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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：茅根 正之
幹 事：細谷 和彦

第1回(通算1289回)7月 5日(木)｢君が代・奉仕の理想」

第2回(通算1290回)7月12日(木)｢我らの生業」

2012～2013

クラブ年度テーマ
『ありがとうと言われるクラブ作り ありがとうと言える仲間作り』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱

◆理事会報告(7/5)
1.7月のｽｹｼﾞｭｰ ﾙ
7月5日(木) 卓話 川崎青年会議所 理事長

田中徳一郎様 第１回定例理事会
12日(木) 理事役員委員長 新任挨拶
19日(木) 卓話 川崎西RC 斉藤二郎ﾊﾟｽ ﾄｶﾞﾊﾞ ﾅｰ
26日(木)→29日(日)高津区民祭 東日本大震災募金

2.8月のｽｹｼﾞｭｰ ﾙ

8月2日(木) 卓話 県会議員小川くに子様 定例理事会
9日(木) 休会
16日(木)→18日(土) 移動例会 多摩川花火大会
23日(木) 移動例会 納涼家族会 屋形船
30日(木)→9月1日(土) 移動例会 郊外学習

◆委員会報告
＊前年度社会奉仕委員会 大橋健治委員長

皆様に集めて頂いたﾍﾟｯﾄ ﾎﾞﾄﾙｷ ｬｯﾌﾟ5 0kgをｴｺｷｬｯﾌ ﾟ
ｾﾝﾀｰにお届けしました｡

お客様

報告

第1回 戸張勝美様･鈴木伸一様(川崎西RC会長･幹事)
田中徳一郎様(川崎青年会議所理事長)卓話者

第2回 坂田重男様･戸張薫様(川崎高津南RC会長･

幹事)

第１号例会記録(プログラム)

【第１回 ７月５日(木)】
＊事務所鍵・木槌の引渡 感謝状授与

＊会長就任挨拶 茅根正之会長
2回目の会長ですが､一から勉強して行きたい｡

25人のﾒﾝ ﾊﾞｰのｽﾀｰﾄです｡ｸﾗ ﾌﾞﾃｰﾏのとおり皆様と共に
楽しく仲良く例会を作って行きたいと思います｡そし
て会員増強に力を入れて行きます｡三家ｶﾞﾊﾞﾅ ｰ補佐に
は一年間ご指導ご助言宜しくお願いします｡

＊卓話｢地域活性とまちづくり」
川崎青年会議所 理事長 田中徳一郎様

日本青年会議所へ出向し､全国のまちづくりについ
て見て来ました｡その中のいくつかを紹介します｡
1.三宅島
噴火のため全島避難､その後2つのことに取り組んで

町の復興を成し遂げました｡
①島巡り 遊歩道を作り観光客､後世に噴火を伝える｡
②ﾓｰﾀｰﾊﾞ ｲｸのﾚｰｽ場をつくり街の活性化。
2.福島県天栄村 風力発電30基 地熱発電
3.長崎 長崎ｻﾙｸ 地元の観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨ ｱが名所案内
4.埼玉県鷺宮神社 ｱﾆﾒの舞台 ｱﾆﾒｸﾞ ｯｽﾞの販売
5.高知県馬道村 ゆずを加工品としてｲﾝﾀｰﾈ ｯﾄで販売
6.川﨑夜景ﾂｱｰ 京浜工業地帯･工場の夜景を船で周る
人が集まれば活性出来る｡その地域の特徴を活かした
街づくりが出来ればと思います｡

【第２回 ７月１２日(木)】
＊理事役員委員長挨拶

・第2590地区第3ｸﾞﾙ ｰﾌﾟ 三家 護ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ補佐
大役をお引受けしました｡受けた以上頑張りますの

で皆様のご協力ご支援をお願いします｡
・菊池幸治副会長 楽しい例会･有難うの言える会､

魅力あるｸﾗﾌﾞ作りを目標に会員増強･出席向上に力を
入れて行きたい｡奉仕活動には出席をお願いします｡
・細谷和彦幹事 3度目の幹事です｡会長は経験者で

よく勉強されていて時間があり､充分会の事に力を入
れることが出来るそうです｡今年の目標は1割以上の会
員増強をお願いします｡
・相馬 元SAA 時間の調節でｽﾑｰｽﾞに進行したい｡

食事数の数をうまく把握したい｡
・三富末雄前々年度理事 週報委員会を兼務です｡
今年度は2週間に1回発行になりました｡記録と写真が
ﾒｲﾝになります。

・本藤光隆職業奉仕委員長 今年度はいろいろおもし
ろい行事が目白押しです。
・森山圭介国際奉仕委員長 自分なりの国際奉仕の取
組みをしたい。

・飯尾光正社会奉仕委員長 7､8月は区民祭､花火大会
があります｡人手が足りないのでご協力お願いします｡
・志村正夫出席委員長 出席をして下さい。

・杉崎晴男親睦委員長 楽しい会作りに努めます｡
8月は屋形船を計画しています｡
・中田俊彦地区Ｒ財団委員 更なるご協力をお願いし
ます。

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
◆第１回
戸張勝美様･鈴木伸一様(川崎西RC会長･幹事)
本日は新年度のご挨拶に参りました｡1年間宜しくお願
い致します｡
茅根正之 今日より新年度です｡皆様よろしくお願いし
ます｡青年会議所の田中徳一郎様､卓話をよろしくお願
いします｡
細谷和彦 茅根年度初例会です｡一年間よろしくお願い
します｡
菊池幸治 会長指針の｢ありがとうと言われるｸﾗﾌﾞ作り
ありがとうと言える仲間作り｣に協力お願いします｡
福住亮雄 茅根会長､2度目のお努めご苦労様です｡どう
ぞ一年間健康にご留意下さい。
三富末雄 茅根年度のｽﾀｰﾄにあたり､ｸﾗﾌﾞ会報にご協力
よろしくお願い致します｡
田中 薫 茅根会長､一年間頑張って下さい｡
鈴木良一 前年度はご協力ありがとうございました｡
大橋健治 田中様､卓話よろしくお願い致します｡
◆第２回
坂田重男様･戸張 薫様(川崎高津南RC会長･幹事)
新年度のご挨拶に参りました｡今年度もどうぞよろしく
お願い申し上げます｡
三家 護(第259 0地区第3ｸﾞﾙ ｰﾌﾟｶﾞ ﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津RC)
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として初めてお伺いしました｡よろしくお願
いします｡
茅根正之 理事役員委員長の就任挨拶よろしくお願い
します｡



出席報告

例会日 会員数
　出席

義務者
出席数 欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

7月5日 25 23 19 4 83% 9 3 74%

7月12日 26 24 20 4 80% 4 4 100%

寄付報告

月日 件 合 計 累計 目標額 達成率

7/5 16 19,000 19,000 300,000 6%

7/12 9 9,000 28,000 300,000 9%

7/5 15 18,000 18,000 500,000 4%

7/12 10 10,000 28,000 500,000 6%

7/5 18 32,000 32,000 800,000 4%

7/12 11 19,000 51,000 800,000 6%

7/5 15 18,000 18,000 600,000 3%

7/12 9 9,000 27,000 600,000 5%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 三富末雄 福嶋 徹

7/5 木槌の引渡し

7/5 会長挨拶

7/5 川崎西RC 戸張勝美様･鈴木伸一様

7/12 川崎高津南RC 坂田重男様･戸張 薫様

7/5 第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 三家護ｶﾞ ﾊﾞﾅｰ補佐

7/5 卓話者 川崎青年会議所 理事長 田中徳一郎様


