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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

　皆様こんにちは、本日は最終例会です。よろしくお願い
致します。
　先週の土曜日に行われました久し振りの夜間例会いか
がでしたか。RCというのは経済人の集まりです。良い経
済者との交流ができること、良い仲間づくりができること、
良き仲間と奉仕を実践し、その活動を通じて得た経験は
なかなか得られるものではありません。
　本年度、私たち大宮RCの会員は、中川高志ガバナー
を通して地区大会の成功のような、そして土曜日の夜間例
会のようなクラブがひとつになっているという「クラブの一

　本年度は何と言っても地区大会の成功に隠れてしまいそう
ですが、大宮RCとしてのメイン事案は各委員会の皆様の献
身的な力によってすべて実行されました。私からは大宮RCと
してガバナーが「クラブ活性化のために」と提案されていた
ものを、クラブ全体の目標として実行したものをご紹介します。
　ひとつ目は、ポリオ撲滅のための活動への協力、２つ目は、
ローターアクトクラブの活動への支援、３つ目として、ガバ
ナーがPETSで約束されたプログラムの実行、この３つはク
ラブとして行ったものです。
　クラブ独自のものとしてはいままで行われていなかったの
ですが、大竹委員長の提案の米山R財団寄付のあり方につ
いての新しい考え方とその実行などが少し当初のものより変
わったところです。詳細については各委員長から報告される
と思います。
　そして私からは皆様へは感謝の気持ちをお伝えしなければ
なりません。
　会員の皆様の寛容な気持ちがあったからこそ、ここまで、
これまでやってこれたのではないかと本当に皆様には感謝し
ております。ありがとうございました。
　また理事役員の皆様には、いろいろな場面でその都度助け
られることが多くありました。パスト会長の皆様には経験実績
を通してのアドバイスと心づかいを頂きありがとうございました。
この会場のスタッフの皆様、エレクトーンの畔さん、事務局の
難波さん、お世話になりました。ありがとうございました。
　会員の皆様には約８ヵ月間、ご心配とご迷惑をかけてしま
いました。大変申し訳なく思っています。心よりお詫び申し
上げます。すいませんでした。
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2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長

浅野 仁

体感」のような気持ちを持つことができました。同じ青色
のネクタイ、ピンバッチをつけていたせいもあるでしょうが。
　それに花をそえたのは平澤仁さんのヴァイオリンでした。
あの企画はもともとは地区ポリオプラス委員長の橋本会員
が地区のプログラムとして与野にある芸術劇場で行ったも
のです。それを、あの感動をもう一度と小坂会員が是非
大宮RCでやろうと「おいしい食事と良い音楽」をと一人
で企画し交渉し実現したものです。
　さて、本日は「1年をふり返って」ということで各委員長
には発表をお願いしています。

　多くの方に心配をかけてしまいましたが、大宮RCという大
きな船も今月の30日には港に着岸します。この船は大型で
高性能なので大丈夫だとは思ってはいましたが、あまりにも
気象条件の急な変化にとまどう気持ちがありました。でもこ
の船には本年度は新しい高性能な羅針盤がつきました。常
に正しい方向へと指し示し続けてくれたので無事港までも
どってこれました。30日には私は船を降りますが、代って新し
い船、新しい船長のもと、新しい船出が始まります。次年度
は良い年、良い船旅ができますように祈っております。
　最後になりましたが、一緒に頑張ったというか踏張ってい
た仲間をご紹介します。前へお願いします。
　小川副会長は大宮RCの顔として頑張っていました。「浅
野さん頼むよ」というのをよく言われましたが、私の良き相談
相手でした。この大宮RCという偉大なクラブで2回も点鐘
できたパスト会長は小川副会長と私だけでしょう。
　次に、管理運営担当理事の小坂さん。本年度は苦労が
絶えなかったと思います。迷惑かけっぱなしの小坂さんにも
感謝しています。小坂さんがいなかったらこんな楽しい例会
は提供できなかったと思います。すべての打ち合わせに毎
週事務局にも参加してくれていました。
　そして何と言っても大活躍をしてくれた三浦幹事、本当に
ありがとうございました。事務局に根が生えたように朝から
晩までというように、正確には午前中10時の打ち合わせから
夕方までいたという、これはなかなかできないことです。この
頑張りが本年度を支えていました。
　すべての人、すべての出来事に感謝します。ありがとうご
ざいました。

2018-2019年度役員

副会長　浅野 仁 「１年間を振り返って」

星野会員
［青少年奉仕委員長 ］

進藤会員
［公共イメージ委員長 ］

大竹会員
［財団委員長 ］

荒井会員
［SAA］

小坂会員
［クラブ管理運営委員長 ］

飯野会員
［第３グループ幹事］

櫻井会員
［戦略計画委員長 ］

岩﨑会員
［奉仕プロジェクト委員長 ］

三浦会員
［幹事］
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浅野副会長、28年と6か月ホームクラ
ブ出席100%心より尊敬いたします。
〈小川和信〉

本年度担当役員の皆様大変にお世
話になりありがとうございました。
〈小川和信〉

すべての人、すべての出来事に感謝。
〈浅野　仁〉

本年度はお世話になりました。あり
がとうございました。
〈浅野　仁〉

小川さん、浅野さん、1年間ご苦労
様でした。
〈大瀧榮壽・岩﨑　彰・本多　隆・川島利
雄〉

小川副会長、浅野副会長、三浦幹事
一年間大変ご苦労様でした。お疲
れ様でした。
〈荒井　渉・岩瀬雄一・飯野耕司・櫻井義
久・福島謙二・関野泰樹〉

小川副会長、三浦幹事、小坂さんお
世話になりました。ありがとうござい
ます。
〈浅野　仁〉

中川ガバナー、小川・浅野両副会長、
三浦幹事一年間お疲れさまでした。
お世話になりました。
〈小林康一〉

役員理事の方々1年間ご苦労様でした。
〈大瀧榮壽〉

幹事の皆様一年間おつかれ様でした。
〈小林憲樹〉

執行部の皆様1年間ご苦労様でした。
〈清水啓生・小林治夫・山本和保〉

執行部の皆様お疲れ様でした。三浦
幹事ゆっくり休んでね。
〈江本尚浩〉

幹事あと数日残しますが1年間お疲
れ様でした！
〈鈴木俊一〉

三浦幹事1年間ご苦労様でした。
〈大瀧榮壽・祝原英隆・内藤考三・田中康
之・栗岡宏治〉

浅野副会長、三浦幹事他、各委員長の
皆様、1年間ありがとうございました！
〈足立空也・𡈽井信也〉

1年間お疲れ様でした。
〈矢崎直良・大竹　敦・進藤博司・岩田尚
明〉

1年間楽しく、多くを学ぶことができ
ました！心よりありがとうございます。
〈足立空也〉

一年間クラブ管理運営委員会にご協
力いただき誠にありがとうございます。
〈小坂良二〉

1年通して皆様の好意と友情に感謝
します。ありがとうございました。
〈三浦　守〉

青少年奉仕では一年大変お世話に
なりました。
〈星野晃一郎〉

中川先生色々と御手配有難う御座い
ました。
〈岩井良彦〉

中川ガバナーおつかれさまでした。
〈三浦　守〉

2019年6月26日という日を皆様と
共に過ごせて感謝です。
〈兼杉文子〉

千日会小川部長一年間おつかれ様
でした。
〈三浦　守〉

飯野地区幹事1年間お疲れ様でした。
〈鈴木俊一〉

在会祝　ありがとうございます。
〈櫻井義久〉

櫻井会員在会15年おめでとうござい
ます。櫻井年度頑張って下さい。
〈小川和信・三浦　守・浅野　仁〉

櫻井会長頑張って！（水戸黄門のフシ
で）“人生楽ありゃ～苦もあるさ～”
〈江本尚浩〉

兼杉さんラスト司会ありがとうござ
います。
〈浅野　仁〉

兼杉さん司会おつかれ様です。
〈森　正志〉

小川会員、昨夜の千日会お疲れ様で
した。中川ガバナー卓話ありがとうご
ざいました。
〈戸井田修〉

小坂さん卒後コース修了おめでとう
ございます。
〈三浦　守〉

次年度よろしくお願い申しあげます。
〈櫻井義久〉

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
6月 26日 第 3137 例会 80 名（74 名） 45 名（60.81%）

6月12日 第 3135 例会 15 名 85.14%

ご協力ありがとうございました。

6月12日の合計金額 56,000円
（ 6月12日までの累計金額2,110,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

 次回例会案内
小林操ガバナー公式訪問例会（パレスホテル大宮）
2019年7月10日（水）12：30点鐘 パレスホテル大宮
集合時間：11：45　クラブ全員でガバナーをお迎えします

幹事報告
［三浦幹事］

在会記念祝［櫻井会員 ］

ロータリー財団寄付（マルチ
プル・ポールハリス フェロー・
ピン贈呈）［星野会員 ］

ロータリーリーダーシップ研
究会 卒後コース 修了書の授与

［小坂会員 ］ MC［兼杉会員］

出席率の報告
［福島会員 ］

ニコニコボックスの報告
［鈴木会員 ］


