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田中 薫会長 「我らの生業」
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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４４回 例 会 記 録
６月は「ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間」です。

通 算 ： 第 1286号

例会日 ： 平成 24年 6月 14日

発行日 ： 平成 24年 6月 21日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢現次合同ｸﾗﾌﾞ協議会 」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「次年度練習例会 退任挨拶」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ(敬称略 順不同)

田中 薫 現次合同ｸﾗﾌﾞ協議会宜しくお願いします｡

鈴木良一 本間会員のご冥福をお祈りします。

中田俊彦 本間会員のご冥福をお祈り申し上げます。

三家 護 昨日6/13私の関係する高津区交通部長会総

会を無事終了することが出来ました。

菊池幸治 本間会員の奥様､お越しいただき､ありがと

うございました｡本間会員のご冥福をお祈りします。

森 正一 本間会員のご冥福をお祈り申し上げます。

※本間和子様よりﾆｺﾆｺBOXに多額のご寄付を頂戴いたし

黙祷

お客様

ご挨拶

本間和子様(故本間信治会員ご夫人)
眞水久美様(故本間会員ご令嬢)

本間和子様(故本間信治会員ご夫人)
先日はお忙しい中ご会葬賜り､またご芳志をいただ

きありがとうございました｡また､お手伝いいただき､
滞りなく葬儀が出来たことに感謝しております｡
主人は少し短い人生でしたが､ﾛｰﾀﾘｰに入会して多

くの皆様にお会い出来たこと嬉しく思います｡25年間
皆様方にお世話になりありがとうございました｡

点鐘・開会宣言・歌唱

田中 薫会長
故本間信治会員のご冥福をお祈り申し上げます｡

※本間和子様よりﾆｺﾆｺBOXに多額のご寄付を頂戴いたし

ました。ありがとうございました。

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 26 24 7 70.83%

前々回 27 25 7 5月31日分 5 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 10,000 428,000 336,000 127.38%

米山奨学会 10 10,000 445,000 560,000 79.46%

ﾆｺﾆｺBOX 12 46,000 736,000 1,000,000 73.60%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 10 12,000 512,000 500,000 102.40%

◆会長報告
＊2011-12年度横浜東ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ6月第2例会の案内が
届いております。
日時：6月16日(土)10:30～
場所：こどもの国
内容：｢ｽﾎﾟｰﾂ大会&ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ」
登録料：3,000円 登録締切：6月14日(木)
※ご希望の方は事務局までお知らせください｡

◆理事会報告
1.中村資敬会員 退会届の件 承認されました。
2.最終例会の件 女性ﾃﾞｭｵ「ﾊﾟﾋﾟｵﾝ」の歌と踊り

承認されました
3.ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ 6月より9月まで

◆幹事報告
◆他ｸﾗﾌﾞより例会場変更のお知らせが届いています。
（2012年7月1日より）
＊横浜鶴見北RC:第1･2･3例会→新横浜国際ﾎﾃﾙ南館

横浜市港北区新横浜3-18-1
TEL 045-473-1311 FAX 045-472-8371

第4例会→鶴見ｶﾄﾘｯｸ教会
横浜市鶴見区東寺尾中台37-6
TEL･FAX 045-571-7800

◆他ｸﾗﾌﾞより会報が恵送されております。お目通し下
さい。(順不同)

☆新川崎RC ☆川崎とどろきRC ☆川崎中RC
◆諸事お知らせ
＊次週6月21日(木)の例会は次年度練習例会､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは
委員長･理事･役員退任挨拶です。

◆委員会報告
＊ｺﾞﾙﾌ同好会 杉崎晴男委員長

6月19日(火)読売ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞにて第3回ｸﾗﾌﾞｺﾝﾍﾟを開催
します｡8時30分集合ですので､よろしくお願いします｡

報告

皆様方にお世話になりありがとうございました｡



｢現次合同クラブ協議会｣

６月１４日のプログラム

【開会の挨拶】 杉崎晴男副会長
しっかりとしたｸﾗﾌﾞ協議会を行いたいと思います｡
ご協力宜しくお願い致します｡
【会長挨拶】 田中 薫会長
早いものであと2回の例会となりました｡1年間皆様の
ご協力ありがとうございました｡会員の皆様には卓話を
快くお引受けいただき､例会もｽﾑｰｽﾞに進めることが出
来ました｡46回の例会でしたが､昨年3月11日の大震災に
よる区民祭の中止など､変更もありました｡
一番の印象は11月に13名で福島に行って福島ＲＣに

義援金をお渡し出来たことです｡これからも継続して行
かねばと思います｡
また､高津警察はじめ関係各位の方々にお願いして進

めることが出来ましたことをありがたく思っています｡
それから5月6～9日ﾀｲ国での国際大会に6名で参加出

来たことも有意義でした｡5月17日には養護学校慰問で､
今年度は音楽をやりましたが､生徒の皆さんは喜んでく
れたと思います｡次年度も内容について検討していただ
ければと思います｡
一年間､本当にご協力ありがとうございました｡

【幹事】 鈴木良一幹事
幹事と言う大役を入会5年足らずの私が仰せつかり､

わからないまま会長､副会長､SAAの方々に助けられてこ
こまでやってこられました｡
私にとってﾛｰﾀﾘｰは楽しみの一つであり､それを皆様と
共有していただけるよう努めて参りました｡最終例会の
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはとっておきの内容なのでお楽しみいただける
と思います｡一年間ありがとうございました｡
【会計】 中村資敬会計
本会計は6月6日現在､収入が予算額の98%､支出が83%と
なっています｡あとおよそ1ヶ月ですので､予算に対して
92～93%の支出に収まるのではないかと思っています｡
経費節減にご協力ありがとうございました｡
【副会長】 杉崎晴男副会長

【R財団委員会】 三家 護委員長
現在418,000円で目標達成率124%です｡ご協力ありが

とうございました｡
【ﾆｺﾆｺBOX委員会】 中田俊彦委員長

目標額100万円で今日で734,000円達成率73.4%です｡
使い道は五大奉仕ですので､ご理解をよろしくお願い
します｡Rの友に献血と養護学校慰問を投稿させていた
だきました｡掲載されるかどうかはわかりません｡昨年
度は養護学校人形劇が掲載されました｡R活動のPRにな
ると思います｡
【閉会の言葉】 茅根正之ｴﾚｸﾄ

昨日新旧合同会長幹事会に出席しました｡どのｸﾗﾌﾞ
も会員減少のようでした｡ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを重点に親睦を､経
費節減に努めるなどを行っているようです｡
次年度はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを重点に親睦を中心にぜひ会員増

強をしたい｡全員が会員増強､退会防止委員です｡

会長代行を務めることなく終わることが出来そうで
す｡家庭集会については2回ご協力いただきました｡会員
増強･退会防止ということで万策を練っていただきまし
たが､ここで2名の退会があり残念です｡次年度も引続き
増強に力を入れていただければと思います｡
【出席委員会】 菊池幸治委員長
ここ3ヶ月の出席率は3月77%､4月86%､5月80%で平均

81%です｡第3ｸﾞﾙｰﾌﾟの平均が85～6%なので近付けるよう
頑張りましたが､力不足を感じています｡
次年度を期待します｡

【親睦活動委員会】 森 正一委員長
計画した事業を全て進めることが出来ました｡大変お

世話になり有難うございました｡
【会報委員会】 本藤光隆委員長
一年間ご協力ありがとうございました｡会報の発行を続
けることが大事なのでその点は良かったと思います｡
【雑誌広報委員会】
森山委員長は出来る限り皆様にRの友をご紹介したい

ということでよくやって頂いたと思います｡
【会員増強･退会防止委員会】 持田裕弘委員長

残念ながら2名減となりました｡次年度は頑張ってい
ただいて若い人に入会していただけるよう､お誘いの言
葉を掛けていただきたい｡
【職業奉仕委員会】 細谷和彦委員長
防災教室と地区職業奉仕委員長会議の報告の卓話を致
しました｡職場訪問も計画しましたが､今回は実現しま
せんでした｡
【国際奉仕委員会】 石川演慶委員長

今年度の目玉は国際大会に参加したことでした｡
ﾀｲの洪水も心配されましたが､お陰様で5月6日～9日に6
名で行って参りました｡その時出席したｼﾞｬﾊﾟﾝﾅｲﾄﾊﾟｰﾃｨ
のDVDが届いていますので､機会があれば見ていただけ
たらと思います｡次年度はｽﾍﾟｲﾝ､次々年度はｿｳﾙです｡
【米山ｶｳﾝｾﾗｰ】 石川演慶ｶｳﾝｾﾗｰ
今回の宝音図(ﾎﾞﾔﾝﾄ)君は中国籍ですが､ﾓﾝｺﾞﾙ出身で

す｡彼は本音で話したり､奨学金に対しても感謝してい
るので､面倒みると気持ちを返してくれると感じます｡
来年の8月まで皆さん面倒見て下さい｡


