
KAWASAKI TAKATSU R.C.

R.I.会長
ロン D.バートン

2013～2014年度
国際ﾛ ﾀーﾘー ･ﾃ ﾏー

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：鈴木 良一
幹 事：田中 薫

第1回(通算1337回)「君が代･奉仕の理想」

第2回(通算1338回)「我らの生業｣

2013～2014

クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱

◆理事会報告
＊9月の予定

9月5日(木）卓話 地区青少年奉仕委員長 野口隆史様

第3回定例理事会
12日(木）早朝供養例会 移動例会

19日(木）卓話 地区職業奉仕委員 細谷和彦会員
26日(木）夜会 卓話 総合心理研究 秋山幸子様

◆委員会報告 7/4

・社会奉仕委員会 相馬 元委員長
高津区民祭は7/28 (日)に決定しました｡雨天による順

延はありません｡場所は石川会員のﾘﾊﾞ ｰｽﾄｰﾝ第3ﾋﾞﾙ前で

東日本大震災に対する募金活動を行う予定です｡
皆様のご参加を宜しくお願い致します｡

・親睦活動委員会 菊池幸治委員長

前年度と同様に高津ｻﾛﾝを開催したいと思います｡
7/11(木)18：30～ 㐂月にて会費4千円です｡

・前年度幹事 細谷和彦前幹事

昨年度はお世話になりました｡早速ながら7月中に活動
報告書を完成したいので､今月中に各委員長は、報告書

を提出願います。

報告

お客様
＊7/4
川田邦康様･戸叶 哲様(川崎西RC会長･幹事)

長井公也様･持田雄二様(川崎高津南RC会長･幹事)

小川湧三様(川崎鷺沼RC)
＊7/11

小山泰介様(株式会社 本間美装 代表取締役)
濱田 肇様(有限会社 ﾕｱｰｽ ﾞ東京ｵﾌｨｽ 代表)

第１例会記録(プログラム)

【第１回 ７月４日(木)今年度初例会】

＊事務所鍵･木槌･財産目録の引渡し

＊来賓挨拶

・川田邦康様･戸叶 哲様(川崎西RC会長･幹事)
高津RCの皆様には地区大会､IM ､R情報教育等で日頃

お世話になっております｡我々も2年先には50周年を

迎え､既に2年前より準備しています｡その節は宜しく
お願い致します。

・長井公也様･持田雄二様(川崎高津南RC会長･幹事)

私達も来年5月19日に20周年を予定しています｡
宜しくご参加をお願い申し上げます。

＊前年度会長幹事に感謝状･記念品の授与

＊委嘱状授与
＊会長挨拶 鈴木良一会長

私は茅根前年度会長の様にﾛｰﾀ ﾘｰの知識が豊富であ

りませんので会長としての話があまり出来ませんが
精一杯頑張っていく所存ですので､どうぞ宜しくお願

い致します。
*理事役員挨拶

｢ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を ｣



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4日 28 26 21 5 8 1 % 8 5 88 %

7月11日 28 26 19 7 7 3 % 4 4 100%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

7/4 17 17,000 17,000 336,000 5%

7/11 14 14,000 31,000 336,000 9%

7/4 16 18,000 18,000 560,000 3%

7/11 14 14,000 32,000 500,000 6%

7/4 21 51,000 51,000 1,200,000 4%

7/11 13 16,000 67,000 1,200,000 6%

7/4 16 26,000 26,000 600,000 4%

7/11 13 13,000 39,000 600,000 7%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺ ﾆｺ

BO X

ﾌﾚ ﾝﾄﾞ

ﾘｰ BOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

【第２回 ７月１１日(木)】

第１回クラブ協議会

＊開会の言葉 田中 薫幹事

鈴木会長、大変かと思いますが頑張って下さい｡
＊会長挨拶 鈴木良一会長

私の人生のﾓｯﾄ ｰは｢明るく､生き生き､元気よく｣です｡
入会者が3名の予定ですので30名確保して､35名とした
い｡ぜひご協力お願い致します｡

＊幹事 田中 薫幹事
鈴木会長を盛り上げて､会員増強に力を入れ､35名とし

たい｡年間予定も茅根ﾌﾟﾛｸﾞ ﾗﾑ委員長のお力で9月まで決
りました｡皆様のご協力で出席率100%達成したい｡

＊SAA 森 正一SAA
欠席の場合は連絡をいただき無駄な食費を削減したい｡
ご協力お願いします。

＊会計･ﾌﾚﾝﾄﾞﾘ ｰBOX 細谷和彦会計
会長幹事の決済により業務を執行します｡RCの活動費は

会員の年会費ですので､無駄のないよう管理保管に努め
ます｡ﾌﾚﾝ ﾄﾞﾘｰB OXのご協力をお願いします｡

＊出席委員会 三家 護委員長
文句を言いたければ出席することです｡一年間宜しくお
願いします｡

＊親睦活動委員会 菊池幸治委員長
ｹﾞｽﾄに失礼のないように楽しい例会､雰囲気を作って行

きたい｡いろいろな催し物を計画しますので､一年間宜
しくお願いします｡
＊ﾌﾟﾛｸﾞﾗ ﾑ委員会 茅根正之委員長

1月までの予定はほぼ決まりました｡卓話者をご紹介下
さい。

＊ｸﾗﾌﾞ会報委員会 石川演慶委員長
発行は2回に1回､会の活動を対外に伝える重要な役目が

あるので､ｽﾑｰｽ ﾞに発行できるよう委員一同頑張ります｡
＊雑誌･広報委員会 森山圭介委員長
わかりやすくﾛｰﾀﾘｰを紹介したい。

＊会員増強・退会防止委員会 大橋健治委員長
3名の入会はほぼ決まっています｡35名となるよう､皆様

のご尽力とご理解を宜しくお願いします｡
＊R情報委員会 細谷和彦委員長

3名の方の入会がほぼ決まっており､今年は忙しくなる
と思います｡また皆様にもR情報を報告したい。
＊職業奉仕委員会 飯尾光正委員長

職業奉仕は四大奉仕です｡個々の会員が日々の職業生活
を通じて個人的に奉仕し､社会に貢献することが目的で

す｡地域の会社見学を実施したいと思います｡
＊社会奉仕委員会 相馬 元委員長
高津区民祭に是非参加して下さい｡区民祭募金での浄財

を10月23 ･24日の東日本被災地への移動例会で寄付した
い｡例年行ってきた多摩川花火大会の協力は中止です｡

＊ＩＴ委員会 相馬 元委員長
ｻｰﾊﾞｰ容量が一杯でHPの更新がされていない｡ﾌｪｲｽﾌ ﾞｯｸ

の中で会員の顔と名前が出ますのでご了承下さい｡
＊国際奉仕委員会 本藤光隆委員長
地区協でｻﾌﾞﾘｰ ﾀﾞｰより｢国際奉仕は他国の人々を助ける

ことを目的とする奉仕活動です｣と言われました｡何を
すればいいか､当ｸﾗﾌ ﾞに合う活動をしたい｡

＊米山記念奨学会委員会 三富末雄委員長
普通寄付一人5,000円は会費予算に計上してあります｡
特別寄付一人2万円です｡ご協力を宜しくお願いします｡

＊R財団委員会 佐藤哲夫委員長
｢未来の夢計画｣については卓話で詳しくお話します｡寄

付目標一人12, 000円､ﾎﾟﾘｵ撲滅一人5,0 00円にご協力を
お願いします。

＊青少年奉仕委員会 石川演慶委員長
9月の青少年奉仕月間で地区委員長に卓話をして頂き､
理解を深める機会にしたい｡青少年活動は大事ですので

これからの活動を考えて行きたいと思います｡
＊ﾆｺﾆｺBO X委員会 志村正夫委員長

四大奉仕の資金元です｡目標額は120万円､一年間の奉仕
活動資金ですのでご協力お願いします｡またﾒｯｾｰｼﾞを書

いて下さい｡

＊家庭集会 田中 薫幹事
3ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎に各ﾘｰﾀﾞｰの方、宜しくお願いします｡
＊米山ｶｳﾝｾﾗｰ 中田俊彦ｶｳﾝ ｾﾗｰ
ﾛｰﾀﾘｰ25年で初めてのｶｳﾝｾﾗ ｰです｡前任者に聞きながら
活動して行きたい｡
＊閉会の言葉 福嶋 徹ｴﾚｸﾄ
鈴木会長を盛り上げて､頑張って行きましょう。

＊7/4 ※順不同 会員は敬称略
川田邦康様･戸叶 哲様(川崎西RC会長･幹事)
本日は新年度の表敬訪問に伺いました｡一年間諸先輩
方のご指導宜しくお願い致します｡
長井公也様･持田雄二様(川崎高津南RC会長･幹事)
今日は年度初めの表敬訪問に参りました｡
小川湧三様(川崎鷺沼RC）お世話になります｡
鈴木良一 いよいよ始まりました｡皆さんよろしくお
願いします｡
中田俊彦 鈴木会長､一年間頑張って下さい｡
福嶋 徹 鈴木会長 船出おめでとうございます。
細谷和彦 鈴木年度の船出を祝って｡前年度一年間、
ご理解とご協力ありがとうございました｡
菊池幸治 鈴木会長年度を祝しお祝い申し上げます｡
杉崎晴男 鈴木会長､一年間宜しくお願い致します｡
＊7/11
鈴木良一 小山様､浜田様ようこそ｡我々一同お二人の
入会を歓迎致します｡今日は夜ｻﾛﾝがありますので是非
ご参加を。
三家 護 一区切り付き､ほっとしております｡いろい
ろ有難うございました｡
菊池幸治 濱田様､小山様､例会を楽しんで下さい｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ


