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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１３例会記録

【第２５回 １月１５日(木)】
｢第3回クラブ協議会」

＊表彰
1月12日(月)消防出初式の際に当ｸﾗﾌﾞの創立30周年記

念として寄贈したｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ消防隊活動服に対して､
高津消防団より表彰されました。

≪第３回ｸﾗﾌﾞ協議会≫
＊開会の言葉 石川演慶副会長
今年度としてはｳｪｲﾄの高いｸﾗﾌﾞ協議会です｡半年を振り
返っての事､これからの事を発表お願いします｡
＊会長挨拶 福嶋 徹会長

＊ｸﾗﾌﾞ会報委員会･職業奉仕委員会 本藤光隆委員長
委員長が交替して混乱しましたが､何とかやりくりして
います｡お客様の写真についてはその度ごとに対応した
い｡職業奉仕の方は順調にこなしています｡
＊雑誌広報委員会 森山圭介委員長(代幹事)
Rの友で当ｸﾗﾌﾞ関係の記事や注目すべき記事を数回紹介

させていただきました｡これからも投稿記事などありま
したらよろしくお願いします｡
＊会員増強退会防止委員会 杉崎晴男ｴﾚｸﾄ
一人入会し､一人逝去による退会あり､今後予定したい
人がいたらよろしく
＊R情報委員会 田中 薫委員長
前年度は5名の入会あり､その都度お話して来ました｡
勉強会をしたいと思っています｡何名かの入会を希望し
ていますのでよろしくご協力下さい｡
＊社会奉仕委員会 相馬元委員長(代菊池幸治副委員長)  
区民祭､防災教室､が終わりこれから養護学校慰問､献血
運動､多摩川美化活動があるのでご協力をお願いします｡
＊国際奉仕委員会 石川演慶委員長
急にﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁされました｡ｸﾗﾌﾞとしての活動計画はなく
て地区の活動に協力するという方針でおります｡

報 告

＊会長挨拶 福嶋 徹会長
12月で半年が終わりましたが､12月末に大変な事があり

ｼｮｯｸを受けました｡5月には一大ｲﾍﾞﾝﾄ30周年記念事業が
あります｡皆さんのご協力をいただき成功に導きたいと
思いますのでよろしくお願いします｡
＊幹事 大橋健治幹事
30周年記念に向けて頑張りたいと思います｡気を引き締

めてやっていきますのでよろしく｡
＊SAA 杉崎晴男SAA
目標である品格のある例会作りに努めて来ました｡ご協
力の下きちんと例会が出来たと思っています｡これから
もよろしく｡
＊会計 三富末雄会計
会費の収入は順調に入金されて73%､ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXも65%で
す｡支出の分担金も50%程度､食事代も49%と節約されてい
ます｡事業費も各委員会の活動も活発にされていますが､
あと半年50%前後の残があります｡その他経費は必要なも
のですので順調に支出されています｡
＊出席委員会 伊藤壽一委員長
出席率 9月73.3%､10月76.8%､11月72%､12月78.5%
平均75.2%です｡欠席の場合ﾒｰｷｬｯﾌﾟをお願いします｡
＊親睦活動委員会 飯尾光正委員長

会員と家族の親睦をはかりたいと思っています｡今ま
で納涼家族会53名､一泊移動例会12名､年末家族会66名の
参加をいただき親睦ははかれたのではと思います｡3月の
花見夫人ﾃﾞｰでは大勢の方の参加を希望します｡高津ｻﾛﾝ
もよろしく｡
＊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 鈴木良一委員長
区民祭､納涼家族会､早朝例会､防災教室､色々な方の卓

話などありました｡これからもｲﾍﾞﾝﾄは各委員長さんよろ
しく｡卓話はぜひ快く受けていただきたいと思います｡

て地区の活動に協力するという方針でおります｡
＊米山奨学会委員会 小山泰介委員長
1月8日現在364,000円59%の達成率ですので､上々だと

思います｡今後も協力をよろしく
＊R財団委員会 細谷和彦委員長
ﾎﾟﾘｵ73.5%､財団64%なので､目標達成できると思います｡

＊青少年奉仕委員会 田中薫委員長
継続事業の養護学校慰問､防災教室を3奉仕委員会の合
同で実施しています｡全面的に協力します｡
＊ﾆｺﾆｺBOX委員会 三家護委員長
目標額は120万円､もうちょっとのところです｡皆様の
ご協力をよろしくお願いします｡
＊家庭集会 石川演慶委員長
2回行うよう計画し､第1回は竹橋で実施､15名参加､ﾃｰﾏ

は会員増強で親睦も深めました｡後半1回行いたい｡
高津ｻﾛﾝとも調整したいと思います｡
＊米山ｶｳﾝｾﾗｰ 中田俊彦ｶｳﾝｾﾗｰ
現在、奨学生がおりません
＊30周年実行委員会 細谷和彦委員長
・副実行委員長は総務委員長と兼務
・式典会場委員長は菊池幸治会員に依頼
・市長依頼 青木会員にお願する
＊閉会の言葉 杉崎晴男ｴﾚｸﾄ
ご報告ありがとうございました｡どの委員会もよくやっ
ていただいております｡あと6ヶ月宜しくお願いします｡



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第２６回１月２２日(木)】
夜間例会｢ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ｣

☆創立30周年実行委員会報告
細谷和彦委員長

・昨年12月24日に急逝された茅根正之会員､実行副委員
長が空席になった件については三富末雄総務委員長
に兼務をお願いしたところ快諾していただきました
ので皆様にご報告申し上げます。

・式典会場委員長には菊池幸治会員にお願いしたとこ
ろ､こちらも快諾していただきました｡菊池会員は25
周年の時にも同じ式典会場委員長をしていただいた
と思いますので30周年も引き続きお願いします。

・30周年記念誌の随筆の締め切りが1月の末日になって
います｡まだ未提出の方はよろしくお願いします。

・30周年の特別積立がまだの方がいらっしゃいます｡
心当たりのある方はどうぞよろしくお願いします。

《これまでの7回の実行委員会で決まったことの報告》
・記念事業については消防のｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙの制服です｡
制服には肩にﾛｰﾀﾘｰﾏｰｸの入ったものでこれに関して
は贈呈済みで支払いも終わっております。

・ｱﾄﾗｸｼｮﾝについて坂戸小学校のｺｰﾗｽとﾏﾘﾝﾊﾞ奏者の奥
平氏です｡招待者については川崎市長､高津区長､高津
消防署長､高津警察署長､消防団長､それから坂戸小学
校と大蓮寺さん､多摩川新聞さんとﾀｳﾝﾆｭｰｽさん､西ﾗｲ
ｵﾝｽﾞさんと高津文化協会さんです｡ﾛｰﾀﾘｰ関係では第
2590地区のｶﾞﾊﾞﾅｰとﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､そしてｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ､
第3ｸﾞﾙｰﾌﾟのｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､会長幹事です。

・記念講演については今回はなしということで承諾し
ていただきました。

《式典例会の式次第について》
・25周年の時と同等ということに落ち着きました｡記録
委員会について相見積もりとし､田中写真店に依頼に

祝慶事
≪会員誕生日≫ 鈴木良一会員1/2 杉崎晴男会員1/21
田名網成彰会員1/24 菊池幸治会員1/27 
細谷和彦会員 1/31
≪夫人誕生日≫ 森 由美様1/15 石川佳代様1/18
三富瑶子様1/29 谷野ありさ様1/16 玉城真由美様1/16
≪結婚記念日≫ 福嶋 徹･千恵子様 1/20
≪米山功労者表彰≫ 第6回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 杉崎晴男会員

第3回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 森 正一会員

・ﾀｳﾝﾆｭｰｽ及び多摩川新聞について､
ﾀｳﾝﾆｭｰｽは名刺なしの広告､多摩川新聞については
25周年と同様となります。

・市長への30周年例会の出席依頼については青木市議
に依頼となります。

・30周年記念式典へのご出席者は会員夫人含めて125
名の予定となっております。

～その後歓談～

➚

例会日 会員数
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者
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席数

MU
前々回

修正

1月15日 31 30 20 10 67% 4 3 97%

1月22日 31 30 25 5 83% 5 3 93%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

1/15 15 19,000 ﾎﾟﾘｵ114,000 160,000 13%

1/22 15 15,000 129,000 155,000 83%

1/15 16 16,000 380,000 640,000 59%

1/22 15 15,000 395,000 620,000 64%

1/15 17 17,000 578,000 1,200,000 48%

1/22 15 16,000 594,000 1,200,000 50%

1/15 17 17,000 409,000 600,000 68%

1/22 15 15,000 424,000 600,000 71%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

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： 三富末雄 喜多川亮平

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊1/15 (順不同､会員敬称略）
福嶋 徹 出初式で川崎高津RCが特別賞をいただきま
した｡
三家 護 本日ＭＲIの検査を受けて来ました｡一応､
順調とのことです｡
＊1/22
三家 護 1/17 5時46分阪神大震災から20年が過ぎま
した｡自然を甘く見ないようにしましょう｡

※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＝15.5万

円の目標達成までﾎﾟﾘｵに積立

委員会について相見積もりとし､田中写真店に依頼に
なりました｡予算としては15万～16万､余った予算で
会員に記念品を渡すということが決まりました。

・案内状中身については25周年と同様になります。➚


