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 13 日（土） 第 1580 回例会
本日のプログラム
「イニシエーション・スピーチ」
菅野 有希

新会員

姉妹クラブ

第 1579 回例会報告

第 1581 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 10 月 6 日（土）
会員数 26 名 出席猶予 0 名
出席者 14 名 MU 6 名
出席率 76.92％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名

2018 年 10 月 20 日（土）
「地区役員卓話」
三枝和男国際奉仕部門国際奉仕委員

会⻑挨拶

幹事報告

2017 年度（公財）ロータリー米山奨学
会の決算報告書が提出されました。同年度
の収入は 15.5 億円、支出が 14.5 億円、
財政規模も 100 億円を超える水準となり、安定している
状況です。米山奨学会シンボルマークの重なり合うハート
は、「ロータリアン」と「奨学生」です。米山奨学生の成⻑に
並走することでロータリアンの気持ちも成⻑しており、それ故
に 50 年以上続いている事業となっています。これからも一
人でも多くの奨学生を一つでも多くのクラブが受け入れる
体制が続くことを祈念しています。

地区予定

近年の傾向

・寄付金収入に見合った支援規模とするため、05年
より奨学生数を1,000名→800名に減らして奨学事
業実施も09年より寄付金収入が事業費を下回る。
・不足分を補うために10年・11年は特別積立資産を
取り崩し800名支援を維持も、理事会で決定した取
崩限度（25億）に達し、これ以上の取崩は休止に
・13年4月から奨学生数を700名としたことで黒字化
、以降寄付金収入増加傾向にあり奨学生数も増加

・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
田村会員 中⾥会員 髙橋会員 ⾦⼦会員
・地区ロータリー財団グローバル補助⾦セミナー
10 月 26 日（⾦）浦和ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 18︓30 福薗会⻑
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
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

・17年も寄付金収入は順調に推移し5期連続黒字、
19年の奨学生採用枠は18年の820名→850名に

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

10/18（木）川口 RC 「新会員卓話」 松井実会員 加藤咲⼦会員
10/18（木）鳩ヶ谷 RC 「外部卓話」
10/16（火）川口東 RC 「親睦バス旅⾏」迎賓館・国会議事堂等
10/17（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 「クラブ協議会」
10/17（水）川口南 RC 「奉仕プロジェクト地区補助⾦(植樹)事業」
10/16（火）川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 RC 「米山月間卓話」イエンさん

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 1579 回例会（10 月 6 日）の様子

ニコニコボックス
福薗 健

４日㈭職業奉仕の集い、5 日㈮理事会に
ご参加の皆様ありがとうございました。
叶君 本日卓話楽しみにしています︕︕

赤塚正樹

今日からまた 3 連休、休みだらけで仕事が
進みません。いや、休みじゃなくても進まない
か（笑）

田村亮夫

叶 茂 君 楽 し みです 。

熊谷ほの

「米山記念奨学生卓話」叶茂さん

中⾥公造

福薗健会⻑（右）

幹事 赤塚 正樹

おはようございます。ヨー君の卓話楽しみです
す。すでに浦和北 RC にて卓話済みと聞きま
した。⼤変に好評だったようです。
叶茂君 卓話がんばって。楽しみです。

高橋明賢

10/4 職業奉仕セミナー 日高屋の神田正
さんの講演が良かったです。参加の皆様おつ
かれ様でした。

阿部昌隆

叶さん本日の卓話楽しみにしております。
私ごとですが、このたび「ぐるなび」が運営して
いる食の web サイト「dressing」の食の専
門化ライターとして契約しました。発信の新た
なチャンネルができました。

赤塚正樹幹事（左）
榎本正敏

小計
累計

叶茂君、卓話ありがとう。
中国の星になって下さい。

8,000 円
162,632 円

叶茂さんの卓話に聞き入る
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