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会長 福薗 健

幹事 赤塚 正樹

2018 年 8 月 4 日（土） 第 1571 回例会
本日のプログラム
「地区役員卓話」
会員増強維持部門委員長 梶間順子 様
姉妹クラブ

第 1570 回例会報告

第 1572 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 28 日（土）
会員数 25 名 出席猶予 0 名
出席者 18 名 MU 7 名
出席率 100％ ビジター3 名

2018 年 8 月 18 日（土）
「第 11Ｇガバナー補佐訪問」
髙橋明賢第 11G ガバナー補佐

会長挨拶

幹事報告

五輪聖火台について
・青木町公園にある聖火台は、川口市の鋳物師
、鈴木萬之助さん、文吾（三男）さん親子による
作品です。実はこれはレプリカではなく、本物の「聖火台 1 号」で
す。1 号は、溶解炉で溶かした鋳鉄を鋳型に流し込む作業中に
鋳型が爆発し、失敗となりましたが、2004 年より設置されていま
す。1 号の失敗で父萬之助さんは、ショックによる心労で寝込
み、8 日後に息を引き取りましたが、納期まで 1 カ月を切った状
況で、三男文吾さんは不眠不休の末、兄弟や仲間の力を借り
て 2 号となる聖火台を 2 週間後に完成させました。萬之助さん
親子の尽力を知った当時の河野一郎五輪担当相らがこの 2 号
を東京五輪の正式聖火台として採用を決めました。
日本では、過去 3 回五輪が開催されロータリーも様々な貢献を
しています。2020 年の五輪も様々
な準備がされていることと思います。

・「西日本豪雨災害義捐金」のお願い
会員一人につき 1,000 円以上を想定
・ﾛｰﾀﾘｰ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会(RLI) ﾊﾟｰﾄ I
9 月 7 日（金）9:30～17:30 大宮ソニックシティ
・第 1 回 1000 日会員の集い（地区会員増強維持部門）
9 月 22 日（土）18:00～20:00 ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ大宮 4F
・地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ
10 月 15 日（月） プレステージＣＣ
・8 月例会予定
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
・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/ 9（木）川口 RC 小川長四郎ﾊﾟｽﾄ会長・芝﨑眞理ﾊﾟｽﾄ会長卓話
8/９（木）鳩ヶ谷 RC クラブ研修リーダーセミナー報告・地区セミナー報告
8/７（火）川口東 RC 各部門セミナー報告
8/ 8（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC クラブ定款により休会
8/ 8（水）川口南 RC 伊藤高太郎会員卓話 『ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの工場について』
8/７（火）川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 RC クラブ協議会 ガバナー補佐訪問

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
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第 1570 回例会（7 月 28 日）の様子
■ビジター■
菊池きみえ様

おはようございます。お世話になります。
(東京足立 RC)
李成哲さん おはようございます。よろしくお願い致します。
（地区副幹事 さいたま大空 RC）
福薗

会員卓話 川田純一会員 「川田年表」

８月 28 日帰国のチャーリー お疲れさまでした。

叶茂さん

李成哲さん

江畑香乃さん

健

おはようございます！本日、川田さんの
イニシエーションスピーチたのしみにしています！
赤塚正樹 ４月から始まっていた大学の講義、昨日で
全て終わりました。良い勉強になりました。
田村亮夫
李成哲君ようこそ。
2770 地区副幹事、頑張って下さい。
髙橋明賢 ガバナー公式訪問が始まりました。
当クラブ 8/25(土)です。よろしく。
中里公造 川田さん卓話楽しみです。期待しています。
今日のロータリー財団で夏のセミナーが終了し
ます。ホットしていますが、問題点をいろいろと
感じました。
中里公造 当クラブ米山学友でさいたま大空 RC 会員の
李成哲さんようこそ。今年度は地区副幹事
ということで大変ですね。がんばって下さい。
相田浩司 おはようございます。リー君久しぶり。
元気そうで大分カンロクがつきましたね。
関口文雄 川田純一様、卓話よろしくお願い致します。
熊谷ほの おはようございます。チャーリー最後の例会で
すね。とてもさびしく思います。来年６月に
会える事できるかなー。川田さん卓話楽し
みです。リーさん、かのちゃんようこそ。
榎本正敏 おはようございます。私事で、8 月涼しい所
で１ヶ月静養致します。例会休会します。
西山育昌 川田さん卓話宜しくお願いします。
李君おはよう。
チャーリー元気で又会いましょう！
阿部昌隆 川田会員 本日の卓話楽しみにしております。
チャーリー 最後の例会楽しんで下さい。
木戸良樹 台風なのでお休みしようと思ったけどジュンの
卓話なので無理して来てみた。たくさんの人
なのでビックリ！お帰りの際は被災しないよう
お気をつけて。
チャーリー 送別会の残金をニコニコします。
みなさん、ありがとうございました。
ニコニコボックス
小計
18,132 円
累計
51,132 円
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