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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 「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３４回 例 会 記 録
３月は｢識字率向上月間」です。
通 算 ： 第 1276号
例会日 ： 平成 24年 3月 22日
発行日 ： 平成 24年 4月 5日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢花見ご夫人ﾃﾞｰ」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「卓話 森山圭介会員」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様
佐保田實様(川﨑西RC) お世話になります｡
＊RC会員(順不同､敬称略)
田中 薫 花見夫人ﾃﾞｰに多数の出席を頂き誠にありが
とうございます｡ﾌﾗﾀﾞﾝｽを楽しんで下さい｡
鈴木良一 花見夫人ﾃﾞｰ、みなさまお楽しみ下さい。
三家 護 3/15成田山へ安全祈願に行ってきました｡
福嶋 徹 ご無沙汰しています｡
安原正洋 本日は花見夫人デーを楽しみにして参りま
した｡
※本日の花見夫人ﾃﾞｰに際しご祝儀を頂戴しました｡

ありがとうございました。(順不同･敬称略）
田中 薫 杉崎晴男 鈴木良一 中村資敬 茅根正之
飯尾光正 本藤光隆 志村正夫 細谷和彦 菊池幸治
三家 護 相馬 元 森 正一

点鐘・開会宣言・歌唱

お客様

佐保田實様(川﨑西RC)
福嶋千恵子様 本藤伊都子様 細谷やよい様
飯尾智子様 茅根啓子様 石川佳代様 森 由美様
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
田名網康代様 史 潤宇様(米山記念奨学生)

祝慶事
【会員誕生日】 古屋光克会員 3月30日
【ご夫人誕生日】
1月 森 由美様 1月15日 石川佳代様 1月18日

三富瑶子様 1月29日
2月 持田静江様 2月 1日 安原京子様 2月10日

三家昭子様 2月25日
3月 細谷やよい様 3月6日

【入会記念日】 三家 護 相馬 元 森 正一

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%

前々回 27 25 13 3月8日分 4 64.00%

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：森山圭介

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 15 16,000 349,000 336,000 103.87%

米山奨学会 13 18,000 359,000 560,000 64.11%

ﾆｺﾆｺBOX 15 21,000 589,000 1,000,000 58.90%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 15 18,000 426,000 500,000 85.20%

◆ 会長報告
＊2012-13年度第25902地区R財団増進委員会 副委員長
に中田俊彦会員が委嘱されました。
◆ 幹事報告
＊神奈川県立高津養護学校より入学式の案内が届いて
おります。 日時:4月5日(木)
(高等部)9:30～10:15 (小学部・中学部)10:25～11:05
式場：高津養護学校体育館
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎高津南RC:3月26日(月)を24日(土)10:00～に変更

移動例会 溝口駅前において献血運動
＊川崎とどろきRC:4月2日(月)川崎市立西中原中学校
＊川崎百合丘RC:4月3日(火)お花見例会 とん鈴
＊川崎中RC:4月10日(日)18:00～ 移動例会 西明寺
＊川崎日吉RC:4月10日(火)を12日(木)12:30～
川崎ﾏﾘｰﾝRCと合同例会 ｻﾝﾋﾟｱﾝ川崎

＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:4月12日(木)川崎日吉RCと合同例会

報告

【入会記念日】
3月 本間信治会員 S63.3.3 杉崎晴男会員H3.3.28

森 正一会員 H4.3.5
【ご結婚記念日】
1月 福嶋 徹･千恵子様ご夫妻 1月20日
2月 持田裕弘･静江様ご夫妻 2月22日

三家 護･昭子様ご夫妻 2月24日
3月 飯尾光正･智子様ご夫妻 3月 8日

菊池幸治･昭子様ご夫妻 3月23日

ご挨拶
＊米山記念奨学生 史 潤宇様
この一年間米山記念奨学生として高津RCに配属させ

ていただき､ありがとうございました。
私にとって一番嬉しかったことは､このお金だけでなく
皆様とお会いすることでした｡そして高津RCの皆様の親
切と人々への愛や国際奉仕の精神を心に深く刻むこと
ができました｡これからは会社に勤めますが､世界中の
人々に幸せを与えることを目標､努力としていきたいと
思います｡ありがとうございました。

◆諸事お知らせ
＊次週3月29日(木)の例会は休会です。
次々週4月5日(木)の例会は森山圭介会員の卓話です｡
また定例理事会が開催されます。



３月２２日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

花見ご夫人デー ｢フラのゆうべ｣
プア ピカケ ミホ フラ スタジオ

◆ご挨拶 杉崎晴男 副会長
こんばんは｡なかなか暖かくならないままに梅が満開

のところがあるようです｡桜の満開の便りもなかなか届
きません。
本日は三家護会員のご好意によりまして､この部屋だ

けは桜が満開です。どうぞ楽しんでいただきたいと思
います。
また､皆様にお楽しみいただきたいと思い､ﾌﾗのｽﾃｰｼﾞ
をご用意致しました｡演じて下さるのは庄司美保さん率
いる“ﾌﾟｱ ﾋﾟｶｹ ﾐﾎ ﾌﾗｽﾀｼﾞｵ”の皆さんです。

庄司さんは溝の口駅前ﾎﾟﾚﾎﾟﾚ通りのお祭りなどがあ
るといらしていただいて地元の方々からは大変好評を
得ております。よろしくお願い致します。

◆謝辞 田中 薫会長
ﾌﾟｱ ﾋﾟｶｹ ﾐﾎ ﾌﾗｽﾀｼﾞｵの庄司先生､いっときですがﾊﾜｲ

に来たような感じがして非常に楽しませていただきま
した｡どうもありがとうございました。




