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【 本日のプログラム 】 9月15日 卓話 「GSEに参加して」 岩崎由紀子様・R情報・C研修委員会
【 次回予告 】
9月22日 卓話 「イニシエーションスピーチ」 引田俊一君・北砂明彦君
【 第1588例会 】 9月8日（木） 【 司会SAA 】 伊藤 英夫 君 【 斉唱 】 「それでこそロータリー」
【 ソングリーダー 】 北島 照介 君 【移動例会： 北京飯店 点鐘12時半】

に 各クラブの会長幹事の欄が写真付であるので
自分のところを見ると、私は座間市に住んでいる
ロータリー米山記念奨学会から、後藤ＰＧに「評

ことになっていました。

議員の任期満了の感謝状」が来ていますのでお

電話帳みたいな大きさの全国ロータリー名簿が

渡しします。

全員に毎年配布されていた頃、私が幹事をした前

本日の例会は八千代銀行さんの業務都合とい

原会長がニコニコしながらその名簿を開いたとこ

うことで、北京飯店で開催することになりました。

ろ、前年度の鈴木久次郎会長、高橋清幹事の名

グランドホテルの突然の閉館の時も急遽変更して

前のままになっており、気の毒なくらいガッカリして

大変な思いをしましたが、当時の鎌田支店長のご

いたことを思い出しました。全国版なので、鹿児島

好意で、以来ずっと４階の会議室をお借りしていま

の親戚にＲＣの会長になったことを見せたかったら

す。八千代銀行さんによると、３年に一度くらいは、

しいです。

抜き打ちで金融庁の検査があるということですの

慎重にやったつもりでも印刷物に間違いは付き

で、一応心づもりはしておいたほうが良いと思いま

ものかもしれません。便覧は当事者以外にはまっ

した。

たく実害もないのですが、クラブ計画書では皆様

年度が替わり2ヶ月もしてから、ようやく地区便

に大変ご迷惑をおかけしました。

覧という冊子が配布されました。会長・幹事とクラ

ともあれ、今日は藤塚さんと私の卓話です。私の

ブへ一冊づつ、また地区の役員には1冊配布され

持ち時間は5分ほどだと思います。よろしくお願い

るものです。

します。

ガバナーの経歴から始まって、今年度の地区役
員・委員の名前などが顔写真付で掲載されており、
①本日例会終了後、第3回理事・役員会を開催し

これは調べ物には便利な冊子ですが、最後のほう
修正
36名

28名

82.35％

91.43%

6名

原嶋、岸、小栁、飯田、岩松、梅野
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ますので、ご出席宜しくお願いします。

いう組織がどのようにして動いているのか、ほとん

②本日18時半より開催されます、海老名RCホスト

ど理解できてない頃に、ある会合であるＰＧの方だっ

の第6G会長・幹事会に参加致します。

たと思いますが、「よく大変な役を引き受けたねー」
「大変ダヨー」と言われまして、その言葉にはドキッ
というかヤッパリという思いがしまして、以来１年間

お祝いの方々

に亘ってその言葉の意味を存分にかみしめるハメ

親睦活動委員会

阿萬 正巳 委員

となりました。
それはその前段として就任前にロータリーに関す

創業記念日

入江 公敏 君

9月10日

るある文書をたまたま読んでいたところ、（ロータリー

入会記念日

長野 俊八 君

9月 9日

章典だったと思いますが、）地区幹事の資格条件
として“地区での経験豊富な、内容に精通した人
材が望ましい”という内容で書いてあるものを見つ
けまして、その文章が頭に残って相当に自信がな
くなっていた矢先だったものですから、不安が的
中したような、ダメを押されたような、逃げ出した
いような気持ちになりまして、また逆に頑張ってみ
ようかという勇気にもつながったような気がして
おります。

「前年度地区出向者報告」

さて、ガバナーにはアシスタントガバナーと呼ばれ
る方が居られるように、地区幹事グループにも８～

藤塚 勝明 前地区幹事

９人ほどの副幹事さんが居られます。いずれも一
人ではこなしきれない仕事量だからと思いますが、
その中の一人である石川会長さんには総務とＧ月
信・ＡＧ会議の書記などを担当して頂きました。他
の副幹事さんには委員会活動などたくさんある任
務をそれぞれ分担して担当するシステムになってお
ります。ほとんどの方が初めての体験ですから、目
論見通りには機能出来なかった部分というのは

６月末をもって地区役員の職を解かれた訳であ

多々有ったかと思いますし、それぞれの責任の中

りますが、まだ多少残務処理がありまして完全には

で、ガバナーにはご不満もたくさん有ったかとは存

終わってはいません。

じますが、ご協力頂きました。感謝々々の気持ち
であります。

地区幹事という職務を曲がりなりにも終えてホッ
としているところではあります。ポッカリと穴が開い

他にも、資金委員長を務めて頂いた古郡さんに

たような思いもありますが、１年前の今頃を思い出

は入金管理という、たいへん神経を使うお仕事を

すとゾッとすることもあります。この１年間はある意

こなしていただきました。各クラブからバラバラに入っ

味でロータリー最優先で動いていましたから、今の

てくる資金を、その都度銀行まで出かけて記帳し、

環境・状態は正にとっても幸せと言ってもいいよう

それをチェックし、未収金は無いのかという形での

に思います。

点検する訳でして、大変なご苦労があったかと思

実は１年ほど前に遡りますが、後藤ガバナー年

います。地区大会の資金では二重の振込も有った

度が動き出して間もない頃、私自身はまだ地区と

ようで、返還手続きをしたと言う様なことも聞いて
おります。
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ところで現在の動きとして、横澤地区会計のご

所に出向いてもひっきりなしに電話・訪問者が多

努力で前年度決算についてはメドをつけていただ

くて打合せにならず閉口しました。

きまして、９月２０日には監査を受ける手はずに成っ

毎号の表紙はガバナーの意向を踏まえ、ロータリー

ております。地区大会の会計も兼務されておりまし

の基本と情報の意味を込めて「強調月間に相応

たが会計処理能力は一級品でございます。本当

しい先人のロータリアン」をベースに飾りました。人

に助かっております。

選には相当苦労しました。

監査には大和クラブの真鍋さん、大和田園クラ

毎号の最初のページがガバナーのメッセージで

ブの小林さんにお願いしてありまして、了承されれ

すが、今読み返しても、その時々の月間や出来事

ば１０月に行われる地区大会の会長・幹事会で承

に非常に言葉に力を込めて書かれていると思いま

認された後に、地区報告書という形の中で各クラ

す。あの柚木さんからも何度もお褒めの言葉を頂

ブ宛に発送されて終了します。

きました。

そして、この地区報告書の発行につきまして、準

後藤ガバナー以外は、何度言っても毎月のよう

備として現在は資料の収集段階にありまして、多

に原稿が遅れて困りました。ガバナー月信が皆様

少の編集作業が残ってはおりますけれど、１１月初

に活用されたかどうかはわかりませんが、私なりに

旬の発行を目指しておりますが、最後の任務と言

一生懸命作りました。毎号が毎月１日に遅滞無く

うことに成るのでしょうか。前年度は発行できなかっ

発行できたことは本当に良かったです。

たという風にも聞いておりますので、なんとしても

【 ガバナー補佐（ＡＧ）会議 】

義務を果たすべく頑張ってみたいと思っていると

毎月開催されるＡＧ会議は、ガバナーから直接情

ころでございます。

報伝達される重要な会合で、ＡＧがここでの情報

ここへ来るまで準備期間を入れると長い道のり

をベースに毎月の会長幹事会において、ＲＩの最新

ではあった訳ですが、一つ一つの事柄を処理して

情報や地区委員会の事業の報告・伝達をします。

いく中で、終わってみればアッと言う間の出来事

毎回の会議は概ね２時間を超えますが、私は書

であったような思いもしております。良い勉強をさ

記として会議の議事録を作成しました。最初は要

せて頂いたとも思っておりますし、何よりも本来は

領がわからず、毎回の会議のテープ起こしに延べ

知り合えなかっただろう多くの方々とお会いでき、

15時間はかかりました。

おつきあいが始まり友人が極端に増えたことも大

クラブ会報の経験がある会員はおわかりになる

きな収穫だったと感じております。

と思いますが、テープ起こしの仕事は、慣れないと

皆さんのご協力に感謝して終わります。

大変です。あるとき、あるＡＧから議事録を早くくれ
ないかと言われました。できればその場で欲しいと
…！ 腹も立ちましたが、反骨精神から議事録の作

石川 健次 前地区副幹事
【 ガバナー月信担当 】

り方を工夫して、会議の翌日にメール送信するこ

後藤年度の

とを目標に一年間頑張りました。

ガバナー月信担

なぜできたのかその秘密をご披露しますと、私

当となったとき、

がラフな原稿を夜中までになんとか仕上げて、とり

自分の安心の

あえず後藤ガバナーにメールで送って寝てしまいま

ために、編集と

す。すると後藤ガバナーは、毎朝必ず原稿に目を

印刷は大和田

通して校正を入れて、朝9時までには返送してくれ

園ＲＣの開保津

ます。

さんの会社に

校正にも30分や１時間はかかるはずですから、私

お願いしました。Ｇ事務所の月信担当はベテラン

のせいで貴重な睡眠時間を減らしたかもしれませ

の柚木さんですが、何しろ彼女は忙しすぎて、事務

ん。本当にありがとうございました。
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翌日仕上げの効果は、ガバナー月信にも良い影

に皆さんと参加する機会すらありませんでした。毎
回話題になる点鐘事件も、私がその場にいればと

響がありました。地区事務所の柚木さんを訪ねて

いう思いも無いことはありません。
エイドのエイドの役は実は２回目でした。一回目

行っても 電話をしても、明らかに対応が良くなりま
した。

は後藤さんがＡＧのときの西田年度の箱根での
地区大会です。その時のＲＩ会長代理は伊右衛門

月に一度のＡＧ会議終了後には毎回必ず懇親
会がセットされており、藤塚幹事は一日の仕事が
終わったのでＡＧの皆さんと連れ立ってどこかに

で有名な福寿園の会長で、京美人の奥様ともど
も温厚で大変人柄の良い人の印象があります。エ

消えて行きます。私は誘われても合流せずに即帰
宅し、当日中に議事録をまとめて後藤ガバナーに
メールで送らなければなりません。正直、こんな理
不尽なことはないと何度も思いました。しかし普段

イドは鎌倉ＲＣの中西ＰＧでした。
【 その 他】
藤塚幹事から要請があれば、副幹事グループは
基本的に全員集合してお手伝いをしました。セミナー・

の藤塚幹事のやつれた姿を見ていると、ビールの
一杯ぐらい許されるだろうと納得していました。
【 地区大会での任務 】
先日、地区大会実行委員長のご苦労話にもあ

地区大会・ＰＥＴＳ・ＩＭ・地区協・引継ぎ会議など会
議のたびに招集され、会場の設営や会議の準備・

りましたが、ＲＩ会長代理のＤ.Ｋ.Leeのエイドが小沢
理事。そのエイドが小佐野ＰＧで、そのＰＧのエイド
が私という妙な役を担当しました。後藤ＤＧのエイ
ドは新会員の辻さんが一生懸命努められましたが、
エイドと言うのは簡単に言うと、秘書役というより
使い走りです。
会議の入退出時間の管理には常に気を使いま
して、唯一気が抜けたのはＤ.Ｋ.Leeが壇上でスピー
チをしているときぐらいでした。何しろ雑事が多す
ぎて、地区大会の会場で姉妹クラブの東慶州の
メンバーに会っても、走りながら挨拶する始末で、
不本意ながらガバナーズクラブとして当日の準備

スマイルボックス

横澤 創 委員長

片付け等をしました。椅子を100本以上、長机を30
～40本以上を出したりしまったりの力仕事や、要
請があれば委員会に出たり、電話番から、ガバナー
事務所の引越しの手伝いなど、担当委員会の無
い私は頼まれればどんなことでもやりました。
藤塚さんと同様に、地区ではいろいろな人と知り
合いになれましたが、クラブ会長就任の直前年度
で大変勉強になりました。万一ですが、藤塚さんが
… になるようなことがあれば、全面的に協力し
たいと思っています。

本日\9,000 累計\263,750
お聞き下さい。
高橋 政勝 君
今日の卓話、藤塚さん、石川会長ご苦労様で
す。前年度の思い出話を聞かせて下さい。
舘盛 道明 君
藤塚さん、石川さん地区では大変ご苦労様で
した。
古郡 清 君
藤塚前地区幹事、石川前副幹事様一年間お
疲れ様でした。今日の卓話宜しく…
横澤 創 君
昼間の北京飯店の例会も、気分が変わって良
いですね。舘盛さんの知り合いの名前はどの辺
にいますか？

石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
本日は、例会場を変更しての例会となります。
宜しくお願い致します。本日の卓話は、前年度
地区出向者の方々の報告です。 宜しくお願い
致します。
入江 公敏 君
創業の祝いありがとうございます。大和の出
生数は順調です。15年後の18才適齢人口は今
年を100とすると107％で増加傾向にあります。
しばらくは大丈夫な見込みです。
長野 俊八 君
入会記念のお祝い有難うございます。29年に
なりました。あと少し頑張っていきます。
藤塚 勝明 君
つたないお話をさせて頂きます。耳をふさいで
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