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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

　私は不動産鑑定士をしておりまして、
土地や不動産の鑑定評価を行う専門職
種になります。最近では変動率の話が
センセーショナルに取り上げられます
が、なんと言ってもここ数年はインバウ
ンドによる影響で観光地の地価が極端

に上昇を示しているのが特徴です。ま
た一方、都心で人気の湾岸エリアのマン
ションは億ションとなっており、価格水
準の大幅な上昇により景気が鈍ってき
ている状況にあります。
　全県通して住宅地は＋ 0.7％で 3 年
連続のプラス。商業地は＋1.6％で 6
年連続のプラス。工業地が＋3.0％で

6 年連続のプラスとなっております。
　元々相対的に割安感が優劣を付ける
傾向にある中で、埼玉県については今
後もしばらくは根強い需要があると思
われます。しかしながら米中の貿易戦
争やヨーロッパの経済情勢など、どう
経済が動くかによっては地価にも影響
を与えるということだろうと思います。

　３月１４日・１５日の２
日間行われた「PETS 報
告」について、櫻井義久
会長エレクトより卓話を
いただきました。以下、
内容の概要です。

　まず始めに、国際ロータリー方針について改
めてお話しさせていただきます。2019-20 年
度マーク・ダニエル・マローニー国際ロータリー
会長より発表された会長テーマは「ロータリー
は 世 界 をつなぐ（ROTARY CONNECTS 
THE WORLD）」。世界がかつてないほど分

断している今日、私たち全員をつなぐのはロー
タリーであると述べられました。
　続いて、年次目標ですが「優先事項１：人々
が手を取り合うのを促す」「優先事項２：行動
する」となっています。これには、ビジョン声
明（2018 年発表）と戦略的優先事項（2019
年７月以降、今後５年間の活動方向）が考慮
されています。
　上記の国際ロータリー方針を踏まえ、地区
活動方針についても「ロータリーは世界をつな
ぐ」と発表されました。また、地区運営方針は

「ポリオ撲滅活動から、クラブ活性化へ」であ
り、地区年次目標にも「世界ポリオデー１０月

２４日に全クラブがイベントを開催し､　寄付
を勧奨する」が含まれるなど、ポリオ撲滅活
動を重視しています。
　今後、特に大宮ロータリークラブで力を入
れたいのが、「戦略計画の作成」です。小林ガ
バナーエレクトから、年度計画書のトップペー
ジに掲載してくださいとの要望が来ています。
クラブの活性化、会員増強（特に女性会員の
勧誘）、最も重要なクラブ専任リーダーの選任
を進めていきたいと思っています。内容はこれ
から話し合うので未定ですが、戦略計画委員
長やパスト会長のご意見を伺いながら、戦略
計画を作っていきたいと思います。

櫻井 義久 会員PETS（会長エレクト研修セミナー）報告

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

今年度のクラブテーマ

　最初にお客様の紹介をさせていただき
ます。蓮田ロータリークラブ栗原均様。
後ほどご挨拶いただきたいと思います。
　大変陽気も良くなってまいりまして、
大宮公園の桜もこの土曜日に満開かな、
といった感じです。今年度は、今日を入
れて残り４日。４月１日からは新年度とな
ります。ロータリーにおいても次期大宮
ロータリー会長エレクトの櫻井義久さん
に後程 PETS 報告をしていただきます。

　また、本日も会長挨拶は岩﨑パスト会
長にお願いしてありますのでどうぞ宜しく
お願いします。
　最後に、今日司会をしていただいてい
る東海東京証券の鈴木基由さんが４月の
異動で渋谷の方へ栄転されます。後任の
方が入られるということですけれども、
１年くらいで大変短くてちょっと名残惜し
いところがありますけれども、本当にあ
りがとうございました。

会 長 挨 拶 2 0 1 9 . 3 . 2 7  W E D

小川 和信

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長

ご挨拶

岩﨑 彰 会員
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次回例会案内
2019 年 4月6日（土）9:15点鐘／ NACK5スタジアム大宮（大宮公園内）

第11回 エコボールプロジェクト
（少年サッカー指導者養成プロジェクト・ロータリー DAY 合同プロジェクト） 

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

お世話になります。
〈栗原　均〉

栗原さんようこそ大宮RCへ
〈中川高志・橋本和久〉

お客様ようこそ
〈星野晃一郎・森　正志〉

モイラさんようこそ！
〈鈴木俊一〉

桜井さんPETS報告ありがと
うございました。
〈中川高志・浅野　仁・本多　隆・飯野
耕司・江本尚浩〉

桜井エレクトPETS報告よろ
しくお願いします。
〈小川和信・川島利雄・岸　　聡・矢崎直良〉

桜井エレクトいよいよ始まり
ますね。ガンバッテください。
〈遠藤省吾・進藤博司〉

桜井エレクト、先日はお世話
になりました。
〈星野晃一郎〉

桜井エレクト卓話ありがとう
ございます。
〈山本和保・太田英成〉

鈴木基由会員司会ありがと
うございます。御栄転おめで
とうございます。新任地で
の御活躍をお祈りします。
〈中川高志・小川和信・進藤博司・福島謙
二・栗岡宏治・足立空也・三浦　守〉

鈴木基由支店長、お世話に
なりました。益々のご発展
を祈ります。
〈岩﨑　彰〉

鈴木基由さんお世話になり
ました。御栄転おめでとうご
ざいます。
〈浅野　仁〉

鈴木基由さん司会ありがとう
ございます。又、1年間あり
がとうございました。
〈遠藤省吾・齋藤守毅・小林康一・板垣
英治〉

鈴木さんさみしいです。
〈内藤考三〉

鈴木基由会員、来月からは
渋谷で益々ご活躍下さい！
〈兼杉文子〉

4月1日異動により、退会さ
せていただくことになりまし
た。皆様大変お世話になり
ました。
〈鈴木基由〉

岩﨑さん、会長代行挨拶あり
がとうございました。
〈浅野　仁〉

少しお話をさせて頂きました。
〈岩﨑　彰〉

桜が咲きましたね。
〈関口　茂〉

いよいよ桜のシーズン始まり
ました。楽しみです。
〈清水啓生〉

本日はペッツ報告致します。
よろしくお願い致します。
〈櫻井義久〉

本日当社株主総会のため欠
席します。
〈小坂良二〉

3/13入会した渡辺です。宜
しくお願い致します。
〈渡邉勝美〉

大変ご無沙汰しております!!
〈足立空也〉

足立さんひさしぶりです。
〈三浦　守〉

3 月 27日 第 3127 例会 80 名（77名） 43 名（55.84%）

3月 6日 第 3125 例会 13 名 73.68%

ご協力ありがとうございました。

3月27日の合計金額 45,000円
（ 3月27日までの累計金額1,623,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

※ 2019 年４月１０日は休会です

MC［鈴木会員 ］

お客様ご挨拶
［蓮田ロータリークラブ 栗原 均 様 ］

お客様ご挨拶
［モイラ 様 ］

退会挨拶
［鈴木会員 ］

出席率の報告
［板垣会員 ］

幹事報告
［三浦幹事 ］

ニコニコボックスの報告
［太田会員 ］


