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2013～2014

クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』
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点鐘・開会宣言・歌唱

お客様
＊8/22
片寄優子様(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
川崎稲生RC)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)
花家憲也様(高津警察署長)鈴木富夫様(高津消防署長)
福嶋千恵子様 細谷やよい様 飯尾智子様 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
鈴木慶子様 相馬順子様 佐藤夕子様 吉田智美様
吉田浩康様 安藤伸江様

第４例会記録(プログラム)
【第７回 ８月２２日(木) 】
｢納涼家族会｣ 夜間例会
＊入会式

｢ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を ｣

祝慶事
≪会員誕生日≫
7月 茅根正之会員 S11.7.1 0 福嶋 徹会員 S18.7 .22 

福住亮雄会員 S14.7.2 7 飯尾光正会員 S32.7. 23 
8月 青木功雄会員 S52.8.2 6
≪ご夫人誕生日≫ 8月 木嶌和子様 8.20 
≪入会記念日≫ 7月 田中 薫会員 H4.7.2 3

8月 本藤光隆会員 H8.8.2 9
≪結婚記念日≫   7月 濱田肇･智津子様 7.2 5
≪ご出産祝≫     小山泰介会員

曽我直樹会員[生命保険･損害保険業]
紹介者：石川演慶会員

＊歓迎の言葉 鈴木良一会長
入会おめでとうございます｡34歳ということで和解会
員が入会しました｡私の年度になり3人目､前年度茅根
会長と菊池副会長の努力が実りました｡これから頑張
って下さい｡

＊新会員挨拶 曽我直樹会員
私は三井生命に入社して12年目､最初の2年は長崎県で
その後東京､最後の2年は北海道の函館で現在は溝ノ口
支店で営業部長として勤務しています｡地域の皆様と
一市に思い出になるような仕事をさせて頂きたく入会
させて頂きました｡宜しくお願い致します｡
＊乾杯 v持田裕弘ﾊﾟｽﾄ会長
本日は片寄ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ補佐､鈴木高津消防署長､花家高津警

察署長､川崎西RC､川崎高津南RCの会長･幹事様、お越
し頂きありがとうございます｡どうぞごゆっくりお楽
しみください｡
＊本日のプログラム
１．長尾子ども太鼓
・紹介 親睦活動委員会 飯尾光正副委員長
長尾子ども太鼓は19年目になります｡最初は樽の太鼓
を使っていました｡今年は小1と年長が7人います｡
可愛い子供達が叩きますので､宜しくお願いします｡

２．パントマイム「夢子＆ヒロピショー」
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8月22日 31 29 23 6 7 9 % 7 3 86 %

8月29日 31 29 21 8 7 2 % 9 1 72%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

8/22 20 20,000 91,000 372,000 24%

8/29 12 12,000 103,000 372,000 28%

8/22 19 19,000 93,000 620,000 15%

8/29 12 12,000 105,000 620,000 17%

8/22 22 32,000 187,000 1,200,000 16%

8/29 11 12,000 199,000 1,200,000 17%

8/22 19 21,000 98,000 600,000 16%

8/29 13 13,000 111,000 600,000 19%

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：森山圭介 本藤光隆

(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８回 ８月２９日(木)】
「家庭集会」
＊開会挨拶 杉崎晴男副会長

本日のﾌﾟﾛｸﾞ ﾗﾑを家庭集会に変更しました｡会長から
は会員数30名の目標を達成したので今度は35名を目指
したいとの伝言です｡女性会員の勧誘の問題､花火大会
の警護の問題など､この場を利用して討議していただき
たいと思います｡
＊討議結果
≪Aｸﾞﾙｰﾌ ﾟ≫ 菊池幸治ﾘｰﾀﾞｰ
女性会員の勧誘問題について､ﾛｰﾀﾘｰを理解していただ
ける女性ならば特に問題はない｡ただ良い面と悪い面に
ついての意見があり､結論は出ていない｡会員は35名ま
で増やしたい｡
≪Bｸﾞﾙｰﾌ ﾟ≫ 田中 薫ﾘｰﾀﾞｰ
Aｸﾞﾙｰﾌﾟと同じで一致した結論は出なかった｡
拒む必要はないが､積極的に勧誘すると言うところまで
は行かない｡
≪Cｸﾞﾙｰﾌ ﾟ≫ 三富末雄ﾘｰﾀﾞｰ
女性会員について､会員を増やすという面だけで判断
すると問題も出てくる｡花火の警護はｸﾗﾌﾞを世間に知ら
しめるという意味もある｡今後活動の意義を検討して行
く作業も必要｡新入会員はｸﾗﾌﾞの活性化につながる｡

（8/22） ※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)
本日は会長幹事でお邪魔に上がりました｡納涼家族会を
楽しませていただきます。
鈴木良一 本日はお暑い中ようこそおいで下さいました｡
納涼家族会をごゆっくりお楽しみください｡
菊池幸治 本日はお子様たちの太鼓をとても楽しみにし
て参りました｡
志村正夫 妻と二人で草津でｺﾞﾙ ﾌを楽しみました｡

(8/29)ﾒｯ ｾｰｼﾞはございません｡

☆納涼家族会に当たってご祝儀を頂戴致しました｡
ありがとうございました｡
片寄優子様 川崎西RC様 川崎高津南RC様 花家憲也様
鈴木富夫様 鈴木陽一会長 細谷和彦会員 飯尾光正会員
菊池幸治会員 杉崎晴男会員 安原正洋会員 濱田肇会員
志村正夫会員 小山泰介会員 田中薫幹事 茅根正之会員
森 正一会員 三家 護会員 福住亮雄会員 石川演慶会員
相馬 元会員

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊委員会報告
・雑誌広報委員会 森山圭介委員長

9月号のRの友に養護学校慰問の記事が載っています
ので､ぜひご覧下さい｡

・R情報委員会 細谷和彦委員長
本日午前11時30分から曽我直樹会員に対してﾛｰﾀ ﾘｰ情
報教育を行いました｡

報告


