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 27 日（土） 第 1582 回例会
本日のプログラム
「卓話 〜ポリオについて〜」
東京愛宕ロータリークラブ 柳邦明 様
姉妹クラブ

第 1581 回例会報告

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 20 日（土）
会員数 26 名 出席猶予 0 名
出席者 14 名 MU 7 名
出席率 80.77％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名

会⻑挨拶

幹事報告

ロータリーのポリオ撲滅活動の歴史は 1979
年に遡ります。40 年弱に歴史で全世界の
ポリオの発症数を 99.9％減らすことに
成功しましたが、まだ撲滅されていません。
ロータリーは、目標を実現するまで決してあきらめない姿勢
を貫いています。10 月 24 日のポリオデーでも世界各地
で様々なイベントが開催されました。当クラブでも並走感を
持ち、想いを一に、ポリオ撲滅の実現に尽くしていければと
思います。

地区予定

第 1583 回例会予告
11 月 3 日（土）祝日につき休会
11 月 11 日（土）地区大会に振替
第 1584 回例会予告
11 月 17 日（土）「地区役員卓話」

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
※11 日は全会員出席です。クラブ紹介時に登壇します。
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
・11 月例会予定
3 日（土）祭日のため休会
10 日（土）地区大会（10・11 日）に振替
17 日（土）「地区役員卓話」ﾛｰﾀﾘｰ財団部門委員⻑ 水野正男様

・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

11/ 1（木）川口 RC
11/ 1（木）鳩ヶ谷 RC
10/30（火）川口東 RC 「越谷 RC へクラブ研修」「夜間例会」
10/31（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 「夜間例会」
10/31（水）川口南 RC 「親睦夜間例会」
10/30（火）川口シティ鳩ヶ谷 RC 27 日「バザー」へ振替

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 1581 回例会（10 月 20 日）の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
■ビジター■
三枝和男国際奉仕部門国際奉仕委員
本日はよろしくお願い致します。
(大宮東 RC)

「地区役員卓話」国際奉仕部門国際奉仕委員三枝和男様

⽥村亮夫

三枝さん早朝よりご苦労さまです。
よろしくお願いします。

⻄⼭育昌

地区国際奉仕委員三枝さん
卓話宜しくお願いします。

中⾥公造

三枝さん早朝よりありがとうごうざいます。
卓話よろしくお願いします。

榎本正敏

三枝和男様 卓話よろしくお願い致します。
楽しみです。

木⼾良樹

三枝様が家まで迎えに来いということで
朝 5 時半に起こされました。
例会が終わったら蕨で昼飲み会をやります
ので、みなさんもよかったらどうぞ︕

赤塚正樹

本日は弁理⼠試験の試験委員対応のため
欠席しています。申し訳ありません。
阿部さん幹事代⾏ありがとうございます。

阿部昌隆会員（幹事代⾏）

小計
累計

8,000 円
180,632 円

森⽥武⾏会員（SAA 代⾏）
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