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 12 月 1 日（土） 第 1586 回例会
本日のプログラム

「クラブ研修」

⽥村亮夫クラブ研修リーダー
第 1587 回例会予告

姉妹クラブ

第 1585 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 4 名
出席率 88.46％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名

12 月 8 日（土）「年次総会」

会⻑挨拶

幹事報告

クラブ協議会は、クラブ運営について会員が

地区予定

忌憚のない意⾒を出し合う場です。効果的

■川口 RC 創⽴ 60 周年記念式典

なクラブ運営に資する時期として以下が列挙されています。

12 月 1 日(木)15:00
■会員増強維持部門主催⼥⼦会
12 月 ５日(水)17︓00〜[T.T.Cucina]
参加︓熊谷ほの会員
■⻘森モーニング RC 創⽴ 30 周年記念式典
2019 年 4 月 20 日（土）14:00〜「⻘森国際ホテル」
クラブ予定
・12 月例会予定
8 日（土）「年次総会」

また、事の⿊⽩をつけたり、あえて結論を導き出す必要はない
とされるクラブフォーラムも討議検討の場として用意されていま
す。各会員が、日々感じていることを述べ合うことで、ロータリ
ー活動の基本理念としての人道主義にもとづく寛容の精
神と多様性の尊重を体感できる機会となればと思います。

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 42F
29 日（土）定款に則り休会

・2018 年 12 月ロータリーレート 1 ドル＝112 円
［参考］2018 年 11 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

12/
12/
12/
12/
12/
12/

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

6（木) 川口 RC 「新会員卓話」永井牧会員・木内賢治会員
6（木）鳩ヶ谷 RC ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 「次年度理事役員構成について」
4（火）川口東 RC 「クラブ年次総会」
5（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 「理事会」
5（水）川口南 RC 『ｸﾗﾌﾞ年次総会』『⻑期ﾋﾞｼﾞｮﾝｱﾝｹｰﾄについて』
4（火）川口シティ鳩ヶ谷 RC

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 1585 回例会（11 月 24 日）の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
福薗

健

赤塚正樹

⽥村亮夫
⻄⼭育昌
「クラブ協議会」
高橋明賢

熊谷ほの

中⾥公造
新会員紹介者江口満志会員へ表彰

木⼾良樹

小計
累計

おはようございます。本日は、クラブ協議会で
す。宜しくお願い致します。昨晩は飲み過ぎ、
電⾞で寝てしまい、赤羽と鴻巣駅を⼆往復し
てしまいました。時間を⼤切にしましょう。
弁理⼠会で一泊⼆日の旅⾏会があり、楽
しかったのですが、体重が 2.5 キロも増えま
した。これまでの努⼒が…
クラブ協議会 委員会の発表、よろしくお願
いします。
21 日(水)に栃木県の⼤平⼭に紅葉を⾒
に⾏ってきました。ゴルフ以外で栃木に⾏く
のは何回目かな︖
おはようございます。昨日、伊勢神宮へ⾏っ
て来ました。正月並みの人出がありビックリ
です。
おはようございます。先日ヨー君と四谷のお
茶会に⾏って来ました。中国でのお茶の⽂
化は古く、日本の茶の⽂化は、中国から来
たものです。茶の⼼は一つ。他者への思い
やりの⼼です。
今週は 18 日〜21 日まで神⼾においてロ
ータリー財団地域セミナー、ガバナーノミニー
研修会、そしてロータリー研究会に出席し
て来ました。特に⼆日目はノミニーのパート
ナーの出席要請があり、家内も 10 時から
18 時までみっちり講習を受けました。とにか
く疲れました。今日は米⼭のカウンセラー研修
会。⿊川さんよろしく。
連日、ゴーンさんの話題がテレビでにぎわっ
ていますが、50 億くらいでガタガタ言うなと
中⾥公造氏が言ってました。

8,000 円
231,132 円

⽶⼭記念奨学⽣ 叶茂さんへ奨学⾦授与
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