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 10 月 6 日（土） 第 1579 回例会
本日のプログラム
「⽶⼭記念奨学⽣卓話 〜私と日本の色々〜」
叶 茂（よう も）さん
姉妹クラブ

第 1578 回例会報告

第 1580 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 29 日（土）
会員数 26 名 出席猶予 0 名
出席者 18 名 MU 6 名
出席率 92.31％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 3 名

2018 年 10 月 13 日（土）
「イニシエーション・スピーチ」
菅野有希新会員

会⻑挨拶

幹事報告

「中核市となった川口市」
川口市は平成 30 年 4 月に中核市と
なりました。中核市は指定都市以外
の都市について、規模や能力が比較的大きい都市の
事務権限を強化し、市民の身近で行政を行うことを目
的に、平成 6 年の地方自治法の改正により、地方分権
の方策のひとつとして中核市制度が創設さています。
各中核市に対するインタビューによれば、以下のよう
な市民対する便益が向上したということです。

地区予定

川口市（政策審議室）
・産業廃棄物業に係る許認可を独自で決定
・障害者手帳の早期交付（2週間⇒1週間に）
・結核、おたふく風邪のワクチン接種の助成金を独自で決定
越谷市（保健総務課）
・保健所の設置で利便性確保（今までは春日部市まで赴く）
・精神保健（自殺対策）窓口を市役所に設置、相談多数あり
青森市（企画調整課）
・保健所設置により食中毒の立入調査実施による早期解決
・ずさんな保育園の認可取り消しなど市独自の判断で実施

・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
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
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

熊谷市（企画課）・・なぜ中核市とならないか？
・保健所設置など資金を要するため、ラグビーワールドカッ
プが終ってから再度検討する。

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

10/11（木）川口RC (株)ﾄﾗｽﾄﾊﾞﾝｸ上村龍⽂取締役「賢いふるさと納税の使い方」
10/11（木）鳩ヶ谷 RC 10/7・8 商工まつりに振替
10/9（火）川口東 RC 「川口市⻑ 奥ノ木信夫様 卓話」
10/10（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 定款により休会
10/10（水）川口南RC 「⼩島恵理様卓話」〜ｵｰｶﾞﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝについて〜
10/9（火）川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 RC 10/20 親睦例会に振替

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 1578 回例会（9 月 29 日）の様子

17-18 年度⻘少年交換派遣生江畑香乃さん

東京愛宕ロータリークラブ 栁邦明様

ＰＨＦ・米山第1 回功労者感謝状授与 静谷雅人会員

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
■ビジター■
阮潔さん 今朝、熊谷さんはまた、川口MRC の娘と息子を
ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟしてくれました。そして⾞の中でお喋り
に夢中になり草加まで迷ってきました。
福薗 健 江畑香乃さん、本日は帰国報告楽しみにし
ています︕︕先週の夜間例会参加の皆様お
つかれさまでした。
赤塚正樹 最近、仕事がなくて暇だな〜と思っていたら
9 月の売上はここ数年で最低でした。
仕事をください︕
榎本正敏 久 し ぶり です。元 気 で おります 。
⻄⼭育昌 明日、地区国際奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでﾌｨﾘﾋﾟﾝ
⾏ってきます。
⼭口恵美子 江畑さん、本日よろしくお願いします。
報告楽しみにしています。
阿部昌隆 江畑香乃さん帰国報告よろしくお願い致します。
東京愛宕RC 栁様本日はﾒｲｸｱｯﾌﾟありがとうござい
ます。
江口満志 生ﾋﾞｰﾙ 3 杯、ﾊｲﾎﾞｰﾙ 7 杯、ﾎｯﾋﾟｰ 3 杯
飲み過ぎたのでｶﾐさんに送ってもらいました。
木⼾良樹 初めて応募した東京ﾏﾗｿﾝ なんと外れました。
あ〜よかった。
高橋明賢 おはようございます。昨日は⽥村さん中⾥さん
おつかれ様でした。
静谷雅人 おはようございます。うらしまたろうです。ひさしぶり
なので家を出る時間を忘れてしまい、とっても早く着
いてしまいました。道順は覚えていてよかったです。
関口⽂雄 9 月21 日夜間例会に出席された方々おつかれ様
でした。久しぶりの夜間例会なので楽しかったです。
⿊川幸博 明日、台風の中娘の結婚式です。嵐の船出
も良い思い出になると思います。
中⾥公造 今日で 66 才になりました。阮ちゃんﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄありが
とう。よくおぼえてくれていましたね︕︕
また、今日は⺟の四十九日の法要です。色々あるの
で早退するかもしれません。
⽥村亮夫 江畑さん帰国報告楽しみです。
⼩計
累計

15,000 円
154,632 円
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