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 15 日（土） 第 1576 回例会
本日のプログラム
「クラブ研修（1）」
⽥村亮夫 クラブ研修リーダー
姉妹クラブ

第 1575 回例会報告

第 1577 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 8 日（土）
会員数 26 名 出席猶予 0 名
出席者 14 名 MU 5 名
出席率 73.08％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名

2018 年 9 月 21 日（⾦）
「夜間例会」
会場︓オクターブ演歌茶屋

会⻑挨拶
「入会式について」
手続き要覧によりますと、クラブは新入会員を
迎えるために入会式を開く。各クラブは、独自に
意義深い入会式を定めるよう推奨されています。ユニークな入
会式としては「⽔⼾東クラブ」では、くす玉割入会式が恒例となっ
ています。当クラブの入会式は、下記に従って⾏います。入会者
にとって、思い出に残るような入会式を心掛けたく思います。

幹事報告

・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
21 日（⾦）夜間例会 オクターブ演歌茶屋
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

9/20（木）川口 RC 「卓話」 埼玉りそな銀⾏ 社⻑ 池田一義 様
9/20（木）鳩ヶ谷 RC 「家族親睦夜間例会」
9/18（火）川口東 RC 「卓話」 ﾛｰﾀﾘｰの友 地区代表委員 恵川一成様
9/19（⽔）川口･鳩ヶ谷武南 RC クラブ定款により休会
9/19（⽔）川口南 RC ⻘少年交換留学⽣卓話 千葉真央菜さん
9/18（火）川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 RC クラブフォーラム「国際奉仕・社会奉仕」

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 1575 回例会（9 月 8 日）の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
■ビジター■
AIG 損害保険 徃住信二（とこすみしんじ）様
本日、卓話をさせていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。
福薗 健

菅野さん入会おめでとうございます。会員一同
歓迎いたします。
徃住さん、卓話よろしくお願いします。

赤塚正樹

最近、寝起きが悪いです。朝は強いと自負し
ていましたが、疲れがたまっているのか…
歳なのか…

田村亮夫

菅野さん 入会おめでとう。
今日から仲間です。よろしく。

熊谷ほの

おはようございます。菅野さん、⾸を⻑くして
お待ちしていました。よろしくお願い致します。

中⾥公造

昨日は RLI パートⅠが⾏われました。
⿊川さん、おつかれさまでした。勉強になった
と思います。入会歴１ヶ月から 25 年のロー
タリー歴のある皆さんが参加しましたが、経験
年数よりどのようにロータリーに向き合って来た
かを実感しました。ちなみに川口南 RC から
は⼥性３名が参加していました。

江口満志

おはようございます。菅野さん入会おめでとう
ございます。末永く宜しくお願い致します。

⻄⼭育昌

菅野有希さん川口モーニングロータリークラブ
へようこそ。楽しいロータリーライフを︕

⼭野光雄

暑いとおなかがすく。よって…太る。

「外部卓話」ＡＩＧ損害保険 徃住信治様

菅野有希 新会員

小計
累計

9,000 円
128,132 円

⼥性会員が 3 名に増えました︕
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