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会長 福薗 健
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2019 年 1 月 26 日（土） 第 1593 回例会
本日のプログラム

「地区役員卓話」
職業奉仕部門委員長 杉村幹夫様
姉妹クラブ

第 1592 回例会報告

第 1594 回例会予告

札幌モーニング RC（第 2510 地区）
青森モーニング 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）

2019 年 1 月 12 日（土）
会員数 25 名 出席猶予 0 名
出席者 16 名 MU 9 名
出席率 100％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名

2 月 2 日（土）
「会員卓話」 関裕通会員

ｔ

会長挨拶

幹事報告

1 月 23 日（水）は、川口東 RC、川
口南 RC 及び川口モーニング RC の
第 13 回 3 クラブ合同例会が開催され
ました。
今回は、当クラブがホストクラブとなり、他クラブをホスト
する立場でしたが、終わってみれば私自身の準備不足
や認識不足が多々あり、ご迷惑をお掛けしましたことを
反省しております。主な要改善点は以下です。
・準備や片付けに拘泥するあまり、参加者の出迎え、
見送りの挨拶がしっかりできなかったこと。
・席札は作成していたものの円卓での席の並びや円卓
番号の事前確認が曖昧で、慌ただしいご案内となって
しまったこと等々反省すべき点が多々ありました。
2020-21 年度の中里ガバナー年度では、当クラブが
数多くホストクラブとしての対応が求められる局面があり
ます。そこでは、クラブの矜持にかけても今回のような失
敗は許されないと思いますので、これらの反省点を共有
し、次回に活かしたく思います。その「次回」となります
IM（インターシティミーティング）が 2 月 18 日（月）
に開催されます。IM では、高橋ガバナー補佐を盛り立
てるべく、しっかりとした準備と当日の対応ができればと
思います。IM のご参加どうぞよろしくお願いいたします。

地区予定
ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理ｾﾐﾅｰ 2 月 26 日
出席：黒川会長 E、赤塚次年度財団委員長
第 11 グループ予定
■インターシティミーティング（IM）
２月１８日（火）川口駅前 フレンディア
姉妹クラブ
■青森モーニング RC 創立 30 周年記念式典
4 月 20 日（土）14:00～「青森国際ホテル」
クラブ予定
・2 月例会予定
2 日（木）「会員卓話」 関裕通会員
9 日（土）「卓話」東京足立 RC 北澤艶子様
16 日（土）→18 日（月）IM に振替

・2019 年 1 月ロータリーレート 1 ドル＝112 円
［参考］2018 年 12 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

1/31（木) 川口 RC 新会員卓話 原田敬美会員
1/31（木）鳩ヶ谷 RC 「3 クラブ合同新年会」於 川口ブルワリー
1/29（火）川口東 RC 「夜間例会」
1/31（木）川口･鳩ヶ谷武南 RC 「3 ｸﾗﾌﾞ合同新年会」於 川口ﾌﾞﾙﾜﾘｰ
1/30（水）川口南RC 中川純一会長・飯嶋よし子幹事『前期半年の総括』
1/31（木）川口シティ鳩ヶ谷RC 「3 ｸﾗﾌﾞ合同新年会」於 川口ﾌﾞﾙﾜﾘｰ

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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第 1591 回例会（1 月 12 日）他の様子

福薗

健

赤塚正樹

田村亮夫
中里公造

「会員リレー卓話」
西山育昌
菅野有希

熊谷ほの

1 月 23 日（水）3 クラブ合同例会（パネルディスカッション）

江口満志
髙橋明賢
榎本正敏

おはようございます。1 月 23 日は 3 クラブ
合同例会です。今回は職業奉仕月間にち
なんだパネルディスカッションです。
先日の某団体の抽選会で 1 等のペア宿泊
券が当たりました。幸先のよいスタートが切
れました。
2019 年度米山奨学生の面接試験に行っ
て参ります。
今日は 2019 学年度の米山奨学生の選考試
験に、面接官として田村さんと出席します。叶
茂君の友人も受験されるようですが合格する
といいですね。
明けましておめでとうございます。今年一年
宜しくお願い致します。
新年明けましておめでとうございます。毎週
ロータリーの会合に参加出来る事をとても
楽しみにしています。本年もどうぞ宜しくお
願いいたします！
明けましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願いいたします。心も新たにできる新
年はさわやかな気分でたいへんにうれしく思
います。
明けましておめでとうございます。本年も宜し
くお願い致します。
おめでとうございます。暮れから痛みと戦って
おります。
「世の中で一番楽しく立派な事は一生涯を
貫く仕事を持つことです。」 福沢諭吉
本年もどうぞよろしく。

ニコニコボックス
3 クラブ合同例会・新年会

小計
累計

10,000 円
272,632 円
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1/5 新年会の一枚。

