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会⾧ 福薗 健

幹事 赤塚 正樹

2019 年 6 月 ２８日（金） 第 1614 回例会
本日のプログラム

「最終夜間例会」
姉妹クラブ

第 1613 回例会報告

第 1615 回例会予告

札幌モーニング RC（第 2510 地区）
青森モーニング 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 6 月 22 日（土）
会員数 27 名 出席猶予 0 名
出席者 19 名 MU 0 名
出席率 70.37％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名

2019 年 7 月 6 日（土）

「会⾧方針」
黒川幸博 会⾧

会⾧挨拶

赤塚正樹 幹事

本日 28 日（金）は最終夜間例会です。
1 年間温かいお心遣いありがとうございました。

一年間お世話になりました。幹事として何をやったかといえ
ば、ルーチンワークとして、地区などからクラブに届く連絡メ
ールに目を通して幹事報告サマリーを作ることと、例会時
にスライドを進ませることくらいでした。そんな怠け者の幹事
でしたが、終わってみれば、とても学びの多い一年だったと
思います。一年を通してのロータリー活動を体系的に知る
ことができました（お金の流れを含む）し、その活動のベー
スとなる理念・考え方・意義を理解することができ、それに
共感できるようになりました。

2018-19 年度、当クラブは 33 年期でした。
ひとえに 33 年と言いましても、各年度の会⾧を中心とし
た活動や想いが積み重なり、昇華し、今に至っていると思
っております。
江戸町家の経世訓に、次のような一節があります。
「人は礼譲を常とすべし。もし、道を譲りても百歩は遅れぬ
ものなり。人とは争わず、よく聞いて人を立てるがよし。決し
て自分の手柄にせず、人に譲るはよし。人をうらやましく思
わず、われの良さに目を向けるがよし。人に勝とうと思え
ば、相手を打ち負かそうとするのではなく、己に克つことを
学ぶべし。」
まだまだ学ぶべきことは多いですが、１年間のロータリー活
動を経まして、身をもって多くのことを学ぶことができました。
2019 年 7 月以降は、クラブの更なる成⾧や発展のため
に、微力ながら力添えが出来れば考えております。
会員の皆様の厚意に心より感謝申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします。

ロータリーが益々好きになりました。感謝!

黒川幸博 奉仕プロジェクト常任委員⾧・会⾧エレクト
計画された多くのプロジェクトが滞りなく開催され、奉仕活
動が行えたことにつきまして、ご協力をいただきました会員
の皆様に感謝申し上げます。夏休みこどもボランティアさろ
ん、川口市ボランティア見本市では、若い親子連れにアイ
メイトと触れ合っていただき、視覚障害者とロータリー活動
に対する理解を深めていただきました。東領家小学校、根
岸小学校でのアイメイト体験授業では、生徒だけではなく
保護者や先生にも体験していただき地域や青少年に奉
仕活動を行うことができました。また、リズムステップへ作業
用の椅子と机を寄贈し、それを会員の皆様と見学に行くこ
とができました。充実した 1 年でした。皆さんに感謝です!

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

7/4（木）川口 RC 2019-20 年度第一例会
7/4（木）鳩ヶ谷 RC 定款第 8 条により休会
7/2（火）感謝状贈呈 会⾧・幹事就任挨拶
7/3（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC
7/4（水）川口南 RC 『年度方針について』
7/3（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
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会場
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常任委員⾧一年振り返り
本多信太郎 クラブ管理運営常任委員⾧

静谷雅人 公共イメージ常任委員⾧

福園会⾧・赤塚幹事、１年間、ありがとうございました。

皆様のご協力をいただきまして全７回の公共イメージ委

親睦委員⾧の熊谷さん、プログラム委員⾧の中里さんを

員会を開催出来ました。オブザーバーにも参加していただ

はじめ多くの皆様に助けていただいた１年でした。
今年１年はプログラムの充実、親睦、マイロータリーの
100％登録に力を注ぎました。皆様のご協力のおかげで、
いい形で次年度に繋げられたと思います。

いたので川口モーニング RC の個性をアピールでき、同時
に入会候補としての意識付けに寄与できたのではないかと
思います。常に会員が交流し当クラブを好きになりその気
持ちを外部に向かって発信することが当クラブの公共イメー
ジ増進につながるはずと信じます。肩の力を抜いてロータリ

皆様ご協力いただき、ありがとうございました。

ーの話ができる機会を今後も継続していきましょう。

阿部昌隆 会員増強・維持常任委員⾧

江口満志 財団常任委員⾧

会員皆様、福薗会⾧、赤塚幹事のおかげで 4 名の新入
会員をお迎えすることができました。あらためまして感謝申
し上げますとともに、新入会員の皆様にも時には厳しくも
基本は楽しいロータリーライフを川口モーニングで共に作っ
て頂きたいと思います。個人として１年間を振り返ってみる
と委員⾧としての行動を起こすこともあまりできず、本当に
情けなく反省すべき点の多い 1 年となってしまいました。頭
を丸めて皆様にお詫びしたいところですが、頭がいびつなの
でそれはご勘弁頂きます。非常にいい雰囲気をもつクラブ
になってきましたので次年度もこの調子でいきましょう!!

会員の皆様の暖かい志によりロータリー財団及び米山記

菅原啓高 クラブ事業実行委員⾧

山口恵美子 副幹事・会場監督

皆様のご指導、ご協力により、第 27 回アイメイトチャリティ

福園会⾧・赤塚幹事、１年間、ありがとうございました。

ゴルフ大会も、川口駅前街頭募金も、無事終えることが

副幹事としての役割はほとんどなかったと言えます。会場監

出来ました。皆様、ありがとうございました。

督としては、同時期に業界等でも司会を担当する立場で

次年度は、本年度以上のものになるよう、本年度担当し

したが、その司会とは異なり、会場監督≠司会ではなく、

た者として出来得ることを支援させて頂きたいと思います。
１年間、ありがとうございました。

念奨学会共に目標の寄付額を達成できましたこと、心より
御礼申し上げます。
また、財団の恒久基金と米山寄付の増額にもご協力いた
だきありがとうございました。
次年度もさらに多くの会員の皆様のご協力をいただき、再
び米山記念奨学生の受け入れに向けて頑張りましょう。

例会を円滑に進める管理をする者として、例会の場所・規
模、そして新入会員が馴染みやすいようにと考えて、会⾧
挨拶等に気づいた言葉を入れるスタンスをとりました。1 年
間、ご協力頂き、ありがとうございました。
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