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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 第２３例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第４５回６月１９日(木)】

お客様
＊6/19
川田邦康様･戸叶哲様(川崎西RC会長･幹事)
鈴木伸一様(川崎西RC)
＊6/26
片寄優子様(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､川崎稲生RC)長井公也様･持田雄二様(川崎高津南RC
会長･幹事) 越谷成一様(高津消防署長)
福嶋千恵子様 細谷やよい様 本藤伊都子様 飯尾智子
様 茅根啓子様 菊池昭子様 森 由美様 中田節子様
志村眞佐子様 鈴木慶子様 相馬順子様 吉田浩康様
田名網康代様 飯尾麻友様 飯尾亮介様 ﾎﾞﾔﾝﾝﾄ様

来賓挨拶

「次年度練習例会･理事役員挨拶」
＊会長挨拶 福嶋 徹次年度会長
久振りに前に立って挨拶を致しますので､非常に緊張
しております｡練習例会の機会を頂きまして非常に感
謝しております。
＊本日のプログラム：理事・委員長退任挨拶
杉崎晴男副会長----会長がお元気なので2,3回の代理
の例会運営で済みました。
細谷和彦会計------お陰様で無難に終了しそうです｡
最終例会はパッと行く予定です。
茅根正之前年度会長･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長---1年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の準備で時間を使いました。
三家護出席委員長-----最終結果が未だ判りませんが
感触として良い成績と推測しております。
菊池幸治親睦活動委員長--お陰様で全計画を実行で
きました｡特に岩手県の釜石東RCへ義捐金をお届けに
移動例会を行いましたが､成功裏に終り､皆様のご協

＊6/19
川田邦康様 戸叶 哲様(川崎西RC 会長･幹事)

【会員誕生日】
＊5月 曽我直樹会員 5/23 谷野功明会員 5/14
＊6月 石川演慶会員 6/7
【ご夫人誕生日】
＊4月 福嶋千恵子様 4/25 月岡香栄子様 4/15
＊5月 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
＊6月 本藤伊都子様 6/13 佐藤夕子様 6/13
【結婚記念日】
＊4月 細谷和彦やよい様 4/2 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

＊6月 茅根正之啓子様 6/2   田名網成彰真弓様 6/30
【入会記念日】
＊5月 茅根正之会員 S60.5.16 木嶌士郎会員 S60.5.16    

福嶋 徹会員 S60.5.16 持田裕弘会員 S60.5.16  
中田俊彦会員 S62.5.28 細谷和彦会員 H1.5.11   
飯尾光正会員 H5.5.27  三富末雄会員 H12.5.18 

＊6月 志村正夫会員 S60.6.27
【表 彰】
＊米山功労者 ＊第4回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 石川演慶会員

＊第3回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 三富末雄会員
【記念品贈呈】学位記念（腕時計)米山記念奨学会より

ボヤント様(元米山記念奨学生)

移動例会を行いましたが､成功裏に終り､皆様のご協
力に感謝致します
石川演慶ｸﾗﾌﾞ会報委員長･青少年奉仕委員長---皆様
のご協力を得て2週間に1度の発行で休刊もなく無事
終了しそうです｡青少年奉仕委員会の活動としては、
久振りにRYLAに参加致しました。
大橋健治会員増強･退会防止委員長---2年連続で委員
長を務めました。成績は2年間で8名の新会員が入会
し､地区からもお褒めの言葉を頂きました。
飯尾光正職業奉仕委員長---4つの計画の内1個しか実
行できませんでした｡残りの計画は次年度の本藤委員
長へ引継ぎたいと考えております。
佐藤哲夫ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長----地区のｾﾐﾅ-や個人的な
勉強会に参加したり､大変勉強になりました｡ﾎﾞﾘｵ撲
滅の寄付金は地区の要求に達成可能となりました。
三富末雄米山記念奨学会委員長---今年も2590地区は
寄付額で全国一位を達成しそうです｡当ｸﾗﾌﾞの目標は
64万円で未だ85％ですが､最後には達成できると考え
ます。
相馬元社会奉仕委員長･IT担当---来年も委員長を拝
命した。計画は養護学校の慰問が学校の都合で中止
なりましたが､それ以外全て実行できました｡ITに関
しては､小野事務局に大変お世話になりました。
志村正夫ﾆｺﾆｺBOX委員長---小野事務局の隣に座り、
江戸時代の両替商も兼ねて楽しく勤めさせて頂きま
した。120万円の目標に向けて最後まで頑張りたいと
思います。
本藤光隆国際奉仕委員長---活動は次年度の事も考慮
して軽めとなりました。残念なのは鈴木会長の豪州
たこ焼き販売計画が実現できなかった事です。
中田俊彦米山ｶｳﾝｾﾗｰ---地区より奨学生の紹介が無い
為、活動ができませんでした。
細谷和彦ﾛｰﾀﾘｰ報委員長･ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX----情報委員長
は3年のﾛ-ﾃｼﾖﾝが決まっています｡次年度は田中会員､
次々年度は大橋会員が務める事となります｡今年度
5名の新会員が入会､新会員研修も一緒に参加しまし
た。

祝慶事

川田邦康様 戸叶 哲様(川崎西RC 会長･幹事)
今年度､川崎西RCの会長を拝命し､後10日程で退任とな
ります｡鈴木会長同様､顔が綻んでいるところです｡在
任中は川崎西RCの各種企画にご協力頂き感謝申し上げ
ます｡来年12月には我ｸﾗﾌﾞの50周年記念を行います｡又
2016-17年度にはｶﾞﾊﾞﾅｰ輩出予定ですので､引続き宜し
く御協力をお願い致します。

報 告
＊創立30周年記念実行委員会 細谷和彦実行委員長
本日18時よりKSPｵｰｸﾙｰﾑで委員会を開催しますので、
実行委員はよろしくご参集願います。



【第４６回６月２６日(木)】
「最終例会」
《来賓挨拶》
片寄優子様(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

川崎稲生RC）
本日は感無量です｡鈴木会長のｸﾗﾌﾞ方針｢明るく生き生
き､元気よく｣を感じています｡一年間､大変お世話にな
りました。
長井公也様･持田雄二様(川﨑高津南RC 会長･幹事)
我がｸﾗﾌﾞはお陰様で成果があり､無事ｸﾘｱしていると感
じました｡高津RCは来年30周年を迎え､私達も精一杯お
手伝いさせていただきます｡次年度もどうぞよろしくお
願い致します｡
《本日のプログラム》
＊フレアショー フレアーバーテンダー 中村 純様

(全日本ﾌﾚｱﾊﾞｰﾃﾝﾀﾞｰｽﾞ協会､神奈川ﾌﾞﾛｯｸﾘｰﾀﾞｰ
国内外の大会で優勝)

＊退任挨拶
・鈴木良一会長
｢何もしないで良いよ｣と言われて会長になりました｡

本当に私は何もしませんでした｡この私を一番支えてく
れたのは田中 薫幹事です｡穴を埋めてくれたのは杉崎
晴男副会長でした｡ﾚｰﾙをひいてくれたのは茅根正之ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ委員長でｽｹｼﾞｭｰﾙをすべて作ってくれました｡お三
方は運営に当たって力になってくれました｡菊池幸治親
睦委員長には昨年10月に岩手の移動例会を全て計画実
行してくれて感謝しています｡
最後に今年度､第2590地区で新会員が一番増えたのは
当ｸﾗﾌﾞです｡何もしないと周りが盛上げてくれました｡
一年間､本当にありがとうございました｡私の気持ちで
すがお土産をご用意しました｡
・田中 薫幹事
一年間､皆様のご協力で無時終えることが出来ました｡
また､鈴木会長の話術でうまくやってこられました｡
本当にありがとうございました｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊6/19 (順不同､会員敬称略)
川田邦康様･戸叶哲様(川崎西RC会長･幹事)
鈴木会長､田中幹事､高津RCの皆様､一年間大変お世話に
なりました｡本日はよろしくお願い致します｡
鈴木伸一様(川崎西RC) 久し振りにﾒｰｷｬｯﾌﾟにお邪魔さ
せていただきました｡よろしくお願い致します｡
鈴木良一 川崎西RC会長､幹事様1年間ご苦労様でした｡
福嶋 徹 本日は練習例会です｡宜しくお願いします｡
三家 護 本日練習例会宜しくお願い致します｡
＊6/26
長井公也様･持田雄二様(川﨑高津南RC 会長･幹事)

本日は宜しくお願い致します｡
鈴木良一 一年間、ありがとうございました｡

・

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

6月19日 32 31 22 9 71% 6 4 94%

6月26日 32 31 30 1 97% 7 2 84%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

6/19 21 25,000 156,000 160,000 98%

6/26 21 27,000 183,000 160,000 114%

6/19 16 16,000 544,000 640,000 85%

6/26 22 38,000 582,000 640,000 91%

6/19 17 25,000 906,500 1,200,000 76%

6/26 25 68,000 974,500 1,200,000 81%

6/19 16 16,000 570,000 600,000 95%

6/26 24 48,000 618,000 600,000 103%

R財団

ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ

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
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 三富末雄

※(R財団目標額：会員数×120㌦×100円⇒119%達成(43万円)のため 3/13より
ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ～2018を積立 会員数×5,000円目標 米山目標額：会員数×2万円)

本当にありがとうございました｡
＊会長・幹事の奥様に花束の贈呈 田中 薫 一年間皆様の協力に感謝申し上げます｡

三家 護 出席委員会にご協力ありがとうございました｡
福嶋 徹 鈴木会長､一年間ご苦労様でした｡
細谷和彦 会長､幹事様一年間大変お疲れ様でした｡
菊池幸治 会長幹事役員一年間ご苦労様でした｡
杉崎晴男 志村委員長1年間苦労様でした｡感謝を込めて!
安原正洋 都合を付けて例会に出席します！
※最終例会に際し､ご祝儀を頂戴しました｡(会員敬称略)
越谷成一様 鈴木良一 田中 薫 杉崎晴男 細谷和彦
茅根正之 石川演慶 志村正夫 飯尾光正 相馬 元
三家 護 三富末雄 本藤光隆 菊池幸治 森 正一


