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 23 日（土） 第 1601 回例会
本日のプログラム

「PETS 報告」

⿊川幸博 会⻑エレクト
姉妹クラブ

第 1600 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 16 日（土）
会員数 24 名 出席猶予 0 名
出席者 17 名 MU 7 名
出席率 100％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 4 名

会⻑挨拶

幹事報告

本日は、2018-19 ⽶⼭記念奨学生の

地区予定

叶茂君から１年間を総括しての卓話です。
学生生活、就職する会社、川口モーニング RC の活動
について振り返り、最後に感謝を込めて独唱をいただき
ました。卓話の最後に涙ながらに、これからも川口モーニ
ング RC の一員であり続ける旨の感謝の⾔葉を述べられ
ました。
ゼミを中心とする楽しい大学生活や就職先での希望や
当クラブでの例会を中心とした活動などあっという間の一
年間であったと思います。例会時には早朝より参加者の
ためにコーヒーを作ったり、チャリティー募⾦活動では⾃ら
マイクを握り中国語で募⾦を呼び掛けたりと、積極的な

ります。

「アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会説明」

姉妹クラブ予定
■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
30 日（土）「アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会説明会」
4 月 8 日(月) 「アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会」
・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

担当された⿊川会員大変お疲れ様でした。叶君は 2
ています。来日時には例会に参加ください。お待ちしてお

3 月 30 日（土）

■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

姿勢に、感心を抱く局面も多くありました。カウンセラーを
月に 26 歳になったばかりです。これからの活躍を祈念し

第 1602 回例会予告

・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

3/28（木) 川口 RC 「クラブフォーラム」
3/28（木）鳩ヶ谷 RC 「外部卓話」」ﾓﾃﾞﾙｶﾞﾝ製作者 小森限介様 ｽｷｯﾌﾟｼﾃｨ
3/26（火）川口東 RC 「会員卓話」 板橋智之会員
3/25（月）川口･鳩ヶ谷武南 RC 「通常例会」
3/27（水）川口南 RC 「親睦夜間例会」
3/16（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 1600 回例会（3 月 16 日）の様子

「⽶⼭記念奨学生卓話」叶茂さん

15-16 年度⻘少年交換留学生 Hannah さん

右より熊⽊正太郎会⻑（川口北東 RC）、榎本妙子様

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
■ビジター■
熊木正太郎様 今日は、チャリティゴルフにクラブとしてご協⼒でき
ませんので、少しばかりの気持をおもちしました。
（川口北東RC 会⻑）
福薗 健 先週は叶君の⽶⼭修了式に参加しました。春から頑張
って下さい。例会にも参加下さい。
赤塚正樹 叶くん、⽶⼭卒業おめでとう︕今日の卓話を楽しみに
しています。
⽥村亮夫 木会⻑ようこそ 本会員令夫⼈へ(⾔葉がありません)
中⾥公造 第12G ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐熊木正太郎様ようこそ。ｱｲﾒ
ｲﾄﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌに対する協賛⾦をありがとうございます。
中⾥公造 ⿊川さん2日間会⻑ｴﾚｸﾄト研修ｾﾐﾅｰお疲れ様でした。ｴ
ﾚｸﾄ代表の挨拶とても良かったですよ。来週の報告楽し
みです。さいたま大空RCのﾏﾍｰｼ君もしっかり研修を受
けていました。阮ちゃん来年ですね。結構大変ですよ。
中⾥公造 叶茂君、卓話よろしく ⽶⼭奨学生として最後の卓話で
すね。今後Amazonで頑張って下さい。そしていつか
その社⻑となって川口ﾓｰﾆﾝｸﾞRCに戻ってきて下さい。
⿊川幸博 PETS を受講してきました。次年度会⻑就任の承認を頂
きました。これで福薗会⻑に何があっても大丈夫です。
高橋明賢 叶君、いつもｺｰﾋｰを入れてくれてありがとう 熊木さん、
早朝よりﾒｰｷｬﾌﾟようこそ︕
⻄⼭育昌 叶茂君卓話ｶﾞﾝﾊﾞｯﾃ下さい。明日から⻘少年交換
留学生のｴﾐﾙ君のﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰになります。
熊谷ほの おはようございます。叶君の卓話とても楽しみです。一
年間一緒に例会に来ましたね。楽しいひと時でした.4
月から新たなる出発です。「不撓不屈」で努⼒しましょ
う。ﾊﾝﾅちゃん、お父様、お⺟様、ようこそ。ﾅﾝﾅちゃんま
すます素敵なお嬢様になられたこと。すばらしい。
⼭口恵美子 叶君、卓話楽しみにしています。中国に帰ってからの
ご活躍をお祈りしています︕ ハナさん、ハナさんのお
父様、お⺟様初めまして︕例会楽しんで下さいね。
⼭野光雄 給湯器が故障し冷水で顔を洗いました。滝に打たれた
気持ちです。
2８,500円
累計 356,632 円
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