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 29 日（土） 第 1578 回例会
本日のプログラム
「モーニング学友卓話 〜留学帰国報告〜」
17-18 年度⻘少年交換派遣⽣ 江畑香乃さん
姉妹クラブ

第 1577 回例会報告

第 1579 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 21 日（⾦）
会員数 26 名 出席猶予 0 名
出席者 13 名 MU 5 名
出席率 69.23％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名

2018 年 9 月 29 日（土）
「⽶⼭記念奨学⽣卓話」
叶茂さん

会⻑挨拶

幹事報告

「夜間例会を開催しました」

地区予定

9 月 21 日（金）は新年度になり初の
夜間例会を開催しました。ご参加いただきありがとうご
ざいました。夜間での開催は、お酒も入るため、通常の
朝例会とは違った楽しみがありました。
ロータリーの文献に拠ると親睦には、次の２つがある
と記述があります。
「感性的な親睦」：ゴルフや旅行、酒を楽しむこと。
「精神的な親睦」
：他のロータリアンと切磋琢磨し、自己
研鑽に励みながら、自らの心を高めていくこととあり、
その文献には、ロータリーは社交クラブであるので、基
本的にまず楽しくなければならない。そのため、感性的
な親睦も大いに奨励されるべきだと思います。但し、忘
れてはならないことは、酒を飲んでも、ゴルフをしても、
自身の足らざるところを他のロータリアンから学ぶ姿勢
を持つべきことにある。とありました。
ロータリアンがお互いに学びあうことによって自らを
高めあうこと、
「感性的な親睦」と「精神的親睦」が一体
不可分、混然一体となった日々を送ることもロータリー
の親睦であって、そこにもロータリーの魅力があると思
いました。

・地区⼤会記念チャリティーゴルフコンペ
10 月 15 日（月） プレステージＣＣ
・職業奉仕部門セミナー
10 月４日（木） パレスホテル⼤宮
クラブ予定
・ボランティア⾒本市
10 月 14 日（日）川口駅東口キュポ・ラ広場
・10 月例会予定
6 日（土）「⽶⼭記念奨学⽣卓話」叶茂さん
13 日（土）「イニシエーション・スピーチ」菅野有希会員
20 日（土）「地区役員卓話」国際奉仕部門委員 三枝和男様
27 日（土）「卓話〜ポリオについて〜」東京愛宕ＲＣ柳邦明様

・2018 年 10 月ロータリーレート 1 ドル＝112 円
［参考］2018 年 9 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

10/4（木）川口 RC
10/4（木）鳩ヶ谷 RC クラブフォーラム「商工まつりについて」
10/2（火）川口東 RC
10/3（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問前ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問
10/3（水）川口南RC ⽶⼭記念奨学⽣卓話 王淑嫻さん 『英徳紅茶について』
10/2（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
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第 1576 回例会（9 月 15 日）他の様子

ニコニコボックス

■ビジター■
福本勝由様

メイキャップにおじゃましました。よろしく。
（東京江北ＲＣ）

福薗 健

「クラブ研修（1）」田村亮夫研修リーダー

菅野有希 出席・スマイル委員

9/21「夜間例会」オクターブ演歌茶屋

13 日（木）は、公共イメージ・会員増強
合同夜間例会のご参加ありがとうございました。
本日、田村パストのクラブ研修、楽しみにし
ています。勉強いたします。
赤塚正樹 みなさま、お疲れさまです。
田村亮夫 みなさんと共に⾏動しましょう。
手に手つないで︕︕
中⾥公造 田村さん クラブ内の研修よろしくお願い致しま
す。
腰痛が直りません。今回は⻑引いています。
⼭口恵美子 先週は誕⽣日プレゼント、ありがとうござい
ました。童心にかえりました。
今日は田村パストガバナーによる研修楽し
みにしております。よろしくお願い致します。
阿部昌隆 田村クラブ研修リーダー、本日の卓話
よろしくお願いいたします。
高橋明賢 おはようございます。
相田浩司 おはようございます。
木⼾良樹 「ﾌﾟﾙﾙﾙﾙ〜」急いで電⾞に⾶び乗り、何と
か間に合った。二つ目の駅のドアが開き、ホ
ームの⾜元をみると、「⼥性専⽤⾞両」の⽂
字が…。後ろを振り返ると⼥性ばかり…
「オ ゥ、ハーレム︕」
熊谷ほの おはようございます。秋を感じる昨今ですね。
田村会員の卓話心を引き締めて拝聴します。
⿊川幸博 娘の結婚のお祝いを頂き誠にありがとうござい
ました。9 月 30 日娘と一緒にバージンロード
を歩いて来ます。
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