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2014～2015

クラブ年度方針

『 クラブの充実と活性化 』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１例会記録

お客様
《7/3》持田光幸様､中村一郎様(川崎高津南RC会長､幹事)

川崎高津南RCの会長を仰せつかりました持田と､同じく
幹事の中村です｡1年間どうぞ宜しくお願い致します｡

5月の当ｸﾗﾌﾞの創立20周年式典に多数のご出席を賜り､
滞りなく終了したことに感謝申し上げます｡さて当ｸﾗﾌﾞも
高齢化が進み､健康寿命を延ばそうと｢ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで生き生き
と｣の合言葉で21年目をｽﾀｰﾄしました｡何かと不慣れな点
もございますが､ご指導度鞭撻よろしくお願い致します。
《7/10》中村憲一様(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､川崎西RC)
今年度RI会長は｢ﾛｰﾀﾘｰに輝きを｣という素晴らしいﾃｰﾏを
打出しています｡一人一人が輝くことでｸﾗﾌﾞの発展に繋が
ります｡ｸﾗﾌﾞ全員の精進によって､また人力によってｸﾗﾌﾞ
が益々発展するよう祈っています｡
・筒井 進様､越水詞郎様（川崎西RC会長､幹事)
次年度50周年を迎えるにあたりいろいろ準備をしていま
す｡また会員増強を中心に活動して行きます｡区民祭では

【第１回 ７月３日(木) 今年度初例会】

＊木槌、財産目録、事務所鍵の引渡し
＊来賓挨拶

持田光幸様､中村一郎様(川崎高津南RC会長､幹事)
＊前年度会長幹事に感謝状・記念品の授与
＊委嘱状授与

＊理事役員挨拶
石川演慶副会長･･･副会長は会長補佐と会長不在の時に
取り仕切る役と､家庭集会がありますので､3Gに分けて
会員増強をﾃｰﾏに2回くらい出来たらと考えています。
大橋健治幹事･･･若輩者なので拙い所が多々あるかと思
いますが､皆様のご支援をいただき､一年間頑張りたい
と思いますので､どうか宜しくお願いします。
三富末雄会計･ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX委員長･･･会員32名というこ
とで予算も増えていますが､委員会の活動が活発になり

◆理事会報告
1.ｽｹｼﾞｭｰﾙ

・7月の予定
7月3日(木)役員・理事挨拶 定例理事会
10日(木)第1回ｸﾗﾌﾞ協議会 委員長挨拶
17日(木)会員卓話 茅根正之会員
27日(日)移動例会 高津区民祭
31日(木)卓話 拡大補佐 川崎西RC 斉藤二郎様

・8月予定
8月7日(木)卓話 高津区長 土方慎也様 定例理事会
14日(木)休会（定款細則により）
21日(木)卓話 高津消防署長 越谷成一様
28日(木)納涼家族会 夜間例会

・9月の予定
9月4日(木)移動例会 早朝供養例会 大蓮寺
11日(木)卓話 影向寺 加藤浩照住職 定例理事会
18日(木)卓話 ﾋﾞｵｾﾗｸﾘﾆｯｸ院長 谷川啓司様
25日(木)第2回ｸﾗﾌﾞ協議会 夜間例会

2.7月27日(日)高津区民祭の件 社会奉仕委員長より
今年はｽｲｶ販売は行わない。

3.各会員の携帯･PCｱﾄﾞﾚｽの件 任意で登録
4.8/28(木)納涼家族会の件 親睦活動委員長に依頼
◆委員会報告
・社会奉仕委員会 相馬 元委員長
7月27日高津区民祭で､東日本大震災復興の募金を

行います｡昨年､釜石東RCに高津区民祭で集めた50万
円を寄付し､東雲丹小学校のｸﾞﾗﾝﾄﾞに放送設備を設置
した報告を受けました｡
高津区民祭のﾎﾟｽﾀｰ掲示をお願いします｡
・会員増強･退会防止委員会 月岡涼吾委員長
＜ｾﾐﾅｰ報告＞ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ金杉様の話(横浜西RC）

会員数がﾋﾟｰｸ時より33%減少､3千人が2千人になっ
た｡毎年2%ずつ減少しており､40年後にはなくなる｡
原因は単年度で会長が１年で交替する為､大過なく過
ごすことにあるのでは｡3～5年の長期的な計画を立て
るべき｡年齢･女性･会費(世界の4倍)例会時間等いろ
いろ課題がありますが､いい改革を進めましょう。

す｡また会員増強を中心に活動して行きます｡区民祭では
歯の健康広場を行います｡福島の物産販売を行いますので
お立寄り下さい｡皆様の益々のご発展をお祈り致します｡

報告

支出も多くなっていくかと思いますので､予算の中で収
まるようにご協力お願いします。
伊藤壽一出席委員長･･･例会､移動例会､奉仕活動､その
他行事など､会員各位様のご協力をいただき､ご出席を
切に願っております｡そしてｸﾗﾌﾞを盛り上げていただき
たいと思います。
飯尾光正親睦活動委員長･･･親睦活動はﾛｰﾀﾘｰ活動上と
ても大事なので､会員並びに家族の親睦を深めていただ
きたいと思いますので､どうかご協力お願いします。
また本年度も高津ｻﾛﾝを第2木曜日6時半から行います

ので皆さんお酒を持ち寄って参加していただきたいと
思います。
杉崎晴男会場監督･･･慣れないものですからﾏｲｸを持つ
手が震えております｡皆さんに失礼の無いように気を配
りながら過ごしていきたいと思いますので､どうぞご協
力お願いします。



＊会長挨拶 福嶋 徹会長
私が会長だった前回は20周年､今年度は30周年であり

大変な年だと思っています｡地区方針｢一人一人が輝き
共に奉仕活動をしよう｡世界を明るくしてﾛｰﾀﾘｰを楽し
もう｣私の方針｢ｸﾗﾌﾞの充実と活性化｣を目指して活気溢
れるｸﾗﾌﾞにしたい｡一致団結した式典を成功させるため
頑張ります｡その為にも新会員を増やし活気あるｸﾗﾌﾞに
したいと思います｡
＊幹事 大橋健治幹事

会長を支え､会の運営をｽﾑｰｽﾞに進行できるよう一生
懸命頑張ります｡
＊SAA 杉崎晴男SAA

厳しく話すこともあるかもしれませんが､会のためを
思ってのこと､よろしくお願い致します｡
＊会計 三富末雄会計

会員が増え､繰越金も予算よりだいぶ多いようで多少
余裕も出て来ましたが､各委員会予算の範囲内で活動い
ただくようお願い致します｡
＊出席委員会 伊藤壽一委員長

ｸﾗﾌﾞ例会､移動例会共に出席してｸﾗﾌﾞを盛り上げてい
ただきたい｡またﾒｲｷｬｯﾌﾟもよろしくお願いします｡
＊親睦活動委員会 飯尾光正委員長
年間いろいろ行事がありますが､会員とご家族との親

睦を深めて行きたいと思いますので､ご協力よろしくお
願いします｡
＊ｸﾗﾌﾞ会報委員会 佐藤哲夫委員長
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸで会報について他ｸﾗﾌﾞからｺﾒﾝﾄをもらったの

で参考にしたい｡専用のｶﾒﾗを有効に大切に使いたい｡
＊会員増強･退会防止委員会 月岡涼吾委員長

入会するが退会が多い｡新会員の意見を汲み上げる必
要がある｡魅力あるｸﾗﾌﾞとは何か話し合う機会を設ける
ことも必要だと思います。
＊R情報委員会 田中 薫委員長
ﾛｰﾀﾘｰのいいところを積極的に教えて活気ある楽しい

ｸﾗﾌﾞを作って行きたい｡
＊社会奉仕委員会 相馬 元委員長

【第２回７月１０日(木)第１回ｸﾗﾌﾞ協議会】

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊7/3 (順不同･会員敬称略)
持田光幸様､中村一郎様(川崎高津南RC会長､幹事)
本日表敬訪問に伺いました｡１年間宜しくお願いします｡
福嶋 徹 本日より新年度です｡１年間宜しくお願いし
ます｡川崎高津南RC 持田様､中村様､ようこそ｡
大橋健治 １年間よろしくお願いします｡
三家 護 本年度ﾆｺﾆｺ担当します｡志村委員､濱田委員と
共に頑張りますのでよろしくお願いします｡
菊池幸治 会長幹事役員､１年間よろしくお願いします｡
鈴木良一 福嶋新会長､よろしくお願いします｡
安原正洋 例会なかなか出席できずすみません｡今年は

＊社会奉仕委員会 相馬 元委員長
継続行事について引き続きご協力お願いします｡

30周年に残る社会奉仕もやって行きたい｡又東日本大震
災の復興支援のお手伝いも行いたい｡情報をよろしく｡
＊国際奉仕委員会 茅根正之委員長
ﾎﾟﾘｵ･IMの講演者 原田さんの応援をしたいと考えてい

ます｡
＊米山記念奨学委員会 小山泰介委員長
目標達成の為､会員皆様のご理解とご協力をよろしく｡
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会と相談して卓話を企画します｡
＊R財団委員会 細谷和彦委員長
新しい補助金ﾓﾃﾞﾙ｢未来の夢｣が導入されました｡

＊青少年奉仕委員会 田中 薫委員長
職業奉仕､社会奉仕各委員会と合同で子供たちの為に
やっていきたい｡
*ﾆｺﾆｺBOX委員会 三家 護委員長
四代奉仕の資金になるのでご協力をよろしく｡ﾒｯｾｰｼﾞを
添えていただきたい｡
＊家庭集会 石川演慶副会長
役割はｻﾛﾝで補っています｡ｻﾛﾝと違った形で地元以外
での開催も考えています｡
＊米山ｶｳﾝｾﾗｰ 中田俊彦ｶｳﾝｾﾗｰ
一つのｸﾗﾌﾞが一人の奨学生の｢世話ｸﾗﾌﾞ｣になります｡
奨学生が決定したら私がｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰになります｡
＊ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 三富末雄委員長

ｸﾗﾌﾞの運営に充てられますので会員皆様のご協力ご
支援をよろしくお願い致します｡
＊IT委員会 佐藤哲夫委員長
HPの更新､ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸやﾌﾞﾛｸﾞを使い､ｸﾗﾌﾞで行っている

ことを一般の方に見ていただく機会を作りたい｡
＊研修委員会 茅根正之委員長
7月7日にｾﾐﾅｰがありますので研修委員会の報告を致し
ます｡
《意見》
せっかくのｸﾗﾌﾞ協議会ですので､新会員の部門を作っ

て感想など意見を求めるのも必要ではないか｡また退会
防止と新会員の育成にも役立つと思います｡
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7月3日 32 31 23 8 74% 9 5 87%

7月10日 32 31 22 9 71% 2 2 100%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

7/3 18 20,000 20,000 391,680 5%

7/10 15 17,000 37,000 391,680 9%

7/3 21 23,000 23,000 640,000 4%

7/10 15 17,000 40,000 640,000 6%

7/3 21 46,000 46,000 1,000,000 5%

7/10 17 30,000 76,000 1,000,000 8%

7/3 18 21,000 21,000 600,000 4%

7/10 16 17,000 38,000 600,000 6%
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寄付報告

クラブ会報委員会
佐藤哲夫委員長 三富末雄副委員長
本藤光隆委員 曽我直樹委員 編集担当：佐藤哲夫 三富末雄

安原正洋 例会なかなか出席できずすみません｡今年は
出席します｡
伊藤壽一 出席委員長を務めさせていただきます｡どう
ぞよろしくお願い致します｡
＊7/10
中村憲一様(ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎西RC)本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐と
して表敬訪問に参りました｡一年間頑張ります｡
筒井進様､越水詞郎様(川崎西RC会長､幹事)本日は表敬訪
問に参りました｡一年間よろしくお願いします｡
福嶋 徹 中村ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､筒井会長､越水幹事､ようこ
そ｡杉崎さん､お孫さん誕生おめでとうございます｡
三家 護 7/11～20は夏の交通安全運動です｡

※R財団目標額：会員数×120㌦×102円 米山目標額：会員数×2万円


