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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

　はい、大瀧です。3月10日、3日前ですけれ
ども、「ラフレさいたま」におきまして、中川ガ
バナーをはじめ多くのパストガバナー、それから
歴代の米山記念奨学部門委員長などを迎えまし
て、修了式をおこなってまいりました。私と浅野
副会長、それから三浦幹事、もちろん本人の朴
君も参加いたしまして、行ってまいりました。非
常に盛大にやっていただきまして、彼も感激した
のではないかなというふうに思っております。

　内容的には、21名の奨学生が修了ということ
でございます。13 名の方は継続生として、もう
1年世話クラブで世話すると、こういうことになっ
ております。報告といたしましてはそれだけなの
ですが、また新しいイタリア国籍の方を、大宮
が世話クラブとしていくことになっております。
大学は埼玉大学です。修士2年間です。人文社
会科学の国際日本アジアを学びに入るというこ
とでございます。

　昨年は 35 名が地
区でカウンセラーを
やっておりますけれ
ども、今年は 33 名
に減っております。地
区の問題かわかりませんけれども、そういう報
告でございました。以上でございます。ありがと
うございました。

出身は行田市。学生時代から社会人となった現在まで、幅広いお話をいただきました。
山梨県での活動経験もご紹介いただきました。

株式会社ＪＴＢ埼玉支店 支店長　鈴木　寛 会員
新会員自己紹介

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

今年度のクラブテーマ
　最初に今日のお客様をご紹介させてい
ただきます。大宮南ロータリークラブ、
渋谷佳孝様。ローターアクトクラブ地区
代表鈴木大陽様。お二人には後ほどご
挨拶をいただきたいと思います。
　さて、寒さも和らぎ、来週 21日は春
分の日となります。春本番となります。
平成の時代も残り一ヶ月半。数えてみま
すと48日しか残されていないわけです
ね。5月、10日間の連休は新元号とな
るわけです。皆さん 5月の連休のスケ

ジュールは決まっていますか。限られた
時間、大切にしなければなりません。
　今日は会長の挨拶に大瀧会員による
米山記念奨学生カウンセラーの報告をし
ていただきます。大瀧会員どうぞよろしく
お願いいたします。
　その前にですね、お祝いごとがありま
す。辻本会員にお子さん、男の子が誕生
しました。お祝いしたいと思います。

会 長 挨 拶 2 0 1 9 . 3 . 1 3  W E D

小川 和信

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長

米山記念奨学生カウンセラー報告
カウンセラー 大瀧 榮壽
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次回例会案内
2019 年 4 月 3 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮

「次年度研修リーダーとして…」
中川　高志 ガバナー

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

お客様ようこそ
<関口　茂>

柿沼さん、渡邉さん入会おめ
でとうございます。これからど
うぞ宜しくお願い致します！
<中川高志・三浦　守・兼杉文子・小林
康一・森　正志・竹内裕司・星野晃一郎・
齋藤守毅・鈴木俊一・進藤博司・大竹　敦・
岸　　聡・遠藤省吾・橋本和久・永嶋良一・
小川和信・浅野　仁>

新会員になりました。宜しく
お願い致します。
<渡邉勝美>

入会させていただきありがと
うございます。
<柿沼　徹>

鈴木ローターアクト地区代表
ようこそ
<鈴木俊一・永嶋良一>

渋谷さん､ 選挙はいつでも厳
しいものです｡ 頑張りましょう!
<平田　繁>

渋谷さんようこそ。選挙がん
ばってください。
<永嶋良一>

アルディージャチケット頂き
有難うございます。しっかり
と応援してきます！
<祝原英隆・小坂良二・荒井　渉>

小坂さん、ありがとうござい
ました。
<大竹　敦>

ローターアクト地区代表 鈴木
大陽君地区年次大会お疲れ
様でした。
<田中康之>

無事に目の手術が終わりまし
た。目は良くなったのですが
同時に老眼になってしまいま
した。
<戸井田修>

皆様4月6日はエコボールプ
ラス少年サッカー指導者養成
講座開催です。ロータリーデ
イとして盛り上げますので
奮って出席願います。
<岩﨑　彰>

誕生日祝いただきました。あ
りがとうございました。遅く
なりすみません。
<小林義久>

辻本会員ご長男の誕生おめで
とうございます。
<永嶋良一>

お祝いありがとうございます。
<辻本恵太>

今日の席は左に若々しい新井
さんがいて喜んでいましたら、
右側に関口さんがいました。
中座します。
<平田　繁>

小林さんいちごおいしかった
です。ありがとうございます。
<福島謙二・藤澤正博・諏訪慶三・本多　
隆>

小林康一さんMCありがとう
ございます。
<三浦　守・岩田尚明・栗岡宏治・小川
和信>

小林さん誕生日おめでとう
<星野晃一郎>

小林さん誕生祝のいちごと司
会ご苦労様そしてありがとう
ございます。
<渋木理俊>

小林会員司会ありがとうござ
います。誕生日おめでとうご
ざいます。イチゴありがとう
ございました。
<中川高志>

本日司会を担当します。よろ
しくお願い致します。
<小林康一>

鈴木会員自己紹介ありがとう
ございます。
<青野壽文>

鈴木寛さん卓話ありがとうご
ざいます。
<北村匡央・山本和保・岩瀬雄一・浅野　
仁>

JTB 鈴木さん今後とも大宮ク
ラブとパレスホテル大宮をよ
ろしくお願いいたします。
<小坂良二>

本日自己紹介させていただき
ます。よろしくお願いいたし
ます。
<鈴木　寛>

久しぶりに参加させて頂きま
す。有難うございます。
<桑折美奈子>

3 月13日 第 3126 例会 79 名（76 名） 47名（61.84%）

2 月20日 第 3124 例会 12 名 69.33%

ご協力ありがとうございました。

3月13日の合計金額 55,000円
（ 3月13日までの累計金額1,578,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

子女出生のお祝い
［辻本会員 ］

MC［小林会員 ］

お客様ご挨拶
［大宮南ロータリークラブ 渋谷佳孝様 ］

新入会員ご挨拶
［柿沼様 ］

幹事報告
［三浦幹事 ］

新入会員ご挨拶
［渡邉様 ］

委員会報告
［橋本会員 ］

委員会報告
［竹内会員 ］

ニコニコボックスの報告
［藤澤会員 ］

出席率のご報告
［祝原会員 ］

入会式
［柿沼様･渡邉様 ］

お客様ご挨拶
［ローターアクトクラブ地区代表 鈴木大陽様 ］


