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 4 月 6 日（土） 第 1603 回例会
本日のプログラム

「国際奉仕フォーラム」
姉妹クラブ

第 1602 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 30 日（土）
会員数 25 名 出席猶予 0 名
出席者 21 名 MU 4 名
出席率 100％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名

会⻑挨拶

第 1604 回例会予告
「第 27 回アイメイト寄贈チャリティゴルフ
大会」 （4/8）に振替えとなります

幹事報告

ある国のロータリー・クラブが、他国のロータ
リー・クラブのプロジェクトに協⼒することで、
国際社会奉仕が実施されます。
その協⼒の発端は、多種多様です。
例えば、異なる国の 2 人のロータリアンが、国際大会で
出会い、何げなく会話を始めたことが契機になることもあ
るでしょうし、クラブが、地区の国際奉仕プロジェクトを登
録したのが、きっかけかもしれません。
ロータリアンとしての活動の喜びは、幾つかの制約によ

地区予定
■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

って、ひとりでは⾏うことが来なかった奉仕を中⼼とした活

4 月 8 日(月) 「アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会」

動を仲間と一緒に達成できることにあります。

・4 月例会予定

クラブ間の国際的なヨコのつながりを効果的に活用し

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」
27 日（土）地区研修・協議会報告

た国際奉仕は、ロータリアンならではの醍醐味であると思
います。
現在、当クラブでは、新たな国際奉仕活動を模索す
るタイミングです。本日の国際奉仕フォーラムで、川口モ
ーニングロータリークラブらしい国際奉仕の⽅向性を議論

・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

できればと思います。

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

4/9（火) 川口RC 3 クラブ合同例会 講演︓元国連大使 ⻄⽥恒夫⽒
4/11（木）鳩ヶ谷 RC 「移動例会」鳩ヶ谷駅前清掃 10︓30~
4/9（火） 川口東ＲＣ 「会員卓話」
4/6（土）川口･鳩ヶ谷武南RC 35周年記念例会・祝賀会 ﾌﾚﾝﾃﾞｨｱ 17︓30~
4/10（水）川口南 RC 会員卓話『象徴天皇について』 江口正史会員
4/7（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 1602 回例会（3 月 30 日）の様子

幹事 赤塚 正樹

ニコニコボックス
福薗健

「ｱｲﾒｲﾄ寄贈ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会説明」 菅原啓高実⾏委員⻑

林昇 新会員 入会式

ＲＬＩパートⅢ修了証授与 ⿊川幸博会⻑エレクト

林昇さん 入会おめでとうございます。これから、
ありがとうございます。
赤塚正樹 少し気温が下がっていますね。これで桜はチャ
リティゴルフの時までもつかな︖
公共イメージ委員会 皆様 先日はお忙しいところ御参
加いただきましてありがとうございました。
林さん入会おめでとうございます。
⽥村亮夫 第 27 回チャリティゴルフ 一致協⼒頑張りま
しょう。
江口満志 おはようございます。今日も宜しくお願いしま
す。特に、菅原さん宜しくお願い致します。
高橋明賢 チャリティゴルフ大会 皆で成功させましょう。
菅野有希 林さんご入会おめでとうございます。桜の美し
いこの季節にロータリーの仲間が増える事に
嬉しく、幸せな気持ちでいっぱいでございま
す。
熊谷ほの 桜満開の中、当クラブの門を入っていただいた
林様 ⼼から歓迎いたします。「いじめがありま
したら私までご相談ください」
木⼾良樹 ケイプロも今月で 14 期が終わり、4 月から
15 期目に入ります。ロータリーでの色々な役
職を経験させていただいた自信が仕事にも反
映していると思います。ありがとう、ロータリ
ー︕ のぼる、入会おめでとう︕
山野光雄 林さん入会おめでとうございます。川口モーニ
ングＲＣにようこそ︕
中⾥公造 林昇さん 入会おめでとうございます。今日か
ら世界で 120 万人のロータリアンの仲間で
す。ロータリーを楽しんで下さい。
⻄山育昌 林昇さん ようこそ川口モーニングＲＣへ
入会おめでとう︕
ニコニコ 14,900 円
累計 382,032 円
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