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 8 日（土） 第 1587 回例会
本日のプログラム

「年次総会」
第 1588 回例会予告

姉妹クラブ

第 1586 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 12 月 1 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 1 名

12 月 15 日（土）
「地区役員卓話」

中⾥公造ガバナーノミニー

会⻑挨拶

幹事報告

現在、日本では 12、世界では 283 の

地区予定
■⽶⼭記念奨学⽣【感謝の集い】
12 月 23 日(日)1３:３0〜18︓00
ラフレさいたま
出席︓⿊川幸博カウンセラー 叶茂さん

E クラブが活動しています。E クラブの特徴
として、⾝体的事情、地理的事情、仕事のスケジュールな
ど制約がある⼈など、毎週例会場に赴くことなく例会に参
加できます。また、ロータリアンなら誰でも E クラブの例会に
出席して、⽋席した例会のメークアップを⾏うことができま
す。未知の概念や経験を受け⼊れる機会として、メイキャッ
プも楽しいものでした。是非に経験ください。

姉妹クラブ
■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
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

12/13（木) 川口RC 「卓話」済⽣会川口総合病院 高木敦循環器内科部⻑
12/13（木）鳩ヶ谷 RC 「クラブ年次総会」
12/11（火）川口東 RC 「卓話」
12/12（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 「雑誌の時間」
12/12（水）川口南 RC 「ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ」ｸﾘｽﾏｽ家族移動例会について
12/11（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
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第 1586 回例会（12 月 1 日）の様子

ニコニコボックス
■ビジター■
八木冨美子様

「クラブ研修」田村亮夫クラブ研修リーダー

⽶⼭記念奨学⽣

叶茂さん

17-18 年度「Every Rotarian、Every Year」認証バナー

皆様おはようございます。
（東京⾜⽴ RC）

福薗

健

おはようございます。クラブ研修、田村パストの
お話を楽しみに参りました。
赤塚正樹 この時期に忘年会が連続しています。
飲み過ぎないように気をつけます
田村亮夫 今日の例会は 3Ｌです。よ ろ し く ︕
中⾥公造 田村さんクラブ研修よろしくお願いします。
⿊川さん昨日の RLI 研修おつかれ様でした。
榎本正敏 「クラブ研修」田村さんよろしく。
⼭野光雄 寒くなりました。カゼに気をつけましょう
⼭口恵美子 おはようございます。田村パストガバナーの
クラブ研修よろしくお願いいたします。明日
12 月２日は社労士の日です。
⻄⼭育昌 今日から 12 月 今年も後一カ月…明日
は川口マラソンです。走る⼈はガンバッテ下
さい。私は大会役員で 6 時集合です。
静谷雅⼈ もうすぐ寒い冬ですね。でもうちの薪ストーブ
を昨日とりはずしました。ススで鼻の中がまっ
⿊になりました。かわりに来週からススの出
ないクリーンな炎の暖炉になります。皆様ぜ
ひお⽴ち寄りください。
熊谷ほの
おはようございます。今年も早くも残り少なく
なりました。田村さんからの研修、勉強でき
ます事、大変に楽しみです。よろしくお願い
致します。
高橋明賢 おはようございます。田村 PDG、今日卓話
よろしくお願いします。
木⼾良樹 大阪万博決まりましたね。皆で⾏きましょう︕そ
れにしても今年は「大」の字が活躍しました。ﾃﾆｽ
の大坂なおみ,大ﾘｰｸﾞの大谷翔平,ｻｯｶｰの大
迫。今年の一文字は「大」の字になるでしょう︕
小計
累計

14,000 円
245,132 円
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