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第25回(通算1453回)「我等の生業」

第26回(通算1454回)「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

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１３例会記録

【第２５回１月１４日(木)】
会員卓話「オーストラリアからニセコへ」

鈴木 良一会員

なぜﾆｾｺにﾎﾃﾙか？
初めは外国に店を作って外国旅行したいと言う考えでし
た｡ﾖｰﾛｯﾊﾟは時差ﾎﾞｹが厳しいので､天候が良いｵｰｽﾄﾗﾘｱに
したのです｡
ｵｰｽﾄﾗﾘｱの情報収集のため､ﾌｰﾄﾞｺｰﾄに｢たこ焼き屋｣を

現地に住む日本人にやらせました｡しかし1年たっても売
り上げが上がらず､失敗しました｡そこでどこにしようか
と考えていたら､ﾆｾｺにはｵｰｽﾄﾗﾘｱ人が多く､またｽｷｰ客で
いっぱいということでﾆｾｺになったのです｡

昨年12月20日にｽｷｰ客を中心にﾎﾃﾙをｵｰﾌﾟﾝしました｡
Condominium Hotel､BLISS LODGING(ﾌﾞﾘｽ ﾛｼﾞﾝｸﾞ)です｡
以下､写真で紹介致します｡

報 告
＊理事会報告
1.3月のｽｹｼﾞｭｰﾙ
3月 3日(木)会員卓話 玉城 進会員 定例理事会

10日(木)会員卓話 杉崎晴男会長
17日(木)卓話 未定
24日(木)花見夫人ﾃﾞｰ(夜会)⇒親睦活動委員会計画中
31日(木)休会

2.年末家族会 決算書 承認
3.2月17日(水)18日(木)親睦移動例会の件

⇒北陸旅行 1人5万円負担
4.青少年交換留学生 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｽﾐｽさん 帰国日:6月29日

「 BLISS LODGING 」



【第２６回 １月２１日(木)】

「第３回クラブ協議会」
＊開会の言葉 田中 薫副会長
欠席が多いですが､忌憚の無い会議をお願い致します。
＊会長 杉崎晴男会長
寒いせいか本日の出席率が悪いです｡風邪など引かぬよ
う健康に留意して今後の事業を宜しくお願い致します｡
＊幹事 飯尾正光幹事
順調に進んできましたが､地区研修･協議会がこの後控
えています｡今一度気を引締めて行きたいと思います｡
＊SAA (相馬SAAの代読)小山泰介副SAA
ｽﾑｰｽﾞな例会進行に心がけました｡本日の欠席は残念で
すが､以後無欠席で頑張ります。
＊会計 鈴木良一会計
予算消化率は85％､順調に事業計画をこなしていると言
う事です｡但し例会費は出席率が悪い為40数％です。
＊出席委員会 三家 護委員長
6ｹ月の平均出席率81.2%です｡残り90％を目指し下さい｡
＊親睦委員会 小山泰介委員長
納涼､年末家族会で予算を89％使いました。未だ親睦旅
行､花見夫人ﾃﾞｰがあり､脇の甘さを痛感しています。
＊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 (細谷委員長の代読)本藤光隆委員
昨年1回､今年1回会議を行い､無事責務を果せました。
関係者のご協力に感謝致します｡
＊ｸﾗﾌﾞ会報委員会 曽我直樹委員長
卓話者は卓話の際､会報委員に内容を書面で頂ける様お
願いします｡ｶﾒﾗの買換えのご了承を願います｡
＊会員増強･退会防止委員会 菊池幸治委員長
加藤様が現在理事会で審査中です｡皆様にも回覧される
と思いますので宜しくお願いします｡又候補者が更に2
名程おりますが､ｸﾗﾌﾞとしての協力が不可欠です。
＊研修委員会 福嶋徹委員長
来月開催の研修ｾﾐﾅｰに新会員は是非参加下さい｡川崎西
RCが開催する情報研修会に参加する予定です。
＊職業奉仕委員会 （森委員長の代読)三富ｴﾚｸﾄ
昨年10月8日社会奉仕委員会､青少年奉仕委員会と高津
消防署のご協力の下､久本小学校で防災訓練を開催し成
功裡に終了できました｡皆様のご協力に感謝致します｡
＊国際奉仕委員会 本藤光隆委員長
特別な活動は行っておりません。

お客様

鈴木伸一様(川崎西RC､会長ｴﾚｸﾄ)
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1月14日 31 30 17 13 57% 8 6 93%

1月21日 31 30 19 11 63% 4 4 100%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

1/14 12 12,000 38,000 186,000 20%

1/21 12 12,000 50,000 186,000 27%

1/14 11 11,000 356,000 620,000 57%

1/21 11 11,000 367,000 620,000 59%

1/14 13 16,000 526,000 1,200,000 44%

1/21 13 16,000 542,000 1,200,000 45%

1/14 11 11,000 365,000 400,000 91%

1/21 12 12,000 377,000 400,000 94%

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 石川演慶

※R財団目標額：会員数×120㌦×124円 米山目標額：会員数×2万円
※R財団は1月から50㌦(ﾚｰﾄ120円で6,000円)×31人=186,000円に達する迄

ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽを集めます｡(12月末迄のＲ財団寄付総額301,000円)

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊1/14 (順不同､会員敬称略)
菊池幸治 本日鈴木会員の卓話を楽しみにしていましたが
仕事の都合で出席できません｡よろしくお願いします｡
＊1/21
鈴木伸一様(川崎西RC会長ｴﾚｸﾄ)本年初めてﾒｰｷｬｯﾌﾟで伺いま
した｡1年間どうぞよろしくお願い致します｡
三家 護 本日14：00～高津警察署武道始式が開催されま
すので出席し激励して参ります｡

特別な活動は行っておりません。
＊米山奨学会委員会 (伊藤委員長の代読)濱田 肇会員
寄付金達成率59.2％です｡引続き宜しくお願いします。
＊Ｒ財団委員会 志村正夫委員長
Ｒ財団寄付金達成率は65％｡ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽは20％です｡
＊青少年奉委員会 濱田 肇委員長
職業奉仕委員会と共同で防災訓練を行いました。
＊青少年交換ｶｳﾝｾﾗｰ 濱田 肇ｶｳﾝｾﾗｰ
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ君は年末にﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰと小樽へ旅行しました｡1月
9～11日まで地区行事でｽｷｰ旅行｡3月末には広島へ｡1月
28日の夜会では卓話を予定｡6月29日に帰国予定です。
＊ﾆｺﾆｺBOX委員会 曽我直樹委員長
1月14日現在で達成率は44％です｡何とか100％で最終を
迎えられます様にご協力願います
＊家庭集会 田中 薫委員長
今年度は未だ開催してないので後半は開催下さい。
＊米山ｶｳﾝｾﾗｰ 中田俊彦ｶｳﾝｾﾗｰ
米山奨学生の付 惟さんをｸﾗﾌﾞの各種活動に参加してい
ただいていますので､本人のみならず会員皆様にもお馴
染みと思います｡卓話をもう1回予定しております。
＊ﾌﾚﾝﾄﾞﾘ―BOX委員会 鈴木良一委員長
達成率 91％ですが､親睦､青少年交換事業の資金不足の
充当を検討しており､引続きよろしくお願いします。
＊IT担当委員会 喜多川亮平委員長
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸを作成してｸﾗﾌﾞのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにﾘﾝｸしています。
これは会員勧誘のﾂｰﾙにも利用できるので内容を充実さ
せていきたいと思います。
＊地区研修･協議会 石川演慶委員長
1月28日の夜間例会で時間を頂いたのでご報告します。
＊ｹﾞｽﾄ参加 鈴木伸一次年度会長(川崎西RC)
素晴らしい活動報告を拝聴しておりますが､西ｸﾗﾌﾞを違
う点はｸﾗﾌﾞ協議会であるのに協議する場面が無く報告
会ではと思う次第です｡もっと質疑応答をした方が良い
のでは｡また家庭集会が計画通りに開催されてない様で
すが､それで良いのかとの疑問が残りました。
＊閉会の言葉 三富末雄会長ｴﾚｸﾄ
長時間に渡りお疲れ様でした｡本日は出席率が悪いのに
も関わらず内容が濃い会議となりました｡
また､川崎西RC鈴木会長ｴﾚｸﾄには最後までご参加頂き

示唆に富んだ講評も頂き､大変有難うございました｡
今後の活動の参考にしたいと考えます。


