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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

2018 .12 .19  WED

▪副会長（会員増強・財団・奉仕プロジェクト担当）	 関口　　茂
▪副会長（クラブ管理運営・青少年奉仕担当）	 小坂　良二
▪幹　　　事	 花俣　秀幸
▪会　　　計	 江本　尚浩
▪会	場	監	督	 荒井　　渉
▪理　　　事	 中川　高志
▪理　　　事	 岩﨑　　彰
▪理　　　事	 遠藤　省吾
▪理　　　事	 飯野　耕司
▪理　　　事（会員増強委員長）	 田中　康之
▪理　　　事（公共イメージ委員長）	 内藤　考三
▪理　　　事（クラブ管理運営委員長）	 三浦　　守
▪理　　　事（奉仕プロジェクト委員長）	 山本　和保
▪理　　　事（財団委員長）	 齋藤　守毅
▪理　　　事（青少年奉仕委員長）	 星野晃一郎

▪会	計	監	査	 永嶋　良一
▪会	計	監	査	 小林　義久

役員・理事及び会計監査の指名
（大宮ロータリークラブ細則第 3 条第１節及び第５条第１節）

副 会 長 挨 拶

小川 和信

大宮ロータリークラブ（2019～2020年度）

（以上理事会メンバー）

　皆さん、こんにちは。徳山会長に代わり
まして、ご挨拶を申し上げます。
　15日のクリスマス夜間例会には沢山のご
出席をいただき、楽しいクリスマスを過ご
す事ができました。
　立派なパレスホテル東京のホスピタリティ
には、我々も大いに勉強しなきゃいけない
なという感じを受けました。
　三浦幹事、そして小坂委員長、また江本
会員、皆さん本当にありがとうございました。
　今年も残すところ13日です。平成 30 年
で最後の例会となります。
　先ほど理事会がありまして、次年度の役
員の発表もありました。また、上半期11
月までの予算の承認もいただきました。

　次年もすばらしい顔ぶれで、本当に楽し
みでございます。
　また、来年は新しい元号になりますので、
気持ちも大きく切り替えて、新しい時代に
向かって行かなければいけないのかなと思
います。
　今日はそんな所で、ご挨拶とさせていた
だきます。ありがとうございました。
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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

よろしくお願いします。自分
を変えるために頑張ります。

〈大沢竜勝様〉

お客様ようこそ！
〈齋藤守毅・遠藤省吾・進藤博司・矢崎
直良〉

兼杉さん司会ありがとうござ
います。

〈岩田尚明・太田英成〉

上期お世話になりました。
〈岩井良彦・大瀧榮壽・岩瀬雄一・大竹　
敦・中川高志〉

今年もお世話になりました。
来年もよろしくお願いします。

〈小林義久・山本和保・桑折美奈子・永
嶋良一〉

小川副会長ご苦労さまです。
〈本多　隆・小林治夫〉

先日、初滑り（シーズンイン）
行って来ました。兼杉さん、
女性の司会も良いですね。

〈渋木理俊〉

兼杉さん司会さすがです。
〈内藤考三〉

お客様ようこそいらっしゃい
ました。大沢君頑張って下
さい。楽しみです。

〈浅野　仁〉

大沢竜勝君ようこそ。
〈星野晃一郎〉

大沢竜勝君、これから期待
しています。頑張って下さい。

〈飯野耕司〉

大沢君がんばって下さい。
〈櫻井義久〉

大沢竜勝君ようこそ。留学を
素晴らしいものにして下さい。

〈福島謙二〉

大沢さん良く準備して満足
行く1年を送れるようガン
バッて下さい。

〈三浦　守〉

15 日のクリスマス例会、大
勢の御参加をいただき楽し
いひとときを過ごす事が出
来ました。

〈小川和信〉

小坂さんはじめ、奉仕プロジェ
クト、皆様、楽しいクリスマス
ありがとうございました。

〈田村　眞〉

クリスマス例会、皆様ありが
とうございました。ブロスの
皆様素晴らしかったです。

〈浅野　仁〉

先日のクリスマス夜間例会
では、皆様のご協力をいた
だき厚く御礼申し上げます。

〈小坂良二〉

素敵なクリスマス例会に出
席させて頂き有難うござい
ました。

〈桑折美奈子 〉

役員の皆様ご苦労様でした。
良いお年をお迎え下さい。

〈岩﨑　彰〉

上期、中川ガバナーはじめ
地区役員、クラブ理事の皆
様、ご苦労様でした。あり
がとうございます。

〈田村　眞〉

平成 30 年ありがとうござい
ました。新しい年もよろしく
お願い致します！

〈兼杉文子〉

藍綬褒章のお祝いをいただき
誠にありがとうございます。

〈田村　眞〉

次年度、理事・役員の指名
をさせていただきます。よろ
しくお願い致します。

〈櫻井義久〉

クラブ総会、クラブ協議会、
よろしくお願いします。

〈浅野　仁〉

次女宏美に女の子が産まれま
した。70才にして初孫です！

〈川島利雄〉

結婚祝い
〈川島利雄〉

大竹さん、小林義久さん、
ポールハリスピンお目出とう
ございます。

〈岸　聡〉

お久しぶりです。
〈関口　茂〉

キリンビールの笠原賢一会
員、地区大会では、ビール
100 本出して頂いて、あり
がとう御座居ました。

〈飯野耕司〉

大竹さん、小林義さん、マル
チプルおめでとうございます。

〈田中康之〉

大竹会員、小林会員、マル
チプル、ポールハリスフェロー
ピンおめでとうございます。

〈竹内裕司〉

本日は早退させて頂きます。
申し訳ありません。

〈桑折美奈子〉

つたないニコニコの発表、
失礼しました。来年は心を
いれかえてがんばります。

〈辻本恵太〉

理事、役員の皆様、上半期
お疲れ様でした。

〈鈴木俊一〉

12 月19日 第 3116 例会 78 名（76 名） 49 名（64.47%）

12 月 5日 第 3114 例会 12 名（56 名） 74.67%

ご協力ありがとうございました。

12月19日の合計金額 56,000円
（ 12月19日までの累計金額1,116,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

青少年交換派遣候補生
大沢竜勝様（右）、大沢厚子様（左）

点鐘 お客様のご紹介 幹事報告［三浦幹事］ 委員会報告［小坂会員］ 出席率の報告［田中会員］ 司会［兼杉会員］
ニコニコボックスの報告
［辻本会員］

新入会員の皆様へ入会記念のバッグタグの贈呈
［中川ガバナー・笠原会員］

ロータリー財団寄付
マルチブル・ポールハリス・フェローピンの贈呈
［大竹会員・小川副会長］

ロータリー財団寄付
マルチブル・ポールハリス・フェローピンの贈呈
［小林会員・小川副会長］


