川口モーニングロータリークラブ
2019-20 年度

会⾧ 黒川幸博

幹事 山口恵美子

2019 年 11 月 30 日（土） 第 1633 回例会
本日のプログラム

「会員卓話」
姉妹クラブ

第 1632 回例会報告

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 11 月 16 日（土）
会員数 27 名 出席猶予 0 名
出席者 15 名 MU 0 名
出席率 55.56％ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名

会⾧挨拶
11 月 23 日は、高橋理事のご厚意で
日光霧降ＣＣに有志でゴルフに行って参
りました。
本多会員が初めてゴルフコースに出る、記
念すべきコンペでした。当日はあいにくの雨で、スタートから
最後まで雨が降りどおしでコンディションとしては最悪でした。
そんな天候でしたが、林会員はスタート早々ミドルホールで
パーを記録しました。また、本多会員は初めてのコース経験
にも関わらず、ショートホールではワンオンしてニアピン賞を獲
得しました。また、入会見込の歯科医であります柳澤様にご
ご参加いただき、とても意義のあるコンペとなりました。当クラブ
としましては、若い会員が他クラブが主催するゴルフ大会に
参加できるよう、バックアップをして行きたいと思いました。
11 月 25 日は、浦和パインズホテルで中里公造ガバナー
エレクトの結団式が行われました。地区事務所事務所開き
祝い（開所式）です。小林ガバナーを始め、多くのパスト
ガバナー、地区役員、ガバナー補佐、地区幹事、地区幹事
の参加で盛大な式となりました。中里ガバナーエレクトの船出
を皆でお祝いいたしました。12 月 12 日は中里公造ガバナー
エレクトの壮行会が当クラブ主催で行われる予定です。
当クラブが主催ですので、皆さんのご参加を宜しく
お願い申し上げます。

第 1634 回例会予告
2019 年 12 月 7 日（土）

「中里ガバナーエレクト壮行会」
（12/12（木）フレンディア）に振替

幹事報告
地区予定
・友愛の広場 12 月 8 日(日)
ロイヤルパインズホテル浦和 21F
・2020 学年度米山奨学生世話クラブ募集
念
（返信期日 12 月 25 日）
第 11 グループ予定
・会⾧・幹事会 12 月 11 日（水） 神楽 18:00
・IM 実行委員会 12 月 18 日（水） ひら井 川口店
ＩＭ 2020 年 2 月 22 日（土）フレンディア 13 時点鐘
例会プログラム予定
12 月 7 日（土） 12 日「中里ガバナーエレクト壮行会」へ振替
14 日（土）年次総会
19 日（木）クリスマス家族例会（21 日例会振替）
28 日（土）定款に則り休会
他クラブ予定
会員維持増強 ナイトセッション 12 月 16 日（月）
19:00～ メディアセブン 7F
ロータリーレート 11 月
10 月

108 円／ドル
108 円／ドル

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

12/5（木）川口 RC 「会員卓話」★網谷徹己会員 ★杉山伶子会員
12/5（木）鳩ヶ谷 RC 12 月 1 日(日)の商工まつりに変更
12/3（火）川口東 RＣ
12/4（水）川口･鳩ヶ谷武南 RC
12/4（水）川口南 RC
12/3（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
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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第 1632 回（11 月 16 日）他の様子

ニコニコボックス
黒川幸博 中里ガバナーエレクトの船出です。様々な行事
に川口モーニングロータリークラブは協力して参り
ます。皆様、よろしくお願い申し上げます。
山口恵美子 おはようございます。 地区大会ではお世話
になりました。地区大会後、コロンボメトロポリタ
ン RC の方とお話する機会を得ました。女性が
伝統的な衣装を着用していたこと、社会奉仕を
大切にしているクラブであることが印象的でした。
また、英語が情報共有に必要なことを感じまし
た。

クラブ協議会

田村亮夫 地区大会参加のみなさん、お疲れさまでした。コロ
ンボメトロポリタン RC の送別会参加ありがとうござ
いました。
西山育昌 11 月 18 日、第 6 回維持増強委員会です。その
後に美食会があります。今回は日本酒に合う食事を
用意していますので、楽しみにしていて下さい。
阿部昌隆 おはようございます。あがり症です。カミカミです。
いい訳です。（汗）
工藤篤志 地区大会おつかれさまでした。今日はこれから米山
奨学生をつれて御岳山に行ってきます。
赤塚正樹 もうお忘れかもしれませんが…
5 月から入院していた息子が約半年の治療を経て

工藤篤志会員 米山功労者第 2 回感謝状授与

先日退院しました。今は自宅療養中です。
ご心配をおかけしました。
高橋明賢 おはようございます。11/14 理事会出席の皆様ご
苦労様でした。本日、実相寺のお会式準備の為早
退します。
ニコニコ: 9,000 円

累計: 216,150 円

11/25 中里公造ガバナーエレクト結団式
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