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 9 日（土） 第 1599 回例会
本日のプログラム

「 卓 話 」
鈴⽊英男様（越⾕北ロータリークラブ）

姉妹クラブ

第 1598 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 3 月 2 日（土）
会員数 24 名 出席猶予 0 名
出席者 19 名 MU 5 名
出席率 100％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名

第 1600 回例会予告
3 月 16 日（土）
「⽶⼭記念奨学⽣卓話」 叶茂さん

幹事報告

会⻑挨拶
31 年 2 月 28 日に 78 歳で永眠されまし
た榎本正敏会員の通夜、葬儀告別式が

地区予定

3 月 4 日・5 日に執り⾏われました。葬儀の前に静岡

■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

から駆け付けた⻑男様とお話させていただきました。
榎本会員は、30 年 8 月の精密検査で十二指腸癌ス
テージ 4 と診断結果を受けられたということでした。その

■会⻑エレクト研修セミナー（PETS）3 月 14 日〜15 日
出席︓⿊川幸博会⻑エレクト

2 月に⼊り体調不良を訴え⼊院されたということです。

■地区研修・協議会 4 月 12 日（⾦）大宮ソニックシティ
出席︓19-20 年度地区役員およびクラブ役員

榎本会員は、そのような状態をおくびにも出されず、例

姉妹クラブ予定

会には昨年、今年と参加されていました。また、いつも
欠かさずニコニコボックスにメッセージをいただいていまし

■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」

た。1 月 12 日のメッセージをご紹介致します。

クラブ予定

榎本正敏

・3 月例会予定
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

後は通院しながらご⾃宅での療養を続けていましたが、

「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。

33 年の⻑きに亘るロータリアン⽣活、大変お疲れ様で
した。榎本さんのご冥福をお祈りいたします。

・2019 年 3 月ロータリーレート 1 ドル＝110 円
［参考］2 月 1 ドル＝110 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

3/16（土) 川口 RC 「ふれあいコンサート」リリア音楽ホール
3/14（木）鳩ヶ谷 RC 「家族親睦夜間例会」
3/12（火）川口東 RC 「会員卓話」 ⿅嶋広久会員
3/11（月）川口･鳩ヶ谷武南 RC 「川口こども園にて交通安全教室」
3/13（水）川口南 RC 「新荘中央扶輪社授証 21 周年慶典帰国報告」
3/12（火）川口シティ鳩ヶ谷 RC 「通常例会」

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 1598 回例会（3 月 2 日）の様子

「会員卓話」⼭口恵美子会員

中⾥公造会員ベネファクター認証式

菅野有希出席スマイル委員

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
福薗 健 榎本会員のお悔やみ申し上げます。お会いできない
かと思うととても悲しく思います。
赤塚正樹 ⼀昨日、昨日と全国から参加者が集まるイベント企画
があり、ホストでしたので、大変でしたが、何とか無
事終わりました。
⻄⼭育昌 2 月21~24日地区国際奉仕で3800地区でﾌｨﾘﾋﾟﾝ
に⾏ってきました。⼭口会員卓話宜しくお願いします。
中⾥公造 昨日、次年度⼩林ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度の地区ﾁｰﾑ研修ｾﾐﾅｰ
に出席の木⼾さん、福薗さん、⻄⼭さん、⼯藤さん
お疲れ様でした。久しぶりに 3 次会まで飲んでしま
いました。 木⼾さん、来年は大変ですよ!!
中⾥公造 ⼭口さん 卓話よろしく。楽しみにしています。
中⾥公造 ﾛｰﾀﾘｰが好きで、誰よりも川口ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC が好きだっ
た榎本さんが逝ってしまった。「中⾥さんのｶﾞﾊﾞﾅｰ
年度まで頑張るよ‼」と言ってくれていた榎本さん、
永年に亘り大変お世話になりました。闘病⽣活つら
かったと思います。やすらかにお眠り下さい。
木⼾良樹 今日この会場に榎本さんが来ていることでしょう︕皆
でお礼を言いましょう。同じﾁｬｰﾀｰの森田さん、くれ
ぐれも連れていかれないように。
高橋明賢 おはようございます。故 榎本様、毎週お花をありがとう
ございました。 ⼭口会員、本日の卓話楽しみです。
⼭口恵美子 おはようございます。榎本会員ご逝去の報に接し、
もうあの優しい笑顔を拝⾒できないと思うと悲しい気
持ちになります。「榎本さん、⼊会以来ありがとうござ
いました。」謹んでお悔やみ申し上げます。
熊谷ほの ｸﾗﾌﾞに大変貢献されました榎本会員ご逝去のこと信じ
がたく悲しい気持ちでございます。またｸﾗﾌﾞに大きな
穴があいた感じでございます。心からご冥福をお祈り
申し上げます。 ⼭口会員の卓話楽しみです。
田村亮夫 残念です 榎本会員の他界
⼩計
累計

11,000 円
313,132 円
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