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点鐘・開会宣言・歌唱 第２４例会記録(プログラム)
【第４７回 ６月 ２０日(木)】
次年度練習例会「退任挨拶」
＊幹事挨拶 細谷和彦幹事
本年度は伊藤会員･佐藤会員･月岡会員の3人に入会し

て頂き純増３､近年に無い快挙でした｡感謝しています｡
これからも頑張って下さい｡また今年度は三家会員が
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐役を担当されました｡ご苦労様でした。

行事としては7月高津区民祭への参加､ｶｷ氷が大変好
評でした｡8月は花火大会の警備､納涼家族会では屋形船
で隅田川を上りｽｶｲﾂ ﾘｰ見物をしました｡9月は私のｸﾙｰｻｰ
で１日ｸﾙ ｰｼﾞﾝｸ ﾞを楽しみました｡ｶﾞﾊﾞﾅ ｰ訪問も無事終了
10月は秋の音楽鑑賞として福住会員宅で往年の女優
久保なおこ様・ﾋﾟｱﾆ ｽﾄの田中なほ子様が花を飾って頂
き､大いに盛り上がりました。

11月には地区大会､久末小学校での防災教室､12月の
年末家族会で坂戸小学校の素晴らしいｺｰﾗｽを聞きまし
た｡その節､菊池会員には台を作って頂きお世話になり
ました｡1月には筝曲とお茶の賀詞交換会､IMに参加､3月
花見夫人ﾃﾞｰは桜井澄江さんの歌声を堪能しました。
4月には川崎西RCのR情報に参加､恵比寿RCの松尾徹様の
講話を聞きました｡5月藤子不二雄ﾐｭｰｼ ﾞｱﾑ､ﾌﾟ ﾗﾈﾀﾘｳ ﾑの
見学､献血運動に続き､高津養護学校の慰問は打楽器の
ﾊﾞﾝﾄﾞを呼んで楽しい演奏に子供達も喜んでいました｡
6月は多摩川美化運動に参加しました｡というわけで1年
ご苦労様でした｡小野事務局の協力に感謝しています｡
最後に活動報告書を7月中に提出お願いします。

＊会長挨拶 茅根正之会長
年間の報告挨拶は､細谷幹事が全て話しましたので､

会長の話にします｡
人はどんな所に集まるのでしょうか｡人はどんな所に
出向きたくなるのでしょうか｡明るく元気な所､楽しい､
自分の為に成る所ではないでしょうか｡そんな雰囲気が
有る所に人は魅力を感じるのではないでしょうか｡我が
高津RCの例会もそんな場でありたい｡そんな例会を実現
するように頑張って参りました｡明るく元気な例会作り
それは会員一人一人が率先し行動を起こす事､ｸﾗﾌﾞ活性
化の為に行動を起こすことは立派なｸﾗﾌﾞ奉仕だと思い
ます。
活力みなぎる例会の実現にまず自分が動く｡自分が動

けば周りも自然と動き出すのではと思い､毎日RCの勉強
をして来ました｡気が休まる日は金曜日だけでした｡皆
様にお話した事は会の理解や参考に成りましたでしょ
うか？これからも会の為に頑張って協力したいと思い
ます｡１年間温かい目で見て頂き有難うございました。

祝慶事
＊会員誕生日 石川演慶会員 6/7
＊ご夫人誕生日
福嶋千恵子様 4/25 月岡香栄子様4/15  中田節子様 5/5
志村眞佐子様 5/7 森山愛様 5/15 田名網真弓様 5/21
本藤伊都子様 6/13 佐藤夕子様 6/13
＊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 4/2日 本藤光隆･伊都子様 4/3
安原正洋･京子様 4/10木嶌士郎･和子様 4/13
森 正一･由美様 4/20 志村正夫･眞佐子様 4/27
石川演慶･佳代様 4/29 月岡涼吾･香栄子様 4/29
茅根正之･啓子様 6/2 田名網成彰･真弓様 6/30
＊ﾍﾞﾈﾌｧｸ ﾀｰ 細谷やよい様 賞状とﾋﾟﾝ
＊米山功労者第８回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 賞状（銀） 茅根正之会長
＊会員増強ﾊﾞｯ ｼﾞ 志村正夫会員《伊藤寿一会員入会》

報告

お客様
＊6/20 村田眞一様(川崎南RC)
＊6/27 斉藤二郎様(ﾊﾟｽﾄｶ ﾞﾊﾞﾅｰ ､拡大補佐､川崎西RC)

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)

片寄優子様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰ ﾌ
次年度ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ補佐､川崎稲生RC)

戸張勝美様･鈴木伸一様(川崎西RC 会長･幹事)
坂田重男様･戸張 薫様(川﨑高津南RC会長･幹事)
橋本 均様(川崎西RC)小川久仁子様(神奈川県議会議員)
斉藤たかみ様(神奈川県議会議員)斉藤雄輝様(元神奈川
県議会議員)鈴木富夫様(高津消防署署長)
花家憲也様(高津警察署長) 酒寄恵司様(高津消防署副署
長)熊谷智子様(高津消防署庶務係長) 田中徳一郎様(川
崎青年会議所直前理事長) 橋場賢三様(宮前区文化協会
副会長) 大橋雄人様(大蓮寺住職) 曽我直樹様(三井生命
保険株式会社横浜支店溝ノ口営業部長) 小山泰介様(株
式会社本間美装代表取締役) 浜田肇様(AIU保険会社)
岡村喜代美様(会長友人) 福嶋千恵子様 本藤伊都子様
細谷やよい様 飯尾智子様 石川佳代様 茅根啓子様
菊池昭子様 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 月岡香栄子様
吉田浩康様 月岡希心様 ｻﾗ様(米山記念奨学生夫人)

＊ｺﾞﾙﾌ同好会(6/20) 杉崎晴男副会長
先日よみうりでｺﾞﾙﾌの会が行われました｡飯尾会員

の後輩を交え､和気藹々一日楽しみました｡優勝は
茅根会長で有終の美を飾られた事を報告致します。
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6月20日 28 26 18 8 6 9 % 9 8 96 %

6月27日 28 26 22 4 8 5 % 11 8 88%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

6/20 10 10,000 422,000 300,000 141%

6/27 17 17,000 439,000 300,000 146%

6/20 17 67,000 500,000 500,000 100%

6/27 18 18,000 518,000 500,000 104%

6/20 16 17,000 623,000 800,000 78%

6/27 23 72,000 695,000 800,000 87%

6/20 16 17,000 518,000 600,000 86%

6/27 16 35,000 553,000 600,000 92%
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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 三富末雄

【第４８回 ６月２７日(木)】
「最終例会」
＊会長賞授与 茅根正之会長

三家 護会員 菊池幸治会員 本藤光隆会員

志村正夫会員 飯尾光正会員 杉崎晴男会員
相馬 元会員 小野事務局

＊本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢奥平哲也マリンバコンサート」

マリンバ 奥平 哲也
ピアノ 吉田 恵

ウィリアム･テル序曲 ロッシーニ

荒城の月 滝 廉太郎

春の海 宮城 道雄
夏の思い出 中田 喜直

今日の料理 富田 勲
ムーンリバー Ｈ・マンシーニ

アメリカンパトロール ミーチャム

チャルダシュ モンティ

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊6月20日（会員敬称略）
村田眞一様(川崎南RC) 三家ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､いろいろ有難
うございました｡また川崎南RC第2590回例会にご出席い
ただき､重ねてお礼申し上げます｡
茅根正之 いよいよ一年の締め退任挨拶の日が来ました｡
明日は川崎西RC､24日は川崎高津南RCへ挨拶です｡
鈴木良一 いよいよと思うと身も心も引締まる思いです｡
志村正夫 茅根会長､昨日ｺﾞ ﾙﾌ優勝おめでとうございます｡
＊6月27日
片寄優子様(次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎稲生RC)
本日は表敬訪問に参りました｡宜しくお願い致します｡
長戸はるみ様(ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津南RC)1年間お
世話になりました｡茅根会長細谷幹事様お疲れ様でした｡
戸張勝美様･鈴木伸一様(川崎西RC会長幹事)一年間､大
変お世話になりました｡次年度も宜しくお願致します｡
坂田重男様･戸張薫様(川崎高津南RC会長幹事)
一年間大変お世話になりました｡
橋本均様(川崎西RC)本日はお世話になります｡
三家 護(ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津RC)小生の大役も終了
です｡一年間ご支援ご協力ありがとうございました｡
茅根正之 皆様､一年間ご協力ありがとうございました｡
細谷和彦 ふつつかな幹事に一年間ご協力頂きありが
とうございました｡
中田俊彦 三家ｶﾞﾊﾞ ﾅｰ補佐､一年間お疲れ様でした｡
福嶋 徹 会長幹事はじめ皆様､大役御苦労様でした｡
会長ｴﾚｸﾄ ､いよいよ来週からです！
菊池幸治 浜田肇様､小山泰介様､ﾛｰﾀﾘ ｰの夜会を楽しん
でください｡
石川演慶 本日はﾎﾞﾔﾝﾄ君のかわりに奥様のｻﾗさんが
参加しました｡
田中 薫 茅根会長､細谷幹事一年間ご苦労様でした｡
鈴木良一 茅根会長一年間ご苦労様でした｡来年度は
頑張ります。
志村正夫 妻と二人で参りました｡よろしく。

※本日の最終例会に際し､ご祝儀を頂戴いたしました｡
ありがとうございました｡
斉藤二郎様 鈴木富夫様 花家憲也様 大橋雄人様
岡村喜代美様 茅根正之会長 細谷和彦幹事
菊池幸治会員 杉崎晴男会員 石川演慶会員
三富末雄会員 田中 薫会員 福住亮雄会員
飯尾光正会員 志村正夫会員 本藤光隆会員
森 正一会員 鈴木良一会員 相馬 元会員


