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この挨拶の内容は、YouTubeの【国際ロータリー第2770地区ガバナー

チャンネル】でも配信しています。ガバナー自らが語る内容を、是非ノー

カットでご覧ください。チャンネルでは随時動画を配信させていただき

ます。　http://urx.cloud/KrRi

ために、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています」この新しいビジョン声明は、ロー

タリーがこれからも長期的に繁栄していくために未来の方向を定めるものであり、ロータリーが

世界とロータリアンにもたらしたいと願うインパクトを表しています。ラシン会長は、この新し

いビジョン声明を行動に移す前に、まず自分自身がインスピレーションになろうと訴えかけてい

ます。すべての行動はインスピレーションになることから始めましょうと語っています。そして、

このような私たちの行動を通じて多くの人々が、さらにインスピレーションになることを願って

います。̶ ̶また、ラシン会長は、ロータリーがクラブやロータリアンとのつながりを失っている

ことを嘆いています。そのために、ロータリーの顧客であるクラブやロータリアンを大切にし、

ロータリーとの間に効率的で効果的なコミュニケーションがとられて行くことを期待していま

す。なんと素晴らしい言葉でしょうか。ラシン会長がこのように細やかにクラブやロータリアン

を思いやっていることに私は感動しました。̶ ̶原点に立ち返り、ロータリーを理解し、ロータ

リーの一員であることを自覚し、誇りをもったロータリアンになろうではありませんか。そして、

クラブ活性化のために全力で取り組んでいこうではありませんか。私はサンディエゴでの国際協

議会から帰国後、地区スタッフとともに地区チーム研修セミナー、会長エレクトとともに会長エ

レクトトレーニングセミナー、クラブ役員の皆さんと地区研修協議会を開催してきました。私た

ちは周到に準備を進めてきました。地区の運営方針「全てはクラブ活性化のためにー実りある奉

仕を目指してー」も十分ご理解いただけたと思います。̶ ̶さあ、時は来ました。インスピレー

ションになってすべてのロータリアンとともに船出しようではありませんか。

　会長、ロータリアンの皆様、いよいよ中川年度が始まります。

会長の中には、期待と不安の渦巻く大海原の中にぽつんとい

て、孤独感を感じている人もいるのではないでしょうか。しか

し、安心してください。地区は、ガバナーは、いつでも皆さんに

寄り添い、皆さんを支援していきます。そのような思いから、今

年はガバナー挨拶を毎月ビデオ配信して、皆さんの傍にいたい

と思っています。どうぞご期待ください。̶ ̶さて、今年度、RI

会長バリー・ラシン氏のテーマは「BE THE INSPIRATION」で

す。ラシン会長は、テーマの背景には新しいビジョン声明が大

きく影響していると語っています。「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よい変化を生む

ご挨拶 中川高志ガバナー（大宮RC）
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（My Rotary）を利用したり、また新しいところではクラブの多様性や柔軟性の導入、そして昨今

の「Making a Difference」や「BE THE INSPIRATION」もその流れをさらに前に推し進めようと

するものと解かります。同時に昨年度地区からのお願いとして「今までの奉仕の内容や恩恵を受

ける人びとをもう一度見直し、継続するものは少しずつ変化をさせながら継続させ、一方で思い

きって新しい奉仕活動に挑戦して頂きたい」と、クラブ会長の皆様や地区委員会委員長にはお願

いをさせて頂きました。この流れは本年度も引き継がれ、「すべてはクラブ活性化のために」とよ

り具体性を持って、成果が目に見える形として進められていくと思われます。是非とも中川年度

で花を咲かせ、どのクラブ会員もクラブ例会が楽しくなり、そして交流の輪が広がり活発なクラ

ブ活動や奉仕活動がなされ、それにより成果が実を結ぶこと、更には会員増強に繋がることを

願っています。

　さて本年度は、全てにおいてガバナーらしい素晴らしい、中川ガバナーが誕生しました。中川ガ

バナーは明るく陽気でユーモアのある性格でありますから、全会員から尊敬の眼差しを受けなが

ら、ガバナーとしてのリーダーシップを大いに発揮され、ブレることなく迷うことなく引っ張っ

ていって頂けるだろうとご期待申し上げます。

　また、中川年度では全面的に禁煙を奨励され、健康維持増進に力を注がれるようです。医療従事

者の立場から世界の人々の健康を気遣っているロータリアンだからこそであり、この機会に是非

とも励行して頂くことを私も望んでいます。合わせて中川ガバナーご自信も健康に留意され、特

に夏場の公式訪問は、車での訪問であっても日常とかけ離れた移動や暑さで、思いがけぬ疲労が

溜まりますので、上手に調整しご自愛頂きたいと思います。そして本年度地区代表の顔として、大

いに頑張って頂くことを願っております。

　結びに、中川年度が記憶に残る素晴らしい年になりますよう、私も含め第2770地区全会員

の皆様には、絶大なるご理解ご支援ご協力を賜りますことをお願い申し上げ、激励の挨拶と致

します。

　昨年度第2770地区の会員皆様には、絶大なるお力添えを賜

り、お陰様で大過なく地区運営を進めることが出来ました事、

この場をお借りし御礼申し上げます。また皆様にとってもガバ

ナーらしからぬガバナーの出現であり、私自身も器でないこと

は十二分に承知しての一年となりましたが、この地区の会員皆

様のロータリーに対する認識の高さ、そして地区役員の皆様の

前向きで精力的な活動、また諮問委員の皆様からの温かいご指

導を仰ぎながら終了できました事、重ねて感謝申し上げます。

　国際ロータリーは、ここ10数年以来大きく変わってきてい

ます。クラブとRIとの連絡や報告、R財団のシステムや活用分

野の限定などの変更に伴う申請やその報告はインターネット

ご挨拶 大貫等直前ガバナー（上尾西RC）
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　例会はクラブにとって最も大事な事業です。会場、時間、講師、形式などを充分に吟味して下さ

い。一番重要な事は会員に合わせたテーマの設定です。特に講師をお願いする時は事前にセミ

ナーの趣旨や受講者をお知らせしてテーマに沿った内容をお願いして下さい。例会は単に知識を

得るだけではなく、直ぐに行動に移してもらう事が重要です。会場を出た時には会員が何を成す

べきか認識し、目標に向かって行動できるようにして下さい。

　委員会には委員がいます。全ての委員が役割を持つように配慮して下さい。役割が有れば委員

1人1人が自身の重要性を認識して参加意欲が沸いてきます。欠席した委員にも会議の内容を連

絡して、次回の委員会では同じレベルで参加出来るようにして下さい。

　ロータリーは地域で奉仕活動をする団体ですので、世界中で行っている良いことは、各地の

ロータリークラブで行っていることなのです。1つ1つは小さくても、素晴らしい才能と意欲を

持ったロータリアンが関わる事により、世界的な奉仕活動になります。各ロータリークラブが地

域社会に、そして周りの方々に良い影響を与えるインスピレーションになってください。

　今年度、研修リーダーを務めます川口ロータリークラブ所属

の田中德兵衞と申します。宜しくお願い致します。2012-13

年度のガバナーを務めさせて頂きました。

　さて、昨年の9月に地区研修リーダーのためのセミナー

（DTLS）に参加してまいりました。その時、先輩研修リーダー

からご指導いただいた事は、研修リーダーの役割は、部門セミ

ナーを中心として地区セミナーがより効果的になるようにガ

バナーを支援するということでした。中川ガバナーは、バリー

ラシン会長のテーマである「インスピレーションになろう」を

受けて、今年度地区運営方針を「すべてはクラブ活性化のため

に」と掲げました。

ご挨拶 田中德兵衞地区研修リーダー（川口RC）
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中川ガバナーの力のこもった『パフォーマンス』（タイヤ引き）に全員やる気が出てきました。中川

ガバナーの一挙手一投足に私達ガバナー補佐も気持ちの結束と共にこの素晴らしいガバナーの

為には必死で頑張ろうと言う気がみなぎって参りました。燃えろ一億火の玉だ。皆で目標を達成

して「ベルリン」で、うまいビールでも飲みましょう。楽しくなければロータリーとは言えない。中

川高志ガバナーの名言です。これで皆して社会奉仕に取り組みましょう。

　中川高志ガバナー年度の標語は「BE THE INSPIRATION」です。ガバ

ナー補佐として、中川年度になにを第一目標とするかは、年度の会員目標

を2770地区はその数字に基づいて2770人の会員数にするという大き

な目標が掲げられました。私達ガバナー補佐は全力でその目標達成に取

り組まなくてはなりません。幸いペッツの折り第二グループ内だけでも

各クラブ会長より示された増員目標はトータルで48名の増強が提示さ

れました。第二グループ内会長の意気込みと決意が伝わって参りました。

◆第2グループ ガバナー補佐 増渕一夫（さいたま中央RC）

ないでしょうか。辞書で調べてみると、①ひらめき・霊感、②（人にとって）激励・鼓舞・感化・刺激す

る人又は物、という意味が書かれています。「BE THE INSPIRATION」とは、私なりの理解では、

「クラブにとって力を与える存在になろう」ということかと考えています。そして今年度の地区運

営方針は「すべてはクラブ活性化のためにー実りある奉仕を目指してー」です。クラブ会員一人一

人がクラブ活性化のために、クラブに力を与える存在となれる様、中川高志ガバナーの方針と熱

き思いを第1グループの皆様に伝えさせて頂きます。それによって、グループ内の5クラブが更に

元気になる様にお手伝いをさせて頂く所存です。

　第1グループの皆様、一年間よろしくお願い申し上げます。

　第1グループのガバナー補佐を拝命しました浦和南ロータリークラブ

の佐藤志郎です。ロータリーに入会してからまだ9年しか経っていない若

輩者ですが、皆様のご指導・ご協力を頂きながら頑張ってまいりますの

で、何卒宜しくお願いします。

　今年度のRIテーマ並びに地区活動方針は「BE THE INSPIRATION（イ

ンスピレーションになろう）」です。インスピレーションという言葉は聞

いたことがあるものの、あまりピンと来ないと思われる方が多いのでは

◆第1グループ ガバナー補佐 佐藤志郎（浦和南RC）

ガバナー補佐挨拶
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を地区活動方針に、地区運営方針は“すべてはクラブ活性化のために”とされました。効果的で持

続可能なクラブ運営をする為に常にクラブの活性化を提唱されています。地区目標では特にマイ

ロータリーへの登録及びロータリー賞にチャレンジする事を重点とされています。ガバナー補佐

の役割は中川ガバナーの要請や意向を各クラブへ伝達し、結果を導く事が重要です。会員の増強

維持、地区大会やIMへの参加、ロータリー財団や米山奨学会への寄付を推進し、実りある奉仕を

目指します。そして、第4グループの増強目標27名達成とクラブ活性化のお手伝いが出来る様活

動して参ります。皆様のご協力をお願い申し上げます。

　今年度RI第2770地区第4グループガバナー補佐を拝命致しました、岩

槻東ロータリークラブ所属の菊池和彦です。この一年間は中川ガバナー

の方針を理解し、グループ内の会長・幹事はじめ会員の皆様とのコミュニ

ケーションを通じて、闊達で楽しいロータリー活動を行いたいと思いま

す。まだまだ若輩者ですが、ご指導ご鞭撻の程どうぞよろしくお願いいた

します。

　中川高志ガバナーは、2018-19年度RIテーマ「BE THE INSPIRATION」

◆第4グループ ガバナー補佐 菊池和彦（岩槻東RC）

を作るため私たちに必要なのは私たち自身が奮い立つこと」との思いから、地区運営方針は、「す

べてはクラブ活性化のためにー実りある奉仕を目指してー」とされました。中川高志ガバナーの

ご指導の下、第3グループの各クラブが、地区目標を実践する為に、地区役員の方々と情報の共有

化を図り、各クラブとのパイプ役として、それぞれのクラブが効果的なクラブ、元気なクラブとな

る様、「ロータリー賞」を目指す為のご支援、お手伝いをさせて頂きます。

　クラブの活性化には、会員全員参加が何よりも必要なことであり、クラブの現状を常に調査、研

究し、クラブ活性化のための方策を継続的に考えていくことが大切になると思います。それには、

クラブ内での研修がなにより必要になると思います。浅学非才で経験不足の私ですが、第３グ

ループの会長・幹事さんはもとより各会員の皆様のご協力ご支援を頂き、この先一年間、責務を全

うする所存です。どうぞよろしくお願い致します。

　2018～19年度第3グループガバナー補佐を拝命致しました、大宮中

央ロータリークラブの熊木広光でございます。大役を仰せつかり、その責

任の重さに身の引き締まる思いでおります。また、本年度第３グループ

は、大宮ロータリークラブより中川高志ガバナーを排出しております。

しっかりと補佐して参りますので、一層のご理解とお力添えをよろしく

お願い致します。

　中川高志ガバナーは、RI会長テーマ、ビジョン声明に基づき、「よい世界

◆第3グループ ガバナー補佐 熊木広光（大宮中央RC）

ガバナー補佐挨拶



Vol.01 GOVERNOR’S MONTHLY LETTER　07

でまいります。

　第6グループ6クラブはそれぞれ素晴らしい特徴があり、活気ある活動を行っていますが、より

一層メンバーが充実した楽しいロータリーライフを送り、そしてその活動を一緒に行いたいと新

会員が続々入会する。そんなお手伝いができるよう「BE THE INSPIRATION」のRIテーマのもと、

「すべてはクラブ活性化のために」精一杯勉強、活動をさせていただきます。

　1年間どうぞよろしくお願いいたします。

　杉戸ロータリークラブの廣井慎一です。このたび2018－2019年度　

第6グループガバナー補佐を仰せつかりました。

　何か頼まれごとをしたときには「はい」か「イエス」の返事しかないと教

えられた私は何かをお受けした時に「努めます」とか「職をお預かりしま

す」という文言を使うのですが今回は「仰せつかりました」素晴らしい諸

先輩方が歴を作られたこの大役を未熟な私が「天の声」からの推薦を受け

たからです。不安はたくさんありましたが自分を鼓舞し士気を高め挑ん

◆第6グループ ガバナー補佐 廣井慎一（杉戸RC）

いただけるよう、情報発信し続けたいと思います。

　各クラブの活動や状況を確認しながら、第1に会員増強、第2に元気なクラブ、第3にクラブ目

標が達成出来るよう、お手伝いしてまいります。また、各クラブからの意見をガバナーにお伝えす

るなど頑張ってまいります。各クラブの会長、幹事を始め会員の皆様のご支援、ご協力をよろしく

お願い申し上げます。

　今年度、第5グループガバナー補佐を務めることになりました山口光男

でございます。1年間よろしくお願いいたします。18－19年度がいよい

よ始まります。これから、どんな景色が見られるのか、または、どのような

景色をつくっていくのか楽しみと不安ではありますが、常に前を向いて

歩み続けようと考えています。

　会長幹事会そして各クラブの皆様に、中川ガバナーの地区活動方針「す

べてはクラブ活性化のためにー実りある奉仕を目指してー」を、理解して

◆第5グループ ガバナー補佐 山口光男（鴻巣水曜RC）

ガバナー補佐挨拶
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ながら、会員数が現在270名以上を保ち、地区でも上位にいます。今年度も甘んじることなく、会

長・幹事様には増強を強くお願いしている所です。クラブ奉仕事業の活性化については、継続事業

の見直しを含め、新規事業の検討等進めて頂きたいと思います。新規事業は何かと困難とは思い

ますが、「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり」精神でチャレンジ

をお願いしたいものです。

　又、地区の有益な情報をクラブに提供致します。そして、クラブ要望等、補佐の口利きが必要で

あるならば相談して下さい。地区・ガバナーへ伝達していきます。

　一年間、皆様と共に楽しくロータリーライフを続けて行きたいと思いますので、グループの皆

様のご協力を宜しくお願い致します。

　中川ガバナーは地区運営方針として「すべてはクラブ活性化のため

にー実りある奉仕を目指してー」と定めました。補佐としてガバナーの活

動方針を理解し、身近な存在として中川ガバナーをサポートすることが

私の一年間と思います。

　常にガバナーはお話の中でクラブが中心・クラブの活性化と話してい

ます。近年、会員の減少が後を絶ちません。立派な奉仕活動もクラブの会

員数が少なければ、事業・活動も成り立ちません。我がグループは5クラブ

◆第8グループ ガバナー補佐 大熊進（越谷南RC）

会員増強など数値目標の達成が求められるものと考えます。マイロータリーへの100％登録と

グループ全体で18名の会員数純増。

　上記を必達目標として、1年間グループ会員の協力を得て、精進してまいります。

　2018-19年度国際ロータリー2770地区第7グループガバナー補佐を

拝命しました池田岩夫です、幸手中央RCからの出向です。

　年度の始まりに当たり、抱負を述べさせていただきます。本年度ラシ

ンRI会長はテーマ「BE THE INSPIRATION（インスピレーションになろ

う）」を発表されました。これを受けて2770地区中川高志ガバナーは「す

べてはクラブ活性化のためにー実りある奉仕を目指してー」と地区方針

を掲げられております。クラブ活性化の肝として、正しい情報の共有化、

◆第7グループ ガバナー補佐 池田岩夫（幸手中央RC）

ガバナー補佐挨拶
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です。瞬間的に浮かぶ思いつきをみんなで話し合い、会員増強への流れを作り、例会の内容（親睦

例会を含む）の見直しとその実行を行います。

　中川高志ガバナーは、今年度は数値を大切にして下さい！との事で、各クラブが現会員を維持

しながら会員増強目標の人数・出席率・ロータリー財団寄付金・米山記念奨学寄付金など決められ

た数値を達成できるよう心掛けてお手伝いいたします。

　これから、たくさんのお願いや連絡事項を会員皆様に伝えたり、聞いたりしますが、ガバナー補

佐はガバナーとの各クラブのパイプ役です。どんどん活用していただいてクラブの活性化のお手

伝いができれば幸甚です。1年間楽しいお付き合いとご協力をよろしくお願い致します。

　今年度第10グループのガバナー補佐を仰せつかりました。私は1977

年4月21日吉川ロータリークラブへ入会させていただき、その後1979

年5月、三郷ロータリークラブのチャーターメンバーになり、第7代会長

を務めました。また、1990年創立の三郷中央ロータリークラブの初代会

長になりました。かれこれロータリー歴は41年になります。1996年には

仙﨑ガバナー年度第16分区代理を務め、今回が2度目になります。

　第10グループのテーマは「未来に向けて楽しいクラブ造りの活性化」

◆第10グループ ガバナー補佐 伊藤隆（三郷中央RC）

ますが、私自身はロータリーの基本は大事にしなければいけないと考えており、ただ楽しければ

いいだけではクラブの発展はないと思っています。各クラブの会長にはご理解を頂き、中川高志

ガバナーが打ち出した地区運営方針「すべてはクラブ活性化のためにー実りある奉仕を目指し

てー」を各クラブが実践出きるようサポートしていきたいと思います。

　最後に目標と致しましては、グループで30名の会員増強(2018年4月現在129名)をはじめ、

例会出席率、ロータリー財団、米山記念奨学事業への寄付など地区が目標とする数値を6クラブ

が100％達成出きるよう努めてまいります。

　本年度、第9グループのガバナー補佐を仰せつかり光栄に感じるととも

に、この重責を担えるのかと若干の不安がありますが1年間宜しくお願い

致します。

　まず抱負と致しましては、皆様ご承知の通り第9グループでは昨年末に

1クラブ増え5クラブから6クラブになりました。各クラブの会長と連携

を密にしクラブ内は基よりクラブの垣根を超えてグループ内の友和を図

ること。また、2016年の規定審議会からクラブの柔軟性と言われており

◆第9グループ ガバナー補佐 金杉豊（八潮RC）

ガバナー補佐挨拶
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　中川高志ガバナーは、地区運営方針として「すべてはクラブ活性化のためにー実りある奉仕を

目指してー」を掲げました。地区はクラブ活性化のために支援を最優先の活動として運営してい

きます。また第12グループは現会員の維持と会員数を増やし、新たな奉仕活動に取り組み、出会

いと感動を得ることと、9クラブすべてがロータリー賞にチャレンジして頂くことが活性化に繋

がることと思います。クラブ運営が円滑に進められますよう、各クラブの要望を地区に伝達する

と共に、地区・国際ロータリーの情報も伝達していきたいと思います。

　一年間ロータリーを楽しむと共に、ご指導、ご協力をお願い申し上げます。

　この度第12グループのガバナー補佐を拝命致しました、蕨ロータリー

クラブ所属の松尾康司です。

　さて今年度バリー・ラシンRI会長は「BE THE INSPIRATION（インスピ

レーションになろう）」というRIテーマを発表されました。「何か大きなこ

とに挑戦しようというインスピレーションをクラブのロータリアンに与

え行動を起こす意欲を引き出していただきたいのです」とメッセージが

表現されています。

◆第12グループ ガバナー補佐 松尾康司（蕨RC）

項目達成：①項目達成(シルバー賞)、②項目達成(ゴールド賞)、③項目達成(プラチナ賞)

　中川ガバナーより、この賞はマイロータリー「MY ROTARY」に登録しなければ受賞できないの

で、当地区はこの2年間受賞がゼロになっていることを告げられました。ぜひ11グループの中か

ら今年度達成クラブがたくさん出るよう、各会長・幹事様とともに活動して行きたいと考えてお

ります。

　とくに、ラシン会長は私たちロータリアンに持続可能性を重視したテーマ解釈を重視している

ものと思われます。「インスピシーションになろう」実に奥深い意味が含まれており、そのテーマ

に基づいた行動を地域社会の良い変化を生むために手を取り合うことを各クラブと共に目指し

ましょう。

　1年間、皆様とロータリーの勉強させていただければ幸いです。

　今年度、中川ガバナーより第11グループガバナー補佐を委嘱されまし

た髙橋明賢(たかはしとしやす)と申します。平成5年に川口モーニング

ロータリークラブに入会して25年の月日が経ちました。

　「BE THE INSPIRATION」バリー・ラシン会長テーマを踏まえてロータ

リー賞を獲得しましょう。

　2018-19年度ロータリー会長特別賞（前年度までRI会長賞）　対象：①

ロータリークラブ、②ローターアクトクラブ、③インターアクトクラブ／

◆第11グループ ガバナー補佐 髙橋明賢（川口モーニングRC）

ガバナー補佐挨拶
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出発当日、パストガバナー、大宮ロータリーメンバー、クリニック職員、パレスのスタッフなど総

勢50人以上の方が集まり見送ってくれました。

◆2018.1.13 ガバナーエレクト国際協議会お見送り

多くの方々にお集まりいただき、壮行会が行われました。パストガバナーをはじめ多くの方に激

励の言葉をいただきました。

◆2017.12.16 壮行会

パストガバナー、各部門委員長、幹事をはじめ、中川年度を応援してくださる多くの方々にお集ま

りいただき、結団式が行われました。いよいよ2018-19年度が本格的に始動することが実感さ

れ、身の引き締まる思いです。

◆2017.11.27 結団式

中川ガバナー誕生までの軌跡
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ジョン・ヒューコ事務総長の講演ではリーダーシップについて

語っていただきました。

2日目の本会議では各国の紹介が行われました。

本会議の最初に理事やパスト会長などの紹介のセレモニーが

行われました。

興奮の絶頂の中、RI会長エレクトバリーラシン氏

登場。

この講演の中でRIテーマ“BE THE  INSPIRATION”

が発表されました。「RIはクラブとロータリアンと

のつながりを失っています。ロータリアン/ロータ

リークラブとRIとの間に効率的で効果的なコミュ

ニケーションがとられることを願っています」と

語られました。

チェックイン、夕食の後、午後7時から第1回本会議、会長テーマ

講演が始まります。全員でアフリカの太鼓をたたきながらス

テージと会場が一体となっていきました。

ホテルフロントで日本のシニアリーダーから歓迎していただ

きました。田中作次パストRI会長もお迎えしてくれます。

この後チェックインの前にオリエンテーションがありました。

◆2018.1.14-19 ガバナーエレクト国際協議会（サンディエゴ）

中川ガバナー誕生までの軌跡
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グランドマーチ・舞踏晩餐会へはおそろいの法被を着て晩餐会場へ行進！

最後の写真はマイロータリーから世界に配信された写真です。日本のエレクトの代表です！

3日目の文化交流会の様子。

日本のパートナーは着物を着ておもてなしをしました。折鶴や、日本のおもちゃをプレゼントし

打掛を着て記念撮影をしていただきました。一番人気のあるブースでした！やはり日本の着物は

優雅です。

分科会の様子。

本会議の後本会議のテーマを中心に分科会が開催

されます。分科会は日本のエレクトのみ。研修リー

ダーも日本人です。RI形式、日本語で行われ、真面

目に討論します。その中でやはり2770地区はレベ

ルが高いと感じました。

われらが北パストガバナーの紹介。

中川ガバナー誕生までの軌跡
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◆2018.4.13 地区研修・協議会

ガバナーノミニー、次期ガバーナー補佐、次期地区研修リーダー、地区内の次期クラブ会長出席の

もとPETSを開催しました。各クラブの次期会長の役割として、クラブ運営や会員増強など、次期

ガバナーの方針をご理解いただきました。セミナー後に行われた懇親会も盛会でした。

◆2018.3.9-10 会長エレクト研修セミナー

次年度に最大限の成果を上げるため、就任前に効果的な地区指導者チームを作り上げておくこと

を目的として地区チーム研修セミナーを開催しました。次期ガバナー補佐、ならびに次期地区委

員会委員長と委員に出席していただきました。

◆2018.2.23 地区チーム研修セミナー

中川ガバナー誕生までの軌跡
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浦和倶楽部：さいたま市浦和区高砂1-5-6　TEL：048-767-3738　https://ameblo.jp/fm-i/

　私が浦和倶楽部を利用する

ようになったのは、知り合いのロータリアンが運営に携わっ

ていることとシェフの森山嘉久さんが浦和RCに卓話に来て

くれたというロータリー繋がりだからです。

　浦和倶楽部は昼はランチタイム（11時～2時）としてどなた

でも利用できますが、夜は倶楽部の会員のみの利用になりま

す。私にとって会員制のメリットの一つは会議ができること

です。同窓会の役員会の会合場所としてよく利用しています。

7～8人で集まって1時間ほど会議をしてから、美味しいカ

レーとお酒をいただきます。お薦めはビーフカレーですが、サ

ラダも寿司も美味しいです。

　シェフの森山嘉久さんの経歴は、浦和RCでの卓話を要約す

ると次の通りです。今のお店を始める前は、海外にある日本大

使館の公邸料理人としてカザフスタン、モンゴル、ニュージー

ランドで働いており、大使館の人々や現地の料理人などと接

する機会に恵まれたとのこと。その後、FCの飲食店で働き、調

理道具の選定、調理マニュアルの作成などを学んで、現在はホ

テルクオリティーのビーフカレー専門店「ザ・カレーショップ」

のフランチャイズを展開しているとのことです。

　多くのロータリアンが会員になっていますので、お昼のランチ或いは夜の会員制のラウンジの

雰囲気でも味わってみたい方は、近くのロータリアンに問い合わせてみてください。

◆浦和倶楽部　岩渕均パストガバナー（浦和RC）

わたしのホッとスポット
「わたしのホッとスポット」は、
ロータリアンがホッとしたい時、

考え事をしたい時、
リフレッシュしたい時などに使う
とっておきのスポットを

ご紹介いただくコーナーです。

【2018.6.23 ガバナーナイト】【2018.6.24～27 国際大会】は、9月号に掲載予定です。

地区研修・協議会は、次期クラブ指導者が任期への準備を整える会合として開催されました。

中川次期ガバナーの挨拶ではなんと「巨人の星」の曲にのってタイヤを引きながら登場！表紙で

イラストにもなっているこれは、「ロータリアン一人ひとりが“ロータリーの星”となっていただ

きたい。そしてタイヤを引いていたのは、これから1年ロータリーとロータリアンのために汗を

かいていく」という意思表示が込められていたのです。

中川ガバナー誕生までの軌跡
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※予定は変更になる可能性がございます。 上段：昼点鐘　下段：夜点鐘　「&」：合同クラブ
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