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第15回(通算1303回)10月18日(木)｢それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

第16回(通算1304回)10月25日(木)｢四つのﾃｽﾄ」
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『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 第８例会記録(プログラム)

【第１５回 １０月1８日(木)】
卓話「第３グループの訪問を終えて」

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RC 三家 護様

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問も無事終る事が出来ました。
ｶﾞﾊﾞﾅｰをｸﾗﾌﾞに紹介するのが主な目的です｡

最初は我々の親ｸﾗﾌﾞ､川崎西RCから始まりました。
会員67名47年目､子ｸﾗﾌﾞに川崎多摩RC・川崎鷺沼RC･
川崎高津RCがある｡今年度の方針は会員増強､特に女性
会員を入会させたい希望があります｡
この地区では川崎西RCと川崎高津RCだけが女性会員が
いないｸﾗﾌﾞです｡信頼で活力を持ち､魅力あるｸﾗﾌﾞ作り
を目指す｡RCの心と原点を見つめて奉仕の理念の実践を
する｡思いやりと友情の心を持ち､他人の為に成ろう､が
ﾃｰﾏです｡新入会員には入会して良かったと言われる事､
全ての会ｲﾍﾞﾝﾄに参加出来る様にしたい｡また新入会員
へ教育や研修､情操教育など勉強会を行っている｡職業
講話､学生の職場見学などの継続事業も行っている｡来
月宇宙飛行士の山崎直子を招いて卓話が行われます。

次に川崎高津南RCは会員17名で人数的に厳しい運営
を強いられています｡それ故､家族の絆の様にまとまっ
ている。来年20周年記念事業に向け頑張っています。

川崎麻生RCは20人で20周年､女性会長です｡ｸﾗﾌﾞは5人
体制で行動を行っている｡指針は会員同士の強い絆で心
の奉仕をしましよう。

川崎多摩RCは会員12名で40周年を迎える｡会長指針は
原点を見つめて会員増強でｸﾗﾌﾞに活力を｡昔は70～80人
だったので､早急に会員増強を行い活気のあるｸﾗﾌﾞに成
っていただきたい。

川崎稲生RCの指針は､奉仕を通じて平和を｡魅力ある
ｸﾗﾌﾞ作り､ｸﾗﾌﾞ奉仕等には全員参加する｡生田緑地の伐
採､清掃の奉仕 此れは多摩RCと合同で行っている｡
25周年記念事業に向かって準備中

川崎百合丘RCは､奉仕を通じて平和を｡親睦活動を活
発にして親睦を深め､ﾛｰﾀﾘｰを楽しく謳歌して満足の行
く会にする｡現在は青色ﾊﾟﾄ ﾛｰﾙや市民救命の講習会や講
演を行っている｡新会員への勉強会など活発に行ってい
る｡35周年今年度は会員増強は43名を目標にしている。

そして最後に自分のﾎｰﾑｸ ﾗﾌﾞに来て､ほっとしていま
す。これからも2回目･3回目のｸﾗ ﾌﾞ協議会に参加させて
頂きます。

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
◆10月18日(木)(敬称略､順不同)
三家 護(第3ｸ ﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津RC) 10/8に
多摩RC創立40周年記念式典に出席して参りました｡
茅根正之 三家ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ補佐､卓話を宜しくお願いします
森 正一 三家ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ補佐､卓話を宜しくお願いします
◆10月25日(木)
茅根正之 福住会員､今夜は皆でお邪魔します｡宜しく｡
佐藤会員､ﾎﾞﾔﾝ ﾄさんよく出席して下さいました｡ﾛｰ ﾀﾘｰ
を楽しんで下さい｡
細谷和彦 皆様､本日はお楽しみ下さい。
相馬 元 福住先生、おじゃまします｡

お客様
＊10月18日(木)

三家 護様(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RC)卓話者

＊10月25日(木)
大友憲子様(川崎高津南RC)  赤津武雄様 本藤伊都子様
細谷やよい様 飯尾智子様 茅根啓子様 菊池昭子様
三富瑶子様 中田節子様 志村眞佐子様 杉崎里美様
相馬順子様 佐藤夕子様 緒形美智子様 川田妙子様
久保菜穂子様 千葉久美子様 鶴岡昭子様
田中菜緒子様(演奏者)ﾎﾞﾔﾝ ﾄ様(米山奨学生)ｻﾚﾝｹﾞﾚ ﾙ様
(ﾎﾞﾔﾝﾄ様ご夫人)

祝慶事
*会員誕生日
持田裕弘会員 9/28 中田俊彦会員 10/19 
森山圭介会員 10/3 佐藤哲夫会員 10/3  
ボヤント様 10/11
*ご夫人誕生日
青木亜希子様 9/14    飯尾智子様 10/10  
菊池昭子様 10/11    鈴木慶子様 10/30
*ご結婚記念日
大橋健治･洋子様 9/24  鈴木良一･慶子様 10/5
杉崎晴男･里美様 10/9   森山圭介･愛様 10/17  
佐藤哲夫･夕子様 10/1
*入会記念日
田名網成彰会員 H7. 9.7 青木功雄会員 H18 .9.21
鈴木良一会員 H19.9 .20 森山圭介会員 H21 .9.17
三家 護会員 S60.1 0.24 大橋健治会員 H21. 10.22
*米山功労者表彰
第2回ﾏﾙﾁ ﾌﾟﾙ 三家昭子様 第2回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 持田静江様

会長時間
ﾛｰﾀﾘｰの鐘は何故打つのか､何故始まりは12時30分な

のか｡鐘は何回叩いても良く､規制は無いそうです｡

そもそも船乗りの見張りの交代の合図だったのです｡

その時間と習慣をﾛｰﾀﾘｰが取り入れたとか｡国際大会は
点鐘で始まり､蛍の光で終ります｡点鐘で始まり終るの

は日本だけだそうです｡外国では注意を促す時に音を出
すだけの役目の所もあるそうです。



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

10月18日 27 25 17 8 68% 8 2 76%

10月25日 27 25 18 7 72% 11 8 88%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

10/18 13 13,000 131,000 300,000 44%

10/25 0 0 131,000 300,000 44%

10/18 13 13,000 136,000 500,000 27%

10/25 0 0 136,000 500,000 27%

10/18 12 12,000 190,000 800,000 24%

10/25 3 8,000 198,000 800,000 25%

10/18 11 12,000 151,000 600,000 25%

10/25 5 22,000 173,000 600,000 29%
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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 ： 福嶋 徹 石川演慶

【第１６回 １０月２５日(木】
親睦移動例会「秋の夕べ親睦会」

福住会員宅

＊新入会員歓迎会 佐藤哲夫会員
会長より記念品の贈呈

＊本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
ﾋﾟｱﾉ演奏 ﾋﾟｱ ﾆｽﾄ 田中奈緒子様

枯れ葉他 ｼﾞｬｽﾞの演奏

本日の親睦移動例会は新しくなった福住会員の
ご自宅でﾎｰﾑﾊﾟ ｰﾃｨ形式で行われました。

ご夫人はもとよりご友人など総勢39人が集まり、

楽しく盛り上がりました｡
食事の後は､ﾋﾟｱﾉの夕べとしてﾋﾟｱﾆｽ ﾄ田中奈緒子様

の素晴らしいｼﾞｬｽﾞの演奏会に、忘れられない夜のひ
とときを過ごすことが出来ました。また福住先生の

ご友人で女優の久保菜穂子様もお見えになり､

変わらぬお美しさを拝見することが出来ました。


