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 11 月 17 日（土） 第 1584 回例会
本日のプログラム
「地区役員卓話」
ロータリー財団部門 部門委員⻑ 水野正男様
第 1584 回例会予告

姉妹クラブ

第 1582 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 27 日（土）
会員数 26 名 出席猶予 0 名
出席者 17 名 MU 6 名
出席率 88.46％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名

会⻑挨拶
11 月上旬は、例会場での例会開催はありま
せんでしたが、1 日(木)に東領家⼩学校での
アイメイト体験事業、9 日(⾦)は、菅野会員の
歓迎会、10 日（土）11 日(日)は、2770 地区の地区大会が
開催されました。
菅野会員の歓迎会では、多くの会員の皆様が参加され、期待の
高さが伺われました。
また、地区大会では、アイメイトブースの設置による募⾦活動の
実施、参加した全会員入場に備え、たくさんの会員の皆様に集まっ

幹事報告
地区予定
■ポリオ撲滅カウントダウンチャリティコンサート
※募集中 11 月 29 日（木） 18:30〜（開場 18:00）
さいたま芸術劇場 チケット 3,000 円
■ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅡ
11 月 30 日（⾦） 9:30〜17:30（受付 9:00）
出席︓⿊川会⻑エレクト

ていただきましたことは、感謝の念に堪えません。ありがとうございまし

クラブ予定

た。地区大会も終り、⼀段落したところで、これからは、会員増強

・12 月例会予定

活動に⼒を注ぎたく思います。
来たる 2020－21 年の中⾥公造ガバナー年度に向けて、志し
を⼀にする同志をより多く迎え、楽しくメリハリの効いたクラブ運営が
出来ればと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

11 月 24 日（土）「クラブ協議会」

1 日（土）「クラブ研修」
8 日（土）「年次総会」
15 日（土）「中⾥公造ガバナーノミニー卓話」
20 日（木）「クリスマス家族例会」東京ドームホテル
29 日（土）定款に則り休会

・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

11/22（木）川口 RC」 『ﾌｨﾝﾄﾞﾚｰ報告会』 増井千恵⼦国際奉仕委員⻑
11/22（木）鳩ヶ谷 RC 定款により休会
11/20（火）川口東 RC 「新入会員卓話」 細谷定之会員
11/21（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 11/11 地区大会に振替
11/21（水）川口南 RC 「外部卓話」 城北信⽤⾦庫 増田博⾏⽀店⻑
11/20（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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会⻑ 福薗 健

第 1582 回例会（10 月 27 日）他の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス

■ビジター■
柳邦明様 本日はよろしくお願いいたします。
卓話のお礼はニコニコにさせていただきます。
（東京愛宕 RC）

「卓話〜ポリオについて〜」 柳 邦明 様

東領家⼩学校ｱｲﾒｲﾄ体験事業

11 月１日（⾦）

福薗 健 栁様 本日卓話よろしくお願いします。
赤塚正樹 ちょっと疲れがたまっています。
なんとか頑張ります。
田村亮夫 国際的の最も関心の高い「ポリオについて」
よろしくお願いします。
高橋明賢 本日卓話 栁様楽しみにしています。
11/11（日）地区大会・全員の出席を
お願いします。
例会２回お休みしたので久し振りの感です。
中⾥公造 柳さん早朝よりありがとうございます。ポリオに関す
る卓話楽しみです。
昨日は浦和 RC にﾒｰｸｱｯﾌﾟに⾏きましたが会⻑
挨拶の違いを感じました。夜はｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助⾦ｾ
ﾐﾅｰに参加しました。とても参考になりました。
熊谷ほの おはようございます。山々の彩が美しい日本です。
栁様の卓話楽しみです。よろしくお願い致します。
先日、叶君と佐藤会員(浦和ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ)に
ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの指導を受けて来ました。
木⼾良樹 柳さん早朝よりようこそ。今日のお弁当は
ｶﾚｰです。ｳｿです。卓話よろしくお願いします。
阿部昌隆 東京愛宕ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 栁様 本日は卓話楽
しみにしております。よろしくお願い致します。
赤塚正樹 先週、義理の⽗が亡くなり急きょ例会をお休み
し、ご迷惑をおかけしました。

菅野有希新会員歓迎会
１１月９日(⾦)

地区大会 11 月 11 日（日）

⼩計
累計

29,000 円
209,632 円
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