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 25 日（土） 第 1573 回例会
本日のプログラム
「ガバナー公式訪問」
中川高志第 2770 地区ガバナー
姉妹クラブ

第 1572 回例会報告

第 1574 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 18 日（土）
会員数 25 名 出席猶予 0 名
出席者 13 名 MU 7 名
出席率 80％ ビジター0 名

2018 年 9 月 1 日（土）
「地区役員卓話」
恵川一成ロータリーの友地区代表委員

会⻑挨拶

幹事報告

「野球と親睦」
先日 64 クラブが全国から集結し、第 35 回
全国ロータリークラブ野球大会が開催されました。
【大会テーマ】 野球を通じて親睦の輪を広げよう
【試合球場】 阪神甲子園球場
【参加費用】
・大会参加費 １クラブ４０万円 ・記念誌 １クラブ ３万円
・前夜祭
１クラブ ７万円 合計
５０万円
【試合規定】
・１試合 ９０分 7 回まで ・試合球 軟式 M 号
・年齢制限 昭和 53 年以前生まれロータリアン（40 歳以上）
・出場制限 試合当日にロータリアンであること、
・出場登録 「元プロ」はバッテリー不可
・ユニフォーム クラブ名とロータリーマーク必須
・放送等 阪神甲子園球場専用のアナウンサー嬢が担当
【注意事項】
・球場の砂は持ち帰り禁止です。

・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
・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

試合をきっかけに、対戦クラブと友好クラブを締結するなど、
その後の親睦に発展するのはロータリーの良いところです。

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

8/31（⾦）川口 RC 納涼会（家族例会）・新会員歓迎会
8/30（⾦）鳩ヶ谷 RC 地区セミナー報告
8/28（火）川口東 RC ガバナー公式訪問
8/22（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC
8/29（水）川口南 RC 納涼家族夜間例会 『シンフォニーナイトクルーズ』
8/28（火）川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 RC （7/26 振り替え休会）

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
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第 1572 回例会（8 月 18 日）の様子

ニコニコボックス
福薗

健

お早うございます。
来週はいよいよガバナー公式訪問です。
普段のクラブの姿を⾒ていただければと思います。
よろしくお願いします。

⽥村亮夫

猛暑も一息
又 暑くなります。
要注意。

中⾥公造

昨日はロータリーの友の第 3 ゾーンの会議
のため大阪日帰りでした。朝７時の新幹線で
帰りは 11 時でした。つかれました。
来週は第1 ゾーン、第2 ゾーンの会議、理事会、
編集会議で、4 日間「友」関連会議です。

高橋明賢

お盆も終わり、だいぶ涼しい朝となりました。
まだ暑さ続きますので、注意しましょう。

赤塚正樹

お盆休みに、お忍びでポートレース⾏きました。
第 1Ｒで万舟（まんしゅう）を取って余裕綽々
で勝ちました。勝った額はナイショ。

阿部昌隆

本日７年目にして初体験しました。初めて
⾃転⾞で⾃宅から例会場へ来ました。
しかも⾞と変わらない 20 分で。
何でもトライすることは大切ですね︕︕

熊谷ほの

おはようございます。
久しぶりのさわやかな朝を迎えてホッとしました。
髙橋ガバナー補佐のご指導を心待ちにしていま
した。よろしくお願いいたします。

髙橋明賢第 11Ｇガバナー補佐

福薗健 会⻑

小計
累計

7,000 円
72,132 円

赤塚正樹 幹事
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