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

2018 年 7 月 28 日（土） 第 1570 回例会
本日のプログラム
「新会員卓話」
川田純一 会員
姉妹クラブ

第 1569 回例会報告

第 1571 回例会予告

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）
京都モーニング RC（第 2650 地区）

2018 年 7 月 21 日（土）
会員数 25 名 出席猶予 0 名
出席者 16 名 MU 9 名
出席率 100％ ビジター1 名

2018 年 8 月 4 日（土）
「地区役員卓話」
梶間順子 地区会員増強維持
部門委員長

会長挨拶

幹事報告

・ニコニコボックスは、ロータリーでは、世界
的な慣例ではない。
・日本では昭和 11 年に大阪 RC で
スタートとの記載あり。
・東京 RC では、関東大震災の被災孤児たちを当時オー
プンした多摩川園という遊園地に孤児の方々を連れて行
こう。でも、クラブの会員にお金持ちは多くいたが、クラブ自
体にはお金がない。。。
・会員の一人が一計を案じて、あり合わせのボール箱をも
って、「あなたの誕生日ですよ」とか「お嬢さんが結婚された
でしょう」など面白おかしく話しながら、例会場を回り、会員
たちが皆笑いながら財布のひもを解いた。
【赤字補填につかえない理由は？】
・ニコニコボックスには、寄付の原則が支配します。「お金を
出したい人が、出したいときに、出したい金額だけ出す」、
そして「出した人必ずしも尊からず、出さざる人必ずしも卑
しからず」。クラブが何かの社会奉仕活動をするときのため
に、この善き因縁のお金でその仕事をしてくださいというかた
ちで、予めクラブ理事会に預けておくお金である。

＜当クラブからの報告＞
・臨時理事会での承認事項
ガバナー公式訪問スケジュール 承認
ガバナー公式訪問時の朝食・お菓子
MA FOODS CONSULTING に依頼（1,620 円/人）

・青少年交換留学生チャーリーの帰国日
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）
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
・8 月例会予定
8 月 4 日 地区役員卓話
梶間順子地区会員増強維持部門委員長
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 8 月ロータリーレート 1 ドル＝112 円
［参考］2018 年 7 月 1 ドル＝110 円

第 11 グループ例会予定

【発行元】川口モーニングロータリークラブ

8/ 2（木）川口 RC 「笠松雅美ﾊﾟｽﾄ会長・小倉利夫ﾊﾟｽﾄ会長 卓話」
8/ 2（木）鳩ヶ谷 RC 「各常任委員長・委員長基本方針発表」
7/31（火）川口東 RC 休会
8/ 1（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 「セミナー報告」
8/ 1（水）川口南 RC 「外部卓話」ｿﾆｰ生命 岡田雅顕様 “お金の話”
7/31（火）川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 RC 休会

国際ロータリー第 2770 地区（第 11 グループ）
創立日 昭和 60 年 12 月 14 日
定例会 毎週土曜日 午前 8 時点鐘
会場
TK バレエ教室
〒332-0003 川口市東領家 2-4-12
TEL 048-223-2110 FAX 048-223-1244
E-mail morning_2770@h6.dion.ne.jp
URL http://kawaguchi-morning.jp

川口モーニングロータリークラブ
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会長 福薗 健

幹事 赤塚 正樹

第 1569 回例会（7 月 21 日）の様子
■ビジター■
髙橋かな様 ミス・インターナショナル 2018
準ミスの髙橋です。
本日はどうぞよろしくお願い致します。
福薗

健

おはようございます。
地区合同セミナー出席の皆様ありがとう
ございます。今週の部門方針も宜しく
お願い致します。

赤塚正樹

おはようございます。
「先週「寝不足だ」とニコニコに書いた
ことで、ご心配をおかけしました。
元気に過ごしています！

田村亮夫

部門セミナー参加の方々ご苦労さまです。
報告を期待しています。

榎本正敏

毎 日 熱 い日 がつづく 体 にこたえます。

関口文雄

皆様 熱中症に注意しましょう。

相田浩司

先日、茨城古河市の公園の古代ハスの
花を見て来ました.開くと 30 ㎝位の大き
い花でした。すばらしい景色でしたよ！！

木戸良樹

エアコンのない部屋で昼まで寝ていた娘が
熱中症になってしまいました。
田村さん、迅速なご対応ありがとうございます。

髙橋明賢

おはようございます。
地区セミナーも本日、明日と続いています。
7 月の土日は全部セミナーでした。

山口恵美子

おはようございます。
初めての SAA で毎週ドキドキです。
きっと皆さんはハラハラだと思います。
毎日暑いので、ご自身も、また社員の
皆さんについても熱中症にならないよう
気をつけてくださいね。

2018 年準ミス・インターナショナル日本代表 髙橋かな様

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第 4 回 相田浩司会員

ニコニコボックス
スマイル報告 榎本正敏出席・スマイル委員

小計
累計

9,000 円
33,000 円
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