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 9 月 1 日（土） 第 1574 回例会
本日のプログラム
「地区役員卓話」
ロータリーの友地区代表委員 恵川一成様
姉妹クラブ

第 1573 回例会報告

第 1575 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 25 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0 名

2018 年 9 月 8 日（土）
「外部卓話」
AIG 損害保険 徃住信治 様

会⻑挨拶

幹事報告

「川口モーニングロータリークラブバナーについて」
バナーの由来（紹介文より）
❶「モーニングクラブとしての朝日のイメージ」
を生かし、
❷「当クラブの理想」 をデザインしたものです。
・五色は各々以下の意味を表しています。

・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

中央の情熱（赤）を中心に、夢（黄）、希望（橙）、
誠実（青）、友情（緑）と配置されております。
諸先輩のクラブに対する想いを脈々受け継ぎ、ク
ラブ独自の伝統を大切に次の世代繋げたく思いま
す。

・2018 年 9 月ロータリーレート 1 ドル＝112 円
［参考］2018 年 8 月 1 ドル＝112 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

9/6（木）川口 RC 「会員卓話」佐野良雄ﾊﾟｽﾄ会⻑・浅沼良⾂ﾊﾟｽﾄ会⻑
9/7（⾦）鳩ヶ谷 RC クラブフォーラム「ガバナー公式訪問について」
9/4（火）川口東 RC 「新入会員卓話」 横⽥勝⺒ 会員
9/5（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 片山 RAC 会員卓話
9/5（水）川口南 RC 会員卓話 栗原良介会員 『中国の話』
9/4（火）川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 RC

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

第 1573 回例会（8 月 25 日）の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
■ビジター■
李成哲地区副幹事
中川ガバナーご指導よろしくお願い致します。
阮潔さん 先程、ガバナーに聞かれました。“今日はなんでここ
にいるのですか︖”ここでもう⼀度お答えさせていただ
きます。「私は川口MRC の娘でございますから。」
福薗 健

中川高志第 2770 地区ガバナー

李成哲地区副幹事 髙橋明賢第 11G ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 中川高志ｶﾞﾊﾞﾅｰ

BE THE INSPIRATION ︕

中川第 2770 地区ガバナー 本日は,早朝より
ありがとうございます。本日ご指導の程よろしく
お願いします。
赤塚正樹 中川ガバナー、本日はご指導よろしくお願い
いたします。
⽥村亮夫 ようこそ中川ガバナー 健康に注意して、
良きリーダーを期待しています。
中⾥公造 中川高志ガバナー 地区内唯⼀の朝例会
クラブへようこそ。よろしくお願い致します。
木⼾良樹
中川ガバナー 早朝よりありがとうございます。
中川ガバナーになられて、地区に新しい風が流
れているのを感じます。ビーザインスピレーション︕
山口恵美子 中川高志ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
短期留学している娘から、毎日ﾒｰﾙ連絡が…
私が卒業旅⾏のころは携帯もなく、親は心配
だったろうなと、今更ながら親心を知りました。
阿部昌隆 中川高志ｶﾞﾊﾞﾅｰ 本日はよろしくお願い致します。
関口文雄 中川高志ｶﾞﾊﾞﾅｰ‼早朝よりようこそ。川口ﾓｰﾆﾝ
ｸﾞﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにおいで下さいましてありがとうご在
ます。
山野光雄 中川ｶﾞﾊﾞﾅｰようこそ本日はよろしくお願い致します。
⻄山育昌 中川ガバナー本日は宜しくお願い致します。
熊谷ほの おはようございます。中川ｶﾞﾊﾞﾅｰにおかれましては
毎日の猛暑にて大変にお疲れの事と存じます。
本日は早朝よりお越しいただき、ご指導いただき
ますことをご期待申し上げます。
中⾥公造 ⺟の葬儀に際し、皆さんにご会葬いただきありがとう
ございました。また多くの皆さんにお手伝いいただき
感謝申し上げます。
小計
累計

33,000 円
105,132 円
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