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 24 日（土） 第 1585 回例会
本日のプログラム

「クラブ協議会」
第 1586 回例会予告

姉妹クラブ

第 1584 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 11 月 24 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

会⻑挨拶

幹事報告

後半は増強を！埼玉県ゆかりの三偉人

地区予定

渋沢 栄一
（1840－1931）資本主義の基礎を築いた実業家

塙 保己一
（1746－1821）江戸時代盲目の国学

荻野 吟子
（1851－1913）日本で最初の公認の女性医師

先入観を捨てて、まずは
声を掛けようと思います。

同志を迎えるべく、楽しく
増強活動を頑張って参り
ましょう︕︕
埼玉ゆかりの三偉人の一人小野吟子さんは、数々の困
難を乗り越え日本初の⼥医となりました。やればできる︕
の精神で、会員増強活動を頑張って参りたいと思います。

12 月 1 日（土）「クラブ研修」

■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
クラブ予定
・12 月例会予定
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

11/29 (木) 川口 RC 12/1「クラブ創⽴ 60 周年記念式典」に振替
11/29（木）鳩ヶ谷 RC 「新会員歓迎夜間例会」
11/27（火）川口東 RC 「会員卓話」 吉田英司会員
11/28（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 夜間親睦移動例会(3 ｸﾗﾌﾞ親睦)
11/28（水）川口南 RC 「親睦夜間例会」
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

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 1584 回例会（11 月 17 日）の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
■ビジター■
水野正男ﾛｰﾀﾘｰ財団部門委員⻑
本日はＲ財団部門の卓話でお招きただ
き有難うございました。
（上尾⻄ＲＣ）
菊池きみえ様 おはようございます。お世話になります。
（東京⾜⽴ＲＣ）

「地区役員卓話」 水野正男財団部門委員⻑

「指名委員会」11 月 17 日例会終了後

福薗

健

おはようございます。久しぶりの例会場です。
地区Ｒ財団部門水野委員⻑、早朝より
ありがとうございます。
赤塚正樹 3 週ぶりの例会場での例会。幹事として何
をするのか忘れていそうですが頑張ります。
工藤篤志 よろしくお願いします。
熊 谷 ほ の 街路樹も美しく紅葉しはじめハンドルも軽や
かな気分です。財団部門委員⻑水野様の
卓話楽しみです。よろしくお願いいたします。
高橋明賢 おはようございます。水野部門委員⻑、卓
話楽しみです。よろしくお願いします。
本多さん昨日ご苦労様でした。
関口文雄 ﾛｰﾀﾘｰ財団部門委員⻑の水野正男様早
朝よりありがとうございます。
榎本正敏 ロータリー財団水野正男様卓話よろしくお
願い致します。
中⾥公造 地区大会、多くの皆様参加おつかれさまでした。
水野ロータリー財団部門委員⻑卓話よろしく
お願いします。
相田会員が一昨日より博慈会に転院しまし
た。お⾒舞いに⾏ってあげて下さい。
山口恵美子 水野様、本日卓話よろしくお願い致します。
地区大会の翌々日、社労士会のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟで
したが、ﾃｨｰｸﾞﾗﾝﾄﾞに⽴つたび頭の中に「奉仕
の理想」が…結果はご想像にお任せします。
⻄山育昌 ﾛｰﾀﾘｰ財団部門委員⻑ 水野正男様 卓話
宜しくお願いします。
田村亮夫 水野ＴＲＦ部門委員⻑ようこそ。
※TRF : The Rotary Foundation
小計
累計

13,500 円
223,132 円
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