川口モーニングロータリークラブ

2018-19 年度

会⻑ 福薗 健

幹事 赤塚 正樹

2018 年 8 月 18 日（土） 第 1572 回例会
本日のプログラム
「ガバナー公式訪問事前確認」
髙橋明賢第 11 グループガバナー 補佐
姉妹クラブ

第 1571 回例会報告

第 1573 回例会予告

札幌モーニング RC（第 2510 地区）
⻘森モーニング 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 8 月 4 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2 名

2018 年 8 月 25 日（土）
「ガバナー公式訪問」
中川高志第 2770 地区ガバナー

会⻑挨拶

幹事報告

コロンの意味
コロンの役割は、大きく分けて「①同格」、
「②引用」の 2 つがあります。
セミコロンの意味
セミコロン（；）は、文章や言葉を列挙する場合に用いられます。
ピリオドの意味
ピリオド（．）は、日本語の句点（。）とほぼ同じです。
ロータリーの目的

コロン

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、こ
れを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある︓

＝すなわち
第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること︔

＆そして

第2 職業上の⾼い倫理基準を保ち、役⽴つ仕事はすべて価値あるものと
認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各⾃の職業を⾼潔な
ものにすること︔

＆そして

セミコロン

第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活おいて
、日々、奉仕の理念を実践すること︔

＆そして

第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際
理解、親善、平和を推進すること。

終わり

・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
・職業奉仕セミナー
10 月４日（木） パレスホテル大宮
・8 月例会予定
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

ピリオド

8

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

8/23（木）川口 RC 大宮⻄ RC 髙橋秀樹様卓話「会員拡大について」
8/23（木）鳩ヶ谷 RC 会員増強月間・吉田英一地区増強委員 卓話
8/21（火）川口東 RC クラブ協議会 ガバナー補佐事前訪問
8/22（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁと中村恭章会員卓話
8/22（水）川口南 RC 奉仕 P 移動例会 『ふらっとﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ支援』
8/21（火）川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 RC 中川高志ガバナー公式訪問

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

川口モーニングロータリークラブ

2018-19 年度

会⻑ 福薗 健

幹事 赤塚 正樹

第 1571 回例会（8 月 4 日）の様子

ニコニコボックス
■ビジター■
梶間順⼦地区会員増強部門委員⻑
いつもお声をかけていただきありがとうございます︕
楽しみにして今日もやってまいりました。
よろしくお願いいたします。 (浦和中 RC)
明珠さん お久しぶりです。日本にまた来られてうれしいです。
でも暑いですね。モーニングクラブ本当にありがとう
ございます。皆さん元気でよかったです。
よろしくお願いします。（さいたま大空 RC）
福薗

健

梶間順⼦会員増強維持部門委員⻑
赤塚正樹
⻄⼭育昌
木⼾良樹
中⾥公造
中⾥公造
⾦⼦孝司 会場監督
髙橋明賢
静谷雅人
⼭野光雄
熊谷ほの
田村亮夫

明珠さん（モーニング学友 大空 RC）

小計
累計

地区会員増強維持部門委員⻑梶間順⼦様
本日は早朝よりありがとうございます︕当クラブ
でも増強は重要テーマです。お話を実践したく
思います。
先週末をはさんでご連チャンの飲み会があり、
ウェイトが 1 ㎏増えてしまいました。落とすのは
大変なのに増えるのはあっという間ですね(泣)
会員増強維持部門委員⻑ 梶間順⼦様
卓話宜しくお願いします。明君久しぶりです。
順⼦さん、早朝よりようこそ︕
中⾥ガバナー年度に向けて会員を増やす
おまじないをよろしくお願いいたします。
地区会員増強維持部門委員⻑ 梶間順⼦さま
ようこそ。卓話楽しみです。よろしくお願いします。
月曜日は軽井沢で最高気温 26 どでのゴルフ。
昨日は千葉で 37 度でのゴルフ。気温の違いで
ゴルフ内容もまったく変わってしまいました。
当クラブ米⼭学友でさいたま大空 RC 会員の
明珠君ようこそ。日本の夏は熱いでしょう。
梶間部門委員⻑、早朝より卓話ありがとう
ございます。
おはようございます。梶間部門委員⻑,
卓話楽しみにしてきました。よろしくお願いいたします。
梶間様ようこそ 明珠君ひさしぶり
おはようございます。本日は久しぶりの会員増強
維持部門委員⻑ 梶間様の卓話を待ち望んでお
りました。よろしくお願いします。
今日の例会は何を、どのように どうするのか︖
希望、夢のハーモナイズです。

14,000 円
65,132 円

2018-19 年度 役員・理事
会⻑
会⻑エレクト・奉仕Ｐ
副会⻑
幹事
副幹事・会場監督

福薗
⿊川
木⼾
赤塚
⼭口

健
幸博
良樹
正樹
恵美⼦

直前会⻑
会計
クラブ管理運営
公共イメージ
会員増強・維持

熊谷
菅原
本多
静谷
阿部

ほの
啓高
信太郎
雅人
昌隆

国際奉仕
財団
理事

⻄⼭ 育昌
江口 満志
中⾥ 公造

