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    会長 有馬宏昭 

  
 皆さんこんにちは。会長の時間で

す。 

 先週５月２４日の例会を慶山ＲＣ

第１５次姉妹締結調印式例会とさせ

ていただき、皆様のご理解とご協力

で懇親会、２次会、翌日のお見送り

まで滞りなく終了することができました。心より感

謝申し上げます。和田国際奉仕委員長をはじめとす

る委員の皆様、SAA、親睦委員会の皆様しっかりとサ

ポートいただきました。 

 「迎え３歩に見送り７歩」という言葉がありま

す。永田町有名な料亭の女将が、魚の行商から政

界・経済界の重鎮が通う店にした秘訣を聞かれ、

「ただ、お出迎え三歩、お見送り七歩を続けてきた

だけ」と答えたという逸話を聞き、常に意識し実行

  国 歌  「君が代」  

  四つのテスト唱和          

  Ｒ Ｓ  「我等の生業」 

なさっていた言葉で私の座右の銘としている言葉で

すが、慶山ＲＣの皆さんが人吉を発たれる５月２５

日土曜日は、早朝からロータリアンのご婦人の皆

様、パスト会長の皆様、前日に通訳いただいた堀尾

里美さんも加わっていただき、大勢でバスが見えな

くなるまで、お見送りできました。ありがとうござ

いました。 

 ２５日午後６時半からの医療法人愛生会創立７０

周年記念式典にお招きいただきました。人吉ＲＣを

代表して、鏡割りも生まれて初めて体験させていた

だきました。忝く思った次第です。令和元年を機に

愛生記念病院と病院名も変更されました。 

ますますのご発展をご記念申し上げます。 

 翌日２６日は、午前９時から共催いたしておりま

す第４６回人吉球磨中学校柔道大会に出席し、人吉

ロータリークラブ会長として、最後のご挨拶をさせ

ていただきました。 

 ２６日は、第３３回繊月まつりが、２００名もの

ボランティアの方々のご協力のもと、好天に恵まれ

た本社敷地内で開催されました。地元の方、県内外

から、私共みたいに家族連れも多くの来場者であふ

れ終日繊月まつりを楽しんでおられました。今回も

売上金はすべて地域のために寄付なさいます。頭が

下がる思いです。 

 ２７日月曜日からは、会長、幹事、中川次年度ガ

バナー補佐、水野会長エレクト、青木次年度幹事の

５名で１９８８年（昭和６３年）８月２７日の友好

クラブ締結以来訪問交流を重ねております指宿RCへ

メークアップのため出かけました。 

 滅多にない機会ですので、いぶすきゴルフクラブ

開聞コースでゴルフを企画したところ、３名のパス

ト会長からご一緒しましょうと申し出頂き、またゴ

ルフプレー後は、指宿コーラルビーチホテルにて懇

親会を開催いただき、重鎮であります大重パスト会

長をはじめ歴代のパスト会長の方々９名の方々に参

加いただきました。 

 懇親会の中で、あるパスト会長から、２年前の人

吉ＲＣ６０周年に参加の際、赤池パスト会長の墓前

にお参りなさったことを聞きました。「人吉ＲＣを

訪れると必ず懇親会、２次会に誘っていただき可愛

がっていただいたことは忘れません」とおっしゃっ



 外山博之会員より、「医療法人愛生会 創立70周

年を記念して」、Ｒ財団、米山記念奨学会へ、 

ご寄付がありました。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】     委員長 和田栄司 

 先週夜の、韓国慶山ＲＣ調印来日におきまして

は、出迎えから調印式、２次会、バスのお見送りま

で皆様にたいへんお世話になりました。 

 ご協力のおかげで無事に15次姉妹調印を終えるこ

とができました。ありがとうございました。 

 

 

【雑誌委員会】 

  

   ロータリーの友５月号紹介 
 
      紹介者 岡啓嗣郎会員 

 

縦組み 

・Ｐ65 愛があるなら叱りなさい 

叱り方のコツは３つ、その場で叱る。古いことを持

ち出さないこと。しつこく叱らないこと。 

叱るときは本気で全身で叱る。 

・Ｐ55 会津と薩摩を結ぶ友好のロータリー 

日本を良い国にする為に、との目的は同じだった

が、方法が違った為に戦った会津と薩摩。遺恨を忘

れ、共に国の発展の為に働こうと友好関係を結んだ

との報告。ロータリーであればこそ。 

縦組み 

・Ｐ14 特集 考えよう、海洋プラスチックごみ 

1人当たりのプラスチックごみ発生量世界2位の日

本。現状紹介と海洋ごみ財源化構想についての考え 

 

 

【Ｒ情報】卓話  

 

       ロータリーについて 

 

     RI2720地区2019-2020年度 

    第6グループ ガバナー補佐  

     中川貴夫 （人吉ＲＣ） 

 

 

 今日の例会は、来年度私がガバナー補佐をさせて

戴きますので、皆様に知って戴きたくガバナー補佐

の役割について卓話させていただきます。 

 私は、人吉RCより2019～2020年度地区にガバナー

ていただきました。 

 ゴルフ交流、懇親会２次会とおもてなし頂きまし

た。このことは、これまで築いてこられた諸先輩の

おかげです。先輩方のおかげで、私たちは歓待され

ているわけです。 

 お世話いただいたこのご恩は、忘れずに必ず恩送

りをしていきたいと思った次第です。 

 昨日から次年度委員会が始まりました。飛ぶ鳥跡

を濁さず。次年度水野会長により、人吉ロータリー

クラブが更なる発展できますよう今後努めてまいり

ます。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

   幹事 新堀純子 

 

八代東ＲＣ、杵築ＲＣへの周年行事参加、韓国慶山

ＲＣとの調印式、指宿ＲＣとの親睦例会への参加、

ご協力いただきありがとうございました。 

 

①報告事項 

・6月レート110円   

②回覧 

・人吉市国際交流協会から総会の資料 

 今年も6/25から東西コミセンで英会話教室開催 

③掲示 

・八代東ＲＣより創立30周年記念式典参加御礼状 

・第46回人吉球磨中学生柔道大会5/26共催御礼状 

・例会取止め変更 

（熊本中央RC・八代東RC・熊本西南RC・熊本西RC） 

   

 

  

 

   委員長 馬氷愼哉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊届け出欠席  村田・尾上・中村・山賀・漆野・丸尾・川越 

       岩下・村山・有村 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井  伊久美 

＊メークアップ 

  5/5  ローターアクト例会；馬氷・戸高・青木 

  5/30 次年度委員会；渡辺・後藤・漆野・本田・大賀 

            外山 

会   員   数   60名  

出 席 免 除  3名  

欠 席 者 数 10名  5 / 1 7 例 会 73.68％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数 9名 

0名 修 正 出 席 率 89.47％ 



補佐として出向させていただきます中川貴夫（たつ

お）です。職業分類は、自動車整備・ロータリー歴は、

24年です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 さて、「ガバナー補佐とは何をするのでしょう

か？」役割にはいる前にガバナー補佐の成り立ちを

ご説明させていただきます。 

 ここには、多くの大先輩がいらっしゃいますので

ご存知の方々ばかりですが、新しい会員さんもい

らっしゃいますので少しお話をさせていただきま

す。 

 1996年2月RI理事会決定で1997～1998年度から地

区ガバナーは、事務総長（イリノイ州エバンストン）

に申請することにより「地区リーダーシッププラン」

「DLP」を採用して「ガバナー補佐・アシスタント・

ガバナー」を任命できるようになり「ガバナー補佐」

という名称になりました。 

 我が、第2720地区では1998～1999年度まで分区代

理でありました。当時、最後の分区代理を務めて戴き

ましたのは畑上正人（水俣RC）様でした。そして1999

～2000年度、有川力夫（人吉中央RC）様のガバナー補

佐が誕生いたしました。分区代理と違ってガバナー

補佐は文字通りガバナーを補佐する役割と責務がつ

いてきたのです。どちらかというと分区代理はガバ

ナーのセクレタリー的な役割でありました。それが、

ガバナーの補佐になったのです。（責任・責務をもた

されました。） 

 当時第2720地区は、まだ分区と言っていましたが

月日が流れ、グループと呼ばれるようになっていき

ました。第6分区であってもガバナー補佐が誕生した

のです。他県地区では、まだ分区と言っている地区・

組と言っているところもあります。 

 第2720地区では地区としてその流れで運営をする

事になりますのでガバナー補佐はその職責を全うし

なければならないことになっていきます。しかし、な

かなかガバナー補佐の役割・責務が明確に各グルー

プに伝わらず分区代理の考えが抜けないガバナー補

佐さんもいらっしゃいました。それを変えていかな

ければならないと思っています。 

 これまでの第6グループのガバナー補佐の流れは、

人吉RC→多良木RC→水俣RC→人吉中央RC→芦北RC（5

クラブ輪番）で行ってまいりました。実は2011～2012

年度の時に当時の会長・幹事会の中で「クラブ会員数

の多いRCが間に入って貰えないか？人吉RC」との意

見があり、決まりかけましたが諸事情で実際には出

来ませんでした。 

 ところが、また2016～2017年度に会長・幹事会の中

からガバナー補佐の輪番についての話が出て「3年に

一度人吉RCに入って戴けないか」との話が出てまい

りました。当時の人吉RCの会長は、「それぞれのクラ

ブで真剣に討議して決定して下さい。」「理事会だけ

ではなくパスト会長さん達ともよく相談して決定を

して下さい。」と話し、第6グループの会長・幹事会

で何度も話し合いを重ねて、今回人吉RCが間に入る

ことになりました。そして我が人吉RCで私がガバ

ナー補佐に決定をして戴きました。 

 これから人吉RCは、3年毎にガバナー補佐が回って

来ることになりました。ガバナー補佐を輩出すると

言う事は当然クラブに負担が来ることでありますの

で人吉RCもパスト会長をはじめ理事会で真剣に検討

させて戴き了解を得た次第です。受けたからには真剣

にガバナー補佐の仕事を全うしなければなりません。  

 私は、人吉RC先輩からの後押しで地区に出向させて

戴き8年が過ぎましたが、会員増強部門長・表彰委員会

などさせて戴き、並行して研修委員を勉強させて戴き

ました。そして、地区研修リーダーの基で副研修リー

ダーもさせて戴き、ガバナー補佐・部門長の皆様に、

「ガバナー補佐の役割・責務、部門長の役割・責務」

をお話させて戴きました。そして今度は、今までガバ

ナー補佐・部門長にお話した事を実践しなくてはなら

なくなりましたので、これからガバナー補佐になられ

る方々の基礎をしっかり作らなければならないと今

思っています。当然、分区代理の考えを持っていらっ

しゃる方々はおられないと思いますが、私は、しっか

り実践させて戴きたいと思います。 

 これは、第2720地区の第6グループが楽しくロータ

リー活動が出来るようにお手伝いをしながらそれぞ

れのクラブが発展して戴きたいとの思いからです。 

当然、RI定款をしっかり熟知されたうえでの各クラブ

さんには自主権はありますのでそれを尊重しての話

です。 

 それぞれのクラブの会長・幹事さんがしっかりクラ

ブで頑張って戴くお手伝いをさせて戴くつもりです。

是非、ご協力を宜しくお願いいたします。 

それでは、本題に入ります。 

 

ガバナー補佐の役割は？ （アシスタント・ガバナー） 

『担当するクラブが効果的に運営されるようサポー

トする事によって、2019-2020年度・瀧ガバナーを補佐

することです。』 

 

ガバナー補佐の責務は？ 

ガバナー補佐は、ガバナーとクラブに対する責務を

担っており、地区レベルでは、次のような責務が含ま

れます。 

1.地区目標の設定を援助する。 

 （重点項目・ポリオ撲滅・会員増強） 

2.ガバナーのクラブ公式訪問のスケジュールを調整  

 する。 

3.クラブの強みや弱み、目標に向けた進歩をガバナー 

 に伝える。 

4.地区会合に出席する。 

5.ロータリー財団の活動や募金活動を含む、地区行事 

 や活動に参加する。 

6.地区チーム研修セミナーに参加する。 

7.会長エレクト研修セミナー（PETS）と地区研修協議 

 会に出席する。 

8.将来の地区リーダーを探し、その育成を援助する。 

9.クラブの状況について次期ガバナー補佐に状況を 

 提供する。 

 

クラブに対する責務には？ 

1.定期的にクラブと連絡をとる。クラブ目標の設定を 

 援助する。 

2.各クラブに最低4回以上訪問する。クラブに招かれ 

 た場合、出席する。 

3.ＩＭを開催する 

4.ガバナー公式訪問の為のクラブ協議会に出席する。 



5.ガバナー公式訪問同行する。 

6.地区大会参加。そして各クラブに出席を奨励する。 

7.グループ内の周年行事に参加する。 

8.各クラブに地区に出向する会員の奨励を促す。 

9.次期ガバナー補佐と引継ぎをする。 

10.各クラブの新会員に地区行事、研修に積極的に参 

 加を促す。 

11.その他 

 

ＩＭについて（2020年4月11日土曜日） 

1.ＩＭの目的は、研修と親睦である。 

2.ＩＭはガバナーからの強調事項で、当地区はG補佐 

 が主催する。 

3.ＩＭは地区大会と共に重要なプログラムで、グルー 

 プ内の最大事業である。 

4.ＩＭを盛大に行うようにガバナー補佐は準備と企 

 画を行う。 

5.Ｇ補佐は地区やグループ内の将来のリーダー・指導 

 者を育成する事も大事。 

6.その他 

 

最後に、 

これも皆様ご存知のことと思いますが、ガバナー輩出

は、大分県・熊本県と交代で出ていますが（一部変更

もあり）、輩出された県で研修及びセミナーは開催さ

れます。ですから大分県のガバナーが出られたとき

は、殆どの場合大分県にて開催されます。反対もしか

り！当然ガバナーを輩出するにはクラブにとっての

バックアップが必要になりますのでクラブにとって

も地域活性化のためにも頑張られるのですからその

地域で色々な会議を開催したいと思う事は当然だと

思いませんか？ 

 其のことを会員の方々は汲み取って戴き「開催場所

が遠いとか！不便であるとか！」・・・・ 

覚悟を持たれ頑張って戴きたいと思います。 

 

 

【寄付カード】 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・石蔵会員 去る5月28日、弊社(人吉新聞社）が人 

 吉税務署より感謝状を頂きましたのでニコニコし 

 ます。                 

・外山会員 創立70周年記念、大変お世話になりま 

 した。今後、宜しくお願い申し上げます。 

・有馬会長 中川次年度ガバナー補佐、貴重な お話 

 有難うございました。          

・増田会員 先週の例会欠席、先週・昨夜の次年度 

 委員会開催の欠席すみませんでした。   

・和田会員 調印式、お世話になりました。ありが 

 とうございました。           

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 第11戦(溝辺ＧＣ）チャリティーと 

 して                  

 

 

             点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

  友好クラブ 指宿ロータリークラブ訪問 

          5/27(月)～5/28(火) 
   出席 有馬会長、水野副会長、新堀幹事 

       中川会員、青木副幹事 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/27親睦ゴルフ 
いぶすきゴルフクラブ 

開聞コース 

5/27懇親会 指宿8名人吉5名 
  指宿コーラルビーチホテル 

5/28 指宿ＲＣ例会参加 バナー交換 

       指宿RC 前之園盛二会長 

 2730地区 指宿ロータリークラブ 

   例会場 指宿いわさきホテル 

   例会日 火曜日 12:30～ 

   事務局 ℡0993-22-3088 


