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会 長：福嶋 徹

幹 事：大橋 健治

第21回(通算1403回)「君が代・奉仕の理想」

第22回(通算1404回)「我等の生業」

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１１例会記録

【第２１回 １２月４日(木)】
｢年次総会」
ｸﾗﾌﾞ細則第1条第1節C項により､議長は現職会長の

福嶋徹会長となりました｡出席者22名委任状5名でｸﾗﾌﾞ
細則第4条第3節にある会員総数の3分の1以上の定足数
を達成しましたので､総会が成立致しました｡

＊2015-16年度役員･理事選出
選出に関してはｸﾗﾌﾞ細則第1条第1節C項により本年度

指名委員会を設置し､茅根正之委員長､福住亮雄会員､
三富末雄会員､田中薫会員､鈴木良一会員､福嶋徹会長､
大橋健治幹事の以上7名で協議し､次次年度のｸﾗﾌﾞ会長
として三富末雄会員にお願いすることとなりました｡

これによりさっそく次年度役員理事候補に対しての
選挙が行われ､投票用紙を回収し､志村会員､濱田会員
立会いのもと開票を行い､100%の賛同を得て下記役員・
理事が承認されました｡

お客様

斉藤二郎様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､川崎西RC)
高良明様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ､川崎西RC）
川邊裕様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区2016-17年度地区幹事､
川崎西RC)

来賓挨拶
斉藤二郎様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､川崎西RC)

今日は大事な時期に私ども川崎西RC､ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰの高
良会員その時の地区幹事､川邊会員､そして私3人でお邪
魔させていただいております｡例会後に今年度の会長様
はじめ幹部の皆様に正式にお願いしたいと思っておりま
す｡当ｸﾗﾌﾞは来年の5月に30周年を迎え､式辞の依頼をさ
れて今書いております｡
当ｸﾗﾌﾞの創立時にはいろいろな思い出があります。

報 告

＊理事会報告
1.2月の予定
2月 5日(木) 会員卓話 茅根正之会員 定例理事会

12日(木) 卓話 高津警察署
18日(水) 移動例会 IM ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ(川崎)
26日(木) 夜間例会

2.12月18日(木)年末家族会の件
3.30周年記念例会の件

理事が承認されました｡

≪2015-16年度 役員理事≫

会 長 杉崎 晴男
副 会 長 田中 薫
会長ｴﾚｸﾄ 三富 末雄
幹 事 飯尾 光正
会場監督 相馬 元
会 計 鈴木 良一
前年度会長 福嶋 徹
職業奉仕担当理事 森 正一
社会奉仕担当理事 大橋 健治
国際奉仕担当理事 本藤 光隆
青少年奉仕担当理事 茅根 正之

当ｸﾗﾌﾞの創立時にはいろいろな思い出があります。
昨年私がお邪魔した時に大変優秀な新会員が多数おられ
ましたのが記憶に残っております｡11月の地区大会には
会員増強でも表彰され､活気が出てきていてすごく驚い
ています｡来年30周年を期して会員40名を目指して一会
員が一会員を紹介するという意気込みを持って下さい｡
お願いに来て変な葉っぱをかけるようなことを申します
が是非ここで言わせていただきます。



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊12/4 (順不同､会員敬称略）
斉藤二郎様(第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､川崎西RC)
本日は年末のご多忙の中､2016-17年度高良ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度
のｲﾍﾞﾝﾄの件でお願いに参りました｡
高良明様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ､川崎西RC)
地区高良年度の際には宜しくご協力の程お願い申し上
げます｡
福嶋 徹 斉藤様､高良様､川邊様､ようこそ｡寒くなり
ましたので体に気をつけて下さい｡
大橋健治 斉藤様､高良様､川邊様ようこそいらっしゃ
いました｡よろしくお願い致します｡
三家 護 12/3鹿児島種子島宇宙ｾﾝﾀｰから はやぶさ2

【第２２回１２月１１日(木)】

｢創立30周年記念事業実行委員会｣

≪実行委員会経過報告≫ 茅根正之副実行委員長
・今までに6回委員会を開催しました｡
・予算､記念品､記念誌､記念事業などについて話し合い
ました｡

・ｱﾄﾗｸｼｮﾝは坂戸小学校の合唱 60名 30分
・図書館前の石碑の修復(字が読めない)
・多摩川新聞､ﾀｳﾝﾆｭｰｽの取材依頼
・記録については2社の見積もりを検討する｡
・会員への記念品について
≪総務委員会≫ 三富末雄委員長
・予算 収入は408万円 支出については未確定のものが
ある｡

・記念例会､式典､懇親会の次第､内容
25周年記念を例にしてあります｡

≪記念事業委員会≫ 森 正一委員長
＊ｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ消防隊ﾕﾆﾎｰﾑ等寄贈
・市長より感謝状贈呈があります｡
・1月12日消防出初式で団長表彰があります。
・NHK横浜放送局の取材予定
＊記念碑の修復
周年行事で建てた記念碑の字が読めないので読める
ようにする｡

≪登録受付委員会≫ 志村正夫委員長
・お客様を親切で丁寧にｴｽｺｰﾄする｡
・奥様方にも接待していただく。
・受付票を用意する｡
≪記念誌委員会≫ 相馬 元委員長
・会員の寄稿を1月末までにお願いします｡
字数・内容は自由です｡

・25周年記念誌を参考にしています｡

例会日 会員数
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12月4日 32 31 22 9 71% 12 5 77%

12月11日 32 31 20 11 65% 8 2 81%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

12/4 20 21,000 ﾎﾟﾘｵ21000 160,000 13%

12/11 16 18,000 39,000 160,000 24%

12/4 20 21,000 303,000 640,000 47%

12/11 15 15,000 318,000 640,000 50%

12/4 22 32,000 447,000 1,200,000 37%

12/11 16 18,000 465,000 1,200,000 39%

12/4 20 21,000 303,000 600,000 51%

12/11 17 18,000 321,000 600,000 54%

R財団

米山記念

奨学会
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出席報告

寄付報告

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 三富末雄副委員長 曽我直樹委員
喜多川亮平委員 編集担当： 喜多川亮平 三冨末雄

三家 護 12/3鹿児島種子島宇宙ｾﾝﾀｰから はやぶさ2
が6年間 62億kmの旅に出ました｡無事を祈ります！
菊池幸治 斉藤二郎ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ様､高良明ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ様
川邊裕2016-17年度地区幹事様､ようこそお越し下さい
ました｡
杉崎晴男 年次総会にあたって､皆様ご協力をよろしく
お願い致します｡
*12/11
福嶋 徹 先週の年次総会が無事終わり､ほっとしてい
ます｡皆様のご協力ありがとうございました｡

※R財団目標額：会員数×120㌦×102円 米山目標額：会員数×2万円
R財団は11月末の寄付総額 284､000円｡12月より会員数×5,000円＝16万円
の目標達成までﾎﾟﾘｵに積立


