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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

 皆さん今晩は。今日は、中川年度の取り
組みと状況を纏めてみましたのでご報告さ
せていただきます。
2018-19年度　ロータリークラブ対象の
ロータリー賞についての基準
1、�クラブサポートの強化（３項目の達成
を目指す。）

　　①会員１名の純増を達成する。
　　②女性会員１名の純増を達成する。
　　③ 会員の職業を調べるために職業分

類調査を実施し、地域社会にあるビ
ジネスと専門職の実情に沿った会
員基盤を築くために活動する。

　　　を継続実施して行きます。
２、�人道的奉仕の重点化と増加（３項目の
達成を目指す。）

①インターアクトクラブを提唱する。
　現在、当クラブでは大宮商業高校

１９６５年インターアクトクラブを創立し
活動しておりましたが、最近はクラブ
活動の実績がなく当クラブとしては、
大宮商業高校とは提携を解消し青少
年交換留学制度に積極的な大宮北
高校をインターアクトクラブとして提携
する準備を進めています。

② 年次基金への会員一人あたりの平均
寄付額が少なくとも１００ドル（１１,２００
円）となる。

　につきましては、当クラブの１８年１０月
３１日の実績を報告しますと年次寄付：
中川高志会員20,000ドルをはじめ個
人寄付１２名で12,000ドル企業系寄
付４社で2,000ドルのご協力を得てい
ます。したがって、会員数８０名ですの
で一人当たりの平均寄付額は425ドル
となります。

③ロータリーの6つの重点分野のうちい

ずれかにおいて、意義ある社会奉仕プ
ロジェクトまたは国際奉仕プロジェクト
を実施する。

　につきましては、「疾病予防と治療」を
とりあげ、シカゴロータリークラブとジョ
イントしセネガルに医療機器の寄贈と
ともに主として子宮頸がんの疾病予防
と治療のプログラムに取り組んでまい
ります。

３、�公共イメージと認知度の向上について
（３項目達成の達成を目指す。）

①クラブとロータリーの活動を伝える
ためにクラブ会員がメディアと話す
機会を手配する。

　につきましては、例会卓話にマスメ
ディアの方を積極的に招聘してまい
ります。過日10.31には埼玉新聞社
長に話を伺ったところです。その後
テレビ埼玉、ＮＡＣＫ５にそれぞれお
願いしています。

②ロータリー学友のための行事を開
催し、ロータリーでネットワークを広
げる機会を紹介する。

　につきましては、１１月２９日に開催さ
れます元財団奨学生（学友）による
ポリオ撲滅 カウントダウンチャリ
ティーコンサートをクラブ例会とし
全員参加としました。

③青少年交換留学生またはＲＹＬＡ参
加者を派遣する。

　については、青少年交換留学生とし
て臼井理紗さんをベルギーに派遣
しベルギーからはモエラさんがやっ
てきました。

　ＲＹＬＡでは、今年度大宮ローターア
クトクラブ永野会長とローターアクト第
２７７０地区鈴木代表の２名が参加いた

します。
　次に地区目標については、
①100％マイロータリーに登録する。
　については、達成しております。
②全クラブがロータリー賞にチャレン

ジする。
　については、順次進めております。
③ローターアクトを倍増する。
　については、青少年委員会が積極

的にローターアクトをサポートし活
躍の場をクラブ内においても提供
して行きます。

④ロータリーデーを開催する。
　については、19年4月に開催するエ

コボールプロジェクトプログラムを
ロータリーデーとして活動します。

４、地区目標について
　財団寄付額

　イ、年次寄付　200ドル（20,000
円 ）/ 1 名 に つ い て は 、現 在　
３４０００ドル　会員数８０名１人当た
り４２５ドルで達成しています。

　ロ、ポリオプラス　５０ドル/１名に
ついては現在　１００００ドル　会
員数８０名１人当たり　１２５ドルで
達成しています。

　ハ、ベネファクター　２名/１クラブに
ついては達成しています。

　米山寄付額
　２５，０００円/１名（普通寄付５,０００

円、特別寄付２０，０００円）につい
て、特別寄付：会員数80名×2万円
＝1 6 0 万 円は、寄 付 額 、寄 付 率
１００％、寄付者率100％で達成し
ております。普通寄付については、
上期分達成済みです。

以上ご報告いたします。

会 長 挨 拶 2 0 1 8 .11 . 7  W E D

徳山 義行

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ会長

　皆さんにどのような顔で迎えていただけるか不
安でしたが、温かく迎えていただけてありがたい
と思っております（笑）
　それぞれのクラブで大体一時間ほど、会長、管
理者からエレクトと今回やってきましたが、かなり
厳しいことをどんどん言って、「そこまで言うか」と
言われてますけども、ロータリーの方針、地区の
方針というものを理解してもらって良い方向に向
かっているかなと思います。
　地区というのは、その地域になるロータリークラ
ブの集団のことです。クラブはロータリーの目的を
助けるために存在しています。ロータリーの奉仕は
クラブがやることであり、それに対して地区が干渉

することはありません。クラブが主体であり、これ
を奉仕の独立性と言っております。ガバナーは地
区におけるロータリーの役員ですから、クラブを
啓発して、意欲を与えて地区内の継続性を確保す
る為に存在しています。その中で、公式訪問はガ
バナーの責務として一番大事で重要な取り組みで
あり、真剣にやってまいりました。
　ガバナーは、変化を生み出そうという意欲をク
ラブ会長に伝え、地区内ロータリアンの心にも、
その意欲を芽生えさせる必要があります。もっと
何かをしよう、可能性を最大限に発揮しようという
やる気を引き出し、それぞれのやり方で前進でき
るよう手助けすることが私たちの仕事なのです。

2018-19 年度　国際ロータリー第 2770 地区
ガバナー　中川高志

2018年大宮ロータリークラブガバナー公式訪問
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ガバナーおかえりなさい。
〈星野晃一郎〉

中川ガバナー、熊木ガバナー補
佐ようこそおいで下さいました。
〈小林康一〉

中川ガバナーおめでとうございます。
〈出居貞義・辻本恵太〉

中川ガバナー公式訪問大変お
疲れ様でした !! 是非熱い地区
大会にしましょう!!
〈足立空也〉

中川ガバナーお疲れ様でした。
〈鈴木基由・青野壽文・小川武士〉

中川ガバナー公式訪問、ようこ
そいらっしゃいました。
〈木村　聡・小林憲樹・岸　　聡〉

中川ガバナーお疲れ様です。
本日は宜しくお願いします。
〈岩田尚明〉

中川ガバナー本日はありがとう
ございました。
〈善行地潔・竹内裕司〉

ガバナー最後の公式訪問ですね。
お疲れ様でした。
〈鈴木俊一〉

中川ガバナー本日は2770 地
区内最後の74番目の公式訪
問大変ご苦労様です。宜しく御
指導いただければと思います。
〈荒井　渉〉

中川ガバナー公式訪問よろしく
お願いします。
〈諏訪慶三〉

中川ガバナーようこそ。本日は
ご指導よろしくお願いします。
〈岩﨑　彰・大瀧榮壽・山本和保〉

中川ガバナーご苦労様です。
〈本間　玲・齋藤守毅〉

中川ガバナー、地区大会よろ
しくお願いします。
〈森　正志〉

熊木 G 補佐、本日はご指導
宜しくお願い致します。
〈田中康之〉

モイラとの共同生活がスタート
しました！皆様ご指導下さい！
〈兼杉文子〉

寒くなりました。皆様お体ご
慈愛下さい。
〈太田英成〉

中川ガバナー、本日は宜しく
お願いします。
〈福島謙二・祝原英隆・岩瀬雄一・進藤博
司・永嶋良一・内藤考三・矢崎直良〉
お客様ようこそ
〈関口　茂〉

熊木ガバナー補佐、本日はよろ
しくお願いします。
〈大瀧榮壽〉

地区大会宜しくお願いします。
〈遠藤省吾〉

ガバナー公式訪問ご苦労様です。
〈遠藤省吾〉

第３Ｇガバナー補佐　熊木広
光様、地区副幹事　栗岡宏治
様、ようこそ。
〈小川和信〉

中川高志ガバナー、御訪問を
歓迎します。
〈小川和信〉

中川ガバナー最高ガンバレ !!
〈小林治夫〉

中川ガバナーお帰りなさい！
〈江本尚浩〉

熊木ガバナー補佐、本日はあ
りがとうございます。
〈永嶋良一〉

中川ガバナー、熊木ガバナー
補佐、本日はよろしくお願いし
ます。
〈川島利雄〉

ガバナーようこそ！
〈大竹　敦〉

本日、越谷北 RCの公式訪問
でした。中川ガバナー本当にお
疲れ様でした。
〈戸井田修〉

暖かい秋ですね。
〈渋木理俊〉

ニコニコボックスのご報告

次回例会案内
11月 7日 第 3110 例会 80 名（75 名） 63 名（84%）

10月 24日 第 3108 例会 12 名（58 名） 76.32%

ご協力ありがとうございました。

11月7日の合計金額 47,000円
（ 11月7日までの累計金額841,000円 ）

2018 年 11 月 29 日（木）彩の国さいたま芸術劇場　音楽ホール

ポリオ撲滅
カウントダウンチャリティーコンサート

【地区大会】11　月10㈯
日パレスホテル大宮・11㈰

日大宮ソニックシティホール
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