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 30 日（土） 第 1602 回例会
本日のプログラム

「アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会説明」
姉妹クラブ

第 1601 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 23 日（土）
会員数 24 名 出席猶予 0 名
出席者 15 名 MU 7 名
出席率 91.67％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名

会⻑挨拶

幹事報告

23 日の例会プログラムは PETS 報告でし

地区予定

た。ロータリーは、単年度制を採⽤している
ため、毎年７月１日〜翌年の６月末までの１年間を区
切りとして、会⻑・幹事以下の役職を交代し、奉仕活動等
も単年度のうちに完結する事を旨としてきました。
ロータリーの役職に割り当てにあたって、興味深い記述があ
りましたので参考までに記載します。
「ロータリーにノーは無い」という⾔葉があります。ロータリーは
役職が順番に回ってきます。会⻑・幹事などの役職もいず
れ順番が回ってきます。在籍年数が⻑くなってくると、役職

第 1603 回例会予告
4 月 6 日（土）
「国際奉仕フォーラム」

■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
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」

を依頼されたり、プロジェクトやセミナーなどへの参加要請が

4 月 8 日(月) 「アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会」

あったりします。

・4 月例会予定

これらの要請に対し「ノー」と⾔ってしまうと、⾃分がその⽴

6 日（土）国際奉仕フォーラム
13 日（土）アイメイト寄贈チャリティゴルフ振替
20 日（土）移動例会「⻘森ＭＲＣ30 周年記念式典」

場になって依頼する場面で「ノー」と⾔われるかもしれませ
ん。あの時、君は「ノー」と⾔ったからね。という事になるかも
知れないのです。それが「ロータリーにノーは無い」と⾔われ
ている理由なのです。

・2019 年 4 月ロータリーレート 1 ドル＝110 円
［参考］3 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

4/4（木) 川口 RC
4/4（木）鳩ヶ谷 RC 「卓話」さいたま大空ＲＣシュレスタ ラジャレ クマル会⻑
4/2（火）川口東 RC 「川口七福神巡り お花⾒例会」薬林寺
4/1（月）川口･鳩ヶ谷武南 RC
4/3（水）川口南 RC 「『PETS 報告』 栗原良介 会⻑エレクト」
4/2（火）川口シティ鳩ヶ谷 RC

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 1601 回例会（3 月 16 日）の様子

「ＰＥＴＳ報告」⿊川幸博会⻑エレクト

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
木⼾良樹 叶君へ だれもみていたいところでも 神はか
ならず ⾒ているので 決して手を抜かず
一つ一つ 努⼒を重ねて ガンバッていって
下さい。
赤塚正樹 叶くん、今日が最後の例会ですね。一年間
ありがとうございました。社会人として夢に向
かって前に進んでください︕
⽥村亮夫 叶君 帰国しても頑張って下さい。
中⾥公造 ⿊川さん PETS 報告楽しみです。
高橋明賢 ⿊川エレクト PETS 報告楽しみです。
熊谷ほの おはようございます。今日はなんて寒い朝です
ね。⿊川会⻑エレクト PETS 報告楽しみ
です。叶君とは最後の例会ですね。例会に
叶君がいる事で雰囲気がフレッシュに感じま
した。”新たな門出”に幸多い事を祈りま
す。また会う日までさようなら。
※叶茂さん送別会に於いての費⽤残⾦をニコニコにして
いただきました。参加された方にお礼を申し
上げます。
ニコニコ 10,500 円
累計 367,132 円

⻘少年交換留学⽣ エミルさん

叶茂さん⼀年間ありがとう 大きく翔いてください︕

例会終了後 アイメイト寄贈チャリティゴルフ実⾏委員会
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