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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
　皆さん今日は最初に本日のお客様をご
紹介いたします。
　富士ゼロックス埼玉株式会社代表取締
役社長 塩川和典様、塩川様には後ほど
ごあいさつをいただきます。
　さて、本日 3131 例会は平成年度最後
の例会となります。次回 3132 例会は令
和での最初の例会となります。時の流れ

に変わりはありませんが、何か新しい時
代への変化に期待が持てる気持ちになれ
ますね。
　今日は次年度役職によるクラブ協議会
です。7 月からの櫻井年度、新しいクラ
ブ活動についての発表です。令和の時代
を先駆けるクラブ活動を期待します。

会 長 挨 拶 2 0 1 9 . 4 . 2 4  W E D

小川 和信

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長

　４月 12 日に次年度の地区研修協議会がソニックシティ大
ホールでありました。
　クラブ研修リーダーについては先々週卓話でお話しました
が、クラブの運営あるいはロータリーの運営にとってとても
重要な役割を果たしてくるということで、私が今年しらべた
ところでは、研修リーダーが機能しているクラブは 10 クラ
ブなかったかな。名前だけのっかっているクラブが 30 クラ
ブあるかどうかというところで、まだまだ知名度が低いです。

昔で言うところの情報委員会、これがクラブ研修リーダーそ
して委員会に変わったとご理解してください。
　地区の研修協議会ですけどこれは小林次年度エレクトが
次年度方針を各クラブについて発表するための大事な協議
会です。
　小林エレクトは１月に国際協議会に出て、540 のガバナー
が一堂に集まりまして、そこで次年度ロータリーの方針につ
いて研修を受けてきました。

　それを受けて地区で準備して、
まず PETS をしまして研修協議
会と同じような内容を２日間かけ
て櫻井エレクトは聞いてきました。
　櫻井エレクトが指名したクラブ
のチームリーダーのメンバーが参加します。今年はその内容
をきちんと報告するよう研修リーダーに強く言っております
のでよろしくお願いします。

　会長部会から報告をさせていただきます。
　会長部会では 3 月に開催された PETS で 2 日間に渡って研
修を受けてきましたので、クラブの運営についての再確認そし
てリーダーシップについての話がありましたが、本日は PETS
報告の繰り返しになりますが、もう一度国際ロータリーの方針、
地区の方針について説明させていただきます。
　はじめに国際ロータリーの方針ですが、最上位にあるものが
ご存じの通りロータリーの目的です。毎月第一例会で唱和して
いるあのロータリーの目的です。その中核的価値観は何かとい
いますと奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップであり
ます。
　また国際ロータリーは 2018 年にビジョン声明を発表しまし
た。ビジョン声明は「私たちロータリアンは世界で地域社会で
そして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために人々 が
手を取り合って行動する世界を目指します」というものです。
その為にはロータリーの活動を一般の人々に知ってもらわなけ
ればなりません。そこで世界を変える行動人キャンペーンを実
施してロータリーを多くの人に知ってもらうことを呼びかけてい
ます。

　またロータリーには戦略的優先事項が 4 つあります。今ま
での戦略的優先事項は今年の 6 月で終了し、今年の 7月から
の今後 5 年間は次の活動方法が優先的戦略事項になります。
　1つ目はよりインパクトをもたらす。2 つ目は参加者の基盤
を広げる。3 つ目は参加者の積極的な関わりを促す。そして最
後に適応力を高めるというものです。
　そのもとで次年度のマーク・ダニエル・マローニー RI 会長
は RIテーマとして「ロータリーは世界をつなぐ」を掲げられま
した。その活動の指針となる強調事項を 4 つ掲げられており
ます。
　まずはじめにロータリーを成長させること。ここで一番重要
なことは会員増強になります。
　2 番目にロータリーと家族。ロータリー活動と家族との補完
し合う文化を構築し全ての行事に子どもを受け入れ若い世代を
取り込むというものです。
　それからロータリーリーダーと仕事の共存。最後に国連との
パートナーシップ。この4つを強調事項として掲げられています。
その上で 2019 年－20 年度の年次目標として優先事項を2 つ
掲げられました。1つ目は人々が手を取り合うのを促すという

ものです。具体的には会員増強・
拡大・女性会員の入会そしてイン
ターアクト・ローターアクト・ロータ
リー活動への積極的参加です。優
先事項の 2 つ目は行動するという
ことです。ポリオ撲滅活動とともに
先ほども申し上げました世界を変
える行動人キャンペーンを促進することなどです。
　これを受けて地区では活動方針はもちろん、RI テーマと同
じ「ロータリーは世界をつなぐ」ですが地区運営指針として
小林ガバナーエレクトは「ポリオ撲滅活動からクラブ活性化
へ」を掲げられました。2770 地区はポリオ撲滅活動を最優
先にし、その具体的な行動として 10 月 24 日世界ポリオデー
では全クラブがイベントを開催し寄付を干渉するといことを
提唱されています。また各クラブでは必ず戦略計画を作成し
これを年度計画のトップページに掲載することを指導されて
います。次年度は大宮ロータリークラブでも以上の方針のも
と活性化を図っていきたいと思っております。どうぞよろしく
お願いいたします。

中川 高志 ガバナー

櫻井 義久 エレクト

クラブ研修リーダーについて

会長部会の報告
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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
4月 24日 第 3131例会 77名（73 名） 47名（64.38%）

4月 6日 第 3129 例会 20 名 68.42%

桜井エレクト、次年度スタッ
フの皆様、研修協議会報告あ
りがとうございます。
〈中川高志〉

クラブ協議会ご苦労様です。
〈小川和信〉

平成31年3131例会が平成最
後の例会です。
〈小川和信〉

小川副会長、平成最後の会長
挨拶ありがとうございます。
〈浅野　仁〉

櫻井さん、花俣さん、クラブ
協議会御苦労様です。
〈浅野　仁〉

お客様ようこそ。
〈関口　茂・森　正志〉

クラブ協議会よろしくお願い
致します。
〈櫻井義久〉

桜井エレクト、クラブ協議会
発表ありがとうございます。
〈岸　　聡・岩瀬雄一・進藤博司・山本和
保・星野晃一郎・鈴木　寛・渡邉勝美・𡈽
井信也〉

平成最後の例会です。
〈岩井良彦〉

小川副会長から平成最後の
例会をお聞きし改めて感じ入
りました。
〈飯野耕司〉

令和の櫻井年度がんばって行
きましょう。
〈川島利雄〉

次の時代「令和」も皆様どう
ぞよろしくお願い致します。
〈兼杉文子〉

新井さん、司会ありがとうご
ざいます。
〈齋藤守毅・栗岡宏治・小林康一・内藤考
三・矢崎直良・太田英成・北村匡央・青野
壽文・関野泰樹〉

アルディージャ5連勝 !! 次も
勝ちましょう!!
〈祝原英隆〉

塩川様、栗井様、鈴木様、入
会をお待ちしています。
〈飯野耕司〉

なかなか出席できなくて申し
訳ないです。
〈小林憲樹〉

トレッキング部4名 4/21、1
泊で那須岳三斗小屋温泉に
行ってきました。
〈本多　隆〉

米山のジャコモ君をどうぞよ
ろしくお願いします。
〈鈴木俊一〉

5/19（日）開 催 大 宮フリー
マーケットへの提供品のご協
力をお願い致します。
〈田中康之〉

4/19ポリオ撲滅チャリティゴ
ルフコンペ参加の方、たいへ
んお疲れ様でした。なんと8
名の方が賞品をゲットしまし
た。
〈小坂良二〉

ごぶさたしています。誕生日祝
いありがとうございました。今
回国際ロータリーの奨学会の
お願いに上がりました。
〈出居貞義〉

鈴木さん、柿沼さん、渡邉さ
ん入会おめでとうございます。
〈三浦　守〉

ご協力ありがとうございました。

4月24日の合計金額 40,000円
（ 4月24日までの累計金額1,792,000円  ）

ニコニコボックスのご報告

クラブ協議会 ～地区研修・協議会報告～

大宮 RCトレッキング部の本多、岸、竹内さんと私の 4 人で、車では行けない秘湯中の秘湯「三
斗小屋温泉」に、竹内さんの「ハマー」で向かいました。私は日帰りのつもりでいましたら、
登りのロープウェイで泊まりだよ！と言われて、話しを良く聞いていなかった自分を反省し、一泊
してまいりました。出だしから腰まで埋まるような雪道を 2 度行っては引き返すを繰り返し、や
はり正規な道に戻ることになり、3 時間半のロスと限界に達した体力の消耗に、こんな感じで
遭難するんだなといい経験をさせて頂きました。

「三斗小屋温泉」の「煙草屋旅館」に到着したのが、16 時前で直ぐに自慢の露天風呂に入
り、身体も心も癒され、山小屋と言うには贅沢な夕飯を頂き、また露天風呂に入って、21 時
には自家発電のため消灯。

2 日目は、早く寝たので早く起き、また露天風呂に入って朝食を頂き下山をスタート。途中の
避難小屋で、昨日食べる筈だった本多さんが持ってきてくれた「鍋にうどん」で温まり、更に
下山、帰りには無理無理「とちおとめソフトクリーム」と「とちおとめジュース」をゲットし、
無事帰宅しました。お疲れ様でした、お世話になりました、ありがとうございました。

トレッキング部 那須岳三斗小屋温泉 2019年4月21・22日

社会奉仕部会［山本会員］

国際奉仕部会［岩﨑会員］

管理運営部会［三浦会員］

青少年奉仕部会［小林会員］

公共イメージ部会［祝原会員］

ロータリー財団部会［齋藤会員］

会員増強維持部会［田中会員］

米山記念奨学部会［鈴木会員］

職業奉仕部会［小坂会員］

幹事部会［花俣会員］


