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【第５回 ８月４日(木)】
卓話「大地震に備える!」

高津消防署署長 森下 泰弘 様お客様
☆森下泰弘 様 (高津消防署署長)
☆田中 勲 様 (高津消防署予防課庶務係長)
☆鈴木伸一 様 (川崎西RC会長)
☆棚部哲夫 様 (川崎西RC幹事)
☆小川湧三 様 (川崎鷺沼RC)

報 告

*

* 理事会報告 *
1.10月のｽｹｼﾞｭｰﾙ

10月 6(木)～7(金) 親睦移動例会 北海道
13(木) 移動例会 防災教室
20(木) 卓話
27(木) 夜会 家庭集会

2.8/25(木) 納涼家族会の件

* 社会奉仕委員会 * 濱田 肇 委員長
高津区民祭では暑い中､皆様ご協力ありがとうございま
した｡
* 親睦委員会 * 谷野 功明 委員長
高津ｻﾛﾝは8/18(木)開催致します｡

･ご招待 ①ガバナー補佐 ②川崎西RC会長幹事
③川崎高津南RC会長幹事 ④中村元会員
⑤茅根元会員奥様

･花 : みつや園芸 お土産 : 果物
3.高津区民祭の義援金の送り先を考える
4.10/13(木) 防災教室の件 ｸﾘｱﾌｧｲﾙをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄする
5.その他

淡路大震災､東日本大震災､熊本の大震災の災害について
ｸﾞﾗﾌや統計による震災の恐ろしさをｽﾗｲﾄﾞで説明され､写
真や説明を見て聞いて､その凄まじさを再認識させられ
ました｡普段から､いざという時の備えの訓練の必要性を
改めて感じさせられる時間でした｡
我々のｸﾗﾌﾞで毎年実施している小学校の防災教室も､社
会の役に立っていると感じられ誇れる事であると思いま
す｡



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第６回 ８月１８日(木)】
「第１回クラブ協議会」

＊ 8/4 ＊ (順不同､会員敬称略）
鈴木伸一様･棚部哲夫様 (川崎西RC会長幹事)
皆さんこんにちは｡本日は表敬訪問にお伺い致しました｡ど
うぞ宜しくお願い致します｡
小川湧三様 (川崎鷺沼RC) お世話になります｡
三富末雄 川崎西RC会長 鈴木伸一様･幹事 棚部哲夫様､川崎
鷺沼RC 小川湧三様ようこそ｡高津消防署署長 森下泰弘様･
予防課庶務係長 田中勲様宜しくお願い致します｡
森 正一 森下署長.田中係長卓話宜しくお願い致します｡

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
今回が始めてのクラブ協議会となります｡これからの予定
を申し上げます｡9/20会長幹事ｾﾐﾅｰ､10/5ﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨｰ､
10/18ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会､11/11.12地区大会､2/18.19ﾗｲﾗの研
修会､2/25ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ､4/22経営講演会､6/9-14国際大
会(ｱﾄﾗﾝﾀ)がありますので､ご協力お願いします。

* 会長 三富末雄 会長
各委員長の予定･抱負等を発表して､良いｸﾗﾌﾞ協議会に
していきたい｡奉仕と親睦というﾃｰﾏを掲げて､地域社会
に対する奉仕と各ﾒﾝﾊﾞｰの親睦を深めつつ､退会防止に努
めていきたい｡各委員会のﾌｧｲﾙを作成して､次年度以降の
参考となる資料を作成してもらいたい｡
* 幹事 森 正一 幹事
会長の方針に従い親睦を深め会員の協力をお願いしたい
* 会場監督 小山泰介 SAA
会員の出席率の向上､例会のｽﾑｰｽﾞな進行､お客様に失礼
の無い様に進めていきたい｡
* 会計 鈴木良一 委員長
現在､予算に対して会費の集まりが良くない｡ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBox
にもご協力をお願いしたい｡
* 戦略計画委員会 三富末雄 委員長
本年度から初めて作った委員会であり､この委員会の内
容はｸﾗﾌﾞの実態を把握し､それを踏まえて中長期計画を
立てるというものである｡具体的な内容はまだ決まって
いないが､決まった際にはご協力をお願いしたい｡
* 出席委員会 加藤昌紀 委員長

本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

《 第１回 クラブ協議会 》

* ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐講評 鈴木文夫ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
委員長が出席出来ない時には副委員長等が出席すべき｡
会費の未納について､口座振替を考えてはどうか｡女性会員
は積極的なので､女性会員の入会を検討しても良いのではな
いか｡日吉ﾛｰﾀﾘｰでは､入会推薦書という新しい試みが結果を
出しているので検討してもらいたい｡雑誌と広報と別の委員
会で考えても良いのではないか｡R財団の地区補助金の申請
をすればﾀﾀﾞで社会奉仕ができるので考えてもらいたい。
* 会長ｴﾚｸﾄ 本藤光隆 会員
出席率が低いので､例会に出席したくなるような活動という
視点も必要と考えている。

例会日 会員数
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者
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本日

出席率
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MU
前々回

修正

8月4日 31 29 17 12 59% 11 2 69%

8月18日 31 29 16 13 55% 7 2 83%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

8/4 10 10,000 54,000 14%

8/18 12 12,000 66,000 17%

8/4 9 9,000 51,000 8%

8/18 11 11,000 62,000 10%

8/4 12 21,000 95,000 8%

8/18 13 19,000 114,000 10%

8/4 10 10,000 56,000 14%

8/18 11 11,000 67,000 17%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

379,440

620,000

1,200,000

400,000

出席報告

寄付報告

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：福嶋 徹 月岡涼吾

※R財団目標額：会員数×120㌦×102円 米山目標額：会員数×2万円

森 正一 森下署長.田中係長卓話宜しくお願い致します｡
福嶋 徹 区民祭に参加出来ず申し訳ありませんでした｡
＊ 8/18 ＊
鈴木文夫ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 (川崎百合丘RC)
第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ最初のｸﾗﾌﾞ協議会です｡宜しくお願い致します｡
三富末雄 本日は鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐には色々とご指導ご助言
宜しくお願い致します｡
森 正一 鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､本日は宜しくお願いします｡
菊池幸治 鈴木文夫ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､本日は宜しくお願いします｡
三家 護 8/14お盆で仏壇を清掃しました｡良き盆を迎えられ
ました｡

会員になり日が浅いのでご迷惑を掛けるかもしれないが
会員の協力を得ながら出席率を上げていきたい。
* 親睦活動委員会 谷野功明 委員長
納涼家族会､親睦移動例会､年末家族会､お花見婦人ﾃﾞｲを
予定している｡ご指導を頂きながら頑張って行きたい｡
* ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 田中 薫 委員長
良い例会となるようにしたいが､卓話者がなかなかいな
いので､ご紹介頂きたい｡
* ｸﾗﾌﾞ会報委員会 喜多川 亮平委員長
会員は5名でつつがなく進めて行きたい｡写真を多く使用
し見やすく楽しい週報を作成したい｡
* 雑誌･広報委員会 森山圭介 委員長
ﾛｰﾀﾘｰ友の会の面白い記事を紹介したり､活動内容を積極
的に広報していきたい｡
* 社会奉仕委員会 濱田 肇 委員長
年間報告の日付は変更しないので予定を予め入れて欲し
い｡高津区民祭は出席者も多くﾊﾞｻﾞｰも上手くいった｡
* 米山記念奨学会委員会 三家 護 委員長
年間1人当たり5万円の寄付をお願いしたい｡日本と世界
を結ぶ架け橋でありﾛｰﾀﾘｰでは最大の機関なので､これか
らもご協力をお願いしたい｡
* 青少年奉仕委員会 中田俊彦 委員長
基本的な活動の知識･理解が乏しいので､ｲﾝﾀｰｱｸﾄ､ﾛｰﾀｰｱｸ
ﾄ等の説明をして行きたい｡中学生に会員の職業紹介を実
施できればと考えている｡
* 米山カウンセラー 中田俊彦 委員長
2年目にはいっており､中国のフイ君を卓話や区民祭に参
加してもらった｡
* 家庭集会 菊池幸治 委員長
9/29の夜会にて､A･B･Cの3ｸﾞﾙｰﾌﾟに分けて出席率や会員
増強について議論していきたい｡
* ＩＴ担当 喜多川亮平委員長
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸで例会の状況等を配信している｡1人で行ってい
るので､自分が例会に参加できないときに写真を撮って
もらいたい。


