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 8 日（土） 第 1575 回例会
本日のプログラム
「外部卓話」
とこすみ しんじ
AIG 損害保険 徃住信治 様
姉妹クラブ

第 1574 回例会報告

第 1576 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 9 月
会員数 25 名
出席者 14 名
出席率 76％

2018 年 9 月 15 日（土）
「クラブ研修①」
⽥村亮夫 研修リーダー

会⻑挨拶

1 日（土）
出席猶予 0 名
MU 5 名
ビジター 1 名

幹事報告

「ロータリー用品について」
ロータリー徽章入りの商品を販売するには、
国際ロータリー（RI）から事前に免許を取得する
必要があります。免許取得業者は世界で 160 以上、
日本では 5 社が取得しています。
会社名
(株)生駒時計店

特徴
・本社は大阪市中央区
・明治３年創業
・日本で最初の取扱店
(株)和光
・明治１４年創業（銀座４丁目）
・加盟は生駒時計店に次いで
・和光オリジナル商品多数
(株)フジマキネク ・本社は群馬県桐生市
タイ
・ネクタイの特注オーダーも受付
・ライオンズクラブ国際協会公認
指定業者も
（有）マリンネッ ・本者は神奈川県逗⼦市
ト
・名刺とネームカードのみ
(株)オクトン
・昭和57年3月5日設⽴時より参⼊
・ロータリークラブ用品の販売を
メインとしている。

・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
・9 月例会予定
15 日（土）「クラブ研修（1）」⽥村亮夫研修リーダー
21 日（⾦）夜間例会
29 日（土）ﾓｰﾆﾝｸﾞ学友卓話 江畑香乃さん「⻘少年交換留学報告」
・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

9/13（木）川口 RC 「卓話」（一社）日本ﾎﾞｯﾁｬ協会 強化指導部⻑ 村上光輝様
9/13（木）鳩ヶ谷 RC 「ガバナー公式訪問」
9/11（火）川口東 RC 移動例会「写経」 薬林寺にて
9/12（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 「35 周年についてのクラブフォーラム」
9/12（水）川口南 RC 「外部卓話」新日本税理⼠法⼈代表社員 雨海賢一様
9/11（火）川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 RC 今井雅彦会員卓話 千葉真央菜さん帰国報告

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 1574 回例会（9 月 1 日）の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
■ビジター■
ロータリーの友地区代表委員 恵川一成様
「ﾛｰﾀﾘｰの友」ぜひご購読（好読）をお願いします。
福薗 健
赤塚正樹
⽥村亮夫

恵川一成ロータリーの友地区代表委員

中⾥公造

熊谷ほの
高橋明賢
木⼾良樹
中⾥公造
相⽥浩司

榎本正敏出席スマイル委員

⻄⼭育昌
榎本正敏

小計
累計

ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員 恵川一成様、本日は
早朝よりありがとうございます。ﾛｰﾀﾘｰの友を楽し
めるよう勉強します︕
恵川様、卓話よろしくお願い致します。
恵川ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表、早朝よりご苦労さま
です。よろしくお願いします。
ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員の恵川様 早朝よりあり
がとうございます。卓話楽しみです。8 月のｿﾞｰﾝ別
会議お疲れ様でした。地域毎、地区毎の温度差
を感じたと思います。中川年度のご活躍をお祈りい
たします。
恵川様、早朝よりお越しいただきありがとうございます
「ﾛｰﾀﾘｰの友」においての卓話は初めてですので、大変
楽しみにしております。よろしくお願い致します。
恵川ﾛｰﾀﾘｰの友代表委員、本日は早朝より
ありがとうございます。卓話楽しみです。
東京ﾏﾗｿﾝ申し込んじゃった。どうか、当たり
ませんように。
今日は10時からﾛｰﾀﾘｰ財団のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝがあるた
め理事会⽋席します。 叶君 お土産ありがとう。
おはようございます。御無沙汰ですみません。
今年は以上ですね。
ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員 恵川様
卓話よろしくお願いします。
この度、「花の店 かざぐるま」を一身上の都合によ
り閉店致す事になりました。平成元年より三⼗年
間、皆様の温かな風を受け回り続けておりました
「かざぐるま」八月末をもちまして、業務を終わらせ
て頂きます。皆様には大変お世話になり、ご厚情
感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

14,000 円
119,132 円

⽶⼭記念奨学生 叶茂さん奨学⾦授与

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

