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ガバナー公式訪問例会
国際ロータリー第 2770 地区ガバナー中川高志様、第 4 グループガバナー補佐
菊池和彦様、本日は公式訪問ありがとうございます。クラブ協議会まで長時間
会長 新井清太
となりますがご指導どうぞ宜しくお願い致します。さて本日 8 月 6 日は広島に
原子爆弾が投下された日であります。広島では朝から平和式典が開催されてお
りますが、
73 年前のあの日も今日のように暑い夏の日であったようであります。
この時期になりますと高校生平和大使の言葉を思い返すわけですが、彼ら彼女
らの「私たちの力は微力ではあるが決して無力ではない！」という思いに自分
たちもまだまだ出来ることがあるのではないかと考えさせられます。高校生平
和大使の皆様は、核兵器廃絶の署名を毎年国連に届けるという活動を 20 年前か
ら行っています。はじめは長崎の高校生だけだったようですが、今では全国の高校生から選ばれたメン
バーで構成されているようです。
我々ロータリアンも、RI の重点分野 6 項目の一番最初に「平和と紛争予防、紛争解決」を掲げていま
す。具体的にはロータリー財団への寄付を通じて、平和フェローなどへの支援をしているわけですが、
これからも継続的に行動していくことが大事であるということが言えると思います。
また、今朝は女子部会の皆様による大宮駅西口の清掃奉仕活動が行われました。福田部会長はじめ女
子部会員とお手伝い頂いた皆様、早朝より大変ご苦労様でした。
本日の公式訪問は年に一度であり、中川ガバナーにおかれましてもお客様として来ているのではなく、
ガバナーとして RI 会長の意思を伝えに来たのとそれに基づき大宮西ロータリークラブの今年度活動方
針を確認しにみえたとのことですので、我々もしっかりと公式訪問を受けたいと思いますので会員の皆
様も最後まで宜しくお願い致します。

会長挨拶

ロータリーの旅を楽しもう！
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ロータリーの目的・４つのテスト
＜本日のリーダー＞
副会長
染谷 義一 会員

お客様紹介

伊田 雄二郎 副会長

国際ロータリー第 2770 地区
ガバナー
第４グループガバナー補佐
地区副幹事
オブザーバー
綜合警備保障株式会社

中川 高志 様
菊池 和彦 様
樺沢 二郎 様

ータリーの活動をし「４つのテスト」の唱和を毎
週しロータリーを通じて自分を高めていきたい
と考えたこと。ふたつ目は幸手市の出身ですが社
会人になり静岡県に１８年、千葉に８年赴任し今
回の異動で初めて故郷近くで働くことができま
す。地域の中で友人をつくり貢献をしていきたい
と考えたからです。
平凡な人間で特技もありませんが頭を使うより
体を使うことが好きです。どうぞよろしくお願い
します。

伊藤 陽介 様

入 会 式

中川ガバナーよりバッヂ、記念品の授与

<紹介者> 髙橋 秀樹 会員

<入会者ご挨拶>
二幸産業㈱関東支社
緒方 学 様
この度、大宮西ロータリークラブに入会させて
頂きました二幸産業株式会社 関東支社の緒方で
す。入会させて頂きまして、誠にありがとうござ
います。
長年、東京都内で勤務しておりましたが、今年の
4 月より大宮にある関東支社に赴任しました。
埼玉県内にはさいたま市を中心に親戚も多く、幼
い頃より縁のある県です。
ロータリークラブでの活動を通して、地域の人脈
作りが出来ればと思っておりますので、何卒、宜
しくお願い申し上げます。

<紹介者> 齊藤 政治 会員

内山 泰成 会員

＜入会者ご挨拶＞
㈱近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ 埼玉支店
下河 浩 様
この度は伝統と歴史ある大宮西クラブに入会さ
せていただきまして誠にありがとうございます。
わたくしは近畿日本ツーリスト首都圏の下河と
申します。本年４月より埼玉支店に着任を致しま
した。
私がロータリークラブに入会したかった動機は
２つあります。ひとつは前任地の千葉で３年半ロ

中川ガバナーを囲んで（7.8 月入会者及び紹介者）

幹 事 報 告
幹 事
新藤 栄介

会員

本日は、中川ガバナーより「RI テーマと地区運
営」についての卓話を頂きます。例会終了後は別
室にてガバナーのご指導の下、クラブ協議会を行
います。
次週 13 日の月曜日はお盆休みのため休会とな
ります。翌週の 20 日は会員増強維持委員会の担
当例会です。なお、例会前 11 時から理事会を開催
します。
先週ご案内致しました、3 年未満の新入会員対
象の【第 1 回 1000 日会員の集い】ですが、数名の
会員より申し込みを頂いております。参加者に人
数制限がありますので、希望者は早めにお申し出
ください。
幹事報告は以上です。

委 員 長 報 告
会員増強維持委員会 委員長
吉田 奉行 会員
8/7(火)8(水)開催
「経営勉強会」について
8/20(月)開催
「会員増強維持担当例会」について

ガ バ ナ ー 卓 話
2018～19 年度
国際ロータリー第 2770 地区
ガバナー
中川 高志 様

皆さんこんにちは、クラブ訪問にお伺いしまし
たガバナーの中川でございます。公式訪問の主な
目的は、会員の意欲を高め、支援を提供すること
です。今日は皆さんと一緒に、入会者にとって魅
力があり、現会員が満足できるような活気あるク
ラブをつくるために、どのように柔軟なクラブ運
営や新しい試みを取り入れていくのか考えてい
きましょう。
私は 2018 年 1 月にサンディエゴで国際協議会
に参加してきました。目的は、ガバナーに向けて
の準備、ロータリーの優先事項について理解を深
める、世界中のガバナーとネットワークを築く機
会をつくることなどです。世界中から 500 人以上
のガバナーエレクトとパートナーがサンディエ
ゴに集まり 6 日間にわたって研修を受けます。9
回の本会議と 11 回の分科会そして会長エレクト
主催晩餐会をはじめたくさんの楽しい交流プロ
グラムが用意されています。本会議は同時通訳が
つきます。分科会は日本の 34 人の同期エレクト
と 3 人の研修リーダーの下 2 組に分かれて RLI 方
式で討論していきます。パートナーには別のプロ
グラムが用意されています。
第 1 回の本会議でバリー・ラシン会長エレクト
のテーマ発表がありました。BE THE INSPIRATION
についてラシン会長はまさにインスピレーショ
ンになって熱く語ってくれました。新しいビジョ
ン声明、ロータリーの優先事項は別表をご覧くだ
さい。
「変化を生み出そうという意欲をクラブ会長と
地区内ロータリアンの心に芽生えさせていただ

きたいのです。もっと何かをしよう、可能性を最
大限に発揮しようというやる気を引き出し、それ
ぞれのやり方で前進できるよう手助けすること
が皆さんの仕事です」というラシン会長の熱い支
持の下、2018-19 年度第 2770 地区の地区活動・運
営方針は
BE THE INSPIRATION
全てはクラブ活性化のために
― 実りある豊かな奉仕を目指して ―
としました。
ロータリーを理解するために、マイロータリーに
全員登録する、ロータリー賞にチャレンジする、
ロータリーデーを開催する。奉仕活動強化のため
ローターアクトを倍増する。数値目標は別表のと
おりです。クラブ各位には、増強、奉仕プロジェ
クトの推進、青少年交換留学生の派遣、受け入れ、
米山記念奨学生の受け入れ、インターアクト、ロ
ーターアクトの提唱、友好、姉妹クラブの締結な
ど数多くのプロジェクトやプログラムを推進い
ただき大変感謝しています。これらの活動を通し
てさらにクラブが活性化されることを願ってい
ます。とても楽しくクラブを訪問させていただき
ました。ありがとうございます。

ク ラ ブ 協 議 会
例会に続くクラブ協議会では、各委員長からの
方針計画発表に対し、中川ガバナーより大変ため
になる講評をいただきました。「例年と同じこと
をやっているだけなのでは？」「大規模クラブな
らではの活動を！」
「Take action!」と喝が入る場
面もあり、一同気持ちを新たにいたしました。最
後に、菊池ガバナー補佐からもご挨拶を頂戴しま
した。緊張とともに迎えたガバナー公式訪問が無
事終了したことに感謝の意を示されるとともに、
１１月地区大会への多数登録と、Ｍｙ Ｒｏｔａ
ｒｙへの１００％登録について重ねて要請があ
りました。

スクリーンの近くに移動されパワーポイントを
利用し、丁寧に説明して下さいました。

清掃活動実施報告

女子部会

青少年交換留学生

出発

8 月 6 日(月)午前 6 時半より、女子部会による
大宮西口周辺の清掃活動を実施しました。
暑さの中 6 名の部員に加えて新井会長はじめ髙橋
直前会長、新見パスト会長、内山パスト会長小木
曽エレクト会長の合計 11 名でした。皆さんお疲
れ様でした！いつもより沢山のゴミを集め、西口
が綺麗になり地元に少しでも貢献でき公共イメ
ージにもなったようです。続けることは、大変で
すが、次回は、9 月 3 日(月)多くの会員協力お待
ちしております。

8/15 11:15 成田から旅立ちました。ガンバレ！

中川ガバナー

GOVERNOR'S

メッセージ動画

CHANNEL

猛暑のため、缶やペットボトルが大量です

時間都合上、例会開始前にご覧いただきました。
地区ＨＰからご覧いただけます。

回収したゴミと記念撮影
おつかれさまでした！

