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 21 日（土）（第 1569 回例会）
◆本日のプログラム「今期活動方針②」
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 ｸﾗﾌﾞ事業実行委員会

★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 1568 回例会報告 7 月 14 日

第 1570 回例会予告 7 月 28 日

会員数 25 名 出席猶予 0 名

次回のプログラム

出席者 18 名、MU 7 名

「新会員卓話」
川田純一 会員

出席率 100％ ビジター1 名

京都モーニング RC（第 2650 地区）

★第 11 グループ例会予定

・国際ロータリー第 2770 地区

7月26日（木）川口RC 「卓話」 ｻﾝﾏｰｸ出版 代表取締役社長 植木宣隆 様

・創立 昭和 60 年 12 月 14 日

7 月 26 日（木）鳩ヶ谷 RC 納涼夜間例会

・例会日 毎週土曜日 8 時～9 時 15 分

7 月 24 日（火）川口東 RC 「納涼暑気払い」 会場：串まる 川口店

・定例会場 TK バレエ教室

7 月 25 日（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC

・〒332-0003 川口市東領家 2－4－12

「夜間親睦例会/新会員歓迎会」

7 月 25 日（水）川口南 RC 「ガバナー公式訪問」

・TEL 048－223－2110

7 月 24 日（火）川口ｼﾃｨ RC 「ｾﾐﾅｰ報告」

・URL http://kawaguchi-morning.jp/index.html
・E-mail morning_2770@h6.dion.ne.jp

会長挨拶

幹事報告

ロータリーの二本の柱として、親睦と奉仕と言われていま
す。また、ロータリーの例会も、親睦と奉仕で成り立ってい
ると言われています。
・前半の 30 分：食事と団らんの時間⇒親睦の時間
・後半の 30 分：卓話の時間⇒奉仕に耳を傾ける時間
ロータリー文庫での書籍によると「親睦」について、下記の
ような記述がありました。親睦とは…
「感性的な親睦」⇒ゴルフや旅行、酒を楽しむ。
「精神的な親睦」⇒他のロータリアンと切磋琢磨し、自己研
鑽に励みながら、自らの心を高める。
ロータリーは社交クラブでもあるので、基本的にまず楽しく
なければならない。そのため、感性的な親睦も大いに推奨
されるべきだと思います。但し、忘れてはならないことは、
酒を飲んでもゴルフをしても、自身の足らざるところを他の
ロータリアンから学ぶ姿勢を持つべきであるということで
す。ロータリアンが互いに学びあうことによって自らを高め
あうこと、つまり、「精神的親睦」がロータリーの親睦であっ
て、そこにロータリーの魅力があります。

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28 日 新会員卓話（川田純一会員）
・8 月例会予定
8 月 4 日 梶間 順子 地区会員増強維持部門委員長 卓話
8 月11 日 定款第8 条第1 節により休会
8 月18 日 ガバナー補佐訪問
8 月25 日 ガバナー公式訪問・クラブ協議会
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

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

7 月 14 日【第 1568 回例会】

赤塚 正樹

【ニコニコボックス】
高橋明賢第 11 グループガバナー補佐
川口モーニングの皆様おはよう
ございます。地区と 11 グループ
の為、頑張ります。
（川口ﾓｰﾆﾝｸﾞ）
福薗

健 本日、今期活動方針です。
本多委員長と阿部委員長、
よろしくお願いいたします。

赤塚正樹 おはようございます。
最近、睡眠不足が続いています
が、今日も頑張ります。

髙橋明賢第 11 グループガバナー補佐

田村亮夫

チャーリー 帰国しても日本を
忘れないで 国際交流しましょ
う。

西山育昌

公共イメージ委員会 静谷委員
長、楽しい委員会＆おいしいお
蕎麦ありがとうございました。

榎本正敏 おはようございます。
チャーリー元気で！

小計
累計

7,000 円
24,000 円

青少年交換受入学生チャーリー最後の例会出席

★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
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（会長エレクト・奉仕 P）
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（直前会長）
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（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

