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第21回(通算1449回)「君が代・奉仕の理想」

第22回(通算1450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１１例会記録

【第２１回１２月３日(木)】
「年次総会」

出席者19名 委任状10通 計29名
年次総会の定足数 会員の3分の1以上で成立する

議長は杉崎晴男会長
2016-17年度 役員理事選出の件
全員賛成で承認されました｡

≪2016-17年度 役員 理事≫

会 長 三富 末雄
副 会 長 菊池 幸治
会長ｴﾚｸﾄ 本藤 光隆
幹 事 森 正一
会場監督 小山 泰介

報 告
＊理事会報告
1.2月のｽｹｼﾞｭｰﾙ
2月 4日(木) 卓話 市川緋佐麿様 定例理事会

11日(木) 祝日休会
17日(水)18日(木) 親睦移動例会
25日(木)  夜間例会

2.12月10日(木)年末家族会の件
3.1月7日(木) 賀詞交換会の件
4.2月17日(水)18日(木)親睦移動例会の件

祝慶事

＊会員誕生日 森 正一会員 12/28
＊夫人誕生日 青木亜希子様 9/14 飯尾智子様10/10 
伊藤八重子様10/10 菊池昭子様10/11  鈴木慶子様10/30
大橋洋子様11/5  小山智恵子様11/24  杉崎里美様12/17   
相馬順子様12/19 田中律子様12/25

会場監督 小山 泰介
会 計 鈴木 良一
理事(前年度会長) 杉崎 晴男

職業奉仕委員長 相馬 元
社会奉仕委員長 濱田 肇
国際奉仕委員長 石川 演慶
青少年奉仕委員長 中田 俊彦

＊次年度会長挨拶 三富末雄次年度会長
ただ今､総会で承認された役員･理事を代表して

一言ご挨拶申し上げます｡昨年のこの時期､私が次年
度会長に推薦されて早一年になります｡
次年度のｽﾀｰﾄがｽﾑｰｽﾞに行きますよう､そして更に
一年間､会の運営が滞りなくｽﾑｰｽﾞに出来ますよう､
皆様のご支援､ご協力をよろしくお願い致します｡

相馬順子様12/19 田中律子様12/25
＊入会記念日 福住亮雄会員 12/3
＊結婚記念日 大橋健治･洋子様 9/24
鈴木良一･慶子様 10/5   杉崎晴男･里美様 10/9     
森山圭介･ 愛様 10/17  小山泰介･智恵子様 10/31  
田中 薫･律子様 11/3   三富末雄･瑶子様 11/8     
中田俊彦･節子様 11/20  伊藤壽一･八重子様 11/24  
青木功雄･亜希子様11/24 相馬 元･順子様 11/28



【第２２回 １２月１０日(木)】

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊12/3 (順不同､会員敬称略)
森 正一 初孫が生まれました｡
＊12/10
飯島悠光様木所章様(川崎西RC会長幹事)年末家族会楽しみ

「年末家族会」ﾎﾃﾙKSP ｳｨｽﾞ･ｱ･ｽﾏｲﾙ

例年より早い時期の年末家族会が行われました｡
ｲﾍﾞﾝﾄとしてはｻﾝﾀｸﾛｰｽが登場､お子様ひとりひとりにﾌﾟ
ﾚｾﾞﾝﾄを配るとみなさん大喜びでした｡
その後はあっち幾三さんのものまねｼｮｰで会場中 たい
そう盛り上がり､年の瀬の慌ただしさを忘れる楽しいひ
とときを過ごしました｡

お客様

飯島悠光様･木所 章様(川崎西RC会長･幹事)
滝田 司様･長戸はるみ様(川崎高津南RC会長･幹事)
福嶋千恵子様 本藤伊都子様 飯尾智子様 菊池昭子様
喜多川あい様 小山智恵子様 森山 愛様 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
谷野ありさ様 吉田智美様 吉田浩康様 吉田実久様
福住豪人様 福住領人様 細谷 桂様 喜多川なつみ様
小山泰河様 小山泰樹様 森山鈴加様 谷野真央様
谷野 勝様 谷野ﾋﾃﾞ子様 安藤恒弘様 安藤伸江様
中村資敬様 加藤昌紀様 内藤千枝子様 付 惟様
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ｽﾐｽ様

来賓挨拶

＊飯島悠光様木所章様(川崎西RC会長幹事)
本日は楽しい時間を過ごさせていただきありがとうご
ざいました｡来週18日我々の50周年に皆様おいで下さい｡
＊滝田司様長戸はるみ様(川崎高津南RC会長幹事）
楽しい時間をありがとうございました｡12月21日は年末
家族会です｡皆様おいで下さい｡
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12月3日 31 30 19 11 63% 13 6 77%

12月10日 31 30 20 10 67% 14 7 77%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

12/3 17 21,000 286,000 461,280 62%

12/10 15 15,000 301,000 461,280 65%

12/3 17 26,000 297,000 620,000 48%

12/10 15 15,000 312,000 620,000 50%

12/3 17 25,000 414,000 1,200,000 35%

12/10 19 45,000 459,000 1,200,000 38%

12/3 17 21,000 297,000 400,000 74%

12/10 16 20,000 317,000 400,000 79%

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≫   三富末雄 本藤光隆

※R財団目標額：会員数×120㌦×124円 米山目標額：会員数×2万円

飯島悠光様木所章様(川崎西RC会長幹事)年末家族会楽しみ
にしております｡
滝田司様長戸はるみ様(川崎高津南RC会長幹事)本日は宜し
くお願い致します｡
中村資敬様 本日は御招き戴きありがとうございます｡楽し
ませて戴きます｡
福嶋 徹 家族でお世話になります｡
細谷和彦 家族全員で参加予定でしたが､急用で伺えず娘
一人での出席ですが､よろしくお願いします｡
菊池幸治 家内がお世話になります｡宜しくお願いします｡


