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 27 日（土） 第 1606 回例会
本日のプログラム

「地区研修・協議会 報告」
姉妹クラブ

第 1603 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 4 月 6 日（土）
会員数 25 名 出席猶予 0 名
出席者 17 名 MU 8 名
出席率 100％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名

第 1607 回例会予告
定款第 8 条第 1 節(c)に則り休会

会⻑挨拶

幹事報告

4 月 20 日・21 日は、姉妹クラブであります

6 月 1 日〜5 日 「ハンブルグ国際大会」

⻘森モーニング RC の 30 周年記念式典に

地区予定

当クラブから多くのメンバーが参加しました。
記念事業では、⻘森市内の小学生とアメリカ合衆国メイ
ン州の小学生との版画作品交換を⾏っていますが、アメリ
カでは、版画が日本ほど伸展していないため、メイン州の小
学校の美術の先生を⻘森市に招き、版画指導を⾏ったと
いうことです。⻘森市は、世界的な版画家である棟方志

5 月 9 日（木）「2019 規定審議会 結果報告会」
出席︓次年度会⻑・幹事 会⻑ノミニー
６月１日（土）「RI2770 ガバナーナイト」
11Ｇ予定
6 月 17 日（月）「現・次年度合同会⻑幹事会」

功氏（1975 年に 72 歳没）の生誕の地でもあり、美術

クラブ予定

教育に⼒をいれているということです。今回の記念事業で

5 月 11 日(土) 例会終了後「アイメイト寄贈街頭募⾦」
於 JR 川口駅東口デッキ・⻄口デッキ

は、⻘森市・メイン州の小学生だけでなく、メイン州の美術
の先生にとっても良い経験になったのではないでしょうか。
祈念式典後は、懇親会、二次会、翌 21 日のエクスカー
ションでは、五所川原市での⽴佞武多⾒学や弘前城の
桜と⻘森モーニング RC の皆様には、大変お世話になりま
した。参加いただきました皆様ありがとうございました。
当クラブ 35 周年時に、姉妹クラブの皆様に恩返しができ
ればと思います。

・5 月例会予定
11 日（土）⻘森ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC30 周年記念事業参加報告
18 日（土）クラブ協議会・次年度クラブ協議会
25 日（土）イニシエーションスピーチ 林昇新会員
・2019 年 5 月ロータリーレート 1 ドル＝112 円
［参考］4 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

5/9（木) 川口 RC 国際奉仕委員会 ネパール訪問報告
5/9（木）鳩ヶ谷 RC 外部卓話 運命鑑定士 香穂様
5/7（火） 川口東ＲＣ クラブ協議会 「新年度計画報告」
5/8（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC 休会
5/8（水）川口南 RC クラブ協議会 ⻑期ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会
5/7（火）川口シティ鳩ヶ谷 RC 休会
※4/29〜5/6 は上記いずれも休会です。

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
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2018-19 年度

会⻑ 福薗 健

第 1603 回例会（4 月 6 日）の様子

ニコニコボックス
福薗

「国際奉仕フォーラム」

「第 27 回アイメイト寄贈チャリティゴルフ大会」

「⻘森モーニング RC 創⽴ 30 周年記念式典」

幹事 赤塚 正樹

健

おはようございます。8 日は天気も晴れ予
報で桜も⾒頃だと思います。よろしくお願い
します。
赤塚正樹 スギ花粉の季節が終わりホッとしています。今
年はかなり楽でした。来年は症状が出ないと
良いな…
⽥村亮夫 4 月 8 日チャリティゴルフ 頑張りましょう。
中⾥公造 今日は新規の米山奨学生とカウンセラーと
の初顔合わせが⾏われますが、残念ながら
2019 学年度の学生は川口モーニング
RC にはいません。世話クラブになるために
は皆さんの寄付で決まります。ご協⼒よろし
くお願いします。
山口恵美子 桜満開ですね。今日、娘とお花⾒に⾏く
予定です。でも娘は花よりだんご…。8 日
のチャリティゴルフ大会も桜がキレイなことを
期待︕⻄山さん、今日は「交際奉仕フォー
ラム」よろしくお願いします。
熊谷ほの おはようございます。8 日欠席で申し訳ござ
いません。桜満開で皆様をお迎えくださるこ
とと思います。今年も成功まちがいございま
せん。参加できず心いたみます。よろしくお
願い致します。
関口文雄 二番目の孫が上智大学に入学し、四番目
の孫は中高一貫校の⼥学院に入学しまし
た。
木⼾良樹 昨日は、地区の会議で中⾥さんに 1 時ま
で引っ張りまわされました。しかし、何があっ
てもクラブの例会が第一︕飲み過ぎてもヘ
コたれません。
山野光雄 春風や なかなか散らない サクラかな
ニコニコ 22,000 円
累計 404,032 円
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