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須山文夫会長

①ポスティング

●斉

唱

「それでこそロータリー」

②回覧 2/19創立記念例会の出欠、台北西門ロータリー
創立43周年 3/10開催の出席簿、他クラブの例会情報

会長報告

八尋匡彦幹事
理事会議事録

中間決算書

須山文夫会長

①先週もお伝えさせて頂きました。地区でRLIの2回目の
勉強会がございます。本年度はIMがございませんのでそ
の替わりというかたちでRLIでロータリーの勉強をして
いただくという轟ガバナーのお考えですので是非ともご
参加下さい。
②ローターアクト 年次大会 先週布川会員から御案内
がございました。2/23です。ホストが川崎大師ローター
アクトクラブの楠本くんが中心となって行うことになり
ます。ぜひ応援してあげたいと思いますので皆様ぜひご
参加いただければと思います。
③出席率が下がってきています。私も声掛けをさせて頂
いていますがぜひお近くのお声の掛けやすい方々にお声
がけをいただければと思います。是非皆様のご協力宜し
くお願いします。

出席報告

森田尊久会員
会員数
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出席率

2256回

４４

３８

２５

１３

65.79 ％

2254回

４４

３７

２１

１６

56.76 ％

前々回の修正 メークアップ 2 名 修正出席率
メイクアップ
林 鶴会員、布川
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62.16 ％

浩会員
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スマイルレポート（ニコニコボックス）星野祐治副会長
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委員会報告
●姉妹クラブ委員会

竹中裕彦会員
父が12日に永眠致しました。葬儀に際しクラブよりご厚
志を賜り誠にありがとうございました。
伊藤佳子会員
昨年中は大変多事に渡り、皆様にお世話になりました。
令和二年は手術回避出来ました。きっと良い年にします。
岩井茂次会員
①先日は母の誕生日に綺麗なお花をいただきありがとう
ございました。本日は所用により早退いたします。
②2/19の例会は全員登録、18時点鐘、キングスカイフロ
ント 東急REIホテルにて、「創立記念例会」を行いま
すので、皆様のご参加をお願いいたします。

宮山光男委員長

台北西門ロータリークラブ 創立43周年記念例会案内
3月9日
前夜祭
3月10日 記念式典です
姉妹クラブ43周年という記念式典の行事ですができる
だけ多くの会員の皆様に出席して頂ければありがたいと
思います。また都合がつかなくなった場合旅行社の規定
によりキャンセル料が発生する前に早めにお知らせいた
だければ費用はかかりません。よろしくお願いします。
ありがとうございました。

●青少年奉仕委員会

布川

浩委員長

須山文夫会長
本日はクラブ協議会です。予算執行の中間報告致します。
よろしくお願いします。

本日のニコニコのテーマ
「まだまだ寒い日が続きますが、
皆様どうぞ健康にはどうぞお気を付けて
お過ごしください。」
松井昭三会員、小林勇次会員、布川 浩会員
秦 琢二会員、野澤隆幸会員、星野祐治会員
炭谷博功会員、中村眞治会員、牛山裕子会員
工藤和弘会員、鈴木昇二会員、水口 衛会員
猪狩佳亮会員
合計45,000円
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川崎大師RAC例会のご案内
1/25（土）10：00～12：00で「車いすバスケットボー
ル」を観戦します。京王線飛田給駅に9：45集合です。
登録しめ切りは1/24（金）までです。その次の例会は
2/4（火）の予定で鈴木昇二会員による陶芸教室をお願
いしています。
川崎大師ロータリークラブ
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横山俊夫委員長

第6回クラブ協議会
議長

本日例会終了後ロビーにて第5回会員増強委員会を開催
します。対象の会員の方は出席をお願いします。先週皆
様方のポストに新会員ご紹介の表をいれさせていただき
ました。まもなく47周年ということでせめてそこまでの
数字に追いつきたいなと思いいろいろ試行錯誤していま
す。皆様のお力もおよせいただきたいと思います。

竹中裕彦会員よりひとことご挨拶
例会の貴重なお時間を頂きありがとうございます。12日
に父が永眠致しました。その葬儀の際にクラブからご厚
志を賜り誠にありがとうございました。これからも父の
教えをたどりながら社会復帰をしていきたいと思ってお
りますのでまた皆様には宜しくお願いします。貴重なお
時間をありがとうございました。

●閉会宣言並びに点鐘

日
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須山文夫会長

中間決算、年度収入下記の事業計画ということで幹事よ
りご報告申し上げます。
八尋幹事お願い申し上げます。

八尋匡彦幹事
中間決算についてご報告をさせて頂きます。
中間決算書
収支についての説明
資料に基づき幹事より読みあげ

須山文夫会長

時：２０２０年２月５日㈬は
通常例会です。
「ロータリーの友精読」です。

クラブ
会 報
委員会

船山

佳則／布川

浩／秦
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琢ニ
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（質疑応答）
質問：
姉妹クラブ43周年とか必ず誰かがいっています。その時
にお土産をつけなければいけないのかなと思い、出る方
が1万円ずつ集めてというのはありますが、クラブとし
てはどのように予算に入れているのでしょうか？

八尋幹事：
今の項目は国際奉仕の部分ですね。本年度予算計上額10
万円をしていて、これからどのように使うかというとこ
ろなのですが
須山会長：
台北西門RCと漢城RCからも今年45周年で御案内がくると
思います。それに関しては国際奉仕という形で一般会計
から10万円の予算を組んでおります。進捗は0です。そ
の下、支出の部の中に30万円という費用を計上しており
ます。ニコニコからということで計上しておりますが西
門に関してはお祝いは0,5周年ではございませんので行
く人が例年ですと1万円を出してそれを包んでお渡しす
る、記念品を岩井年度の時にはだるまをもっていった記
憶があります。そういったものは用意はしたいとは考え
ております。まだ案内がないのですが漢城のほうで45な
ので何かやるということで案内がくると思います。その
時に行くメンバーでお祝いを持っていくのと、クラブか
ら何かを出さなければいけないのかなと思い予算は計上
してあります。年度予算額の中で空白の部分で数字が入
っているのは特別会計から戻入と考えて良いのですか。
回答：
あまりみっともないことも出来ないし、そうかといって
行く方にあまり負担もかけられないしそんなに多くない
のかなと思ってますので何かそういうことを考えていれ
ば別段問題ないと思います。
須山会長：
一応そのように考えております。今ニコニコを皆様から
集めさせて頂いて60万円をほとんど使ってないのではな
いか。約1万円という執行額ですが事務局同様、期の後
半に国際奉仕や青少年奉仕等いろいろ支出するものがで
てきますのでこれから費用負担もでてきますのでニコニ
コの面でもお願いすることがでてくるかと思います。宜
敷お願いします。
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須山会長：
下期の事業計画ということで私の方から御案内させてい
ただきます。地区補助金をいただいていてその執行がし
ていません。いろいろな経緯があり昨年の今頃地区補助
金で何かをしようということで4月に申請させて頂いた
ものが6月終りくらいに正式に決まりました。7月に南三
陸の中学校に楽器の寄贈をしたいということで申請が通
りました。７月に学校に支援を申し出ましたら７月に使
用したかったのでいらないと、それからいろいろござい
まして何が必要なのかと南三陸町の役場と学校とで協議
をしてまいりました。結局11月中頃にものが決まり発注
させて頂きました。2か月くらいかかるということで今
月中頃には入ってくるのかなと、とまっており報告が遅
くなり大変申し訳ございませんでした。
支援の関係を2月頃に行えればと、南三陸町、歌津中学
校と志津川中学校に打診しております。2月のいつ頃が
いいのかをきいておりますので回答待ちです。2月中に
は執行したいと考えております。
下期は先ほども申しました通り宮山さんもご報告頂きま
した台北西門ロータリークラブ3月10日に私もうかがわ
せていただくのと、漢城ロータリークラブについては案
内がきておりません。どのような動きになるのかが不明
です。クラブの中に関しては2月になると創立記念例会
等ございますが3月、4月になりますとさくらのポスター
となってきますが、ポスターの継続というところも検討
しながら学校さんからまだ連絡が来ていないというのも
ありますが、今後どうしたらいいのかなと、毎年木に巻
き付けるひもとパウチだけ支援してくださいというかた
ちが果たしてロータリーとしてそういう形でいいのかと
いうところを三役でも検討しておりますのでまた進捗が
ありましたらそういうところをご報告したいと思います。
今これから計画しているところですが親睦等でボーリン
グ大会や６月の１泊移動例会をどうしましょうとかとい
うことで検討に入らせていただいております。来月2月
12日卓話の時間を利用してクラブフォーラムを実施させ
て頂きたいということでうしろには卓話と書いてありま
すが、会員の増強、出席率の向上、どのようにしたらと
いうことを三役だけでなく会員全員で検討してみたいな
という会を開きたいと思います。ぜひ皆さんご出席の程
よろしくお願いします。
大師参道の清掃ウオークということで先日、大師商店街
連合会の山本会長さんと話をさせていただきそれはわか
ったよと。そして森さんにきいた方が良いよと、いろい
ろなところにご挨拶にいってこれから森さんのところに
いきます。やるといっておきながらこんな遅い時期にな
ってしまい申し訳ありませんでした。その節は会員の皆
様のご協力をお願いします。

八尋幹事：
中間決算の内容について終わらせて頂きたいと思います。
議長 須山文夫会長
以上で本日のクラブ協議会終了させていただきます。
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