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点鐘・開会宣言・歌唱 第２３例会記録

【第４５回 ６月１８日(木)】
次年度練習例会「理事役員退任挨拶」お客様

＊6/25

筒井 進様･越水詞郎様(川崎西RC会長幹事)
持田光幸様･中村一郎様(川崎高津南RC会長･幹事)
福嶋千恵子様 細谷やよい様 飯尾智子様 菊池昭子様
三富瑶子様 森 由美様 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 茅根啓子様
吉田智美様 吉田浩康様 吉田美久様 相馬千愛花様
付 惟様 宝 音図様 サラ様

祝慶事
＊会員誕生日
濱田 肇会員 3/6  安原正洋会員 4/8 三富末雄会員 4/13   
本藤光隆会員 4/18 谷野功明会員 5/14曽我直樹会員 5/23  
石川演慶会員 6/7
＊夫人誕生日
細谷やよい様 3/6 喜多川あい様 3/27 福嶋千恵子様 4/25  
月岡香栄子様 4/15  中田節子様 5/5  志村眞佐子様 5/7  

・会計 三富末雄会計
皆様のご協力により､決算も予算通り執行できました。
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXも目標額の101%を達成できました。
・会場監督 杉崎晴男SAA
品格ある例会を目指して1年間やってきました｡会場の
雰囲気もきちんとしたものになってきたと思います｡
ご協力ありがとうございます。
・出席委員会 伊藤壽一委員長
皆様のご期待に応えることが出来ず､出席率があまり良
くありませんでした。
・親睦活動委員会 飯尾光正委員長
納涼家族会､親睦旅行､年末家族会､花見夫人ﾃﾞｰと皆様
のご協力で無事盛大にやらせていただきました。
・ｸﾗﾌﾞ会報委員会､職業奉仕委員会 本藤光隆委員長

会報委員会は各委員と小野さんのご協力で何とか発
月岡香栄子様 4/15  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 本藤伊都子様 6/13
＊入会記念日
杉崎晴男会員 H3.3.28.  森 正一会員 H4.3.5.   
菊池幸治会員 S61.4.17. 谷野功明会員 H26.4.3.  
喜多川亮平会員 H26.4.3.木嶌士郎会員 S60.5.16. 
福嶋 徹会長 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. 
志村正夫会員 S60.6.27.
＊結婚記念日
飯尾光正・智子様 3/8  菊池幸治・昭子様 3/23
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. 
玉城 進・真由美様 4.11. 田名網成彰・真由美様 6.30.

＊表彰
1.第27回 米山功労ｸﾗﾌﾞ（100万円毎に表彰)
2.米山功労者 第6回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 菊池昭子様
3.R財団 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ4 菊池幸治会員
4.R財団 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ3 飯尾光正会員

会報委員会は各委員と小野さんのご協力で何とか発
行することが出来ました｡職業奉仕は目立った活動は出
来ませんでした｡一年間ありがとうございました。
・Ｒ財団委員会 細谷和彦委員長
無事目標額を達成できました｡皆様のおかげと感謝して
います。
・Ｒ情報委員会､青少年奉仕委員会 田中 薫委員長
青少年はこれといった活動ができませんでした｡ﾛｰﾀﾘｰ
情報は玉城会員が入会されました。
・米山記念奨学会委員会 小山泰介委員長
目標額にまだ少し足りません｡ご協力お願いします。
・社会奉仕委員会､ＩＴ委員会 相馬 元委員長
高津区民祭､防災教室､献血､多摩川美化活動1年間行い
ました｡ご協力ありがとうございます｡ＩＴはあまり活
動できませんでした｡次年度に引き継いでいただければ
と思います。
・ﾆｺﾆｺBOX委員会 三家 護委員長
目標額が大きすぎました｡まだ7割位しか達成していま
せん｡四大奉仕の根本財源なのでご協力お願いします。
・研修委員会 1菊池幸治委員長
研修委員会がどういうことをやるのかこれから勉強し
ます｡よろしくお願いします。
・森正一会員 消防団に格段のご協力をいただきあり
がとうございました｡８月5日徳島でｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ消防隊
の全国大会があり､神奈川県代表として東橘中学の生徒
が5人派遣されます。
・濱田 肇委員 一年間楽しく例会に参加させていた
だきました｡次年度は荷が重い役割を負ってしまいまし
た｡交換留学生についてご協力をお願いします。
・曽我直樹会員 30周年では厳かな式の運営方法が記
憶に残りました｡ﾛｰﾀﾘｰで国旗の前で一礼する習慣がつ
き､それが職場の式典で同僚にも伝わっていました。
・志村正夫会員 最後の例会を福嶋会長が皆様が楽し
めるように一生懸命考えてくれています｡ぜひともご参
加下さい｡



【第４６回 ６月２５日(木)】
「最終例会」
≪ご挨拶≫
＊筒井進様･越水詞郎様(川崎西RC会長･幹事)

本日は退任の挨拶に伺いました｡福嶋会長､大橋幹事に
は大変お世話になりました｡私どもｸﾗﾌﾞも来年度12月に
50周年記念式典を予定しております｡ぜひ皆様ご参加下
さいます様よろしくお願いいたします｡1年間ありがとう
ございました。
＊持田光幸様･中村一郎様(川崎高津南RC会長･幹事)
まずは先日の30周年記念式典おめでとうございました。
福嶋会長､大橋幹事はじめ､皆様のおかげで1年間ｽﾑｰｽﾞに
運営することができました｡皆様のますますのご健勝を
祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。
≪退任挨拶≫
＊福嶋 徹会長

退任のご挨拶をさせていただきます｡1年間色々な行事
がありましたが､特に先月の30周年記念式典は､1年以上
前から準備をしてきて､途中茅根会員の逝去がありとて
も大変でしたが､それにめげずにあの様な素晴らしい式
典を実行することができました｡皆様のおかげで高津RC
の歴史に刻むことができました｡1年間ありがとうござい
ました。
＊大橋健治幹事
昨年の7月3日から本日まで1年間幹事をやらせていた

だきました｡至らぬところもありましたが､1年間やって
これたのは会員､ご家族の皆様､そして自分の会社の従業
員のおかげです｡1年間ありがとうございました。
＊細谷和彦創立30周年実行委員長
先日は皆様､特にご夫人方のおかげで素晴らしい式典

を執り行うことができました｡ありがとうございました｡

≪パフォーマー ＳＨＯ！による大道芸≫

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊6/18 (会員敬称略、順不同)
福嶋 徹 練習例会頑張って下さい｡少しずつ肩の荷
が軽くなって来ました｡
三家 護 本日練習例会､次年度出席委員長という大
役を仰せつかります｡よろしくお願いします｡
伊藤壽一 一年間､お世話様になりました｡
＊6/25
筒井進様･越水詞郎様(川崎西RC会長･幹事)
年度末の退任挨拶に参りました｡一年間お世話になり
ました｡
持田光幸様･中村一郎様(川崎高津南RC会長･幹事)
福嶋会長､大橋幹事､高津RCの皆様には一年間大変お世
話になりました｡
福嶋 徹 一年間お世話になりました｡つたない会長
でしたが､お付合いありがとうございました｡
大橋健治 一年間皆様にはお世話になりましてありが
とうございました｡
中田俊彦 ﾎﾞﾔﾝﾄ君､付 惟さん､ようこそおいで下さい
ました｡
三家 護 1年間ﾆｺﾆｺで大変お世話になりました｡お陰
様をもちまして何とか終りました｡
細谷和彦 30周年記念例会ではご協力ありがとうござ
いました｡
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6月18日 31 30 17 13 57% 16 7 70%

6月25日 31 30 24 6 80% 9 6 90%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

6/18 15 18,000 454,000 438,960 103%

6/25 19 34,000 488,000 438,960 111%

6/18 15 18,000 588,000 640,000 92%

6/25 19 37,000 625,000 620,000 101%

6/18 16 20,000 865,000 1,200,000 72%

6/25 23 58,000 923,000 1,200,000 77%

6/18 16 18,000 625,000 600,000 104%

6/25 19 24,000 649,000 600,000 108%

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

※R財団目標額：会員数×120㌦×118円 米山目標額：会員数×2万円

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 ： 本藤光隆 喜多川亮平

いました｡
濱田 肇 先日ｺﾞﾙﾌ同好会で優勝しました｡
皆様の温かい気持ちでﾊｰﾄﾞﾙを上げていただき､嬉しく
思います｡益々ゴルフが好きになりました｡
安原正洋 福嶋会長､大橋幹事一年間お疲れ様でした｡

※最終例会に際し､ご祝儀を頂戴しました｡
ありがとうございました｡(敬称略)

福嶋 徹 細谷和彦 大橋健治 三富末雄
菊池幸治 石川演慶 杉崎晴男 田中 薫
飯尾光正 伊藤壽一 大橋健治


