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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４６回 例 会 記 録
６月は「ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間」です。

通 算 ： 第 1288号

例会日 ： 平成 24年 6月 28日

発行日 ： 平成 24年 7月 5日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢最終例会」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「新任挨拶､卓話 田中徳一郎様」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ(敬称略 順不同)

＊お客様(順不同)

長戸はるみ様(第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津南RC)

一年間､お世話になりました｡

橋本均様(川崎西RC）本日は森さんのお誘いでお邪魔致

します｡どうぞよろしくお願い致します｡

菊池昭子様 久振りに皆様にお会いできて嬉しいです｡

＊RC会員(順不同､敬称略)

田中 薫 一年間のご協力に感謝申し上げます｡今日は

楽しんで下さい｡

鈴木良一 一年間何も分からないまま幹事を務めさせ

ご挨拶
＊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)
最終例会の中､貴重な時間を頂きまして退任の挨拶を
述べさせていただきます｡ 川崎高津RCは私の所属する
川崎高津南RCの親ｸﾗﾌﾞとして一年間ご協力有難うござ
いました｡特に東日本大震災の支援活動に関しまして、

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)
橋本均様(川崎西RC)
本藤伊都子様 細谷やよい様 飯尾智子様 茅根啓子様
福嶋千恵子様 菊池昭子様 三富瑶子様 杉崎里美様
鈴木慶子様 相馬順子様 田中律子様 佐藤哲夫様
緒形美智子様 加藤アキ子様 相内 忍様
宝 音図様(米山記念奨学生)

鈴木良一 一年間何も分からないまま幹事を務めさせ

て戴きました｡無事終了できたのも皆様のおかげです｡

三家 護 本年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐長戸はるみ様のご案内を

頂きましてお伺いしました｡

福嶋 徹 田中丸､一年間ご苦労様でした。

細谷和彦 田中会長､鈴木幹事一年間お疲れ様でした｡

また次年度も頑張って下さい｡

杉崎晴男 田中会長はじめ役員の皆様､一年間ご苦労様

でした｡奥様方ご家族の皆様､ご協力ありがとうござい

ました｡

本藤光隆 田中会長､一年間ご苦労様でした｡

※最終例会に際し､ご祝儀を頂戴いたしました｡

ありがとうございました。 (敬称略順不同)

田中 薫 杉崎晴男 茅根正之 中村資敬 鈴木良一

飯尾光正 森 正一 細谷和彦 菊池幸治 石川演慶

三富末雄 相馬 元

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 26 24 4 83.33%

前々回 26 24 7 6月14日分 6 95.83%

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：相馬 元

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 18 29,000 470,000 336,000 139.88%

米山奨学会 18 37,000 593,000 560,000 105.89%

ﾆｺﾆｺBOX 20 63,000 834,000 1,000,000 83.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 16 33,000 559,000 500,000 111.80%

◆会長報告
＊6月22日(金)に会長･幹事で川崎西RCへ年度末のご挨
拶にお伺いしました。
◆幹事報告
＊高津観光協会より平成24年川崎市制記念多摩川花火
大会開催に伴う協賛金の依頼が届いております。
◆例会時間変更のお知らせ
＊川崎多摩RC

2012-13年度は例会を夜間例会に変更します。
例会日：木曜日 18:30～
例会場：柏屋
※7月5日(木)第1例会と8月30日(木)ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問日は
通常例会 12:30～点鐘

◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎日吉RC:7月10日(日)18:30～

移動例会 ｽｰﾊｰｽﾞ ﾊﾟﾚｰﾙ本店
＊川崎大師RC:7月18日(水)18:30～

移動例会 屋形船 かめだや
◆諸事お知らせ
＊次週7月5日(木)の例会は2012-13年度初例会です。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは新年度挨拶と川崎青年会議所 理事長
田中 徳一郎 様の卓話です。
次週例会後に第1回定例理事会を開催します。

沢山の協力を感謝致します｡
次年度高津RCの三家さんが私の後にｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐にな

られますので改めてご紹介をさせて頂きます。
＊三家 護様(次年度第2590地区

第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津RC)
大役を仰せつかりました｡既にお引受け以来､色々と

勉強させて頂いています｡長年ﾛｰﾀﾘｰをやってきていま
すが､まだまだ知らないことも多く､長戸さんには随分
お世話になりました｡私も一生懸命頑張りますので､
皆様､次年度一年間ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
致します。

報告



最終例会「退任挨拶」

＊会長挨拶 田中 薫会長
最初に会長を受けた時に｢一年半は長いなぁ｣という

のが実際の感想です｡でも始まってしまえば毎週毎週の
例会ですから､その例会に向けて火･木曜日に､幹事･
茅根ｴﾚｸﾄの協力を頂いてやってきました｡会長幹事会で
も色々な方の会長幹事さんとお会いできて､情報交換も
でき勉強ができました｡今思えば本当に充実した一年間
だったと思います。
会員の人数が減って来ているという状況の中で､何と

か会員の絆を深め退会者が出ないようにと考えて､会員
の方々に卓話をお願いしました｡そして個々の絆を強く
し､皆の仲間意識を向上したいという事で46回の例会の
中で皆さん快く卓話をお引受け下さいました。

ただ､本当に残念な事が2つ有ります｡一つは本間会員
が5月31日に亡くなられた事です｡本間さんとは上海に
6人で行きました｡色々なことが思い出されて又すぐに
でも例会に来そうな感じがしてなりません。
また､今日は中村会員もｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰをお願いした所、

体調が悪い所来て頂いてありがとうございます｡最後に
「手に手をつないで」のｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰをやって頂きますが
本当ならば中村さんはﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを辞めたくないのだと
思います｡しかし体調がどうしても悪いという事で我々
理事会としても本来なら辞めてもらいたくはないので
すけれども､早く体調を戻してまた我々のｸﾗﾌﾞに戻って
来ていただけたらと思います。
中村さんはｺﾞﾙﾌ同好会にしても「体調悪いけれども人
数が足りないから､ちょっとﾊｰﾌだけでも行くよ」と、
本当に実際にﾊｰﾌしか出来なくて帰ったのです。しかし
そういう気持ちは本当にありがたいと思いました。

中村さん､体調を直してぜひ戻って下さい。
今日は本当にありがとうございました。

６月２８日のプログラム

今日は本当にありがとうございました。

＊幹事挨拶 鈴木良一幹事
私も沢山言いたかったけれど､全部会長が言って下さ

いました｡私はﾛｰﾀﾘｰ歴が浅くて､幹事が出来るかなと思
っていましたが､何にもやらないうちに全部会長が仕切
って下さって一年間終わって「やれやれ」と思ってい
ます。
でも｢やれやれ｣と思っていたら､茅根年度の次にまた

会長と幹事が交代になるとのこと｡｢お～怖っ!!」とい
う事で､どうもありがとうございました。

歌と踊りの夕べ
女性デュオ「パピヨン」

祝慶事

＊会員誕生日 石川演慶会員 6月7日

＊ご夫人誕生日
福嶋千恵子様 4月25日 中田節子様 5月5日
志村眞佐子様 5月7日 森山 愛様 5月15日
田名網真弓様 5月21日 本藤伊都子様 6月13日

＊入会記念日 志村正夫会員 S60.6.27

＊結婚記念日
細谷和彦・やよい様 4月2日
本藤光隆・伊都子様 4月3日
安原正洋・京子様 4月10日
木嶌士郎・和子様 4月13日
森 正一・由美様 4月20日
志村正夫・眞佐子様 4月27日
石川演慶・佳代様 4月29日
茅根正之・啓子様 6月2日
田名網成彰・真弓様 6月30日


