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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－

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

今年度のクラブテーマ

　皆様今日は。本日は小川副会長、定
期検診の為欠席なので、私が努めさせ
ていただきます。お客様をご紹介しま
す。第2770地区第３グループガバナー
補佐大宮中央ＲＣ熊木広光様です。
　続きまして、大宮シティＲＣ恵川一
成代表です。後ほどご挨拶をいただき
ます。
　先週の与野で行われました、さいた
ま芸術劇場でのポリオ撲滅「カウントダ
ウンチャリティコンサート」では会員の
皆様大勢のご参加ありがとうございま
した。Ｒ財団奨学生４人によるコンサー
ト良かったです。コンサートホールへ行
く途中、浦和のガバナーご夫婦と一緒
だったのですが、あのプログラムは地
区ポリオプラス委員長である大宮ＲＣ
の橋木さんの強い希望で行うことに
なったものだとお聞きしました。彼が熱
心だったので妻を誘って一緒に来たと
おっしゃっていました。
　私は岩崎会員ご夫妻と鑑賞したの
ですが、岩崎さんのお知り合いのＲ財
団委員会顧問の慶応大学名誉教授の
鈴木五郎先生と話をする機会に恵ま
れました。４人とも優秀な学生であった
こと、先生は英語の専門家ですが、浦
和クラブで推選のソプラノ歌手中津川

祥子さんは、イタリア語で財団奨学生
試験を受けたそうです。
　さて、いよいよ来週はクリスマス例
会です。咋年の江本会長年度では、
ジョエルロブションでの例会、The ぺ
ニンシュラ東京での宿泊と大宮ＲＣな
らではのクリスマスプログラムでした。
 今年も素晴らしいプログラムを用意
してありますので楽しみにして来て下
さい。
　この東京へ行くプログラムはいつか
ら始まったものかご存知ですか。
　これは第46代赤芝益男会長が、大
宮ＲＣの「誇り」と「品位」と「ステー
タス」を感じてもらいたいと豪華なク
リスマス例会を企画したのが始まりで
す。そして、赤芝年度の幹事の永島さ
んの会長年度当時クラブ奉仕担当理
事の私の会長年度、永嶋年度の幹事
の江本さんの会長年度と続きます。
中川ガバナーの会長年度の東京ス
テーションホテルもそうです。東京で
のクリスマス例会はこうして今も続い
ているのです。
　赤芝さんの話、もうひとつお話しした
いと思います。
　現在、大宮ＲＣのネームプレートはシ
ルバーとゴールドの２種類が使われて

います。
　実は３種類あるのです。これも赤芝
年度から始まったものです。
　最初は何か年配者を敬う方法はな
いか、どうしたら私たちの気持ちを伝え
られるのかという発想でした。私たちが
考えたのはパスト会長にしようというも
のでした。
　しかし、パスト会長に限定すると、在
籍年数は永いのだけれど絶対に会長
はやらないという皆から尊敬されてい
る先輩がいました。そこで赤芝さんはＲ
Ｃはアメリカが発祥なのだからハーフと
かクオーターという考え方もあるので、
在籍年数を25年という区切りに決めま
した。しかし、大宮ＲＣには何と50年と
いう在籍者が現れました。そこで、50
年在籍すると、好きな色のプレートをつ
けられるということにしました。緑とオレ
ンジを見たような記憶があります。岩井
会員は私はゴールドでいいと言ってく
れていますが、次年度の桜井会長には
新しい好きな色のプレートをつくっても
らって下さい。私たちの目標と尊敬の
気持ちのこもったプレートを是非つけて
ください。（岩井さんが「つける」と言っ
てくれたのが嬉しかったです）

副 会 長 挨 拶 2 0 1 8 . 12 . 5  W E D

新会員自己紹介

浅野　仁

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長

　1971 年 8 月 3 日生まれ、仙台市出身、高校時代はラグビー部に所属。大学時代は勉強
に励まれたそうです。趣味はゴルフ、ご家族は現在三重県にお住まいだそうです。仕事につ
いても当時の出来事など織り交ぜながら興味深いエピソードをお話しいいただきました。

日本生命相互会社 さいたま支社 大宮ソニック営業部 総合営業部長　本
ほ ん ま

間　玲
れい

 会員
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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

本日はよろしくお願い致しま
す。地区大会成功おめでとう
ございます。

〈第３グループガバナー補佐 熊木広光様〉

2020～21年度の第3グルー
プガバナー補佐の推薦をお願
いします。

〈恵川一成様〉

点鐘、アイサツをさせていた
だきました。久し振りで緊張
しました。

〈浅野　仁〉

久し振りにホームの例会に出
席します。

〈中川高志〉

熊木G補佐、大宮シティRC
恵川さん、ようこそ。

〈田中康之・小坂良二・内藤考三・岩﨑　
彰・荒井　渉・岸　聡・飯野耕司・櫻井
義久・進藤博司〉

お客様ようこそ。
〈浅野　仁・大瀧榮壽・遠藤省吾・飯野
耕司・星野晃一郎〉

田村さん、この度は受章おめ
でとうございます。

〈岩井良彦・矢崎直良・大瀧榮壽〉

本間さん、自己紹介卓話あり
がとうございます。

〈本多　隆・櫻井義久・進藤博司・鈴木俊
一・齋藤守毅・山本和保・小林康一〉

本日、司会を務めさせて頂き
ます。

〈福島謙二〉

福島さん司会ありがとうござ
います。

〈浅野　仁・飯野耕司・岩田尚明・栗岡
宏治・祝原英隆・諏訪慶三・鈴木基由・本
間　玲〉

長寿表彰を頂きます。
〈大瀧榮壽〉

モイラとの生活も1ヵ月経ち
ました。皆様のサポートいつ
もありがとうございます！

〈兼杉文子〉

モイラさんお誕生日おめでと
うございます！

〈川島利雄・田中康之〉

誕生日ありがとうございまし
た。

〈岩瀬雄一〉

結婚記念祝いありがとうござ
います。

〈竹内裕司〉

11/29 のポリオ撲滅カウント
ダウンチャリティコンサートチ
ケットありがとうございまし
た。楽しかったです。

〈小坂良二〉

昨日の千日会への参加ありが
とうございました。小川部長
に代わり、御礼申し上げます。

〈小林康一〉

早退を致します。
〈岩井良彦〉

1年間応援ありがとうございま
した。来年は J1昇格します。
大宮アルディージャ

〈森　正志〉

カレンダーお持ちください。
〈渋木理俊〉

ニコニコボックスのご報告

クラブ総会・クラブ協議会
12 月 5日 第 3114 例会 80 名（75 名） 44 名（58.67%）

11月 21日 第 3112 例会 23 名（67名） 89.33%

ご協力ありがとうございました。

12月5日の合計金額 60,000円
（ 12月5日までの累計金額956,000円 ）

次回例会案内
2018 年 12 月 19 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮

※ 2018 年 12 月 26 日（水）は休会です。

幹事報告［三浦幹事］ 委員会報告［平田会員］ 委員会報告［小坂会員］

お客様ご挨拶
国際ロータリー第 2770 地区
第 3G ガバナー補佐 熊木広光様

お客様ご挨拶
大宮シティロータリークラブ
理事 恵川一成様

お客様のご紹介
［浅野副会長］

ホストファミリー報告
［兼杉会員］

青少年交換留学生月例報告
［モイラ様］

点鐘 司会［福島会員］

出席率の報告［木村会員］

長寿表彰状の贈呈［岩井会員・大瀧会員］ 誕生日祝［三浦会員・岩瀬会員・矢崎会員・森会員］
結婚記念日祝

［花俣会員・遠藤会員・川島会員・竹内会員］


