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 3 月 2 日（土） 第 1598 回例会
本日のプログラム

「会員卓話」
山口恵美子 会員
第 1599 回例会予告

姉妹クラブ

第 1597 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 23 日（土）
会員数 25 名 出席猶予 0 名
出席者 17 名 MU 8 名
出席率 100％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名

会⻑挨拶

幹事報告

2 月 26 日（火）は、2019-20 年度

地区予定

地区ロータリー財団補助⾦管理セミナー、
3 月 1 日（⾦）は地区チーム研修セミナーが開催さ
れ、次年度のロータリーが少しずつ動き始めました。
2019－20 年度当地区ガバナーの⼩林操さんは、幼
少期にポリオに感染された当時のことを振り返り、次のよ

3 月 9 日（土）

「卓話」 鈴⽊英男様（越⾕北 RC）

第2 回 1000 日会員の集い 3 月2 日（土） 18:00〜
出席︓⿊川幸博会員、菅野有希会員
ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI） パートⅢ
3 月 8 日（⾦） 9:30〜17:30 出席︓⿊川幸博会員
⽶⼭記念奨学生修了式 3 月 10 日（日） 14:00〜
出席︓福薗会⻑ 熊⾕直前会⻑ ⿊川 C 叶茂さん

うに語られています。「ご自身のお子さんが⼩さい時を、
またいまお孫さんを思い出してください。風邪をひき発熱
し、ダラダラ続いたら、心配するでしょう。そして、それがポ

■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」

リオだったら・・・治す薬がない。一生障害が残ると医者

クラブ予定

から言われたら、親の気持ちはだれも一緒です。あと少

・3 月例会予定
09 日（土）
16 日（土）
23 日（土）
30 日（土）

しで、天然痘以来 2 つ目の感染症が根絶されます。身
近な実感として、ポリオ撲滅活動を最後まで成し遂げま
しょう。」2018-19 年度もまだ 4 カ月あります。親睦と
奉仕の充実を図りたく思います。本日もどうぞよろしくお
願いいたします。

「卓話」鈴⽊英男様（越⾕北 RC）
「⽶⼭記念奨学生卓話」叶茂さん
「ＰＥＴＳ報告」 ⿊川会⻑エレクト
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

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

3/7（⽊) 川口 RC
3/7（⽊）鳩ヶ⾕ RC 会員卓話 「ロータリーの今昔」末次洋司会員
3/5（火）川口東 RC 会員卓話 田中好一会員、他
3/6（水）川口･鳩ヶ⾕武南 RC
3/6（水）川口南 RC
3/5（火）川口シティ鳩ヶ⾕ RC 新会員入会式（予定）

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

幹事 赤塚 正樹

第 1597 回例会（2 月 23 日）他の様子

ニコニコボックス

赤塚正樹 18 日のIM お疲れさまでした。私の話、ちょっと本音を話
し過ぎたかもしれません。すみません。
田村亮夫 ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾎｽﾄｸﾗﾌﾞご苦労さまでした。これからも
頑張りましょう。補佐、お疲れさま。
高橋明賢 2/18 の第11G IMは皆様のご協⼒により盛会に終わ
りました。ありがとうございました。
熊⾕ほの おはようございます。本日の例会は2/23ﾛｰﾀﾘｰの誕生
が1905年2 月23日。ｸﾗﾌﾞにとって何か意味がある
のかなと思います。⻑い歴史を振り返ることもいいのか
しら。

「会員卓話」~ポリオについて~ 中⾥公造会員

中⾥公造 11グループのIM大成功でした。髙橋ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、本
多実⾏委員⻑ ご苦労さまでした。そしてｸﾗﾌﾞの皆さん
お疲れ様でした。菅野さんグループ内ﾃﾞﾋﾞｭｰおめでとう
ございます。とても良かったですよ‼
⼭口恵美子 おはようございます。中⾥ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ本日卓話よろし
くお願いたします。午後は社労士会の支部対抗ﾎﾞｳﾘﾝ
ｸﾞ大会。ｶﾞｰﾀｰに誘惑されないよう頑張ります。
⽊⼾良樹 今度新しい仲間が増えます。佐渡島出身ですので、種
子島出身の江口さんとは「ｼﾏﾝﾁｭｰ」同士、気が合うと思
高橋明賢第 11 グループガバナー補佐

いますﾖ♡
阿部昌隆 恥ずかしながら、7年目にして初めてｺﾞﾙﾌ参加者を獲得
しました。入会候補者でもありますので皆様よろしくお
願い致します。私もさらに頑張りますので、引き続き参
加者獲得よろしくお願いします。
⼭野光雄 はやぶさ2 りゅうぐう着陸おめでとう
菅野有希 川田さんお誕生日おめでとうございます︕何歳になられ
ましたか︖いつまでも素敵な川田さんでいてください。
昨日、街中で⽊⼾さんご一⾏にお会いしました。どこで
で会っても『やあ』と言い合える関係でとても幸せでし

クラブ創⽴会員 榎本正敏会員が 2 月 28 日 逝去されました
(享年 78 才) 慎んでご冥福をお祈りします

⼩計
累計

た。
10,000 円
302,132 円
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