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【第１回 ７月７日(木)】
｢今年度初例会 役員理事挨拶」

お客様
☆持田雄二様･島崎順夫様 (川崎高津南RC会長･幹事）
本日は表敬訪問に伺いました｡前年度4月に行われた地区
協､今年度11月の地区大会と皆様とお会いする機会が多
い一年になりそうです｡一年間宜しくお願い致します｡

報 告

*委員会報告* ･親睦委員会
･地区大会実行委員会

《役員･理事挨拶》
*副会長･ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会* 菊池幸治副会長
責務の重大さを痛感しております｡今期の会長の掲げたﾃｰﾏ
は｢奉仕と親睦｣です｡各委員会が目標を達成できますよう
に微力ながら協力させて頂きたいと存じます｡
*会長ｴﾚｸﾄ* 本藤光隆会長ｴﾚｸﾄ
次年度の事でﾌﾟﾚｯｼｬｰを感じております｡三富会長､森幹事
の後ろ姿を見ながら一年間勉強させて頂きます｡次年度も
宜しくお願い致します｡
*幹事* 森 正一幹事
無事に第一回例会を開催する事が出来ました｡これからは
一回一回の例会を大切にして行きたいと思いますのでご協
力お願いします｡
*会計* 鈴木良一委員長
昨年度が無事終わり､今年度もﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOXへの寄付を皆様
宜しくお願い致します｡
*前年度会長* 杉崎晴男前会長
前年度会長としての立場でご協力をさせて頂きます｡素晴
らしく､楽しい会になって行きますようご協力お願い致し
ます｡

☆引継ぎ 木槌･事務所鍵の引渡･財産目録
杉崎晴男前会長から 三富末雄会長･森 正一幹事へ

☆本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
ます｡
*会場監督* 小山泰介会場監督
会員の皆様の出席率が上がる事はもちろんの事､お客様が
楽しく過ごしていける会にして行きたいと思いますので､
一年間宜しくお願い致します｡
*職業奉仕委員長* 相馬 元委員長
副委員長に本藤会員､委員に田中委員の3名で一年間やって
いきます｡会員皆様で委員会を作れたらと思います｡宜しく
お願い致します｡
*社会奉仕委員会* 濱田 肇委員長
先日社会奉仕委員会で集まり一年間の行事などを話し合い
ました｡今月末は区民祭が控えております｡皆様にご協力を
お願いする機会が多くなると思いますが宜しくお願い致し
ます。
*国際奉仕委員会* 石川演慶委員長
国際的にﾃﾛや難民問題が沢山あります｡ﾛｰﾀﾘｱﾝとして何が
出来るのか､国際ﾛｰﾀﾘｰと協力して特に寄付関係をお願いす
る事になるかと思いますが宜しくお願い致します。
*青少年奉仕委員会* 中田俊彦委員長
5大奉仕の一つである青少年奉仕という事で奉仕活動の内
容をしっかり精査をし､目標を立ててその方向性に向かっ
て進んで行ければと思います｡また､米山ｶｳﾝｾﾗｰも引続き行
っていきます｡
《会長挨拶》 *三富会長*
本日は第一回例会という事もあり､理事の皆さんが全員参
加して頂きましてとても心強いです｡今期のﾃｰﾏ｢奉仕と親
睦｣です｡自分の持っている仕事に一生懸命奉仕する､そし
て教養を高めあい皆さんで良い一年にして行きましょう｡
一年間宜しくお願い致します｡

☆本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
《感謝状･記念品授与》 前会長･幹事へ 三富末雄会長
*杉崎前年度会長挨拶*
一年間何とか会長を務める事が出来ました｡皆様の友情と
温かい心の結果です｡今年度三富会長の下気持ちの良い友
情の輪を広げて頂きたいと思います｡一年間ありがとうご
ざいました｡
《委嘱状授与》 三富末雄会長



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第２回 ７月１４日(木)】
｢委員長挨拶｣

＊7/7＊ (順不同､会員敬称略）
持田雄二様･島崎順夫様 (川崎高津南RC会長･幹事）
三富会長､森幹事初例会おめでとうございます｡一年間宜し
くお願い致します｡
三富末雄 いよいよ今日からｽﾀｰﾄしました｡一年間皆様のご
協力ご支援宜しくお願いします｡
森 正一 一年間お世話になります｡宜しくお願い致します｡
杉崎晴男 三富年度の門出に!幸あれ!
菊池幸治 一年間よろしくお願い致します｡
三家 護 本年度米山記念奨学委員会を担当する事になりま
した｡至らぬところあると思いますがよろしくお願い申し上
げます｡
＊7/14＊

お客様
☆ 鈴木文夫様 ☆ 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・川崎百合丘RC
5～9月と連続してお伺いし非常に親しみがわきます｡

高良ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度が始まりました｡高良ｶﾞﾊﾞﾅｰはこちら
の親ｸﾗﾌﾞ出身でありまして､今年度第3ｸﾞﾙｰﾌﾟとしまし
てはｸﾞﾙｰﾌﾟ全体の応援を頂き高良ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度を盛り上
げて行きたいと思います｡一年間宜しくお願いします｡
☆ 北島克己様･親松裕明様 ☆ (川崎百合丘RC 幹事)
川﨑百合丘RCは来年40周年になります｡地区大会では

ﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨｰの子ﾎｽﾄ･ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰのお手伝い･兄弟ｸﾗﾌﾞが
台湾にありましてそちらへの40周年記念行事への出席
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の輩出等で大変忙しくしております｡皆様
のご指導ご協力を頂きましてめいっぱい頑張って行こ
うと思いますので宜しくお願いします｡

報 告
*委員会報告*
･会員増強 退会防止委員会 三富末雄会長

7/4､ｿｼｱ21にて委員会がありました｡ｸﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞで
ｸﾞﾙｰﾌﾟ分けし3つの問題点をﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝしました｡同じ
位会員のいるRC同士で若手会員の増強について話合い
若手からは､例会が日中なので時間が取れない･会費の
問題等が出ました｡他ｸﾗﾌﾞでは例会場や食事代の変更
をしたり自分達で出来る事は努力してると色々な意見
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クラブ会報委員会
喜多川亮平委員長 月岡涼吾副委員長 大橋健治委員
石川演慶委員 福嶋 徹委員
編集担当：喜多川亮平 大橋健治
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＊7/14＊
鈴木文夫様(第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎百合丘RC）
年度初めのご挨拶に参りました｡一年間よろしくお願い致し
ます｡
北島克己様･親松裕明様 (川崎百合丘RC 幹事)
一年間よろしくお願い致します｡
三富末雄 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 鈴木様･川崎百合丘RC会長 北島様･幹
事親松様ようこそいらっしゃいました｡
森 正一 昨日は鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･北島会長･親松幹事お世話
になりました｡
三家 護 7/11～7/20の10日間夏の交通安全事故防止運動期
間です｡事故を起こさない､遭わない､十分気をつけて運転し
て下さい｡

《委員長挨拶》
・出席委員会 加藤昌紀委員長
生まれて初めて委嘱状を頂きました｡頑張ります｡若
輩者ですが宜しくお願い致します｡
・親睦委員会 谷野功明委員長
大役を仰せつかり身が引き締まる思いです｡若輩者で
すが一年間頑張りますのでご指導ご鞭撻宜しくお願い
致します｡
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 田中 薫委員長
最近例会出席者が少ないので出席委員長と話しなが

ら出席を促し例会を盛上げて行きたいと思います｡宜
しくお願い致します｡
・ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 大橋健治委員長
一年間休まないよう頑張ります｡予算額を決めていま

すので寄付の方宜しくお願い致します｡
・ﾆｺﾆｺBOX委員会・研修委員会 福嶋 徹委員長
予算組んで有りますので出席と寄付の方をお願い致

します｡一年間宜しくお願い致します｡
・米山記念奨学会委員会 三家 護委員長
出席と寄付お願い致します｡

本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

をしたり自分達で出来る事は努力してると色々な意見
が有りました｡地区でも経費の削減をしたらどうかと
の意見も有りました｡最後に地区より若い会員を増や
すにはどうしたら良いか?と質問があり､SNSの活用･例
会の開催時間の変更(早朝･夜間)･会員増強ﾉｰﾄ作成し
共通理解の為に活用等の意見がでました｡
･親睦活動委員会 谷野功明委員長
本年度の納涼家族会の会費をご祝儀を頂かない代わ
りに5千円から1万円に変更させて頂きます｡
親睦移動例会を9/28(水)･29(木)に北海道ﾆｾｺに決り
ました｡
･社会奉仕委員会 濱田 肇委員長
本年度の高津区民祭ではﾊﾞｻﾞｰを開催しますので品物

の出品お願いします｡区民祭のご協力お願い致します｡


