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 15 日（土） 第 1588 回例会
本日のプログラム

「中⾥公造ガバナーノミニー卓話」
第 1589 回例会予告

姉妹クラブ

第 1587 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 8 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 20 日（木）

「クリスマス家族例会」
会場 東京ﾄﾞｰﾑﾎﾃﾙ 42Ｆ【オリオン】

会⻑挨拶

幹事報告

ロータリーの徽章を付けることは、下記の

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

意味があると 1993-1994 年度 RI 会⻑の
ロバートバースは、国際協議会にてスピーチしています。
普段私は例会時など、何気なく徽章を着けていましたが、
深遠な意味があるということを知り、ロータリーの寛容の精
神と多様性の尊重の外観をこの徽章が担っているのでは
ないかと思いました。また、併せて「それでこそロータリー」の
歌詞の意味合いについて関連性を感じた次第です。
 あなたは私を信頼いただいて結構です。私は信頼に値
する者です。
 私の用意はできています。何時でも、あなたのために奉
仕します。
 私は受ける以上のものを、あなたに与えます。私は人
のために奉仕します。
1993-1994年度RI会長ロバートバース（国際協議会にて）
それでこそロータリー
どこで会っても やあと言おうよ
⾒つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手を振り合おうよ
それでこそ ローローロータリー

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

12/20（木) 川口 RC ⻘少年交換派遣学⽣卓話 外村瑠菜さん
12/20（木）鳩ヶ谷 RC 「クリスマス家族例会」 会場 Plat Chaleureux
12/18（火）川口東 RC 「家族会」 会場 浅草 都鳥
12/19（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC ｸﾗﾌﾞ年次総会 次年度理事役員発表
12/19（水）川口南 RC 21 日移動例会ｸﾘｽﾏｽﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに振替
12/18（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 1587 回例会（12 月 8 日）の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
■ビジター■
八木富美子様 先週に続きまして、おじゃま致しました。
本日、総会おめでとうございます。所用
で早退させていただきます。
（東京⾜⽴ RC）
福薗

健

赤塚正樹
す。
⽥村亮夫
中⾥公造
⻄⼭育昌

お早うございます。本日、年次総会です。
ロータリーは何事も早め早めで勉強になりま
す。
工藤さん、おはようございます。お久しぶりで

クラブ総 会 素 晴 らしい会 にしましょう。
年 次 総 会 よろ しく 。
12 月 6 日さいたま中央 RC に卓話に
⾏って来ました。⼭口会員のお父さんにお会
いしました。娘をよろしくと言ってましたよ〜
熊谷ほの おはようございます。早くも総会の日を迎えま
したね。又、新たな順序がスタート。新鮮な
感じです。
工藤篤志 赤塚さん、おはようございます。
榎本正敏 「年次総会」

「年次総会」

小計
累計

10,000 円
255,132 円

⿊川幸博会⻑エレクト 挨拶

クラブ創立会員 相田浩司会員が 12 月８日 75 才
で逝去されました、謹んでご冥福をお祈りします
17-18 年度⻘少年交換派遣⽣

江畑香乃さん

2018-19 年度 役員・理事
会⻑
会⻑エレクト・奉仕Ｐ
副会⻑
幹事
副幹事・会場監督
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