川口モーニングロータリークラブ
2018－19 年度 会長 福薗 健

幹事

赤塚 正樹

本日のプログラム
2018 年 7 月 14 日（土）（第 1568 回例会）
◆本日のプログラム「今期活動方針①」
クラブ管理運営委員会 会員増強維持委員会

★姉妹クラブ
札幌モーニング RC（第 2510 地区）
青森モーニング RC（第 2830 地区）
旭川モーニング RC（第 2500 地区）

第 1567 回例会報告 7 月 7 日

第 1569 回例会予告 7 月 21 日

会員数 25 名 出席猶予 0 名

次回のプログラム

出席者 21 名、MU 4 名

今期活動方針②
・奉仕プロジェクト委員会
・公共イメージ委員会
・財団委員会

出席率 100％ ビジター0 名

京都モーニング RC（第 2650 地区）

幹事報告

会長挨拶
皆様おはようございます。
本日7月7日の七⼣です。いよいよ新年度が始まりました。川口モーニングロータリークラブにとって33期にあたり
ます、本年度、会⻑という⼤役を仰せつかります。会⻑という⽴場で、初めてこの場に⽴ちますと、諸先輩が32年
間に亘って、刻まれた歴史に対し、敬の念に堪えません。
ただいま、熊⾕元会⻑より、襷とバッチをいただきましたが、次の年度へしっかりと襷を繋げるよう尽くしたく思いま
す。思い起こすと、
14年9月6日︓ビジターとして当クラブに初めて参加させていただきました。
その後期間が空き、
15年7月︓（⼯藤年度）移籍初年度、とても気楽な気持ちで参加。
16年7月︓（静⾕年度）幹事スタート⾃分なりに緊張しながらスタート。
17年7月︓（熊⾕年度）幹事を終えて⼀安⼼。エレクトとして緊張しながら参加。
18年7月︓（当年度）混沌とした⼼境です。
⼀年間、温かいご指導、厳しいご指導をお願い申し上げます。
2017〜18年度RIテーマは『BE THE INSPIRATIONインスピレーションになろう』、地区運営方針は『すべ
てはクラブ活性化のために－実り豊かな奉仕を目指して』です。

当クラブからの報告
・第 I 期会費納入のお願い
・青少年交換留学生チャーリーの帰国日決定：7 月 29 日（日）
・夏休みこどもボランティアさろん
7 月 29 日（日） 14:00～（集合 13:30）
場所：川口キュポ・ラ M4F かわぐち市民ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ 会議室
・7 月例会予定
7 月 21 日 今期活動方針②
（奉仕プロジェクト委員会、公共イメージ委員会、財団委員会）
7 月 28 日 新会員卓話（川田純一会員）
その他報告
・2018 年 7 月ロータリーレート 1 ドル＝110 円
［参考］2018 年 6 月 1 ドル＝110 円

方針に沿って、会員の皆様のお⼒をお借りして楽しいロータリークラブ作りに尽くしたくと思います。
今年度⼀年間、どうぞよろしくお願いいたします。

★第 11 グループ例会予定

・国際ロータリー第 2770 地区

7 月 19 日（木）川口 RC「ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ②委員会活動方針」

・創立 昭和 60 年 12 月 14 日

7 月 19 日（木）鳩ヶ谷 RC 定款により休会

・例会日 毎週土曜日 8 時～9 時 15 分

7 月 17 日（火）川口東 RC 「小委員長「新年度計画報告」

・定例会場 TK バレエ教室

7 月 18 日（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC

・〒332-0003 川口市東領家 2－4－12

「新年度委員会活動方針」

7 月 18 日（水）川口南 RC 「高橋明賢ガバナー補佐卓話」

・TEL 048－223－2110

7 月 17 日（火）川口シティ RC「ｾﾐﾅｰ報告」「周年事業について」

・URL http://kawaguchi-morning.jp/index.html
・E-mail morning_2770@h6.dion.ne.jp
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2018－19 年度 会長 福薗 健
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【ニコニコボックス】
福薗

健

本日より第３３期がスタート致します。
皆様 よろしくお願い致します！
赤塚正樹 ７月より幹事を務めさせて頂きます。
一年間よろしくお願い致します。
田村亮夫 ロータリー新年度 全員で頑張ろう
年度計画にインスピレーションを感じます
中里公造 今日から新年度スタートです。福薗会長・赤塚
幹事のもと、全員協力でがんばりましょう。
工藤さん、今年度はできる限り出席してください。
中里公造 阮ちゃん本社勤務はいかがですか？研修大変だった
でしょうね。今日は学友として出席ありがとう。
高橋明賢 福薗・赤塚年度のスタートです。楽しい 1 年にし
ましょう。阮チャンおはよう、出席ありがとう！
江口満志 新年度スタートおめでとうございます。1 年間宜
しくお願い致します。
熊谷ほの 新年度おめでとうございます。福薗会長、新たなるチ
ャレンジ期待しています。赤塚幹事楽しみにしていま
す。体を大切に一年間乗り切ってください。
静谷雅人 会長設営という認識で早く来たら、この時間に見慣れない
車があるので何かあるのかなと恐る恐る会場に入ると早々
から委員会が開かれていました。今年度の会長・幹事の想
いが委員会にしっかり伝わっているのを感じました。
木戸良樹 福薗会長 一年間思いっきりやって下さい。人生の貴重な一
ページとなるはずですから。赤塚幹事 どうぞ黒子に徹して
会長を支えてあげて下さい。
山野光雄 福薗会長、赤塚幹事 いよいよ新年度始まりまし
た。1 年間よろしくお願いします。
阿部昌隆 福薗会長、赤塚幹事 新年度始まりましたね。
1 年間よろしくお願い致します。
榎本正敏 会長 福薗さん、幹事 赤塚さんごくろう様です。
工藤篤志 福薗会長、赤塚幹事、新年度スタートおめでとう
ございます。
中里ガバナーエレクト、髙橋第 11 グループガバ
ナー補佐 ご就任おめでとうございます。
西山育昌 福薗会長、赤塚幹事、一年間ガンバッテ下さい。
関口文雄 福薗会長 赤塚幹事、2018-2019 年度よろしくお
願いいたします。ガンバッテ下さい。
阮潔さん 皆様お久しぶりです。熊谷直前会長、黒川直前幹
事、一年間お疲れ様でした。
福薗さん 会長就任、赤塚さん 幹事就任、おめで
とうございます。私の方も仕事が順調に進めており、
若い同期達に負けないように日々頑張っています。

小計

17,000 円

累計

17,000 円

★2018～19 年度理事・役員
（会長）

福薗健

（副幹事・会場安徳）

山口恵美子

（会員増強維持）

阿部昌隆

（会長エレクト・奉仕 P）

黒川幸博

（直前会長）

熊谷ほの

（工場イメージ）

静谷雅人

（副会長）

木戸良樹

（会計）

菅原啓高

（国際奉仕）

西山育昌

（幹事）

赤塚正樹

（クラブ運営管理）

本多信太郎

（財団）

江口満志

（理事）

中里光造

