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 16 日（土） 第 1600 回例会
本日のプログラム

「⽶⼭記念奨学⽣卓話」

2018 学年度⽶⼭記念奨学⽣ 叶茂さん
姉妹クラブ

第 1599 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 9 日（土）
会員数 24 名 出席猶予 0 名
出席者 16 名 MU 8 名
出席率 100％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2 名

会⻑挨拶

第 1601 回例会予告
3 月 23 日（土）
「PETS 報告」 ⿊川幸博会⻑ｴﾚｸﾄ

幹事報告

本日は、バナナの叩き売りから起業された
ポラスグループの創業者であり、「南越谷

地区予定

阿波踊り」の発起人であります中内俊三様についての
お話を越谷北 RC の鈴⽊英男会員にいただきました。

■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

鈴⽊様と中内社⻑の関係は、鈴⽊様が⾦融機関に

姉妹クラブ予定

お勤めの際に、起業したての中内様が事業資⾦を借り
にきたことに遡ります。どの⾦融機関からも借⼊が得ら

■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」

れない状況でありましたが、鈴⽊様は中内社⻑の人間

クラブ予定

性を⾒込んで社内稟議に奔走され、無事に貸出しが
できたことが、現在のポラスの原点となっています。

・3 月例会予定
30 日（土）「アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会説明会」

お二人の信頼関係の深さに⾔葉には⾔い表せない感

4 月 8 日(月) 「アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会」

銘を受けました。最後に鈴⽊様にご紹介いただいた中
内語録を幾つか紹介致します。

・4 月例会予定
6 日（土）ｱｲﾒｲﾄ寄贈ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会振替
13 日（土）国際奉仕フォーラム
20 日（土）⻘森MＲＣ創⽴30 周年記念式典振替

・絶えず時代の要請に応え、新しい暮らし文化の価値
の創造に努め、社会の発展に寄与する。
・⼀流の会社、人物、文化と接しよう。独特のエキスを
持っている。

・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

3/21（⽊) 川口 RC 祝日につき休会
3/21（⽊）鳩ヶ谷 RC 祝日につき休会
3/19（火）川口東 RC 「会員卓話」 吉田英司会員
3/18（月）川口･鳩ヶ谷武南 RC クラブ定款により休会
3/20（水）川口南 RC 「外部卓話」⻫藤記念病院医院⻑ ⻫藤卓 様
3/19（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 1599 回例会（3 月 9 日）の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
■ビジター■
鈴⽊英男様 本日は卓話にお邪魔させて頂きました。よろしくお願い
致します。
阮潔さん 叶君お帰り! 今週水曜に初めてｺﾞﾙﾌの練習をしてきまし
た。最初の⼀球はなんと目の前の30㎝の所でした。
今後、皆さんと⼀緒に楽しんでやれるように練習をした
いと思いますので、髙橋さん、奥さんのｺﾞﾙﾌｾｯﾄをもう
少し使わせていただいても宜しいでしょうか。

「卓話」鈴⽊英男様（越谷北 RC）

3 月誕生日 熊谷会員 田村会員 本多会員

⽶⼭記念奨学⽣ 叶茂さん 最後の奨学⾦授与

福薗 健 越谷北RC 鈴⽊様 本日は当クラブへ来ていただきあり
がとうございました。卓話楽しみにしています!!
赤塚正樹 花粉が飛んでいますね。目がかゆくて辛いです。目が赤く
ても泣いている訳ではありませんので念のため。
田村亮夫 早朝の例会楽しんで下さい。卓話楽しみです。
⻄⼭育昌 越谷北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ鈴⽊英男様 宜しくお願いします。
江口満志 おはようございます。宜しくお願いします。
⽊⼾良樹 林さん、当クラブ⼊会おめでとうございます(たぶん) うち
のクラブは鍛えれらるのでへこたれない精神が勝手に
身につきます。仕事にもきっと役⽴つと思いますﾖ。
静谷雅人 林さん⼊会おめでとうございます（予定）仲間が増えて
とてもうれしいです。
菅野有希 鈴⽊様 本日は卓話とても楽しみにして参りました。先日
は1000日会員の会に出席させていただきありがとう
ございます。美味しいお料理と楽しいﾑｰﾄﾞにﾛｰﾀﾘｱﾝで
あることを誇らしく思い幸せでした。喜びのあまり田村ﾊﾟ
ｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰとﾊｲﾀｯﾁさせて頂きました!!
中⾥公造 鈴⽊英男様 卓話楽しみです。よろしくお願い致します。
⿊川さん 昨日の RLIﾊﾟｰﾄⅢお疲れ様でした。次年度
に向けて勉強になったことと思います。私は1人で4ｾ
ｯｼｮﾝ担当し大変つかれました。
熊谷ほの おはようございます。越谷北RC鈴⽊英男様卓話楽しみ
にしております。早朝よりお越し下さりがとうございます。
高橋明賢 鈴⽊英男様、早朝よりようこそ。卓話楽しみです。
森田武⾏ 18 歳と81才の違い 恋に溺れるのが18歳
お風呂で溺れるのが81才
小計
15,000 円
累計 328,132 円
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