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「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

卓  話 ガバナー公式訪問

2017-2018年度 地区ガバナー

大貫  等様

日は、ガバナー公式訪問例会です。
大貫ガバナー、また柴田ガバナー
補佐、北西地区副幹事ようこそ大

宮ロータリークラブにお越し頂きました。ク
ラブを代表して感謝申し上げます。
　大貫ガバナーには、例会での卓話、そし
てクラブ協議会での講評までご指導のほど、
どうぞよろしくお願いいたします。
　今年度大宮ＲＣは、ＲＩテーマ「ロータ
リー：変化をもたらす」そして地区の運営方
針「新たな行動　新たな感動」の基、クラ
ブテーマを「Let’s　Begin!」とし、クラブ
の未来のため、諸先輩方が築き上げてきた

クラブ風土を、更なるクラブ文化へと昇華さ
せるための行動の年にしたいと思っていま
す。
　そして、次年度当クラブは40年ぶりにガバ
ナーを輩出することになります。従来大宮Ｒ
Ｃは、その得意とする様々な社会奉仕や青
少年奉仕を行ってまいりましたが、本年は来
るべく年に備え、しっかりと地区に貢献でき
るよう、改めて足許であるクラブ奉仕と職業
奉仕に重点を置き、クラブ強化に努めてい
ます。
　また、そのために欠くことのできない会員
増強には特別の覚悟を持って臨んでいるとこ

本 ろです。幸運にも、素晴らしい新入会員の皆
さまを新たな仲間に迎えることができ、本日
のガバナー公式訪問例会で９名の純増を達
成することができました。
　本日大貫ガバナーには、この大宮ＲＣがよ
り良いクラブとなるよう、また次年度２７７０
地区のガバナー輩出クラブとして地区に貢献
できるよう、ご指導の程どうぞよろしくお願
いします。

　私は1月１５日から２１日の間、アメリカ・
サンディエゴで世界から５３９名のガバナー
エレクトが集まる国際協議会に参加し、次
年度に向けての研修を受けて参りました。
もうすでにご案内の通り２０１７～１８年度の
ＲＩテーマは「ロータリー：変化をもたらす」
です。そしてＲＩ会長は、オーストラリア・ビク
トリア州で公認会計士としてご活躍のイア
ン・ＨＳ・ライズリー氏です。
　ライズリー氏は、「我々は世の中で奉仕
をすることで、周囲に変化を与えているこ
とを知っています。その変化は、３つの戦略
的優先事項に導かれます。その３つの共通
するキーワードは「持続性」です。そしてそ
の「持続性」は地球の環境にも当てはまり、
もはや我々は環境破壊を見て見ぬふりは
出来ない。」と話し始めました。そして「一人
１本の植樹」を呼びかけました。一人１本植
樹することにより、世界に１２０万本の木が
増える。その結果地球温暖化にブレーキを
かけることが出来る」としました。正に「変
化をもたらす」です。さらにロータリーは女
性の比率が２０％と低いこと、４０歳以下の

会員が５％しかいないことに触れ、「これで
はこの世からロータリーが忘れ去られる」
と懸念されました。「あなたは変化を起こ
す人になりたいですか？それとも変化の犠
牲者になりたいですか」と投げかけました。
　それを受けて２０１７～１８年度の地区活
動方針を「新たな行動　新たな感動」とさ
せていただきました。ロータリーの理念や
中核的価値観には変化はないことはご承
知の通りです。奉仕をすることにより「相手
に対して変化をもたらす」、そして「自分に
対しても変化をもたらす」。しかも良い方
向に変化をもたらすことができるのです。
そのためにも従来通りの奉仕ではなく、変
化をもたらすためにも新しいアイデアで新
しい行動をする、それにより新しい感動を
得て戴きたいと願っています。
　最後にライズリー氏は「ポリオ撲滅はす
ぐそこまで来ている」とし「２０１７年度はポ
リオ撲滅の最初の年と位置付け、今から３
年間発症がなければ撲滅宣言できる」と強調
されましたことを付け加えさせて頂きます。
　２０１７～１８年度が皆様にとって、そして
クラブにとって有意義で達成感あふれる、
充実した年度になりますようご祈念申し上
げます。是非とも勇気を持って、新たな行
動を起こし、変化をもたらせ、新たな感動
を味わって下さい。

2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

中川ガバナーエレクト 柴田ガバナー補佐

北西地区副幹事

10月18日（水）
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10月18日の合計金額 73,000円
（10月18日までの累計金額1,014,000円）

ご協力ありがとうございました。

本日は大貫ガバナーとともに出席さ
せていただきました。よろしくお願い
致します。

〈北西　功様〉

大貫ガバナー大宮ＲＣへようこそおこ
し下さいました。

〈江本尚浩・三浦　守・蓮池慎二・善行
地　潔・戸井田　修・小川武士・内藤
考三・齋藤守毅〉

大貫ガバナーようこそ。御指導のほど
よろしくお願い致します。

〈中川高志・鈴木俊一・小坂良二・森　
正志〉

大貫 等ガバナー、本日はよろしくお
願い致します。

〈大瀧榮壽・飯野耕司・櫻井義久・進藤
博司・星野晃一郎・山本和保・福島謙二・
竹内裕司・高山利弘・石井宣子〉

大貫 等ガバナー、柴田 覚ガバナー補
佐、ようこそ。

〈小川和信〉

大貫ガバナーようこそ大宮ＲＣへ。よ
ろしくお願いします。

〈本多　隆・兼杉涼二・平田　繁・岸　聡・
橋本和久・遠藤省吾・関口　茂・小林
義久・長谷川　剛・矢崎直良〉

大貫ガバナー、大宮ＲＣにようこそい
らっしゃいました。公式訪問よろしくお
願いします。

〈浅野　仁〉

大貫ガバナー様、柴田ガバナー補佐
様、北西副幹事様、ようこそおいで下
さいました。

〈飯野耕司〉

大貫ガバナー、本日はありがとうござ
います。

〈小林憲樹・辻本恵太〉

本日、ガバナー様訪問ありがとうござ
います。晴れてよかったです。

〈平子敬三〉

大貫ガバナー、卓話ありがとうございます。
〈瀧　隆幸〉

柴田ガバナー補佐、ようこそ。
〈中川高志〉

大貫ガバナー、中川ガバナーエレクト、
柴田ガバナー補佐、北西地区副幹事、
ようこそ。

〈川島利雄〉

第３Ｇガバナー補佐 柴田 覚様、本日
はよろしくお願い致します。

〈櫻井義久〉

柴田ガバナー補佐、ようこそ！
〈齋藤守毅〉

地区副幹事 北西 功様ようこそ。本日
はご苦労様です。

〈櫻井義久〉

諏訪さん、太田さん、大宮ＲＣ入会お
めでとうございます。

〈江本尚浩・徳山義行・大瀧榮壽・遠藤
省吾・岸　聡・小林義久・櫻井義久・
矢崎直良〉

埼玉りそな銀行 大宮支店長 諏訪慶
三さん、武蔵野銀行 大宮支店長 太
田英成さん、御入会おめでとうござい
ます。大歓迎です。

〈小川和信・進藤博司〉

諏訪様、太田様、入会おめでとうござい
ます。これから宜しくお願い致します。

〈兼杉涼二・田中康之〉

田中さん、司会ありがとうございます。
〈江本尚浩・櫻井義久・進藤博司・岩田
尚明・栗岡宏治・齋藤守毅〉

財団メジャードナー、米山功労の皆様、
ご協力ありがとうございます。

〈江本尚浩〉

クラブ協議会、よろしくお願いします。
〈齋藤守毅〉

日曜日、石巻に行って来まーす。
〈渋木理俊〉

善行地さん、ピンチヒッター本当にす
みません。

〈清水啓生〉

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

80.82%
修正出席率

52名（73.24%）
出席者数（出席率）

13名
メークアップ

７6名（71名）
会員数（出席者算定者数）

第30６3例会
例　会

第30６5例会
例　会

10月4日
前々回

10月18日
当　日 次回例会案内

2017年11月11日（土）・12日（日）※11月8日（水）は振替のため休会です。

地区大会 11月11日（土）浦和ロイヤルパインズホテル
第１本会議　登録開始12:30 点鐘13:00
対象／地区役員、会長・幹事、次年度会長・幹事、５大奉仕委員長、希望者

11月12日（日）さいたま市文化センター 大ホール
第２本会議　登録開始11:30 点鐘12:20
対象／全会員　　大懇親会　開宴18:40　閉宴19:50

　本年も地区補助金を使用した「石巻東部地区少年野球交流大会支援」並びに被災
地視察を10月22日（日）に行って来ました。当日は生憎の雨でしたが、抽選による順位
決定に大変盛り上がりました。また被災地視察では大川小学校にて今年も献花をして
参りました。語り部の元石巻市立北上中学校畠山先生からお話を伺い、あの震災から
学んだ「防災、減災」や「記憶の風化」を危惧する現地の人達の思いを伺いました。

（奉仕プロジェクト委員長　山本和保　報告）

出席率報告［石井会員］

柴田ガバナー補佐 あいさつ 大貫ガバナー 全体講評 MC［田中会員］

ニコニコボックス報告［三浦会員］ クラブ協議会

大貫 等ガバナー

会食 点鐘

ロータリーソング斉唱

委員会報告［荒井会員］

一週間ぶりの再会の握手

入会式［諏訪会員］

入会式［太田会員］

石巻東部地区少年野球交流大会支援
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