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2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

お客様のご挨拶

かしい歴史と伝統を誇る大宮ロータリーク
ラブの第62代会長を務めさせて頂くことに
心より感謝すると共に、その重責に身が引

き締まる思いです。
　歴代会長を目標に、幹事を務めさせて頂いた第53
代永嶋良一会長から教えていただいたことを胸に、大
瀧・櫻井両副会長、齋藤幹事と共に全力でクラブ運営
に尽くしていく所存です。
　大宮RCには、先輩会員の皆様が築き上げてきたイ
ズム、クラブ風土があります。この大宮RCのクラブ風
土こそが、当クラブをかけがえのない特別なロータ
リークラブにしてきたのだと思います。
　一方で、その理解に一定の時間と経験を要するこの
クラブ風土は、経験の浅い会員にとって大宮RCをわ
かりづらいものにし、大宮RCのメンバーとして要請さ
れる振る舞いは、我々の活動を窮屈にしているという
面もあるかもしれません。しかし、すぐ理解できる対象
は、その倦むことの早さも必然です。また、大宮RCの
メンバーとして求められる礼儀正しい振る舞いは弱さ
の証ではなく、誠実さを証明するものだということを
皆様と共に心に刻みながら、今後、この素晴らしいク
ラブ風土をしっかりと受け継ぎ、更なる高みのクラブ
文化に昇華できるよう、1年間尽力して参ります。
　大宮RCの歴史は60年を超えますが、時に立ち止ま
り、振り返り、過去を検証することにより未来予測・
未来計画を行うことも重要です。今年度、将来の花を
咲かせるためにしっかりとそのための養分を蓄える年
にしたいと思っております。

　ロータリーの奉仕の中で、個人的には第一歩である
と考えるクラブ奉仕と職業奉仕を中心に、将来の開花
と結実のためにしっかりとした行動の年にしたいと考
えています。また、その実現に絶対に必要になるのが、
「会員増強」です。この最も重要で最も困難なテーマ
にも全力で取り組む所存です。
　今年度のテーマは「Let’s Begin!」にさせて頂きま
した。これは、今から45年前のTVドラマ「飛び出せ
青春」のテーマです。ジョン・F・ケネディーが大統領
就任演説の中で、これから進む未来に多くの困難が待
ち受けていたとしても、それでも立ち向かう決意を表
明する際に使用した言葉「But，Let us begin」を引用
したもので、今日まで、私が様々な問題や困難があっ
た時、また目指す目標に立ち向かう時にいつも自分を
前向きな気持ちに奮い立たせてくれた言葉です。
　私は、今年度を大宮RCの未来のための大いなるス
タートの年にしたいと強く願っています。クラブ文化の
創造や会員増強など多くの達成すべき目標が待ち受
けています。これらの実現には、皆様のご協力が必要
不可欠です。どうぞこの1年間皆様の力を大宮RCにお
貸し下さい。
　今年１年間、皆様とともに
「Let’s Begin!」

輝
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90.91%
修正出席率

56名（83.58%）
出席者数（出席率）

14名
メークアップ

70名（67名）
会員数（出席者算定者数）

第3050例会
例　会

第3052例会
例　会

6月21日
前々回

7月5日
当　日

本日の合計金額 176,000円
（本日までの累計金額176,000円）

ご協力ありがとうございました。

次回例会案内

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

2017年7月12日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮

【卓　話】キリンビール㈱さいたま支社
 支社長　蓮池　慎二 会員

柴田ガバナー補佐はじめ各クラブの
会長幹事の皆様ようこそ。
〈浅野仁・岩﨑彰・江本尚浩〉

新入会員の新井貴之様、大河原繁
泰様、瀧隆幸様入会おめでとう御座
居ます。
〈飯野耕司・江本尚浩・櫻井義久・中川高
志・橋本和久〉

沢山のお客様、大宮ロータリークラ
ブへようこそ。
〈飯野耕司・江本尚浩・兼杉涼二・岸聡・
齋藤守毅・櫻井義久・進藤博司・田中康
之・田村眞・徳山義行・中川高志・永嶋
良一・橋本和久・平田繁・星野晃一郎・
星野秀敏〉

初例会おめでとうございます。今年
一年どうぞよろしくお願いします。
〈第3グループ ガバナー補佐 柴田覚
様・第3グループ幹事 佐藤誠様・岩槻
RC会長 小林利郎様・岩槻RC幹事 出
山知宏様・大宮シティRC会長 蓮見直
彦様・大宮シティクラブ幹事 川田祐弘
様・大宮中央RC会長 坂仁視様、幹事入
江信仁様・大宮西RC会長 髙橋 秀 樹
様・大宮西RC幹事 染谷義一様・大宮
南RC会長 清水良朗様、幹事 福光辰洋
様・さいたま大空 幹事 倉金由幸様・さ
いたま大空RC特別代表 恵川一成様・
さいたま欅RC会長 野原哲夫様、幹事
竹内儀治様・清水啓生・永嶋良一・小川
和信〉

江本会長、齋藤幹事　初例会おめで
とうございます。
〈荒井渉・石井優・今井雄一・川島利雄・
岸聡・小林義久・祝原英隆・鈴木俊一・
竹内裕司・橋本和久・福島謙二・星野晃
一郎・森俊宏〉

齋藤守毅幹事、一年間応援します！
〈田中康之〉

江本新年度、精一杯盛り上げましょ
う。
〈高山利弘〉

江本丸いよいよ船出ですね。1年よ
ろしくお願します。
〈石井宣子・岩瀬雄一・岩田尚明・遠藤省
吾・大瀧榮壽・小林康一・小林憲樹・小
林治夫・櫻井義久・渋木理俊・進藤博
司・善行地潔・田村眞・辻本恵太・戸井
田修・内藤考三・三浦守〉

初例会、江本年度スタートですね。
頑張って下さい。
〈浅野仁・大竹敦・関口茂〉

橋本直前会長　徳山直前副会長　
星野直前幹事、一年間大変お世話
になりました。
〈永嶋良一〉

川島さん司会ありがとうございます。
〈江本尚浩・栗岡宏治・櫻井義久〉

恵川パスト地区幹事、柴田ガバナー
補佐をはじめ、大勢のお客様の皆様
ようこそいらっしゃいました。
〈荒井渉〉

江本会長はじめ役員の皆様ご苦労
様です。
〈岩﨑彰〉

江本会長はじめ役員の皆様ご苦労
様です。
〈岩﨑彰〉

中川ガバナーエレクト、本日はよろ
しくお願いします。
〈江本尚浩〉

橋本直前会長、徳山直前副会長、星
野直前幹事１年間お疲れ様でした。
〈江本尚浩〉

ロータリー財団寄付の皆様方ありが
とうございます。
〈江本尚浩〉

米山記念寄付の皆様方ありがとうご
ざいます。
〈江本尚浩〉

副会長として1年間お供をします。よ
ろしくお願いします。
〈大瀧榮壽〉

江本年度の発足を祝して乾盃！！
〈兼杉涼二〉

江本年度がすばらしい一年になりま
すよう微力ですが応援させていただ
きます。
〈小坂良二〉

1年間幹事をつとめさせていただき
ます。よろしくお願いします。
〈齋藤守毅〉

皆様、たくさんの切手、ハガキ、レ
ターパックの購入ありがとうございま
した。お陰さまで147万円を超える寄
付となります。私もホッとしました。
〈長谷川剛〉

お世話になりました。
〈星野秀敏〉

奉仕プロジェクトを担当することにな
りました。1年間宜しくお願いします。
〈山本和保〉

パレスホテル大宮の皆様、１年間よ
ろしくお願いします。
〈江本尚浩〉

事務局難波さん１年間よろしくね。
〈江本尚浩〉

齋藤幹事ともども１年間よろしくお
願い致します。
〈江本尚浩〉

江本年度会長・理事・役員・委員長

乾杯 兼杉涼二会員

シルバーリング、バッジの交換記念品贈呈

地区役員紹介新入会員 3名一週間ぶりの握手
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