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第11回(通算1439回)「四つのﾃｽﾄ」

第12回(通算1440回)「君が代・奉仕の理想」

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６例会記録

【第１１回 ９月２４日(木)】
「地区研修･協議会」経過報告
地区研修･協議会実行委員会 石川 演慶実行委員長

2016年4月3日に洗足学園にて地区研修･協議会が実
施される予定です｡現在は流動的な部分もあり､調整を
していますが､11月14日地区大会が終わると出席義務
者等が確定し､より一層具体化して来ると思われます｡
当ｸﾗﾌﾞも積極的に関与していきたいと考えており､皆
様にもご担当をお願いしますので､よろしくお願い致
します。
今後､総会によって重要な役を担当する場合に変更

の可能性もありますが､現状では実行委員会の当ｸﾗﾌﾞ
会員の所属は以下のとおりです。

＊総務 委員長 石川演慶
副委員長 鈴木良一

お客様

＊米山記念奨学生 付 惟様 (米山記念奨学金授与)

祝慶事

9月《会員誕生日》持田裕弘会員 9/28 小山泰介会員 9/29
《入会記念日》田名網成彰会員 H7.9/7 

青木功雄会員 H18.9/21 鈴木良一会員 H19.9/20 
森山圭介会員 H21.9/17 月岡涼吾会員 H24.9/27

フ イ

副委員長 鈴木良一
委 員 濱田肇 大橋健治
救護委員会 福住亮雄

＊本会議
委員長 福島 徹
副委員長 三富末雄
委 員 小山泰介 喜多川亮平 谷野功明
司 会 森 正一
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 森山圭介

＊本会議分科会
会長部門 副主務 菊池幸治
幹事部門 副主務 飯尾光正
ｸﾗﾌﾞ奉仕部門 副主務 中田俊彦
職業奉仕部門 副主務 小山泰介
国際奉仕部門 副主務 本藤光隆
青少年奉仕部門副主務 細谷和彦
R財団部門 主務 田中 薫
米山記念奨学部門 主務 濱田 肇
拡大･増強部門 三家 護
研修部門 曽我直樹
新会員部門 伊藤壽一
SAA部門 鈴木良一

＊交通､駐車場､受付会場案内
委 員 玉城進 谷野功明

＊懇親･接待
委員長 志村正夫
委 員 飯尾光正 大橋健治 青木功雄

田名網成彰 安原正洋
＊記録･資料作成

委員長 相馬 元
委 員 細谷和彦 曽我直樹 三富末雄

＊会計監査
委員長 鈴木良一
監 査 月岡涼吾



【第１２回 １０月１日(木)】

第２回クラブ協議会

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊9/24 (順不同､会員敬称略)
三家 護 9/22WBC世界ﾊﾞﾝﾀﾑ級ﾀｲﾄﾙﾏｯﾁ12回戦を観戦
し大興奮｡山中慎介防衛しました｡
中田敏彦 付 惟くんようこそおいで下さいました｡
*10/1
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) 本日は
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐としてｸﾗﾌﾞ協議会に参りました｡よろしく
お願い致します｡
片岡登美夫様･吉田惠一様(川崎西RC50周年実行委員長
実行副委員長) 本日は来る12月18日開催の50周年記念
の招待状をお持ちしました｡皆様のご出席をお待ちし

≪お客様≫
＊鈴木克明様(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）
今日のｸﾗﾌﾞ協議会よろしくお願いいたします。

＊片岡登美夫様川崎西RC創立50周年記念実行委員長
＊吉田恵一様川崎西RC創立50周年記念副実行委員長
川崎西RCの創立50周年式典を12月18日に開催します

ので､ご参加ください。

≪第２回クラブ協議会≫
＊会長 杉崎晴男会長
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐に講評を頂いて､有意義なｸﾗﾌﾞ協議会にし

ていきたい｡問題は山積しているので､各委員会にはご
協力をお願いしたい。
＊幹事 飯尾光正幹事
3か月過ぎたが､なかなか上手くいかいない｡皆様のご

協力お願いいたします。
＊会場監督 相馬 元SAA
6項目の基本事項に注意して例会を進めていきます。

＊出席委員会 三家 護委員長
3か月の出席率82.4％ですが､85％を目指したい。

＊親睦活動委員会 小山泰介委員長
明るく元気な例会を目指している｡8月に納涼家族会

を終えたが､これからの移動例会等で皆様のご協力を求
めたい｡
＊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 細谷和彦委員長
例会を充実させるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにしていきたい｡皆様のご

協力をお願いしたい。
＊雑誌･広報委員会 森山圭介委員長
月に1回､ﾛｰﾀﾘｰの友の紙面を紹介していきたい。

＊会員増強･退会防止委員会 玉城 進委員
皆様のご協力をお願いしたい｡現在､2名に対して加入

の打診をしている。

例会日 会員数

　出席

義務

者

出席

数
欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

9月24日 31 30 19 11 63% 13 5 73%

10月1日 31 30 18 12 60% 9 3 80%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

9/24 12 12,000 164,000 461,280 36%

10/1 15 16,000 180,000 461,280 39%

9/24 12 12,000 168,000 620,000 27%

10/1 15 16,000 184,000 620,000 30%

9/24 13 15,000 232,000 1,200,000 19%

10/1 18 39,000 271,000 1,200,000 23%

9/24 12 12,000 173,000 400,000 43%

10/1 15 17,000 190,000 400,000 48%

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
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≫ 曽我直樹 月岡涼吾

※R財団目標額：会員数×120㌦×124円 米山目標額：会員数×2万円

の招待状をお持ちしました｡皆様のご出席をお待ちし
ております｡
杉崎晴男 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えしてのｸﾗﾌﾞ協議会､
よろしくお願い致します｡
三家 護 9/28飯尾幹事と高津南RCの納涼家族会に伺
い上野｢伊豆栄」でうまい鰻をいただきました｡
菊池幸治 本日の例会を欠席します｡鈴木克明ｶﾞﾊﾞﾅｰ補
佐､本日はご苦労様です｡
福住亮雄 皆様お久しぶりです｡長らく病欠しまして
申し訳ありませんでした｡四肢の麻痺は大部回復しま
した｡もう少しで茅根さんに会いに行くところでした｡

の打診をしている。
＊社会奉仕委員会 大橋健治委員長

高津区民際に参加し､東日本大震災の募金が多数集ま
ったので､今年度何か復興支援をしていきたい。
＊米山記念奨学会委員会 伊藤壽一委員長
9/24現在16万8000円預かっている｡目標62万円です｡

＊ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 志村正夫委員長
先月､財団の勉強会に行き､財団の大切さを学んだ。
9/24現在で16万4000円預かっている。

＊青少年奉仕委員会･青少年交換ｶｳﾝｾﾗｰ 濱田 肇委員長
1月前に交換留学生のｱﾝﾄﾞﾘｭｰ君を迎えに行った｡今の

ところ問題はない｡これからｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝや交流会､ｾｶﾝﾄﾞ
ﾌｧﾐﾘｰへの引越を予定している。
＊ﾆｺﾆｺBOX委員会 中田俊彦副委員長
9/24現在で23万2000円預かっている。

＊家庭集会 田中 薫委員長
各ｸﾞﾙｰﾌﾟにおいて､年内中に意見交換をしたい。

＊米山ｶｳﾝｾﾗｰ 中田俊彦ｶｳﾝｾﾗｰ
奨学生の付 惟(ﾌｲ)君が記載したﾛｰﾀﾘｰの活動につい

ての文章を紹介した。
＊ＩＴ担当委員会 喜多川亮平委員長
FACEBOOKのﾍﾟｰｼﾞは間もなくできる予定｡写真をたく

さん載せて､新会員の獲得に寄与するものにしたい。
＊地区研修･協議会 石川演慶委員長
協力企業､責任者も決まっている｡今年度はSAAの分科

会が加わる予定である。
＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐講評 鈴木克明ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

それぞれの委員会が素晴らしい活動をしている。


