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〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

　今年は、1868 年の明治改元から150
年、また私たちと関係の深いロータリー
クラブの創設者であるポールハリスは
1868年４月19日生まれですので生誕
150年と印象に残る節目の年となります。
　このような晴れがましい年に大宮ロー
タリークラブ第63代会長に就任すること
となりました。
　思い起こしますと大宮ロータリークラ
ブの創立は1955年で県下においては４番
目に誕生したクラブですので名実ともに
歴史と伝統に培われたクラブといって過
言ではありません。そんな格式あるクラ
ブを引き継ぐことは緊張と重圧で身の引
き締まる思いがいたします。
　当年度は、大宮クラブとして久方ぶり
に第2770地区に中川高志ガバナーを送
り出すことができました。1975～1976
年度に山口　大ガバナーを輩出して以来
43年ぶりになりますので、当時の事情を
ご存じなのは岩井良彦パスト会長だけと
なりました。
　ご承知の通り中川ガバナーは、2012～
2013年度の会長として活躍され大宮クラ
ブに多大の貢献をなされました。一例を
あげますと会員増強では入会者13 名退
会者なし。純増13名の偉業を成し遂げら
れた実績はクラブ内では他に例を見ませ
ん。やるといえばやるという実行力、決
断力のある中川ガバナー年度に協働して
大宮ＲＣクラブで活動できるのは私に
とっても人生のなかで記念になるやりが
いのある年度と思っています。
　私は当該年度の会長として３つのキー
ワードに基づいてクラブ運営を進めてま
いります。

　第 1は地区との連携です。
　歴史のあるクラブでは、先輩方が連綿
として築き上げられた事業の蓄積がクラ
ブ事業の有意義なものとして大切に受け
継がれています。ガバナー輩出クラブとし
て地区との連携を図りクラブ行事に地区
の行事を積極的に取り込みます。
　特に11月10日・11日の地区大会及び翌
年２月11日のローターアクト地区大会は
私共大宮ＲＣクラブがホストクラブとして
しっかり取り組んでいかなければなりま
せん。
　また、社会奉仕の分野においては青少
年交換留学生、米山留学生の受け入れを
いたします。
　大宮ＲＣクラブ独自のプログラムである
トレントンロータリクラブとの交換派遣で
すが今年度は送り出しの年です。ロータ
リアンの子弟のうち 3 名の方を予定して
います。
　ところで、トレントンクラブとの交換派
遣制度は1968年に青少年交換計画が企
画され翌年に第 1 期生を送り出しました。
従って今年は派遣制度が企画決定されて
から50年という記念の年でもあります。
　第２は江本年度との継続性です。
　地区ガバナーの仕事はガバナーエレク
トの指名を受けてから始まりますので足
かけ 2 年間その任に着くことになります。
クラブにおいては、江本年度、徳山年度
が該当年になりますので両年度でガバ
ナーを支えることになります。
　したがって、クラブ行事については江
本年度と同様のプログラムを用意いたし
ました。職業奉仕では 9 月にキリンビー
ル横浜工場の見学、クラブ奉仕では12

月に夫婦同伴クリスマス例会、地域奉仕
ではエコボールプロジェクト等を予定して
います。
　第 3 には例会の充実です。
　例会参加の意識が高まるのは日々の生
活、仕事に役立つようなロータリアンに
とってためになる卓話を考えています。政
治、経済、文化、あるいは社会の動きや
今日的課題について語っていただけるよ
うなプログラムをご用意いたします。
　外部からの卓話者はもちろんのことベ
テラン会員からは、大宮ＲＣクラブの歴
史や伝統について、新会員からはロータ
リーに対する抱負、その他専門分野で活
躍中の会員からも語っていただきたいと
考えています。
　2012年 9 月に例会場をパレスホテル
大宮に変更して以来おいしい料理と使い
勝手の良い会場を小坂良二会員から提供
していただきました。
　これからも素晴らしい雰囲気の中で例
会を開催いたします。
　今年度のRIのテーマは
　「インスピレーションになろう。」
　地区テーマは
　「すべてはクラブ活性化のために
　 －実り豊かな奉仕を目指して－」です。
　私は、「明日を語ろう（Ｔａｌｋ Ａｂｏｕｔ ｔｈｅ 
Ｆｕｔｕｒｅ）」をテーマとし皆さんと大宮ＲＣ
クラブの明日を語り合えることを楽しみに
しています。
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ご協力ありがとうございました。

7月4日の合計金額 126,000円
（ 7月4日までの累計金額126,000円 ）

ガバナー 中川高志様（大宮RC）

さいたま欅RC 会長　本多正和様 

前年度会長・副会長・幹事に記念品贈呈 入会式［加藤俊治様・加藤治様］

大宮西RC 会長 新井清太様 米山記念奨学生　朴伸桓様
大宮ローターアクトクラブ 会長
永野崇佑様

第３グループガバナー補佐
熊木広光様 

さいたま大空RC 会長
シュレスタ ラジャン クマル 様

国際ロータリー第2770地区ローターアクト
代表 鈴木大陽様

大宮南RC 会長　小平啓介様 大宮中央RC 会長　入江信仁様 大宮シティRC 会長　井上悟様

新年度に乾杯［小川副会長］                                                                                                     シルバーリングの伝達・バッジの交換点鐘 お客様のご紹介［浅野副会長］

当　　　日 例　　　会（ No. ） 会員数（出席者算定者数） 出席者数（出席率）

前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率

徳山年度初例会おめでとうございます。
〈ガバナー 中川高志様〉

徳山義行会長、小川副会長、浅野副
会長、三浦幹事よろしく御願いします。

〈地区幹事 飯野耕司様〉

徳山会長、三浦幹事、本日は初例会
おめでとうございます。１年間宜しく
お願い致します。

〈第 3 グループガバナー補佐 熊木広光様・グ
ループ幹事 小沼岳司様〉

初例会おめでとうございます。
〈大宮南ＲＣ会長 小平啓介様・幹事 羽田し
げみ様・さいたま大空 RC 会長 シュレスタ 
ラジャン クマル様〉

徳山会長、三浦幹事、初例会おめで
とうございます。一年間、同期会長、
幹事として宜しくお願い致します。

〈大宮中央RC会長 入江信仁様・幹事 星沢
義隆様・大宮シティＲＣ会長 井上悟様・幹
事 戸辺一郎様〉

本日はおめでとうございます。
〈さいたま欅ＲＣ会長 本多正和様・幹事 柳
川一嘉様〉

徳山会長様、三浦幹事様、初例会お
めでとうございます。中川ガバナー１
年間ご指導宜しくお願いします。

〈大宮西RC会長 新井清太様 ・ 幹事 新藤栄
介様〉

お客様、大宮クラブ初例会にようこそ。
〈ガバナー 中川高志様〉

徳山会長、三浦幹事、小川副会長、
浅野副会長、１年間ご苦労様です。

〈大瀧榮壽〉

お客さまようこそ。
〈飯野耕司・徳山義行・三浦　守・大瀧榮壽・
小川和信・岩﨑　彰・浅野　仁・永嶋良一・
櫻井義久・関口　茂・小林義久・進藤博司・
鈴木俊一・星野晃一郎・戸井田修・内藤考三・
小林康一〉

大宮南RC小平会長、大宮RCへよう
こそ。陰ながら応援申し上げます。

〈田中康之〉

徳山新会長おめでとうございます。
〈小川和信・本多　隆・永嶋良一・岸　聡・
大竹　敦・進藤博司・祝原英隆・竹内裕司〉

徳山年度初例会！今年１年間よろし
くお願いします。

〈浅野　仁・田村　眞・小林義久・岩田尚明・
福島謙二・蓮池慎二・太田英成〉

徳山会長以下役員の方々お世話にな
ります。

〈岩﨑　彰・櫻井義久・山本和保〉

新年度、皆様と共にがんばりましょう。
〈川島利雄〉

徳山年度の大成功を願って。
〈橋本和久〉

徳山会長、三浦幹事頑張って下さい。
〈江本尚浩〉

今年度もよろしくお願いします。
〈関口　茂・板垣英治・鈴木基由・足立空也〉

三浦さん頑張って下さい！
〈鈴木俊一〉

徳山年度おうえんします！
〈齋藤守毅・小林憲樹〉

中川ガバナー年度、徳山会長年度、
めでたくスタートです。皆さんで応援
しましょう。

〈小坂良二〉

徳山年度スタート初例会よろしくお
願い致します。

〈矢崎直良〉

江本前会長ありがとうございました。
徳山新会長よろしくお願いします。

〈桑折美奈子〉

徳山会長！中川ガバナー！よろしくお
願い致します！！

〈兼杉文子〉

中川ガバナー１年間よろしくお願いし
ます。

〈徳山義行・遠藤省吾・小林義久〉

中川ガバナー１年間身体に気をつけ
て頑張って下さい。

〈大瀧榮壽・岩﨑　彰〉

中川ガバナー、スタートおめでとうご
ざいます。

〈永嶋良一〉

中川ガバナー、徳山会長、健康にご
留意なさりがんばって下さい！

〈岩瀬雄一・小林康一〉

田中さん、1年間エレクトーンの演
奏よろしくお願いします。

〈徳山義行〉

ロータアクト地区代表及び大宮アク
トクラブ会長ようこそ。

〈鈴木俊一〉

地区幹事、副幹事の皆さん1年間が
んばってください。

〈徳山義行〉

小坂さん司会ありがとうございます。
〈徳山義行〉

小坂さん司会お疲れ様です。大事な
場面ではやっぱり小坂さんですね。

〈鈴木俊一〉

大宮アルディージャのチケットをいた
だきまして有難うございました。

〈荒井　渉〉

早い梅雨明け、体力維持が大事です
ね。徳山年度みなさんがんばりましょ
う。

〈渋木理俊〉

日本生命、本日（7/4）創業記念日。
お客様に感謝。

〈本間　玲〉

6月30日千日会、日付変更までの大
パーティーありがとうございました。

〈江本尚浩〉

ニコニコボックスのご報告

RＩ第2770地区ガバナーナイト
大貫ガバナーご苦労様&中川ガバナーエレクト激励

日時：2018年6月23日　場所：カナダトロント	「シェラトン	センター	トロント」

7月 4日 第 3095 例会 81名（78 名） 58 名（74.36%）

6月13日 第 3093 例会 17名（73 名） 97.33%

次回例会案内
2018 年 7 月 18 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮

「芥川龍之介と田端文士村」
田端文士村記念館研究員　木口直子様
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話


