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     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２２例会記録 

 【第４３回  ６月 ９日 (木)】 
     現次合同ｸﾗﾌﾞ協議会 
【会長】             杉崎 晴男 会長 
もう少し会長をやりたい程の楽しい1年間でした｡ 
各委員長には良く活動をして頂きました｡有難うござ
いました｡ 
【幹事】             飯尾 光正 幹事 
2回目の杉崎会長の下で精一杯頑張って参りました｡ 
【会場監督】            相馬 元 SAA 
出席率と関係ありますが､食事代が大分無駄になった
と反省しております｡ 
【会計】             鈴木 良一 会計 
大幅黒字予想で上手く予算を組んだと自画自賛です
が､親睦委員会の配分が少な過ぎたと反省してます｡ 
【出席委員会】          三家 護 委員長 
今までの平均出席率は81.8%でした｡ 
【親睦活動委員会】       小山 泰介 委員長 
予算ｵｰﾊﾞｰしてしまいましたが､皆様のご協力を頂き
何とか務めを果たす事が出来ました｡ 
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会】        細谷 和彦 委員長 
幹事の全面的なお陰で終了する事が出来ました｡ 
【ｸﾗﾌﾞ会報委員会】       三富 末雄 委員長 
休刊する事無く1年間頑張って参りました｡ 
【雑誌･広報委員会】      森山 圭介 委員長 
本日欠席です｡ 
【会員増強･退会防止委員会】  菊池 幸治 委員長 
飯尾幹事の紹介で加藤会員が入会した事は大変喜ば
しい事です｡ 
【研修委員会】          福嶋 徹 委員長 
加藤新会員への研修と川崎西RCの情報ｾﾐﾅｰへの参加
を行いました｡ 
【職業奉仕委員会】        森 正一 委員長 
社会奉仕､青少年奉仕委員会と合同で小学校での防災
教室を行いました｡ 
【社会奉仕委員長】       大橋 健治 委員長 
養護学校への慰問で花を贈って大変喜ばれました｡ 
【国際奉仕委員会】       本藤 光隆 委員長 
欠席 
【米山奨学会委員長】      伊藤 壽一 委員長 
予算62万に対し現在79%の49万2千円です｡期末までに
80%越えを皆様のご協力でお願いします｡ 
【ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会】      志村 正夫 委員長 
ﾎﾟﾘｵは17万4千円で予算102%達成しました｡ 
財団は30万1千円で74%です｡引続きご協力お願い致し
ます｡ 

【青少年奉仕委員会】        濱田 肇 委員長 

委員長になりﾛｰﾀﾘｰ活動について大変勉強になりました｡ 

【青少年交換ｶｳﾝｾﾗｰ】        濱田 肇 ｶｳﾝｾﾗｰ 

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ君の送別会は6月23日の最終夜会例会の中で開催、 

地区として6月25日に修了式を行う予定です｡また､独自で
6月26日KSPに於いてお別れ会を開催致します｡ 

帰国は成田空港より27日夕方の予定です｡ 

【ﾆｺﾆｺBOX】           中田 俊彦 副委員長 

目標が設定が120万円と高く､現在達成率は58%の70万円で
す｡ 

【家庭集会】            田中 薫 委員長 

月1回開催の高津ｻﾛﾝが代わりとなり皆様の意見交換の場
となっておりますので､ご理解願います｡ 

【米山ｶｳﾝｾﾗｰ】          中田 俊彦 ｶｳﾝｾﾗｰ 

付 惟君には卓話を2回して貰いましたが､本人も当ｸﾗﾌﾞ
に慣れて来てます｡現在就活で忙しい様子なので､早く就
職が決まればと思ってます｡ 

【ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX】          鈴木 良一 委員長 

40万円の予算を25%以上越えております｡ 

皆様のご協力に感謝しております｡ 

【IT担当委員会】        喜多川 亮平 委員長 

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸを始めております｡ 

【地区研修･協議会実行委員会】   石川 演慶 委員長 

地区研修･協議会の報告書の発行は6月20日を予定してお
ります｡各ｸﾗﾌﾞに順次配布致します｡ 

*閉会の言葉             三富 末雄ｴﾚｸﾄ 

最後のｸﾗﾌﾞ協議会として各委員長より発表して頂きまし
た｡本年度は地区研修･協議会､米山奨学生と青少年交換留
学生を預かり大変な年度でありました｡次年度も引続き皆
様のご協力をお願いして閉会の言葉と致します｡ 

 

 

 

 

 

*久本 弥様 (横浜本牧RC) 

お客様 

本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
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6月9日 31 29 15 14 52% 11 0 62%

6月16日 31 29 19 10 66% 22 17 83%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

6/9 10 14,000 188,000 170,500 110%

6/16 17 22,000 323,000 409,200 79%

6/9 12 17,000 509,000 620,000 82%

6/16 16 25,000 534,000 620,000 86%

6/9 13 24,000 724,000 1,200,000 60%

6/16 21 38,000 762,000 1,200,000 64%

6/9 11 20,000 519,500 400,000 130%

6/19 17 25,000 544,500 400,000 136%

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 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≫  石川演慶 相馬 元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

※R財団目標額：会員数×120㌦×110円  米山目標額：会員数×2万円 
※1月から集めましたﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽは6/9に目標額に達成したため送金しました｡ 
 6/16からはＲ財団寄付に戻ります｡(12月までの累計301,000円) 

 【第４４回 ６月１６日(木)】 
   
 

  

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ 
*6/9(順不同､会員は敬称略) 
久本 弥様 (横浜本牧RC)    
    ｢地区研修･協議会の成功おめでとうございます｡｣ 
   記録を担当させて頂いて､20日の納品を目指してお 
   りますので宜しくお願い致します｡ 
田中 薫   過日､父の葬儀にはご協力頂き誠にありがとう 
      ございました｡ 
福嶋 徹  久し振りです｡ご心配お掛けしました｡ 
中田 俊彦 協力します｡ 
*6/16 
川野 正久様(国際RC第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ･川崎北RC) 
   本日は皆様の心温まる支援金の贈呈式にお伺いする 
   為に出席致しました｡ありがとうございます｡ 
鈴木 克明様(ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･川崎西RC) 
   本日は新旧ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の交替で挨拶に伺いました｡ 
   宜しくお願い致します｡ 
鈴木 文夫様(次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･川崎百合丘RC) 
   次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の鈴木文夫です｡宜しくお願い致 
    します｡ 
滝田 司様 練習例会を頑張り切りましょう｡ 
長戸はるみ様 
三富 末雄 本日は練習例会です｡宜しくお願いします｡ 
杉崎 晴男 大勢のお客様ようこそ｡本日は宜しくお願いし 
     ます｡ 
福嶋 徹  お客様ようこそ｡伊藤様お久しぶりです｡ 
伊藤 壽一 長く欠席致しまして申し訳有りませんでした｡ 
      宜しくお願い致します｡ 
三家 護  6/19久し振りに辰巳会(中学同期会)で田舎に 
     帰る予定です｡両親の墓参りもするつもりです｡ 
細谷 和彦 協力｡ 

お客様･ご挨拶 
*川野正久様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ･川崎北
RC ﾛｰﾀﾘｰ希望の風奨学金ﾛｰﾀﾘｰ東日本大震災青少年支援
連絡協議会副会長) 
 本日は東日本大震災の希望の風の副委員長として出席
させて頂きました｡現在126名の震災遺児達に月々5万円
を無償で寄付しています｡希望の風委員会は10地区の支
援を頂いてます｡今後10年は続きますので宜しくお願い
します｡ 
*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) 
今年度は地区研修協議会でお世話になりました｡また､
留学生も受けて頂きまして､ありがとうございました｡ 
*鈴木文夫様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
          次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･川崎百合丘RC) 
日本のﾛｰﾀﾘｱﾝは増加傾向ですが､当2590地区に於いては
会員減少が止まらないのが現状です｡次年度の課題は会
員増強であろうと思います｡ｸﾗﾌﾞの活力を上げ魅力ある
ｸﾗﾌﾞにする為にご協力お願いします｡ 
*滝田司様･長戸はるみ様(川崎高津南RC会長幹事) 
1年間会長を努め本当に色々な方々と顔見知りになり､
一番楽しかったのは最終会長幹事会の後のｶﾗｵｹでした｡ 
特に杉崎会長の声は男性が聞いても一番魅力的だと思
います｡有難うございました｡ 
 
 
 

寄付 

   ﾛｰﾀﾘｰ希望の風奨学金寄付 
*杉崎会長より目録を｢ﾛｰﾀﾘｰ希望の風奨学金 ﾛｰﾀﾘｰ東日
本大震災青少年支援連絡協議会副会長 川野正久様へお
渡しました｡それに対し感謝状を頂戴しました｡ 
寄附金 533,648円(高津区民祭での募金) 

 
 
 
 
 

 次年度練習例会 委員長退任挨拶 
 

【副会長】             田中 薫 副会長 
今年度諸事により､なかなか活躍できる事が出来ません
でした｡次回は色々な面で協力していきます｡ 
【会計､ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX】        鈴木 良一 委員長 
本年度は余剰金を残し締めさせて頂く予定です｡ 
有難うございました｡ 
【会場監督】            相馬 元 委員長 
皆様のご協力により､つつがなく上品に且つ親睦を深め
まして楽しい会場作りが出来たのではと思います｡ 
【出席委員会】          小山 泰介 委員長 
沢山の方々とご家族の方々にお会いする事が出来本当
に楽しかったです｡ 
【米山記念奨学委員会】      伊藤 壽一 委員長 
長い間欠席致しまして本当に申し訳ございませんでし
た｡目標達成率は86%です｡ 
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会】         細谷 和彦 委員長 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長として何も出来ず申し訳ないです｡ 
【会員増強･退会防止委員会】    菊池 幸治 委員長 
本年度は1名入会､1名が栄転の為退会となり±0です｡ 
【職業奉仕委員会】         森 正一 委員長 
事業を無事に進めさせて頂き皆様有難うございました｡ 
【社会奉仕委員会】        大橋 健治 委員長 
今年度は5つの活動を無事に行う事が出来ました｡この
活動を通して地域の皆様にﾛｰﾀﾘｰの存在をｱﾋﾟｰﾙ出来た
と思います｡ 

本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

【研修委員会】           福嶋 徹 委員長 
今年度､西ﾛｰﾀﾘｰと合同ｾﾐﾅｰを開きまして皆様の勉強に
なったと思います｡ 
【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 
今年はｱﾝﾄﾞﾘｭｰ君が交換留学生として来ました｡ 
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの谷野様､内藤様には本当に感謝します｡ 
【米山ｶｳﾝｾﾗｰ】           中田 俊彦ｶｳﾝｾﾗｰ 
皆様のご協力により付 惟君もだいぶ慣れてきました｡ 
今､就活に頑張っております｡これからも宜しくお願い
致します｡ 


