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

2019 年 2 月 23 日（土） 第 1597 回例会
本日のプログラム

「会員卓話」〜ポリオについて〜
中⾥公造 会員
第 1597 回例会予告

姉妹クラブ

第 1595 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）

2019 年 2 月 9 日（土）
会員数 25 名 出席猶予 0 名
出席者 15 名 MU 8 名
出席率 92.00％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名

会⻑挨拶
2 月 18 日（月）は、第 2770 地区

2 月 23 日（土）

「ロータリーを語ろう例会」
※第 1596 回例会は 18 日 IM に振替

幹事報告
地区予定

11 グループの IM が開催されました。

ﾛｰﾀﾘｰ財団補助⾦管理ｾﾐﾅｰ 2 月 26 日

ご参加いただきました皆様ありがとうございます。

出席︓⿊川会⻑ E、赤塚次年度財団委員⻑

今回は、ロータリーの未来志向ということで、各クラブの
入会 1-3 年及び 4 年-6 年となる会員よりスピーチが
ありました。
IM 開会の挨拶で、高橋ガバナー補佐より、今回の企
画は、30 年 11 月開催の第 2770 地区大会で初め
て⾏われた会員登壇に際して、11 グループ内のクラブ
から高橋ガバナー補佐への質問事項に対する回答が、
⾃⾝の⻑年の活動から醸成された既成概念ではなかっ
たか︖︖との疑問に端を発した企画案である旨のお話
されていました。
当クラブからの発表者である、菅野会員、赤塚会員
からも、現状を踏まえ将来に向けた建設的な提案があ
り、内容の濃い IM であったと思います。本多 IM 実⾏
委員⻑、菅原・静⾕実⾏委員も中心的な役割を担っ

第2 回 1000 日会員の集い
出席︓⿊川幸博会員

3 月2 日（土） 18:00〜

姉妹クラブ
■⻘森モーニング RC 創⽴ 30 周年記念式典
4 月 20 日（土）14:00〜「⻘森国際ホテル」
クラブ予定
・3 月例会予定
02 日（土）「会員卓話」山口恵美子会員
09 日（土）「卓話」鈴⽊英男様（越⾕北 RC）
16 日（土）「⽶山記念奨学⽣卓話」叶茂さん
23 日（土） ＰＥＴＳ報告 ⿊川会⻑エレクト
30 日（土） アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会説明会
・2019 年 2 月ロータリーレート 1 ドル＝110 円
［参考］1 月 1 ドル＝112 円

ていただきました。皆さまありがとうございました。

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

2/28（⽊) 川口 RC 「卓話」 元 ラグビー日本代表 堀越 正己 様
2/28（⽊）鳩ヶ⾕RC 「献血会」10〜16時 川口市役所鳩ヶ⾕庁舎 玄関ﾎｰﾙ
2/26（火）川口東 RC 「卓話」（未定）
2/27（水）川口･鳩ヶ⾕武南 RC 「夜間移動家族例会」
2/27（水）川口南 RC 「親睦夜間例会」
2/26（火）川口シティ鳩ヶ⾕ RC ＩＭ（18 日）に振替

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

幹事 赤塚 正樹

第 1595 回例会（2 月 9 日）他の様子

ニコニコボックス
■ビジター■
北澤艶子様

今日は卓話をさせて頂きます︕雪が降り、
記念に成ります。(東京足 RC)

阮潔さん 今日は皆さんに会いたいことはもちろんですが、北澤
様の卓話を聞きに来ました。また、石佳（ｾｷｶ）ちゃん
を皆さんの前に現れさせるために来ました。よろしく︕
福薗 健

北澤艶子様の卓話 本日、よろしくお願いいた
します︕楽しみにしています。

「卓話」北澤艶子様（東京足⽴ＲＣ）

赤塚正樹 先日、飲み過ぎてしまい、⾃宅についてからの記憶が
全くありません。⾃宅につく前でなくて、良かった~
⽥村亮夫

北澤さんよろしくお願いします。 石佳さんに会える︖

江口満志

おはようございます。熊⾕さん昨日はお世話になりまし
た。お陰様で脳みそは新品同様だと言われました。

熊⾕ほの

おはようございます。北澤様におかれましては朝
の寒い中卓話にお越しいただきますこと心から
感謝申し上げると共に楽しみにしています。

⽊⼾良樹

北澤様、卓話楽しみにしております。よろしくお願いい
たします。

相⽥さんのお墓参りに⾏ってきました。

大きくて、水色の石を使った⽴派なものでしたよ︕
2/15 社会奉仕事業 リズムステップ⽊曽呂へ机と椅子を贈呈

森⽥武⾏

私はいかがわしい不動産業ですが、こんな素
晴らしい姉妹の︖不動産業もいるんだね!!

山口恵美子 北澤様、本日、卓話同じ⼥性として楽しみにして
おります。昨日、娘と観劇に。ベルばら上演45
周年の宝塚OG による「ベルばら」でした。終了後
も頭の中で「愛 それは…」の歌声が…
髙橋明賢

北澤艶子様、早朝よりようこそ。卓話楽しみに
しています。

中⾥公造

北澤様、卓話よろしくお願いします。 今晩は韓国か
らのｲﾝﾀｰｱｸﾄ訪問団の歓迎会でした。今日学⽣達は

2/18 第 11 グループ インターシティミーティング

小計
累計

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ観光のようですが、どうなることやら‼
8,000 円
292,132 円
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