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会長あいさつ 

WELCOME  
 酒井 正人 様 
RI 第 2510 地区 ガバナー （函館五稜郭 RC） 

 久野 等 様 
RI 第 2510 地区第 7 グループ 
ガバナー補佐（恵庭 RC） 

 
 

 千歳セントラル RC 会長 入口 博美  

本日はガバナー補佐公式訪問ということで、ガバナーに

おかれましては遠く函館市からおいでになりごくろうお疲

れ様でございます。心から歓迎申し上げます。また千歳

RC の皆様も我がクラブの例会場にゴ出席頂き誠に有り

難うございます。 
例会前にガバナー、ガバナー補佐と会長、幹事との懇談

を 40 分程行いましたが、その席上におきましては我がク

ラブが昨年から取り入れております CLP について主に話

し合いを行いました。そこで、現状を報告させていただき

アドバイスも頂きまして、今後のクラブ運営について非常

に参考となったことご報告申し上げます。 
さて、私共クラブは、これから地区大会への参加や緑の

指宿公園での植樹という事業を控えております。地区大

会の参加は、ガバナーからお叱りを受けるかもしれませ

んが、観楓会を兼ねた賛歌を計画しております。函館へ

行く趣旨とは違うだろうと指摘されるかもしれませんが、ク 

ラブとして初めて観楓会の形を取り楽しむ予定であります。

また、指宿公園の植樹は、市内に新設される公園におい

て、千歳市施行 50 周年記念を祝して桜の成木を 6 本植

樹いたします。今年の 10 月 23 日には全員参加で作業い

たします。該当事業に付き、地区への補助金も申請して

おりますので、ガバナーにはご理解を頂きよろしくお願い

申し上げます。 
本日ご出席の皆様に感謝し、会長の挨拶とさせていただ

きます。 
 

 千歳 RC 会長 福田 武男 

例会出席状況 （2007 年 9 月 25 日） 
会員数 32 名 
会員出席者数 24 名 
出席率 75.0％ 
欠席者数 8 名 
無断欠席者数（欠席者数内） 2 名 
ゲスト・ビジター出席者数 2 名 
出席者数総計 ── 

酒井ガバナー・久野ガバナー補佐、ようこそいらっしゃい

ました。今回出席のフィンランドからの交換留学生、アカ

ギ・クリメーくんは、今我が家でホームステイしています。 
ガバナーに聞いてもらいたいことが山ほどあって会長・幹

事会にてお話ししてみましたらすっかり思いも晴れて少し
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本日のプログラム 

幹事報告 

ガバナー補佐挨拶 

気持ちが楽になっております。私は今年度の最初から申

しておりますように、社交辞令的な会長挨拶・例会をする

よりも、「立て板に水」と言うより「横板に雨だれ」と言うこと

でスタートしております。CLP の問題に対しても、地区もも

う少し積極的にお考えくださらないと RI と地区がバラバラ

になっているように感じます。ガバナーに来ていただいた

訳ですから、この大変な時期に難局を乗り切る手法、アイ

デアを残していって欲しいなあと思います。宜しくお願い

致します 

 

担当/会長 入口 博美、幹事 佐々木 俊英 
千歳 RC･千歳セントラル RC 合同ガバナー公式訪問例会 
 
≪ガバナー講評≫ ガバナー 酒井 正人 

 
 
ガバナー補佐 久野 等 

ガバナーとご一緒にの初めてのクラブ訪問となります。両

クラブとも順調に新しく会員を入会され、この嬉しい結果

を見ましてにっこりしてお帰りになられることと思います。 
今日の公式訪問例会、宜しくお願い致します。 

1 月末から 2 月にかけてガバナーエレクト研修会があり、

新入会員があった場合、スポンサーを表彰して欲しいと

仰せつかりました。千歳 RC が 3 名、千歳セントラル RC
も 3 名の新入会員がありましたので スポンサーバッチを

差し上げたいと思います。ロータリーバッチの下に赤いリ

ボンがついてスポンサーと書かれており紹介してくださっ

た方に差し上げます。 
朝早く函館から JR でまいりました。函館は晴天でした。南

千歳駅に着く直前に雷がなり、真っ暗になり一瞬私の祝

砲かと思いました。 会長･幹事会の前に少し時間があり

ましたので、事務局にてお話しする機会がございました。

先ほどのは私の祝砲ではなく、私に対する嵐のような質

問、苦情が山のように返ってまいり、そのための雷だった

のかと思った次第です。 

 
 
幹事 佐々木 俊英 

 ロータリー米山記念奨学会より理事長交代のご挨拶

が届いています。 
前任理事長  島津 久厚 氏 
後任理事長  板橋 敏雄 氏 

基本的に CLP・DLP 導入の経緯に対する不満の件、地

区資金の問題、RI に対する資金の問題等々でしたが、

個々については、会長さんの方からお話し頂ければと思

います。  酒井ガバナー、久野ガバナー補佐、ようこそ当クラブ

へ！  ガバナーの立場がどういうものなのかをお話させて頂き

ます。  酒井ガバナー、久野ガバナー補佐、そしてパストガバ

ナーの佐藤秀雄様よりニコニコボックスを頂いておりま

す。ありがとうございます。 
RIの会長は理事会という決議機関をもっております。そこ

で決議したものを各クラブに通達していくのがガバナーで

す。クラブではクラブ会長、そして理事会がありますが、ガ

バナーには決議機関である理事会がない。ガバナーは何

も決められない全く力のないものとなるかも知れません。

本来ならガバナー補佐も地区委員長もガバナーが指名し

て決めます。現実はなのでしょう･･･ほとんど決められたも

のにガバナーが乗っかっているだけであります。つまり執

行官であるだけなのです。皆様のお手伝いをし、そして

RI のことを通達していく事に尽きるのだと思います。 

 9 月 21 日（金）北栄界隈 36 号線にて街頭啓発が行わ

れました。ご参加いただきありがとうございました。 
 千歳 LC より認証 45 周年記念式典・祝賀会のお礼が

届いています。 
 
 
 
 
 これからもそういう立場をご理解の上、私とのおつきあい

をして頂きたい、そして私を援助して頂ければと思います。

DLP の導入によりガバナー補佐という制度ができました。

ガバナー補佐というのはガバナーの援助をしてくれる人、
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2 つのクラブが、この地域でますます活躍され発展されま

すことをお祈り致しまして、私の責務とさせていただきま

す。 

その仕事を肩代わりしてくださり、従いまして地区の役員

として私を補佐してくださる方をお願いしております。 
職業奉仕とは 実際にはどんなことなのだろう 

ありがとうございました。 ロータリーの友でパストガバナーが『鏡の前の外科医』 

として書かれていた記事をご紹介します。  
手術室に入る前に消毒室が設けてあります。壁には大き

な鏡が取り付けられていて、医師は必ずここで手を洗い

消毒します。鏡の前に立った外科医は鏡の中に映し出さ

れた自分の目に問いかけるのです。「今から行われようと

している手術は人道に反していないか、良心に劣らない

か」。手術が終わると再び消毒室に戻りマスクを外しなが

ら鏡の前に立ち、今行ってきた手術を鏡の中の自分の目

に問い質すのです。「手術は正しく行ったか、全力を発揮

できたか、全て良心的に行われたか」を、反省するのだそ

うです。鏡は一瞬間に全てを表し隠匿することを知らない

のだそうです。私は外科医としてそれでありたいと同様に、

鏡の前のロータリアンでありたいと結んでおられました。 
仕事に愛をこめる、行動に愛をこめる。言い換えると職業

を倫理的に営むと言うこと、それが倫理的に商売をするこ

とであり、ロータリーの職業奉仕に共通することなのだと

思います。私の一番の根底には「ロータリーの綱領」があ

ります。皆さんはそれに賛同して集まって来ているのだと

思います。あるいは賛同と言うよりだまされて入ってきた

と言う人がいるかも知れませんが、それは究極の目的と

して入っているわけであります。その上にクラブ運営、そし

て立派に運営されたクラブが、その次に行うところが社会

奉仕であり国際奉仕であります。所謂「ウィ･サーブ（我々

は奉仕する）」と言う部分です。しかし、一番根底にあるの

は「アイ･サーブ」の部分にあると思います。「アイ･サー

ブ」の部分はロータリーだけではないでしょうか。他の組

織では「ウィ･サーブ」の部分だけが目立って、非常に上手

な宣伝をしております。 

ガバナー・ガバナー補佐・会長・幹事・会長エレクト懇談会 

私たちは、ロータリーの綱領におかれております職業奉

仕を通して、自分を磨くために入っている訳であり、自分

を磨き、自分の仕事を存続させるための努力を一生懸命

しており、これが「アイ･サーブ」の部分であります。そのお

世話になっている代償として、地域に皆さんで、私たちで、

何かをしたり贈呈したり、あるいは協力したり、また奉仕

のあり方を学ぶためのロータリー学校のカリキュラムとし

て、「ウィ･サーブ」があるわけです。 
例えばポール･ハリスがシカゴで公衆トイレをつくるとき、

必ずしもお金を出して何かをすることが奉仕ではないわけ

です。人を動かすことに大きな使命があるのです。「それ

が必要である」と言うことを投げかけ、結果として大きな成

功を生んだ話です。 
我々の心を持って地域社会を動かす方が、大きな意義が

あるだろうと私は思います。今年度のテーマは『分かち合

いのこころ』です。ロータリーの持っている力を分かち合い

ましょう。ロータリーの素晴らしさ、苦しさと共に私と一緒

に分かちあって頂きたいと思います。 
100 年後、ロータリーはどうなっているのかも心配しなくて

はいけません。後継者をつくるという責任、未来の若者に

このロータリーの素晴らしさを受け継ぐ責任です。 
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