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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

小川　和信

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長

　みなさんこんにちは。雨の中ご出
席ありがとうございます。2月3日は節
分、そして4日が立春、そして昨日は
旧暦のお正月です。暦の上ではもう
春ですけれども、まだまだ寒い日が続
きますので、みなさん風邪などひかな
いように気をつけてください。
　先週1月30日（水）に、パスト会長
会が開かれました。川島会員の新道
山家で、岩井パスト会長、そして大瀧
パスト会長はじめ14人のパスト会長
と三浦幹事、次期会長の櫻井会員が
集まり、上半期を振り返り、また後半
の5ヵ月についても、いろいろなアドバ
イスと、お力添えをいただきました。浅
野副会長と三浦幹事と力を合わせ
て、とにかく楽しい例会に努めようと
感じた次第です。いずれにしても、会
員の皆様のご協力、ご理解をいただ
かないとできませんので、どうぞよろ
しくお願いいたします。パスト会長に
も卓話をしていただくという約束をし
ましたし、また、会員の皆様にも卓話
をいただくことになりますけれども、何
分よろしくお願いします。

　今日は、ロータリーのバッジについ
てお話ししたいと思います。みなさん
の、胸についているバッジ、これは歯
車になっていますよね。歯の数は何
枚あるかご存知ですか？私の家は時
計屋です。昭和31（1956）年に大宮
ロータリークラブが誕生しました。今
年で63歳ですね。当時、私は中学1
年生で、うちの父がこのバッジをつけ
て帰ってきたとき、「時計組合のバッ
ジかな？」と思ったんですよ。みなさん
ご存知の通り、時計にはたくさんの歯
車が使ってあり、小さなゼンマイの力
をたくさんの歯車が伝えて、秒針・分
針・時針を動かしています。ですから、
ロータリーのバッジはなんで歯車に
なっているのかと、時計屋さん的に考
えますと、このデザイナーは時計屋さ
んじゃないかと思いました。
　シカゴでポール・ハリスが3人の仲
間と最初に会合を開いたのが1905
年で、1906年には会場を持ちまわる
ということで、馬車でまわっていまし
た。ロータリーのマークは、その車輪
をデザインして作ったということです。

その6年後に歯車になり、そしてまた
10年後には今の24枚の歯と6本の
車軸のマークができたと。これは、た
またま25周年記念の大宮ロータリー
の記念誌をみておりましたら、そこに
書いてありました。今から100年前に
この形のデザインにしたわけです。
　ですから、バッジは馬車の車輪だと
思っていたのですが、車輪に歯がつ
いていたら、とても快適な回転はでき
ません。では、いったいなぜ歯がつい
たのでしょうか。私は、24個の歯は1
日の24時間を表すためについたので
は、と考えました。
　いずれにしてもロータリーのみなさ
んが、同じ24枚の歯を重ねて地域の
役に立つことを行うというのが、デザ
イナーの趣旨ではないかなと感じた
のですが、みなさんはいかがでしょう
か。正しい解釈の仕方については、調
べていただいて、今の解釈はあくまで
も時計屋さんの解釈ですので、よろし
くお願いします。以上です。

会 長 挨 拶 2 0 1 9 . 2 . 6  W E D

1969年10月9日生まれ。さい
たま市（旧大宮市）出身。大学
時代はスキーに明け暮れており
ました 。趣 味 は スキ ー 、サッ
カー、週 末は 地 元 サッカー少
年団のスタッフとして活動して
います。

名鉄観光サービス株式会社  
関野 泰樹 会員

新会員自己紹介
　ただ今、荒井パストガバナー補佐からご紹介ありました
が、またどういう風の吹き回しか分かりませんが、ガバナー
補佐候補者推薦を1月の理事会、パス卜会長会でご承認頂
きました。このまま行きますと、2019年7月から勉強会が始
まり、終わるまで今から2年半掛かります。
　2020-21年度進藤大宮RC会長年度で中里公造ガバナ
一年度のガバナー補佐と言うことになります。
　第3グループ幹事は小坂良二さんにお願いしました。
　ロータリーを勉強して、大宮RCのため、第3Grのため、
皆様のために、今唄った奉仕の理想の文句をかみしめなが
ら頑張っていきますので、皆様宜しくお願い申し上げます。

飯野 耕司 会員

ガバナー補佐推薦を受けてのご挨拶
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理事会、セレモニー

次回例会案内 ※ 2019 年 2 月 27 日は休会です

【第3125回例会】 2019年3月6日（水）12：30点鐘／パレスホテル大宮

米山記念奨学生　朴 伸桓 君
卓 話

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

小川パスト会長のお話、重く、
楽しく聞かせて頂きました。
ありがとうございます。
〈橋本和久〉

今年の７月から、ガバナー補
佐見習として、ロータリーを
勉強していきます。皆様よろ
しく御願いします。
〈飯野耕司〉

昨年氷川神社二の鳥居前に
狛犬を奉納しました。よろし
かったら見て下さい。
〈太田英成〉

巷は受験ムード一色。仕事
柄神経を擦り減らし、ついに
私も神経痛に！痛いの痛いの
早く飛んでいけ～！
〈福島謙二〉

暦の上でも春です。明るい気
持ちでがんばります！国際
バッヂありがとうございます。
〈兼杉文子〉

鈴木さん、よろしくお願いし
ます。
〈本間　玲・森　正志〉

JTB 鈴木さん入会おめでとう
ございます。
〈竹内裕司・星野晃一郎・飯野耕司・浅野　
仁〉

JTB 鈴木寛会員、ご入会歓
迎いたします。どうぞよろしく。
〈小川和信〉

誕生日のお祝い、ありがとう
ございます。お陰様で還暦
を迎えます。
〈小坂良二〉

誕生日祝いありがとうござい
ます。
〈江本尚浩・大瀧榮壽〉

本日より入会させていただき
ます。よろしくお願いいたし
ます。
〈鈴木　寛〉

関野さん、自己紹介楽しみに
しています。
〈矢崎直良〉

関野さんようこそ！
〈内藤孝三〉

関野様、自己紹介ありがとう
ございます。
〈山本和保・齋藤守毅・鈴木俊一・進藤
博司・櫻井義久・飯野耕司・中川卓志・
岸　　聡・小川和信・浅野　仁〉

関野さん、これからよろしく
お願いします！
〈岩瀬雄一〉

司会の板垣さん、宜しくお願
いします。
〈関野奏樹〉

板垣会員、司会ありがとうご
ざいました。
〈栗岡宏治・齋藤守毅・進藤博司・飯野
耕司・中川高志〉

司会きまってますね！
〈三浦　守〉

ニコニコボックスのご報告

2 月 6日 第 3121例会 79 名（74 名） 44 名（59.46%）

1月23日 第 3119 例会 11名（56 名） 76.71%

ご協力ありがとうございました。

2月6日の合計金額 37,000円
（ 2月6日までの累計金額1,359,000円 ）

委員会報告
［進藤会員］

誕生日祝［小坂会員・平田会員・
大瀧会員・江本会員］

結婚記念祝
［岸会員・三浦幹事］

入会式［株式会社 JTB さいたま
支店 支店長 鈴木 寛様］

幹事報告
［三浦幹事］

MC
［板垣会員］

委嘱者代表のご挨拶
［中川ガバナー］ 地区委嘱書の贈呈

ニコニコボックスの報告
［本間会員］

次回例会案内
［青野会員］

石巻東部地区野球スポーツ少年団様より寄せ書きをいただきました


