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 20 日（土） 第 1581 回例会
本日のプログラム
「地区役員卓話」
国際奉仕部門 国際奉仕委員 三枝和男様
姉妹クラブ

第 1580 回例会報告

第 1582 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 13 日（土）
会員数 26 名 出席猶予 0 名
出席者 19 名 MU 7 名
出席率 100％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2 名

2018 年 10 月 27 日（土）
「卓話 〜ポリオについて〜」
東京愛宕ロータリークラブ 栁邦明様

会⻑挨拶

幹事報告

「ロータリーソングを歌うと」
歌うことは、ストレス発散だけでなく、
⾃⽴神経や血圧を安定させる効果があると
されています。
1 曲歌うことで約 10〜20 キロカロリーを消費すると考えら
れています。なおウォーキングで 200 カロリー消費するのに
は 1 時間かかると言われます。日本におけるロータリーソン
グの歴史は、以下です。これからも楽しく歌って参りましょ
う。

地区予定

ロータリーソングの始まり（日本編）
時期
1920年
（大9）
1935年
（昭10）

内容
東京ロータリークラブ創設
ロータリーソングを英語のまま歌う。
日本語のロータリーソングを求める声が高
まり、地区年次大会で日本語ロータリーソ
ング入選作が発表
『奉仕の理想』・『我等の生業』誕生
1941－45 第二次世界大戦
日本のロータリーが東⻄地区分に、友情を
1951年
（昭26） 誓いあうため『手に手つないで』誕生
1953年
『それでこそロータリー』も誕生
（昭28）

・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
地区大会
11 月 10 日（土）13:00〜 大宮ソニックシティ 小ホール
11 月 11 日（日）12:10〜大宮ソニックシティ 大ホール
大懇親会(地区大会終了後)
11 月 11 日（日）18:35〜大宮ソニックシティ 市⺠ホール
クラブ予定
東領家小学校アイメイト体験事業
11 月 1 日（木）10:00〜11︓35 小学校体育館
・10 月例会予定
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

10/25（木）川口 RC 「ガバナー公式訪問」
10/25（木）鳩ヶ谷 RC 「夜間例会」 於 ゆの郷 3F 萩乃間
10/23（火）川口東 RC 「移動例会 〜社会奉仕活動〜」
10/24（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 31 日移動例会に振替
10/24（水）川口南 RC 「夜間例会」 酒井宏暢会員卓話
10/23（火）川口シティ鳩ヶ谷 RC 「会員卓話」 ⻑野眞由美会員

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 1580 回例会（10 月 13 日）の様子

「イニシエーションスピーチ」菅野有希新会員

ニコニコボックス
福薗 健

おはようございます︕
菅野さん イニシエーションスピーチ楽しみにし
て来ました。よろしくおねがいします。

赤塚正樹

昨日は、またボートレースに⾏ってきました。
前回の勝ち分を全て寄付してきました(泣)

菅野有希

おはようございます。
本日はイニシエーションスピーチ頑張ります。
どうぞ宜しくお願いいたします︕

⽥村亮夫

菅野さん 楽しみです。
菅 原 さん元 気 ですね︕︕

熊谷ほの

高橋明賢
木⼾良樹
⾦⼦孝司会員 ⽊⼾良樹会員

菅原啓高会員

10 月お誕生日（+江口満志会員）

⿊川幸博奉仕プロジェクト委員⻑

幹事 赤塚 正樹

おはようございます。さわやかな秋風の中、とて
もさわやかに感じられる菅野会員の卓話を楽
しみです。
おはようございます。
坐骨神経痛がひどく例会は休みます。
先週は信太郎のせいで朝起きられず例会を
休んでしまいました。例会前日の信太郎との
飲みはご注意を︕

中⾥公造

菅野さんイニシエーションスピーチがんばって下さい。
ボランティア⾒本市参加します。
15 日は地区のチャリティゴルフ 300 名以
上が参加します。⽥村さん、髙橋さん、⾦
子さん、よろしくお願いします。

山野光雄

愛 が 一 番

江口満志

おはようございます。菅野さん卓話ガンバッテ︕

小計
累計

10,000 円
172,632 円

「ボランティア⾒本市よろしくお願いします︕」
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