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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

　中川高志ガバナーより、次年度研修リーダーとして
「研修リーダーとは」「ロータリーの戦略計画」「大宮
ロータリーの戦略計画について」そして現在問われて
いる、求められているリーダーシップについて、２回
に亘ってお話をいただきます。本日は第１回、以下内
容の概要です。
　研修リーダーは各部門、クラブにもいますし、地
区研修リーダー、国際協議会の研修リーダーもおり
ます。クラブ研修リーダーというのはクラブ研修を充
実させて年次目標の達成を支援する。長期的な視野
で会員の指導力を開発して推進していく役割を担って
います。クラブレベルの研修、これを評価・充実させ
る上でのクラブ活性化のキーマンということになり、
会長エレクトが任命します。
　研修リーダーの責務は、会員のニーズを調査する

事から始まり、5 つの委員会すべてと連携しながらク
ラブ活動を活性化し、それを支援していく事です。
　今後は研修リーダーの役割を十分に機能させるべ
く、研修リーダーの存在を根付かせていきたいと思っ
ています。
　ロータリーの戦略計画につきましてはＰＥＴＳ報告
の内容のとおりですが、1つ注意していただきたい事
は、ＲＩのテーマはその年度使用すべき唯一のテーマ
であるという事です。「ロータリーは世界をつなぐ」

（ROTARY CONNECTS THE WORLD）をテー
マに徹底的に一年間活動していくという事です。
　ロータリーには普遍的な項目がありますが、グロー
バル化していく中で柔軟に変わっていくことでロータ
リーの目的を達成するために活動していかなければな
りません。優先項目１．２の具体的な方法として、私

たちの行事・プロジェ
クトを写真や動画に
残してショーケースに
発表すること。何か
活動をしている、す
ぐにやっていること
がわかる形のもので
なければ採用されませんので、ロータリーデーでは必
ずやっていただきたいです。
　次回、５月８日にクラブ戦略計画の立案について皆
さんと考えてみたいと思います。戦略計画の立案とい
うのはクラブのビジョンとその実現に向けられる優先
項目の設定の足りないところ良いところを含めて、大
宮ロータリークラブはどこに向かっていくのか。それ
を定めてやっていきたいと思っています。

中川 高志 ガバナー次年度研修リーダーとして

　皆さん今日は、最初に本日のお客様を御紹
介いたします。井原實パストガバナー、小川貴
久様、モイラとそのホストファミリー新井恭代
様。井原パストガバナーと小川貴久様には後
程ごあいさつをいただきたいと存じます。
　さて、4月1日新元号令和が発表されました。
奈良時代の歌集「万葉集」からの出典であり、
新しい時代を格調高く良い時代にしようとの思
いが込められていると感じました。
　ロータリーでは毎年全ての部門に於いて役

員が変わり、常に新しい年度方針でチャレン
ジをしていくことで、魅力あるクラブを維持し
ていく事と思います。
　次年度櫻井会長の元より楽しい実りあるク
ラブへ進める事を期待しています。本日は中川
ガバナーから、次年度研修リーダーとしてのお
話しがあります。御静聴下さい。
　ところで次の例会は 4 日 6 日（土）、場所は
NACK5 スタジアムです。今年度最大のイベン
トです。会員の皆様の御出席お願いします。

会 長 挨 拶 2 0 1 9 . 4 . 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
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次回例会案内
2019 年 4 月 24 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮

4月12日（金） 2019-20年度 地区研修・協議会 報告
クラブ協議会④

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

メーキャップに参りました。宜しくお
願いします。
〈井原　實〉
井原實パストガバナーようこそ
〈小川和信・岩井良彦・本多　隆・進藤博司〉
井原パストガバナー、小川財団奨学
生、ようこそおいで下さいました。
〈飯野耕司〉
井原パストガバナーようこそいらっ
しゃいました。地区大会では大変お
世話になりました。有難うございま
した。
〈荒井　渉〉
井原パストガバナーいつもお世話に
なり誠にありがとうございます。
〈小坂良二〉

エコボールおめでとうございます。
〈飯野耕司・関口　茂・星野晃一郎〉
エコボールPTよろしくお願いします。
〈森　正志・祝原英隆・栗岡宏治・大瀧
榮壽・本多　隆・浅野　仁〉
山本さん、橋本さん始め皆さまお疲
れさまです。天気に恵まれて良かっ
たです。
〈小林康一〉

お客様ようこそいらっしゃいました。
〈浅野　仁・櫻井義久・永嶋良一・岸　　
聡・関口　茂・齋藤守毅・星野晃一郎・
福島謙二〉
中川ガバナー卓話ありがとうござい
ます。
〈小川和信・浅野　仁・平田　繁・飯野
耕司・進藤博司・鈴木俊一・三浦　守・
山本和保・小林憲樹・栗岡宏治・内藤考
三・青野壽文・太田英成・鈴木　寛〉
栗岡会員司会ありがとうございます。
〈中川高志・岩瀬雄一・飯野耕司・三浦　
守・北村匡央〉
次年度研修リーダーの中川です。よ
ろしくお願いします。
〈中川高志〉

エコボール成功しますように。
〈渡邉勝美・遠藤省吾〉
山本さん今日は一日よろしくお願い
します。
〈三浦　守〉
エコボールがんばりましょう！
〈齋藤守毅〉
天気がよくてよかったですね！
〈内藤考三・小川和信〉

モイラのホストファミリーをさせて頂
いております新井です。どうぞ宜しく
お願い致します。
〈新井恭代〉
初めまして。よろしくお願い申し上
げます。
〈加藤睦夫〉
宜しくお願い致します。
〈渡邉勝美〉
誕生日祝いをいただきありがとうご
ざいます。おかげ様で69才を迎える
ことになりました。
〈永嶋良一〉
結婚記念日祝をいただきまして有難
うございました
〈荒井　渉〉

皆様の参加に感謝!!
〈橋本和久〉
エコボールそして少年サッカー指導
者養成両プロジェクトの成功を祈り
ます。
〈岩﨑　彰〉
山本委員長準備お疲れ様です。
〈小坂良二〉

妻誕生日にお花、ありがとうござい
ました。
〈竹内裕司〉
小川貴久先生、私の仕事につながる
とても面白い話ありがとうございます。
〈辻本恵太〉
小川貴久先生、ハーバード、ボストン
でご活躍下さい！
〈兼杉文子〉
先週は楽しい食事をありがとうござ
いました。本日は妻と田村会員のお
店にお邪魔させていただきます。
〈足立空也〉
加藤ムツオさん、ぜひ入会おまちして
ます。
〈三浦　守〉

エコボール協力ありがとうございま
す。
〈中川高志・山本和保〉
本日は御苦労様です。風邪で早退し
ます。
〈岩井良彦〉
山本さん、橋本さんお疲れ様です。
〈辻本恵太〉

4月 6日 第 3129 例会 80 名（76 名） 32 名（42.11%）

3月27日 第 3127 例会 13 名 72.73%

ご協力ありがとうございました。

ご協力ありがとうございました。

4月3日の合計金額 50,000円
（ 4月3日までの累計金額1,673,000円 ）

4月6日の合計金額 23,000円
（ 4月6日までの累計金額1,696,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

ニコニコボックスのご報告

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

4月 3日 第 3128 例会 80 名（75 名） 42 名（56%） 3月13日 第 3126 例会 11名 76.32%

第11回エコボールプロジェクト全体集合 少年サッカー指導者養成プロジェクト受講者～佐々木則夫監督を囲んで～

ポリオプラス募金活動

エコ・ボールロータリーデー　2019年4月6日（土） NACK5スタジアム


