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第１回(通算1429回)「君が代・奉仕の理想」

第２回(通算1430回)「我等の生業」

2015～2016

ＲＩ会長テーマ

『 世界へのプレゼントになろう 』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１例会記録

【第１回 ７月２日(木)】
｢今年度初例会 役員理事挨拶」

＊引継ぎ 木槌･事務所鍵の引渡･財産目録
福嶋 徹前会長から 杉崎晴男会長へ
大橋健治前幹事から 飯尾光正幹事へ

＊本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
≪会長挨拶≫ 杉崎晴男会長
二度目の会長ということで気楽に考えていましたが､
いろいろ催物があり大変なご尽力とご協力を賜ります｡
30年近くﾛｰﾀﾘｰを過ごして来ましたが､ﾍﾟｯﾂや勉強会に
参加し､自分の考えとしっくりしないことを感じました｡
私はこの地区､地域に根ざした活動をしたいと言うのが
ﾛｰﾀﾘｰの基本方針と思って来ました｡しかし､研修､増強の
ための広報､成しうる方法としての戦略委員会の提案が
ありましたが､私は作る気はありません｡
この一年間､親睦と楽しい交流の場として各個人研修､
研鑽して心を一つにしてやって行きたいと思います｡

お客様

滝田司様･長戸はるみ様(川崎高津南RC会長･幹事）
５年前､長戸さんが会長､私が幹事だった縁で今回は私が
会長､長戸さんが幹事になりました｡RI会長にちなんで何
か皆様にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをと考えました｡私は民謡を習っていま
すし､日本刀剣振興協会の役員､ｶﾗｵｹもしています｡いろ
いろな所でお世話になると思います｡一年間よろしくお
願いします｡

報 告
＊委員会報告
・雑誌委員会 本藤光隆会員(委員長代理）
Rの友7月号P30に第2590地区箕田敏彦ｶﾞﾊﾞﾅｰの記事が
載っていますのでお読み下さい｡
・前幹事 大橋健治前幹事

2014-15年度活動報告書を作成しますので報告書を
今月末までに事務局に提出お願いします｡

＊理事会報告
≪感謝状･記念品授与≫ 前会長･幹事へ 杉崎晴男会長
≪委嘱状授与≫ 杉崎晴男会長
≪役員･理事挨拶≫
・田中薫副会長 いろいろ協力して盛り上げて行きたい
・三富末雄会長ｴﾚｸﾄ 一年間杉崎会長のｸﾗﾌﾞ運営を勉強
して次年度の参考にしたい

・飯尾光正幹事 ８年前と同じｺﾝﾋﾞです｡会長の補佐と
してやっていきたい。

・福嶋 徹前会長 静かにしていますが､ささやかなｱﾄﾞﾊﾞ
ｲｽが出来たらと思います｡

・相馬 元会場監督 一年間､よろしくお願いします｡
・森正一職業奉仕委員長 他の委員会と協力して事業を
進めて行きます｡ご協力よろしくお願いします｡

・大橋健治社会奉仕委員長 すぐに区民祭があります｡
一年間の活動にご協力お願い致します｡

・本藤光隆国際奉仕委員長 国際大会に参加することに
なっています｡今回は韓国なので皆様と相談してやっ
ていきたい｡

・濱田 肇青少年奉仕委員長 ｶｳﾝｾﾗｰも兼ねています｡
皆様のご協力をよろしくお願いします｡

＊理事会報告
1.9月のｽｹｼﾞｭｰﾙ
9月3日(木)卓話三富末雄会員 定例理事会
10日(木)移動例会 早朝供養例会 大蓮寺
17日(木)卓話中田俊彦会員
24日(木)夜間例会 地区研修協議会 石川演慶委員長

2.7月26日(日)高津区民祭 例年通り ﾃﾝﾄは三富会員
3.8月27日(木)納涼家族会 ﾏｼﾞｼｬﾝSACHI(ｻﾁ)



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第２回 ７月９日(木)】
｢委員長挨拶｣

＊7/2 (順不同､会員敬称略）
滝田司様長戸はるみ様(川崎高津南RC会長･幹事)
今年度よろしくお願い致します｡
杉崎晴男 川崎高津南RC滝田会長､長戸幹事ようこそいらっ
しゃいました｡一年間よろしくお願い致します｡会員の皆様､
本年よろしくお願い致します｡
飯尾光正 一年間よろしくお願い致します｡
三家 護 6/29自転車安全運転講習会を区役所に手受講し
ました｡自転車事故多発しています｡安全運転しましょう！
福嶋 徹 杉崎年度の出航の門出おめでとうございます｡
一年間､頑張って下さい｡昨年度はありがとうございました｡
菊池幸治 会長幹事､役員様､一年間よろしくお願いします｡
伊藤壽一 本年度米山記念奨学会委員長を務めさせていた
だきます｡よろしくお願い致します｡

お客様

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
鈴木克明様

今年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐に川崎西RCから選出されました。
先日の30周年記念の時にはﾋﾞﾃﾞｵや写真を頼んでいた
だきありがとうございました。

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐としてよちよち歩きなので皆様から教え
ていただきたいと思います｡杉崎会長の年度で地区の
青少年交換留学生を引受けていただき､石川さんには
地区研修･協議会の実行委員長を引受けていただきま
した｡ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の時にもｸﾗﾌﾞ協議会に参加いた
しますのでよろしくお願い致します。

・杉崎晴男会長
福住亮雄会員が先日ご自宅で転倒し､肋骨を骨折され､
現在福住医院に入院されています｡一昨日飯尾幹事と
お見舞いに伺いました｡

≪委員長挨拶≫

・出席委員会 三家 護委員長
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは出席して成り立ちます｡寄付金も増えると
思いますので､出席のほど､宜しくお願い致します。
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 細谷和彦委員長
皆様に卓話をお願いしますので,ご協力をお願い致し
ます。
・ｸﾗﾌﾞ会報・ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員会 曽我直樹委員長
ご面倒をお掛けすることも多くあると思います｡
皆様に助けていただきたいと思いますので､よろしく

報 告
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7月2日 31 30 22 8 73% 10 2 73%

7月9日 31 30 18 12 60% 6 4 93%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

7/2 16 27,000 27,000 461,280 6%

7/9 12 12,000 39,000 461,280 8%

7/2 16 27,000 27,000 620,000 4%

7/9 13 14,000 41,000 620,000 7%

7/2 19 40,000 40,000 1,200,000 3%

7/9 14 19,000 59,000 1,200,000 5%

7/2 17 33,000 33,000 400,000 8%

7/9 13 13,000 46,000 400,000 12%
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寄付報告

クラブ会報委員会
曽我直樹委員長 三富末雄副委員長 本藤光隆委員
石川演慶委員 月岡涼吾委員 福嶋 徹委員
編集担当： 三富末雄 曽我直樹

※R財団目標額：会員数×120㌦×124円 米山目標額：会員数×2万円

だきます｡よろしくお願い致します｡
安原正洋 杉崎会長､飯尾幹事一年間宜しくお願いします｡
大橋健治 前年度は一年間お世話になりました｡今年度は社
会奉仕でお世話になります｡
＊7/9
鈴木克明様(第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎西RC）
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として表敬訪問に伺いました｡よろしくお願いし
ます｡
三家 護 7/11～20夏の交通安全です｡高津管内は既に死者
2名です｡これ以上出せません｡ご協力お願いします｡

お願い致します。
・会員増強・退会防止委員会 菊池幸治委員長
先日30周年記念を行いましたが､実施できたのも先輩
方の会員増強のおかげです｡これから40周年､50周年と
迎える為に会員増強をしていきたいと思いますが､委
員会だけでは限界があります｡全会員で増強にご協力
のほどお願い致します。
・米山記念奨学委員会 伊藤壽一委員長
ﾛｰﾀﾘｰの心､日本の心を本国に伝え､将来日本と世界の
架け橋となり､ﾛｰﾀﾘｰ運動の良き理解者として成長して
いっていただきたいと思います｡特別寄付金2万円のご
協力をお願い致します。
(普通寄付5,000円は会費より支払われます。）
・研修委員会 福嶋 徹委員長
研修委員会は初めての仕事となります｡これから勉強
していきますので､よろしくお願い致します｡
・米山ｶｳﾝｾﾗｰ 中田俊彦ｶｳﾝｾﾗｰ
久しぶりにﾛｰﾀﾘｰの仕事に就くことができました。
奨学生は中国籍の付 惟(ﾌ ｲ)さん､明治大学の博士
課程で勉強しています｡米山奨学生は奨学期間が終わ
るとお世話になったｸﾗﾌﾞに連絡もないということも聞
きますが､そういう事のないように教育していきます｡
また社会奉仕の場にも参加していきたいと思います。
・IT委員会 喜多川亮平委員長
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成やﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ等のSNSを使って､普段ﾛｰﾀﾘｰ
に触れたことのない一般の方もﾛｰﾀﾘｰと接する機会を
作っていきたい｡また､他ｸﾗﾌﾞとの横のつながりも持て
るようにして行きたいと思います。
・地区研修･協議会 石川演慶委員長
洗足学園で4月3日に開催することで決定しました。
新しく立て替えた近代的な教室です｡素晴らしい協議
会ができると思います｡我々ｽﾀｯﾌで盛り上げていきた
いと思います｡逐一お願いしますので､よろしくお願い
致します。


