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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－

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

今年度のクラブテーマ

　皆さんこんにちは。本日は１か月後
に開催されます地区大会についてご
案内いたします。

Ⅰ  大宮ロータリークラブの役割
　大会当日１１月１０日（土）-１１日（日）
は、船でたとえますといったん徳山丸
から下船していただいて中川丸に乗船
していただきます。船長は飯野地区幹
事ですので地区幹事の指示により大
会運営に協力願います。
　特に１１日は朝からスタッフとして活
動を予定していますので、クラブ襷を
着用し接待・会場案内等で協力するこ
とになります。
　１１日の本会議はクラブ紹介があり
ますので全員で登壇いたします。
　また、１１日は、大ホールで飲食、物
販コーナーが設置されますので出店
参加者を募集しています。詳しくは地
区幹事にお願いします。
　同日の懇親会においては大抽選会
がありその景品提供の要望が地区か
ら求められています。詳細については
地区幹事からご案内があります。

Ⅱ  大会プログラム１０日（土）第１日目
の参加予定者は次の通りです。

（会長・副会長・幹事）・（５大奉仕委員
長）の進藤会員・小坂会員・岩﨑会員・
大竹会員
（地区役員）の橋本会員・齋藤会員・星
野会員・福島会員
（地区幹事・副幹事・地区大会実行委
員会）（大宮ロータリークラブ有志）の
方々です。

　当日のプログラムは１３時開会点鐘、
１７時閉会点鐘
　まず中川ガバナー・ＲＩ会長代理挨
拶等があります。続いて
１、各委員会報告
２、大会決議案審議及び採択
３、各部門現況報告
４、地区指導者育成セミナー
　（ＲＩ第2840地区　本田博己氏）と
なっています。
ＲＩ会長代理の鈴木　喬氏の経歴を
紹介しますと、
生年月日：昭和17年8月19日　76歳
で１９６５年４月　慶応大学経済学部を卒
業されました。現在は事業所：株式会
社鈴木商事　代表取締役です。
ロータリー歴は
１９８９年７月　�東京江北ロータリーク　

ラブ入会
２００３～２００４年　クラブ会長
２００１～２００５年　�（財）米山梅吉記
　　　　　　　　念館評議員
２０１５～２０１６年　ＲＩ第２５８０地区ガ
バナー
と歴任されています。
　次に地区指導者セミナー講師　本
田�博己（ほんだ�ひろき）氏ですが、
1950年3月生まれ、大分県別府市出
身で名古屋大学文学部哲学科を卒業
され現在は群馬ヤクルト販売株式会
社　代表取締役会長です。
ロータリー歴としては、
1996年5月　�前橋ロータリークラブ　

入会
2003～06年　�21世紀特別委員会副

委員長（3期）クラブ

改革プロジェクト
2010～11年　クラブ会長
2013～14年　地区ガバナー
2015～18年　地区研修リーダー
2016年～　����日本のロータリー100周年

ビジョン策定委員会委員長
2018年　　�ＲＩ研修リーダーを歴任さ

れました。

Ⅲ　次に大会プログラム１１日（日）第２
日目は12：10開会点鐘　18：22閉会
点鐘です。
　クラブ全員参加ですので、皆さんの
ご出席をお待ちしています。集合時間
は後日お知らせいたします。
当日のプログラムは
１、ＲＩ会長代理挨拶ＲＩ会長メッセージ
２、ガバナー挨拶及び地区の現況報告
３、�14：20頃　全員登壇によるクラブ
紹介となっています。

　�14：00には、全員が舞台の袖で待
機することになりますので時間厳守
となります。その後

４、記念講演＆公演　八神　純子氏
５、�18：30頃　大懇親会（市民ホール）
と続きます。

　最後に、飯野地区幹事から大会準
備の手伝いに大宮クラブから参加して
いただきたいとの要請がありました。
　１１月９日（金）17：50にソニックシ
ティ１階エレベーター前、１０日（土）は
11：00に２階小ホール、１１日（日）は
10：30に１階大ホールにそれぞれお集
まりくださいとのことです。ご協力をお
願いします。

会 長 挨 拶 2 0 1 8 .1 0 . 1 0  W E D

「米山記念奨学事業の概要」

徳山 義行

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ会長

　𠮷田様より、ロータリー米山記念奨学会の財団設立 50周年を迎えた
ことと共に事業設立の流れや事業内容についてお話いただきました。
　また、米山奨学生のOB組織「学友会」の活動実績の成果や寄付活
動の実績を紹介いただきました。

国際ロータリー第２７７０地区 米山記念奨学部門
部門委員長　𠮷田 耕之 様

米山奨学生　
グ ユニン 様
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本日は、卓話に呼んでいただ
き、ありがとうございます。グ 
ユニンさんをよろしくお願いし
ます。

〈地区米山記念奨学部門 委員長 𠮷田耕
之様〉

米山部門委員長 𠮷田様、奨
学生 グ ユニン様、朴伸桓様
ようこそ。

〈江本尚浩・飯野耕司・小川和信・浅野　
仁〉

𠮷田米山部門委員長ようこそ
いらっしゃいました。地区大
会に絶大なご協力をお願い致
します。

〈荒井　渉〉

お客様ようこそ。
〈森　正志・齋藤守毅・関口　茂・平田
繁・岸　聡・福島謙二〉

𠮷田様、グ ユニン様、朴君
卓話ありがとうございます。

〈鈴木俊一・遠藤省吾・大瀧榮壽・山本
和保・大竹　敦・進藤博司・櫻井義久・
徳山義行〉

石井優さん、司会ありがとう
ございます。

〈徳山義行・小林康一・平田　繁・矢崎直
良・栗岡宏治・清水啓生・太田英成・三
浦　守・本間　玲・遠藤省吾・小林治夫〉

石井さん、司会もロックンロール！。
〈善行地潔・渋木理俊〉

石井さん、司会も髪型もフラ
ワーも大盛り上がりですね！次
回例会はフ・ ・ラでお休みさせて
いただきます。

〈兼杉文子〉

所用によりお先に失礼させて
いただきます。

〈戸井田修〉

米山功労クラブ感謝状、米山
功労者感謝状を受賞された皆
さんおめでとうございます。

〈徳山義行〉

米山奨学会より感謝状ありが
とうございます。

〈本多　隆・岩﨑　彰・岩井良彦・浅野　仁〉

江本さん、昨夜はパレスホテ
ル東京クラウンレストランをご
利用いただき誠にありがとう
ございました。

〈小坂良二〉

11月 3 日、少年野球の支援と
震災後 7 年の東北の視察へ一
緒に行きましょう。

〈橋本和久〉

大宮 RC の皆様、11 月 10 日
はソニック小ホール11：00 集
合お願いします。11 月 11 日
はソニック大ホールに 10：30
集合でお願いします。

〈飯野耕司〉

10月10日 第 3107 例会 79 名（74 名） 47名（63.51%）

9月19日 第 3105 例会 17名（61名） 80.26%

ご協力ありがとうございました。

10月10日の合計金額 47,000円
（ 10月10日までの累計金額699,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

2018 年 10 月31日（水）12:30点鐘／パレスホテル大宮
次回例会案内

埼玉新聞社　代表取締役社長　小川秀樹�様
卓 

話
「埼玉の経済」

会長挨拶［徳山会長］

米山功労クラブ　感謝状の贈呈
国際ロータリー第2770地区 米山記念奨学部門 部門委員長　𠮷田 耕之 様
米山奨学生　グ ユニン 様

幹事報告 [ 三浦幹事 ] 委員会報告［橋本会員］

委員会報告［飯野会員］ 委員会報告［荒井会員］ 委員会報告［平田会員］ 米山奨学生 朴 伸桓様

委員会報告［星野会員］


