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参加対象者：過去 3 年度（2010-11・2011-12・
2012-13 年度）の入会者と会長
参加費用：12,600 円/人（クラブ負担）

第 1204 回 （本年度 25 回）
平成 25 年 1 月 17 日（木）

③クラブ広報担当者用ガイドブック、
「ロータリー
検定問題集 2012-13 年度版」が届きました。
回覧いたします。

ロータリー理解推進月間です
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２．他クラブ例会臨時変更のお知らせ
●川崎百合ヶ丘 RC 2 月 12 日⇒13 日(水)IM 参加
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC
2 月 14 日(木) 創立 20 周年記念式典
ﾖｺﾊﾏ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘 15：00
●川崎北 RC
2 月 13 日(水)
IM 移動例会
３．他クラブ会報の回覧
本日はございません。
４．次回例会は、1 月 29 日(火)6RC 合同親睦例会で
す。 ﾎﾃﾙＫＳＰにて、点鐘 18：00

本 日
前々回(12 月 19 日)欠席 5 名
Make up2 名 ９４.７４％
本日の欠席者 小泉正博会員、田辺清春会員

ニコニコ報告
貝田

市川

功一 親睦委員

洋様（川崎北 RC）

メーキャップに伺いました。

会長報告

若狭 滋則 会長(１月 24 日)

１. 地区より、Ｒ財団未来の夢計画開始に当たり、
2013-14 クラブの参加資格認定：覚書（ＭＯＵ）
の提出依頼がきております。
2013-14 河合 束会長、2014-15 山田一之会長の
署名が必要となります。
提出期限：2013 年 1 月 31 日
２．地区より、2013-14 年度 クラブ役員キットが届き
ました。
河合次年度会長にお渡し致します。よろしくお願
いいたします。
３．地区より、
「意義ある業績賞」候補ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ募集の
ご案内が届いております。

幹事報告

戸張 裕康 幹事(１月 24 日)

１．地区からの来信
①2012 学年度 期間終了米山奨学生 終了式･歓送
会開催のご案内が届いております。
日時：2013 年 2 月 24 日(日) 17：00-20：00
場所：ホテル キャメロットジャパン
※米山奨学生のジョイスさん、ご出席ください。
指導教官の方へもご案内をお渡し願います。
②新会員一泊研修セミナー 追加募集。
申込期日：2 月 8 日(金)
日時：2013 年 2 月 17 日(日) 13：00 ～ 18 日(月)
朝食後、解散
場所：ニューウェルシティ湯河原

今年も宜しくお願致します。
若狭 滋則 会長・戸張 裕康 幹事
本日１月１７日は「阪神大震災」から１８年がた
ちました。改めて亡くなられた方々のご冥福をお
祈りいたします。今日はまた雪が降るかも知れま
せん、外出は控えたほうが良いと思います。
風邪にはくれぐれも気をつけてください。
高瀬 建夫会員
へービックリしたなー成人式の爆弾低気圧、皆さ
ん如何でしたか？朝寝・朝酒・朝湯で過しました。
そこで一句「きれのあるビール飲んでもきれ悪し。
小林 正樹会員
貝田さんようこそお越し下さいました。あけまし
ておめでとうございます。
今年も宜しくお願致します。
「みんなニコニコ」
小林 克司会員・鈴木 次男会員・都倉 八重子会員
山本 剛会員・松川 正二郎会員・原 秀元員
親睦委員会一同
寒中お見舞い申し上げます。先日の大雪は７年ぶり
だそうです。インフルエンザが猛威を振るっていま
す。皆様くれぐれもお気をつけ下さい。
ニコニコボックス

本日

14,000 円 累計

471,729 円

記念日ニコニコ

本日

0 円 累計

50,000 円

第四回クラブ協議会
会場監督（髙瀬 建夫 委員長）
会場監督はチームワークが
良く滞りなく消化してきて
いると自負しております。
ただ、12月第1週目の年次総
会では打合せ不足で皆様に
ご迷惑をお掛けしたかと思
います。あと半年よろしく
お願い致します。
会 計（田辺 清春 委員長 ）
昨年12月31日時点の収支決算書を配布しましたの
で、目を通していただければと思います。
出席・親睦・家族委員会（山本 剛 委員長）
前半期の出席率は、95.66% と
良い数字となっております。
今後も引続きご出席をお願い
致します。
年末家族会を川崎北ＲＣと合
同で行いました。少しハイク
ラスなお値段でしたが、皆さ
んで楽しく過ごせたか
と思います。後半は親睦旅行を計画しております。
プログラム委員会（仁上 喜久夫 委員長）
卓話などとても良いものをお
届けできているかと思います。
1月24日「川崎市内の景気動向
について」2月には「南アフリ
カ学習支援者プロジェクト」
「日本の防衛について」の卓
話を行う予定です。
クラブ会報・IT推進委員会（河合 束 委員長）
ホームページの管理ですが、会報は毎週掲載できて
いますが、クラブニュースや活動内容も掲載してい
きたいと思います。
ロータリー情報・雑誌・広報委員会
（市川 功一 委員長）
計画書に書いたことが、なか
なか出来ていません。
ホームページも活動内容等を
掲載すると、紹介冊子ととも
に増強に使えるかと思います。
職業奉仕委員会（歌崎 勅男 委員長）
中原中学校に卓話訪問しまし
た。生徒さん達は目を輝かせ
ながら聞いてくれていました。
また職場訪問では国会議事堂
を見学しました。様々な職業
の現場を訪問することは色々
な意味で参考になるかと思い
ます。

社会奉仕委員会（小泉 正博 委員長 ）
「アシスト」
「いのちの電話」への支援等について
皆様のご意見を伺いたいと思っています。また、
3.11が近づいています。また少し協力できればと考
えています。
国際奉仕委員会（山田 一之 委員長）
活動計画書に記載されてい
る 計画は終わっております。
来月ドイツ大使館を表敬訪
問し、例会等が出来ないか話
を詰めてまいります。
ロータリー財団（担当 原 秀元 会員）
目標の125ドルにあと少しと
いうところです。ベネファク
ターは会田さん大変ご苦労
様、有難うございました。

米山事業推進（担当 大塲 秀幸 会員）
地区目標1人25,000円まであと少しです。ロータリ
ー財団同様目標額に達していません。ロータリーカ
ードのポイントを使いながら埋めていければと思
います。
クラブ管理運営委員会（会田 公雄 副会長）
副会長としては、会長・幹
事・委員長・会員の皆さんが、
非常に良くやっていただい
ているのでとても感謝して
おります。
会長エレクト

河合 束 会員
米国サンディエゴで開催さ
れている国際協議会におき
まして、「ロータリーを実践
しみんなに豊かな未来を」と
いう次期テーマが決まった
と連絡がありました。

◆マルチプル・ポールハリスー認証上伝達

