗﾌﾞ協議会」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「卓話 高津消防署長 鈴木富夫様」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様(順不同)
中村憲一様(川﨑西RC)本日は4/20のR情報研修会に向け
てのｷｬﾝﾍﾟｰﾝにお伺いしました｡宜しくお願いします｡
越水詞郎様(川﨑西RC)今年のR情報研修会のﾃｰﾏは
｢職業奉仕｣です｡皆様のご参加をお待ちしています｡
小川湧三様(川崎鷺沼RC)3/12(月)18：30～川﨑高津南
RCで卓話をします｡ぜひおいで下さい｡
＊RC会員(順不同､敬称略)
田中 薫 第3回ｸﾗﾌﾞ協議会宜しくお願いします｡
三家 護 3/7地区協ﾘｰﾀﾞｰ・ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ会議に出席して
来ました｡

点鐘・開会宣言・歌唱

お客様

来賓挨拶

中村憲一様(R情報委員長､川﨑西RC)
越水詞郎様(職業奉仕委員長､川﨑西RC)
小川湧三様(川崎鷺沼RC)

報告

中村憲一様(R情報委員長､川﨑西RC)
越水詞郎様(職業奉仕委員長､川﨑西RC)
4月20日に当ｸﾗﾌﾞで開催のR情報研修会のｷｬﾝﾍﾟｰﾝに参

りました｡今年度は職業奉仕委員会と合同です｡ﾃｰﾏは
職業奉仕｡講義一辺倒から事例発表2点と職業奉仕委員
会の活動とｱﾝｹｰﾄ集約発表を行います｡露木ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ
もいらっしゃるので､ご出席を宜しくお願いします｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 13 48.00%

前々回 27 25 4 2月23日分 2 92.00%

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

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 10 10,000 326,000 336,000 97.02%

米山奨学会 11 12,000 334,000 560,000 59.64%

ﾆｺﾆｺBOX 13 17,000 554,000 1,000,000 55.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 10 10,000 399,000 500,000 79.80%

◆ 会長報告
＊大洪水からの復旧途上にあるﾀｲ被災地への寄付支援
に協力依頼の件が届いております｡
寄付金額：会員1人当たり1,000円を目安に
送金期限：3月30日(金)

＊2012-13年度 第2590地区 ﾛｰﾀﾘｰ財団｢地区補助金｣ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ仮申請の案内が届いております｡地域社会に貢献
するｸﾗﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをご申請下さい。

書類提出期限：5月25日(金) ※詳細は事務局まで
＊第2590地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ主催世界RA週間～「ｲﾝﾀｰｱｸﾄ卒業
式｣開催の案内が届いております｡

日時：3月17日(土)13:30～
場所：かながわ県民ｾﾝﾀｰ内2階県民ｾﾝﾀｰ大ﾎｰﾙ
登録料：1,000円 ※参加ご希望の方は事務局まで

◆ 幹事報告
＊第39回高津区民祭準備委員会開催の案内が届いてお
ります。日時:3月12日(月)18:30～
場所:高津区役所5階 第1･2会議室

◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎中央RC:3月12日(月)を15日(木)12:30～に変更
川崎ﾏﾘｰﾝRCと合同職場訪問 神奈川県ﾗｲﾄｾﾝﾀｰ

＊川崎とどろきRC:3月26日(月)を25日(日)17:45～変更
親睦移動例会 箱根湯本温泉「萬翠楼 福住」

＊川崎大師RC:3月28日(水)18:00～移動例会「恵の本」
＊川崎鷺沼RC:3月28日(水)8:00～ 早朝例会

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ溝口「桂林」
＊川崎中原RC:3月29日(木)を28日(水)18:30～に変更

移動例会「ｸｲｰﾝｱﾘｽ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ日吉」
＊川崎稲生RC:3月30日(金)18:30～
川崎麻生RCとの合同例会 移動例会 新百合丘 笹子
＊川崎幸RC:3月30日(金)休会
＊横浜東RC:3月30日(金)休会
◆近隣ｸﾗﾌﾞより会報が恵送されておりますのでお目通
し下さい｡(順不同) ☆新川崎RC ☆川崎RC
◆諸事お知らせ
＊次週3月15日(木)の例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは高津消防署長
鈴木富夫様の卓話「防災について」です。



３月８日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢第3回クラブ協議会｣

【開会の言葉】 杉崎晴男副会長
各委員長さんは本日もぜひ活発なご討議､ご意見で､

川﨑高津RCの益々の繁栄のためにご協力お願いします｡
【会長挨拶】 田中 薫会長
早いもので9カ月たとうとしていますが､第3回ｸﾗﾌﾞ協

議会宜しくお願いします｡当初会員卓話をお願いしたと
ころ､快くお受け頂き､例会もｽﾑｰｽﾞに楽しく出来ている
と思います｡出席は義務ですので毎週木曜日予定して､
声掛け合って出席して下さい｡年間計画もあと3～4ｹ月､
高津RCここにありで頑張って行きたい｡会員増強も純増
3名を考えていましたが､この不景気で入会もなく､何と
か1名でも入れたいです｡大震災後､移動例会で福島RCに
行き､義援金を直接渡すことが出来ました｡
本日は活発に充実した協議会になるよう宜しくお願

いします｡
【幹事】 鈴木良一幹事
親睦移動例会は福島RCに義援金を渡すことができ､又

会員間の親睦も深まりました｡年末家族会も大勢参加で
楽しく出来たと思います｡出席が少ないですが､これか
らも行事があるので盛り上げていきたい｡会員増強にも
取り組みたいと思います｡
【SAA】 代理 細谷和彦委員

出席率が悪いと食事も無駄になります｡食事数は平均
18個なのですが､それもままならずです｡是非出席を｡欠
席の場合は前もって連絡して下さい｡
【会計】 中村資敬会計

昨年7月から2月末まで2/3が経過しており､収入では
会費72%､ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX75%､支出では全体で75%です｡
充分予算内で終わると思います｡

【社会奉仕委員会】 大橋委員長代読 鈴木良一幹事
今年度花火大会､防災教室を無事終わることが出来ま

した｡あと献血､養護学校､多摩川清掃があります｡引続
きご協力をお願いします｡
【国際奉仕委員長】 石川演慶委員長
16年ぶりに国際大会に6名参加します｡27日に参加者会

議を行い､内容の濃いものになるよう成果を上げたいと
思います｡
【R財団委員会】 石川演慶委員
寄付金はお陰様で2/29現在94%です｡確実に100%の成果
を上げられるようご協力をお願いします｡
【米山記念奨学委員会】 志村正夫委員長
目標額56万円に対し今32万円です｡あと4ｹ月切りまし
たので､更に米山にご協力を宜しくお願い致します｡
【ﾆｺﾆｺBOX委員会】 中田委員長代読 鈴木良一幹事
日頃ﾆｺﾆｺにご協力頂き有難うございます｡特に副委員
長石川さんありがとうございます｡今年度の目標達成率
は3月現在52.10%です｡
ﾆｺﾆｺの資金は五大奉仕委員会の資金として使われます

ので達成にご協力をお願い致します｡
【家庭集会】 杉崎晴男副会長
ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰからの開催連絡がありませんが､早いうちに

開催をお願い致します｡
【米山ｶｳﾝｾﾗｰ】 石川演慶ｶｳﾝｾﾗｰ
史潤宇くんはこの3月で卒業し､就職します｡今月22日
最後の例会出席となります｡皆様の温かいご支援でｸﾗﾌﾞ
に慣れてきたところですが､残念です｡
【閉会の言葉】 茅根正之ｴﾚｸﾄ
ご協力ありがとうございました｡本日は委員長さんの
出席が少なくて活発な意見交換とは行きませんでした
が､あと4ヶ月事業について宜しくお願いします｡
第3回ｸﾗﾌﾞ協議会を終わります｡

【出席委員会】 菊池委員長代読 本藤光隆委員
各例会で80%以上の出席率を目標にしています｡

やむなく欠席の場合はﾒｰｷｬｯﾌﾟをお願いします｡
7月94% 8月73.3% 9月83.2% 10月80% 1期平均82.6%
11月85% 12月88% 1月89.3& 2月61% 2期平均81.6%

※1～2期の平均出席率 82.1%82.1%
【【親睦活動委員会】】 森 正一委員長

5つの事業計画のうち､4つを無事終えることが出来ま
した｡22日に花見ご夫人ﾃﾞｰでﾌﾗﾀﾞﾝｽを予定しています｡
大勢の参加を宜しくお願いします｡
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会】 杉崎晴男副会長

会長の発案で会員卓話が進められ､十分楽しく例会が
進んでいます｡出席率は当初88%前後でしたが､2～3月は
悪くなっています｡
【ｸﾗﾌﾞ会報委員会】 本藤光隆委員長
欠かさず出す､という最低目標は達成しています｡

会員卓話が多く､皆さんいいことを言っていて､話の要
約も上手くいっています｡これからもﾚｼﾞﾒなどでご協力
をお願いします｡
【雑誌･広報委員会】 細谷和彦副委員長
2回｢Rの友｣を紹介しましたが､これからも行いたい｡

【会員増強･退会防止委員会】 茅根正之委員
何人かに話をしましたが､なかなか入会に結びつきま

せん｡1～名増強したいと思います｡
【R情報委員会】 細谷和彦会員
4月20日川崎西RCでR情報研修会があるので､移動例会

にしてはどうか｡是非参加して頂きたい｡4月8日(日)地
区協があります｡11名是非参加して勉強してほしい｡
【職業奉仕委員会】 細谷和彦委員

防災教室は新世代奉仕､社会奉仕の委員長が欠席で､
結果的に職業奉仕委員会だけでした｡次年度は2月は寒
いので11月15日です｡職場見学も行いたい。


