
KAWASAKI TAKATSU R.C.

R.I.会長

田中 作次

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11回(通算1299回)9月20日(木)｢それでこそﾛｰﾀ ﾘｰ」

第12回(通算1300回)9月27日(木)｢四つのﾃｽﾄ」

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』
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点鐘・開会宣言・歌唱

会長時間

第６号例会記録(プログラム)

【第１１回 ９月２０日(木)】
「第１回ｸﾗﾌﾞ協議会」

＊開会の言葉 菊池幸治副会長
本年度第1回のｸﾗﾌ ﾞ協議会を開催します｡

＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐挨拶 三家 護ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

今年度のｶﾞﾊ ﾞﾅｰの方針をお伝えします｡
①ﾛｰﾀﾘ ｰの知識を深める ②ｲﾍﾞ ﾝﾄには全員出席

③現行の会員を大切に､ です。

＊会長挨拶 茅根正之会長
本日は三家ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を迎えてのｸﾗﾌﾞ協議会です。

各委員長さん宜しくお願いします。
＊幹事 細谷和彦幹事

3人増強できそうです｡現会員の健康と長寿が大事です

＊ＳＡＡ 相馬 元SAA
食事の手配に苦労しています｡欠席はご連絡願います｡

＊会計､ﾌﾚﾝﾄﾞﾘ ｰﾎﾞｯｸ ｽ､米山ｶｳﾝｾﾗ ｰ 石川演慶会計

会費は順調ですが､ﾌﾚﾝﾄﾞ ﾘｰﾎﾞｯ ｸｽが厳しいのでご協力
願います｡留学生のﾎﾞﾔﾝﾄ君は親日的で好人物です。

＊出席委員会 志村正夫委員長

100%出席を目指してご協力をお願いします。
＊親睦活動委員会 杉崎晴男委員長

休んだらもったいないという例会を目指します。

＊ｸﾗﾌﾞ会報委員会 本藤光隆委員
経費節減･担当者の負担軽減の観点から例会2回に1回

の発行としました。感想はいかがでしょうか。

＊雑誌広報委員会 田中 薫委員長
Rの友の情報を積極的に伝えていきたいと思います。

＊職業奉仕委員会 本藤光隆委員長

防災教室など今後の行事でご協力をお願いします。
＊国際奉仕委員会 森山圭介委員長

海外との関係や計画実行の際はご協力をお願いします。
＊ﾆｺﾆｺBO X委員会 杉崎晴男副委員長

おかげさまで今のところ順調です。

＊家庭集会 菊池幸治副会長
家庭集会月間の12月を目途に開催してください。

＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐講評 三家 護ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

高津区民祭､花火など無事大きな行事を終えることが
出来て結構です。

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
◆9月20日(木)
竹田信平様(川崎北RC)本日はﾒｰｷｬｯﾌﾟに参りました｡
三家 護様(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)本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ということで出席しまし
た｡よろしくお願いします｡
茅根正之 三家ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ補佐､本日のｸﾗﾌ ﾞ協議会のご指導
をよろしくお願いします｡
細谷和彦 武田社長(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ )ようこそ｡ 心より歓
迎申し上げます｡
中田俊彦 三家ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ補佐､今日は宜しくお願いします
◆9月27日(木)
露木雄二様(第2590地区ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ､横浜瀬谷RC)
本日は公式訪問のために参りました｡一年間よろしくお
願い申し上げます｡
市村茂夫様(第2590地区 地区幹事､横浜瀬谷RC)
露木ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ公式訪問に同行致しました｡三家護ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ補
佐､お世話になっております｡ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ補佐のﾎｰ ﾑｸﾗﾌﾞに初
めて参りました｡本年度よろしくお願いします｡
三家 護様(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)本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐という立場でｶﾞﾊ ﾞﾅｰをご案内して
参りました｡よろしくお願い申し上げます｡
茅根正之 ｶﾞﾊﾞﾅｰ露木雄二様､地区幹事市村茂夫様､
川崎高津RCへようこそおいで下さいました｡本日は宜し
くお願いします｡佐藤哲夫会員､月岡涼吾会員､入会おめ
でとうございます｡
細谷和彦 露木ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ､ご指導を宜しくお願いします｡
菊池幸治 露木ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ､ご指導を宜しくお願いします｡
本藤光隆 新入会員の月岡涼吾様をお連れしました｡
どうぞよろしくお願いします。
大橋健治 佐藤様、月岡様ご入会おめでとうございま
す。これからもよろしくお願い致します。

＊9月20日(木)
今日は第2回目の会長幹事会の報告です｡

各ｸﾗﾌﾞとも会員増強に力を入れています｡GSEは受入

期間が10/31～11/13まで､その内10/21から１週間が
第2,3ｸﾞﾙ ｰﾌﾟ受入です｡

お客様
＊9月20日(木)
武田信平様(川崎北RC)

三家 護様(国際ﾛｰﾀ ﾘｰ第25 90地区第3ｸ ﾞﾙｰﾌﾟ

ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ補佐､川崎高津RC)
＊9月27日(木)

露木雄二様(国際ﾛｰﾀ ﾘｰ第25 90地区ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ､横浜瀬谷RC)
市村茂夫様(国際ﾛｰﾀ ﾘｰ第25 90地区 地区幹事､

横浜瀬谷RC)

三家 護様(国際ﾛｰﾀ ﾘｰ第25 90地区第3ｸ ﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ補佐､川崎高津RC)

宝音図様(米山記念奨学生)



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

9月20日 25 23 14 9 61% 10 7 87%

9月27日 27 25 23 2 92% 9 8 96%

寄付報告

月日 件 合 計 累計 目標額 達成率

9/20 9 9,000 81,000 300,000 27%

9/27 17 17,000 98,000 300,000 33%

9/20 11 11,000 87,000 500,000 17%

9/27 16 16,000 103,000 500,000 21%

9/20 12 13,000 121,000 800,000 15%

9/27 20 33,000 154,000 800,000 19%

9/20 11 11,000 98,000 600,000 16%

9/27 18 20,000 118,000 600,000 20%

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 ： 本藤光隆 福嶋 徹

【 第１２回 ９月２７日(木）】
「ガバナー公式訪問」

＊入会式

佐藤哲夫様(建築設計) 紹介者:菊池幸治会員

月岡涼吾様(公認会計士､税理士) 紹介者:本藤光隆会員

・新入会員紹介：大橋健治 会員増強委員長

・歓迎の挨拶：茅根正之会長
〈佐藤哲夫会員〉おめでとうございます｡一刻も早く皆

さんに溶け込んで､ﾛｰﾀﾘｰ ｸﾗﾌﾞの考えと活動を学んで

いただき､独自の価値を見出し､入会して良かったと
感じてほしいと思います｡

〈月岡涼吾会員〉 RCは職業を通じて親睦を深め､社会

に奉仕して貢献するものです｡一日も早く慣れ親しん
で下さい｡おめでとうございます｡

・ｶﾞﾊﾞﾅｰより会員章授与

・ｸﾗﾌﾞよりｴﾝﾌ ﾞﾚﾑ ﾛｰﾀﾘｰの綱領･四つのﾃｽﾄ
・新入会員挨拶

佐藤哲夫会員 ﾛｰﾀﾘｰの事はこれから勉強します｡

月岡涼吾会員 奉仕できる事があれば協力して頑
張ります｡

＊ガバナー卓話
国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ､横浜瀬谷RC

露木 雄二様

(ﾋﾞﾃﾞｵによる田中作次RI会長のｽﾋﾟｰﾁ､ RIの歓迎風景の
紹介がありました｡)
2人の会員入会おめでとうございます｡あと1人が入会

予定とのことですが､さらに増強をお願いします｡特に
女性会員が居ないので考慮して下さい｡目標に達して平
均年齢も60歳を切る事は素晴らしいものです｡

ｸﾗﾌﾞﾃｰ ﾏのように仲間作りが大切です｡そして全員で
増強に参加して下さい｡

奉仕活動としては､養護学校の慰問・小学校での防災
教室など非常に特徴的な活動です｡魅力あるｸﾗﾌﾞは特徴
的な事をやるのが意味のあることです。是非これから
も続けてください。
また奉仕を通じて平和を｡小さな人助けが平和につな

がります｡身の回りの平和から世界に広げましょう｡
今年度を最高にして下さい｡強いｸﾗﾌ ﾞを作って頂きた

い｡自分の感じている魅力をまとめてください｡会員増
強のためRCの魅力を普段から考えておく事が大事です｡
国際RCの戦略 長期戦略 ｸﾗﾌﾞのｻﾎﾟｰ ﾄ 人道的奉仕重
点化をお願いします。

次年度から未来の夢計画の活動が始まります。今年
からRC検定が始まります。(自己研鑽の為）また新会員
の一泊研修が湯河原で行われます。GSEは来年からなく
なります。
私はﾌｪｲｽﾌﾞｯ ｸに自分の公式訪問のことを載せてあり

ますので見てください｡新入会員にはﾊﾞｯｼﾞをﾌﾟﾚｾﾞ ﾝﾄし
ます｡
地区大会は11月9・10日で､平和についてがﾃｰﾏです。
RI会長代理が出席します。また池田様の平和に関す

る講演があります。平和についての講演・写真展 平
和についてのｼﾝﾎﾟｼﾞ ｭｰﾑ・ﾁｬﾘﾃｨﾊ ﾟｰﾃｲ・音楽のｺﾗﾎﾞ ﾚｰｼｮ
ﾝ・合唱・ﾁｬﾘﾃ ｨｺﾞﾙﾌなどが開催されます。
☆魅力あるクラブ作り

配偶者の会への参加
ｸﾗﾌﾞの活性化(例 女性会員を入会させる）
他ｸﾗﾌﾞへの参加
地区のｲﾍﾞﾝﾄに一般参加
多様性を考える

＊お礼の言葉 茅根正之会長

露木ガバナー､有難う御座いました｡RI会長のお話を
楽しく聞かさせていただきました｡

『小さな人助けが平和につながる』この言葉を大事に

使わさせて頂きます。本日は大変勉強になりました。


