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2015 － 2016 年度 国際ロータリー会長
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

　地区大会は、クラブから一歩離れ、他のクラブ
のロータリアンと交流して、エネルギーを蓄える
機会です。また、日常の責務からも一歩離れ、ロー
タリーに浸ることで、現在の自分の状況を確認し、
今後の方向性を考える数日間でもあります。

　現在、ロータリーの会員は増えており、クラブ
もこれまでになく多くなっています。この時期に、
ロータリーファミリーの内外で新会員を募り、青
少年プログラムの優秀な参加者がロータリークラ
ブに入会しやすいよう障壁を取り除き、同時に今
後も、社会貢献を望む退職者にも声を掛けていく
ことは、私たちローチリアンの責務であると考え
ます。さらに、入会した会員がロータリアンであ
ることの価値を実感し、クラブに貢献できるよう
にする必要があります。

　ロータリーの今後の最も大きな目標は、ポリオ
の撲滅です。私たちは、今年こそ、野生型ポリオ
の発症が、世界で最後を迎えることを望み、信じ
ております。しかし、その大きな節目を迎えられ
たとしても、ポリオとの闘いが終わるわけではあ
りません。それは、野生型ポリオ無発症の状態が
世界で３年間続かなければ、「ポリオフリー」と認
定されないからです。ですからその間、子どもた
ちの予防接種を継続し、ウイルスに対する監視活
動を続け、ポリオに対する高い意識を維持しなけ
ればなりません。

　ポリオのない世界という最終目標の実現。これ
には、私たち誰もが何らかのかたちで貢献できる
目標ではないでしょうか。

　末尾となりましたが、この地区大会が皆様にとっ
て、充実した、楽しい会合になることを願ってお
ります。そして本年度が素晴らしい、歴史的な１
年となるようお祈りいたします。

「世界へのプレゼントになろう」
心を込めて

2015 － 2016 年度 国際ロータリー会長代理
菅原　光志（すがはら　みつゆき）　

　井原實カバナーをはじめ、ロータリアンの皆様、
そしてご家族の皆様、ここに地区大会が盛大に挙
行されますことを心よりお慶び申し上げます。
　この度、Ｋ . Ｒ . ラビンドラン国際ロータリー会
長の代理として、貴地区大会に出席させていただ
きます第 2780 地区鎌倉ロータリークラブの菅原
光志です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　第 2770 地区は、田中作次元ＲＩ会長、北清治
元ＲＩ理事をはじめ、素晴らしいロータリアンに
恵まれ、活発に活動をされていると伺っておりま
す。私は田中作次氏のＲＩ会長年度のガバナーで、
色々とご指導を賜りました。北元ＲＩ理事にはそ
の年の地区大会で「魅力的なクラブ創り」につい
てご講演いただき、お二人にご教授いただいたお
かげで、益々ロータリーが好きになりました。そ
の様な特別のご縁もあり、今回、会長代理として
当地区にお伺い出来ることはとても嬉しく思うと
同時に、大変身の引き締まる思いでございます。

　本年度ラビンドラン会長は、「人生の価値はどれ
ほど得たかではなく、どれほど与えたかによって
判断されるものであり、社会から享受するだけで
なく、社会に貢献しましょう」と、ＲＩテーマを「世
界へのプレゼントになろう」と掲げられました。
　今年度貴地区では、井原ガバナーの「ロータリー
は奉仕を通じて、人づくり、自分づくり」という
地区方針の下、「ロータリーを学ぼう、そして楽し
もう」と地区の皆様に呼び掛けておられます。皆
様がロータリーを楽しみながら、社会への貢献を
実践し、地域や世界への素晴らしいプレゼントに
なっていかれるようことを深く信じております。
　　　私は新会員に「ロータリーに入会して良かった。
良かったと思ったらロータリーを好きになる事。
好きになったら、理解する事。理解出来たらロー
タリーを楽しむ事」といつも話しております。第
2770 地区の地区大会が、皆様ひとり一人がロータ
リーを学び、そして一緒に楽しめる大会になりま
すことを心から願ってやみません。

ご挨拶
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ご挨拶

　「ロータリーと地域の絆」の大会テーマのもと、
国際ロータリー 2770 地区、2015 ～ 2016 年度地
区大会が盛大に挙行できますことを、心より感謝
申し上げます。また、ロータリアン、ご家族、ロー
タリーファミリーの皆様、地区大会に参加いただ
きまことに有難うございます。

　K.R.“ ラヴィ ” ラビンドランＲＩ会長は、地区大
会会長代理として経験豊かな国際ロータリー 2780
地区元地区ガバナー（2012-13 年度）菅原光志（み
つゆき）様と令夫人であります菅原秀子様を派遣
してくださいました。大変感激致すと共に、地区
会員並びに参加者一同心より歓迎申し上げます。
また、ご来賓には、上田清司埼玉県知事、清水勇
人さいたま市長、韓国 3750 地区 金 錫泰総裁ご夫
妻をはじめ会員多数の方々、同期の各地区のガバ
ナー、地区外のパストガバナー、そして、地区内
パストガバナー、地区内 74 クラブのロータリアン
とご家族の皆様、各奨学生や青少年の方々多数の
ご参加を賜りましたことに心から御礼と歓迎を申
し上げます。

　K.R.“ ラヴィ ” ラビンドランＲＩ会長は、今年度
のテーマを「世界のプレゼントになろう」(Be a 
gift to the world) と掲げ、私たちの人生の価値は、
どれほど得たかではなく、どれほど与えたかによっ

て判断されると説かれました。そして、誰でも与
える事のできる何かをもっているはずです。私た
ちはロータリーを通じて、これらを世界にプレゼ
ントすることで、誰かの人生に、そして世界に、
真の変化を起こすことができるはずですと述べて
おられます。

　本地区大会では、11 月 14 日の指導者育成セミ
ナーにおいて、ＲＩの最新動向の 1 つである、ヴォ
イスとブランドアイデンティについてロータリー
公共イメージコーディネーター第 1 ゾーンの渡辺
敏彦 PG（新潟南 RC）にご指導いただきます。15
日の本会議では、ロータリアン以外の地域の方に

も参加していただいて、認知症につ
いてのセミナーとパネルディスカッ
ションを行います。本地区大会を通
じて、参加して下さった方々が、ロー
タリーを学び、地域との絆を深めら
れることを願っております。

　結びにあたり、本地区大会開催に
あたり、計画・準備に日夜奮闘して
下さいました嶋田大会委員長、鴨田
実行委員長をはじめ実行委員会の皆
様、ホストクラブでありますさいた
ま新都心 RC の皆様、コ・ホストク
ラブの皆様に感謝を申し上げご挨拶
と致します。

Be a gift to the world!!

2015 － 2016 年度 第 2770 地区ガバナー
井原　　實
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お祝辞

　国際ロータリー第 2770 地区の地区大会が盛大
に開催されますことを心からお祝い申し上げます。
　第 2770 地区の皆様におかれましては、高校生
の海外留学支援を通じたグローバル人材の育成や
積極的な献血への勧誘など、多くの社会貢献活動
に御尽力いただいております。ここに改めて深く
敬意と感謝の意を表するものです。

　県では、世界を舞台に活躍し、将来の埼玉、そ
して日本を担うグローバル人材を育成するために、
全国屈指の規模の「埼玉発世界行き」奨学金制度
を設け、この５年間で約 1,400 人もの奨学生の支
援を行っています。さらに、海外留学経験のある
日本人学生と外国人留学生を支援する「グローバ
ル人材育成センター埼玉」において、留学前から
留学後の就職までトータルにサポートしています。
今後とも皆様の御協力をいただきながら、未来を
担う人材の育成に積極的に取り組んでまいります。

　一方、県は、県民の命を守るための献血の推進
についても全力で取り組んでいます。特に、若い
世代に協力の輪を広げようと、教育委員会と連携
して取り組んだ結果、本県は平成 19 年度から７年
連続で高校生の献血人数が日本一となっておりま
す。

　少子高齢化が進む我が国にあっては、地域の人々
が共に助け合う「共助」の仕組みがますます必要
となっています。本県では、今後も県政の様々な
分野に「共助」の視点を広げてまいります。

　社会貢献活動のリーダーである皆様には、地域
の発展のため、より一層のお力添えを賜りますよ
う心からお願い申し上げます。

　結びに、国際ロータリー第 2770 地区のますま
すの御発展と皆様の御健勝、御活躍を祈念申し上
げ、お祝いの言葉といたします。

埼玉県知事　上田 清司
　2015 ～ 2016 年度国際ロータリー第 2770 地区
大会が、ここに盛大に開催されますことを心から
お祝い申し上げます。
　　井原 實ガバナーをはじめ、ロータリアンの皆
様方におかれましては、日頃より、さいたま市政
各般にわたるご支援・ご協力に心から感謝を申し
上げます。
　　皆様もご案内のとおり、今年は戦後七十年の
節目であり、これから日本は人口減少と超高齢社
会というかつて経験のない時代を迎えます。さい
たま市でも平成三十七年をピークに、人口減少や
急激な高齢化が予想されています。成長から成熟
へと時代が移行する中にあって、この先五年、十
年は、さいたま市が持続的に発展していく基盤を
作るため、極めて重要な時期になると考えます。
　　東日本の中枢都市構想、安心減災都市、教育
文化都市などを推進し、市民から「住みやすい」「住
み続けたい」と評価され、企業からもビジネス拠
点として選ばれる都市に向けて、本市は今、さま
ざまなチャレンジを進めています。
　　このたびの地区大会では、「ロータリーと地域
の絆」として、地域の人々とともに、認知症の理
解促進など、健康をテーマに取り組みを展開され
ると伺っています。本市でも、市民の皆さんがい
つまでも健康で生きがいをもって生活できるよう

「スマートウェルネスさいたま」を掲げ、健 “ 幸 ”
都市づくりに取り組んでいます。ロータリークラ
ブの活動を通じて、今後も、未来に向けた本市の
チャレンジにお力をお貸しくださいますようお願
い申し上げます。
　　「Be a gift to the world( 世界へのプレゼント
になろう )」という崇高なテーマのもとで展開され
るポリオ撲滅、青少年育成など多岐にわたる皆様
の活動は、今後益々グローバルで活発なものにな
ることと拝察します。このたびの地区大会を通じ、
ロータリアンの絆が一層深まり、国際ロータリー
277 ０地区がさらにご発展を遂げられることを心
から祈念し私の挨拶とします。

さいたま市長　清水 勇人
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お祝辞

　尊敬する国際ロータリー第 2770 地区ロータリ
アンの皆様！こんにちは。

　私は本日、国際ロータリー第 2770 地区 2015-
16 年度地区大会に参加させていただき、大変嬉し
く存じます。私が本日この場に立つことができた
のは、27 年間 2770 地区と 3750 地区のために交
流を深めてくださった、両地区の先輩ロータリア
ンの方々のお陰だと存じております。

　地区大会は毎年ロータリアンみんなが集まり、
仲間たちと楽しい時間を過ごしながら地区の業績
を評価する大きな祭りでもあり、イベントでござ
います。こうした大事なイベントに私たちを招待
してくださり、2770 地区井原ガバナーとロータリ
アンの皆様に厚く御礼を申し上げます。

　私は今年１月、アメリカ・サンディエゴでの国
際協議会にて『世界へのプレゼントになろう』と
いうメッセージから非常に感銘を受けました。Ｋ．
Ｒ．ラビンドランＲＩ会長は「プレゼントは物質
的な価値ではなく、贈り主の心がどれだけ込めら
れているか、ということです。私たちには選択肢
があります。授けられたものを自分のものだけに

国際ロータリー第 3750 地区
金　錫泰（キム・ソッテ） 総裁

とどめるか、またはそれを生かして自らが『世界
へのプレゼント』となるかです。この機会は二度
と訪れません。今年度も一度きりです。この機会
を逃さずに生かし、『世界へのプレゼントになろう』
をテーマに活動していきましょう。」と積極的にあ
らゆるプログラムに参加してもらえるように力説
されました。

　Ｋ．Ｒ．ラビンドランＲＩ会長のメッセージは、
110 年間ロータリークラブが維持できた最も大き
い原動力である「超我の奉仕」の精神で、積極的
に素早く、休むこともない連続性のある行動（プ
レゼントの役割）をしてきたことににも一脈通じ
るのではないでしょうか。

　改めまして、2770 地区の地区大会が盛大に開催
されますことを心からお慶び申し上げます。今後
とも 2770 地区と 3750 地区の親善関係が末永く
続きますようお祈りいたします。結びに皆様のま
すますのご多幸とご家族の皆様のご隆盛を祈念い
たします。

『世界へのプレゼントになろう』
Yes ～ Yes ～ Yes
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レポート
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大会プログラム

第１日　浦和ロイヤルパインズホテル

地区決議会（会長会）

各種委員会
登録委員会
資格審査委員会
選挙管理委員会
決議委員会

本会議
ＲＩ会長代理ご夫妻入場

点　鐘  　ガバナー　井原　實

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ロータリーの目的・四つのテスト唱和

開会の言葉 　大会委員長　嶋田久仁彦

ＲＩ会長代理・来賓・地区外登録・地区役員紹介
ガバナー挨拶　ガバナー　井原　實



ＲＩ会長代理挨拶 ＲＩ会長代理　菅原　光志

各委員会報告
・登録委員会
・資格審査委員会
・戦況管理委員会
・決議委員会
・大会決議案審議及び採択

2014 ～ 2015 年度　収支報告
  監査報告
  収支報告承認

各部門現況報告
・管理運営部門
・広報部門
・会員増強維持部門
・職業奉仕部門
・社会奉仕部門
・国際奉仕部門
・青少年奉仕部門
・ロータリー財団部門
・米山記念奨学部門
・ロータリーの友について

地区指導者育成セミナー
「ロータリーの公共イメージ　ロータリーを生き生きと表現しよう」
講師ロータリー公共イメージコーディネーター第 1 ゾーン（2014-2017 年度）　渡辺　敏彦

点　鐘  ガバナー　井原　實

レポート
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ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
開宴の言葉 大会委員長　嶋田久仁彦

他地区来賓紹介
ガバナー挨拶 　　ガバナー　井原　實

ＲＩ会長代理挨拶 ＲＩ会長代理　 菅原　光志

友好地区総裁挨拶 第 3750 地区総裁　金 錫泰

乾　杯 　 パストガバナー　半田　昭雄

アトラクション　「ドリーム　スイング　キングダム」
手に手つないで

閉宴の言葉 　ガバナーエレクト 浅水　尚伸

レポート
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第２日　さいたま市文化センター

青少年フォーラム

ＲＩ会長代理を囲む昼食会

本会議
ウェルカムプログラム「ポップコーンサウンドオーケストラ」

ＲＩ会長代理入場
点　鐘 ガバナー　井原　實

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」「第 2770 地区の歌」
ロータリーの目的・四つのテスト唱和
物故会員に対し黙祷

開会の言葉 大会委員長　嶋田久仁彦

ＲＩ会長代理ご夫妻・来賓・地区内ＰＧ紹介
  ガバナー　井原　實

レポート
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歓迎の言葉 ホストクラブ会長　小川　毅

ＲＩ会長代理挨拶及びＲＩ会長メッセージ
  ＲＩ会長代理　菅原　光志

来賓挨拶 埼玉県知事　上田　清司

ガバナー挨拶及び地区の現況報告
  ガバナー　井原　實
来賓挨拶 さいたま市長 清水　勇人

来賓挨拶 第 3750 地区総裁　金　錫泰

記念事業目録贈呈
記念品贈呈

レポート
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ガバナー補佐、地区内クラブ入場・紹介

認知症フォーラム
基調講演「認知症について」 医学博士・精神科医　金沢ひづる

パネルディスカッション
・コーディネーター　ガバナー 井原　實
・コーディネーター　対外広報委員長 梶間　順子
・パネリスト　　　　歌手 辺見　マリ
・パネリスト　　　　医学博士・精神科医 金沢ひづる
・パネリスト　　　　認知症施設管理者 丸山恵美子
・パネリスト　　　　埼玉県福祉部地域包括ケア課課長 金子　直史

  　　　テレビ埼玉（テレ玉）の
  　　　夕方のニュースでも
  　　　採り上げられました。

スピーチ  米山親善大使　　　金　福漢
ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト　浅水　尚伸
ガバナーノミニー挨拶 ガバナーノミニー　大貫　等

次期ホストクラブ会長挨拶
   越谷南ＲＣ会長　中島　頼光
ＲＩ会長代理所感 ＲＩ会長代理　菅原　光志
ガバナー謝辞  ガバナー　井原　實
点　鐘  ガバナー　井原　實

レポート
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　次年度の地区大会は越谷市での開催になります。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


