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　　　ガバナー補佐　宮本　清志（横須賀南西 RC）
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ロータリー︓
変化をもたらす

2017 年 10 月 5 日　第 2710 回 例会
◇　国歌斉唱

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　四つのテスト唱和

◇  ゲスト ・ ビジター紹介

　　　第１グループガバナー補佐　宮本 清志　様

　　  米 山 奨 学 生　       　　　　甘　博文 君

　 今日は、ガバナー公式訪問
２週間前で宮本ガバナー補佐
にお越し頂いています。後ほ
ど、ガバナーへの質問等、ど
しどし投げかけて下さい。
米山奨学生の甘博文君も月一
度の出席です。甘君は１０月
１１日葉山ロータリークラブ
で卓話を行うそうです。

 会長報告　　　　　　　　　秋本　清道　会長

 宮本ガバナー補佐は、次週はグループ三役会、次に公式訪問と３週連続でとクラブに出席して頂きます。
ジャガイモ植えにも参加して頂きました。このまま、当クラブに移ってもらっても良いのでは、と思って
います。
 ７月年度初めから、きっちり、まじめに例会、事業をして来ましたので、少し息抜きでもと思い、来月の
例会には、ギターとサックスの演奏と歌でも聞こうと例会を企画しています。皆さんの気持ちのリフレッ
シュが出来たらと思っています。

＊高岡北RCより豪雨お見舞     ＊青少年交換学生第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠出金のお願いについて
＊２０２０～２０２１年度ガバナー・ノミニー候補者提案に関する告知
＊２０２０～２０２１年度ガバナー・ノミニー選出の件
＊社会・国際奉仕セミナー開催のご案内    ＊「外向きの職業奉仕」実践例提供のお願い
＊「職業奉仕月間」卓話者派遣について     ＊ロータリーレート　
＊神奈川県ロータリアン親睦テニス大会ご案内      ＊第1グループ第４回三役会議事録　
＊（公財）ロータリー米山記念奨学会財団設立５０周年記念式典申込受付終了のご案内
＊経済と地域社会の発展月間リソースのご案内
＊独立行政法人国際協力機構　年次報告書2017
＊三浦市城ヶ島駅伝競走大会の開催について（ご案内）
＊「赤い羽根共同募金運動」へご協力のお願い

 幹事報告　　　　　　　　　　                                                                        土田　成明 会員
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩野　明 会員

ニコニコ BOX 集計報告
・第 1Gガバナー補佐 宮本清志 様　
　今回はお世話になります。
・秋本清道　宮本ガバナー補佐、ようこそ。
　本日よろしくお願いします。
・高木　巌　宮本ガバナー補佐、ようこそおいでい
　ただきました。
・鈴木正孝　宮本さん、ようこそ三浦へ。
　忙しそうですが、本業は大丈夫ですか？

 卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１グループガバナー補佐 宮本 清志 様

今日はお世話になります。よろしくお願いいたします。
本年度第１グループガバナー補佐を仰せつかっております、横須
賀南西ロータリークラブ宮本です。三浦 RCさんとは毎年地区大
会合同例会とご一緒させて頂いて、見知った顔のひとばかりです
けどやっぱりこういう形でここへお伺いするとあがるのです。人
の前で喋るのはぼくダメなほうなので、余計にあがります。昨日
はあまり眠れませんでした。皆さんの顔が目の前にきて。この緊
張感には慣れたくないと思っています。
さて、ガバナー補佐訪問というと秋本会長がおっしゃっていたよ
うに２週間前にきて RI 会長のいろんなご紹介や２７８０地区の
ガバナーのご紹介、それから今年度の地区の方針などをご説明申
し上げるのがお役目だと聞いておりました。こちらにも高木先輩
や鈴木先輩などガバナー補佐経験者がいらっしゃるのでやりにく
いです。違うことをやるわけではないですけど、私は今回そういっ
た説明を抜きにさせていただきます。
三浦さんと南西、そして私の いろいろなお話もさせていただきま
すし、２週間後にガバナーがおいでになるときにみなさんの意見をまた聞かせて頂いて、それをまたガバ
ナーへ事前にお知らせする役目とさせていただきます。
私は南西 RCに入りまして２１年たちました。１９９６年４月１日に入会しました。
そのころうちのクラブも人数が多くて、５３名くらいいました。
例会場は今も変わりません。湘南信用金庫北久里浜支店の２階の会議室です。そのころはテーブル６人の
席に６人座っていたのです。行くたびに僕どこに座ればいいのかわからず、みんな同じようなスーツを着
ているので顔もなかなかわからない。そのころ久里浜に事務所を持っていまして家内は久里浜の方に住ん
でいましたので久里浜のロータリーの会員は私より家内のほうがよく知っていました。
　１０年ぐらいして 2005 年 -2006 年に会長をやらせていただきました。こちらは星野雄さんが会長だっ

 出席報告                               
・会員総数：23名　　本日出席：12名　欠席：11名　　出席率 47.8%

本　日 前回まで 累　計
ニコニコ 8,000 38,000 46,000
財　　団 4,000 35,000 39,000
ポ リ オ 2,000 19,000 21,000
米　　山 3,000 28,000 31,000
周　　年 0 1,000 1,000

計 17,000 121,000 138,000

・鈴木康仁　宮本ガバナー補佐、ようこそ三浦へ。
　あまり深く考えないで、楽しくやりましょう。今日はよろしくお願いします。
・笠倉正弘　宮本さん、本日はご苦労様。三浦でリラックスして下さい。
・藤喜代司　ガバナー補佐、ご来崎ありがとうございます。よろしくお願いします。
・奥山浩司　宮本ガバナー補佐、ようこそ三浦へお越しくださいました。本日はよろしくお願いします。
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たと思います。そのあと 2015-2016 年、ついこの間も会長をやらせていただきました。２回やって２回
とも星野さんとご一緒でした。だから三浦さんにいい意味で因縁があります。いい意味で、いいお付き合
いをさせて頂いていると思います。そういった中で今地区のほうがどのようになっているかをお話しさせ
ていただきたいと思います。地区は非常にというかどんどん進化しているというか２年前に規定審議会で
決まったことが、今年度からいろいろな各クラブの細則で変更されていっています。第１ｸﾞﾙｰﾌﾟでは横須
賀北クラブが月３回ということでやりはじめました。ただこれは、やはりやってみて変更はいろいろでき
ますし、そういった中の試行錯誤の状況でよろしいのではないかと思います。この前ガバナーがおっしゃっ
ていました。４３クラブくらい訪問して細則を変更したのは１０クラブくらい。ほとんどのクラブがその
ままでやられている。
その中で１つ入会金を０にするというところがけっこう多いです。会費はどうしようもないので、入会金
が０のところが増えてきています。南西も入会金０にしてあります。それと今増強増強と会員を増やそう
と取り組んでいます。鈴木ガバナー補佐のときから各クラブにお願いしてまわったと思うのですが、今年
度は前年度と同じ要件でやるということです。これは RI 会長としては異例の決断だという事です。という
のは今までの RI 会長というのは前年度を踏襲してやるという事はほとんどなかったそうです。全部その年
度で自分の考えた通りにやっていた。それが今回のイアンライズリー RI 会長は前年度の増強の人数なり、
やり方を踏襲して同じようにそのままやっていきたいとおっしゃっています。５０人未満のクラブは１名
の増強５０人以上のクラブは２名以上の増強ということでやっています。
ちなみに当第１ｸﾞﾙｰﾌﾟですごいところは横須賀クラブで４名入っています。始まる前は１０９名だったの
ですが、平坂書房の小林会長になり、うちは１２０人にするから１１人増強するということでやっています。
現在４名増えて、入会見込み予定者は２名～３名。来年になったらまた増えるかもしれないということです。
よく話を聞きますと横須賀クラブも結構努力をしているようです。自分が会長になるときのために紹介で
きる人をとっておくそうです。それくらいクラブ内でシビアにやっているとのことです。今回速報で三浦
さんは入会予定者が３名いるとお聞きしたので明るいニュースだなと思っています。ぜひ増強をお願いし
たいと思っています。
再来週は１１時にガバナーと私が来まして、打ち合わせを３０分。１１時半から三役の方と地区委員の方
の打ち合わせを始めさせていただきたいと思います。フォーラムは１３時３０分から約１時間の予定です
が、ガバナーの方針で短ければ短いほうがよいとのことですので３０分でも結構です。忌憚ない意見をお
寄せいただければと思います。今日も事前にいただければ今日お伺いしていきたいと思います。ガバナー
からは意見を聞いて答えられる分は答えてくるようにとのことでしたので、私のわかることであればお答
えしたいと思いますし、またわからないことはガバナーに答えていただきたいと思います。ガバナーは答
えを言うのではなくて皆さんと一緒に考えるとおっしゃっていました。
今年度のガバナーは本当にいい方です。非常に人間味のあるいい方です。奥様に接する彼の態度をみてい
てこの人はみんなの前だからではなくて普段からいつもこういう接し方をしているんだなと思いました。
そういう点では尊敬に値する人です。ガバナー補佐に指名されたからではなく本当にそう思います。
では、ここからみなさんにお聞きしたいと思います。ガバナー補佐の大先輩高木さん何かございますか。
高木会員：青少年交換はどうのように今すすんでいますか。
宮本ガバナー補佐：今月の１３日までが青少年交換留学生の応募期間です。そのあと１１月に筆記試験と
面接試験がございます。その中で第１ｸﾞﾙｰﾌﾟは今年度横須賀北さんがホストクラブとしてフランスからの
留学生を受け持っております。学校は横須賀総合高校、ホストファミリーは今年度横須賀クラブからフラ
ンスに送り出した子の家で今年いっぱいの予定。その先決まらなければ帰国まで、との話なのですが、そ
れで今年度は終わりになると困るので、委員会が立ち上がっているので委員会をもう一度開いて話し合い
をしていきたいと思います。
私の意見ですがホストファミリーのグループを作って何組かの家庭に手を挙げていただいて毎年お願いで
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きればと思っています。
三浦さんでもそういうご家庭があったら紹介していただきたいと思います。
これは星野雄さんの嘆願書が一つのきっかけとなってそういう傾向になったのでよかったと思っています。
ひとつのクラブでなかなか１年間お預かりしていくというのは、ロータリアン自体が高齢化してきますと
難しいと思います。ですから、うちのクラブでも一昨年お預かりして苦労しました。私も会長とカウンセラー
をやっていましたのでホストファミリーには頭が上がらない状況でした。ホストファミリーをたくさんみ
つけていってその中でお願いできるところを毎年探していければと思います。
そういうような方針で青少年交換委員会では話し合いをしていきたいと思います。

鈴木康仁会員：ガバナーがお見えになるときも出席率が今日のような感じかなと思われます。
常々ガバナー公式訪問のときには FAXなりで出席するようにお願いしているのですが、三浦地区は出先機
関の社員や支店長が多いのでなかなか大勢集まらないです。出席表をみると地区内でも出席率は最後から
２番目３番目となっているので、そのあたりも PRして努力していきたいと思います。
宮本ガバナー補佐：出席率はあがるのがいいと思いますが、ガバナーはそれを気になさっていません。出
席されている方は気にしなくていいと思います。
１０月１日（日）には Eクラブのガバナー公式訪問がございました。ウェブ上でやっているクラブなので
すが、なかなか１００％にはならならないそうです。１週間例会を開いているのと同じですが、なぜかと
いうとまだ時間があると思って見逃してしまったり、ちょっと忙しくなって見られなかったりということ
があるとのことです。そんな中で今年は月に１度はみんなで会おうということになっているそうです。
先日も夕方１６時ごろからありまして、急遽１７時半から懇親会を行いました。
若い人が多くロータリアンの お子さんたちが多いのですが、ロータリーのことを知っているかというとそ
んなことはなく、Eクラブの愚痴を言っているような感じでした。出席している人の印象をガバナーは大
事にしていますので、ガバナー訪問だからといってそれほど気になさらなくていいと思います。ただ本日
ここにいる方だけはぜひお願いします。現在Eクラブの会員数は１７名です。発足当時３８名ほどいました。
ここだけの話、私の考えですが、会員の集め方が悪かったと思いますので３年目で１７名になった時点で
過渡期となり、これからよくなっていくと思っています。今残っている人で一生懸命考えてやっていける
と思っています。
秋本会長：会員に地区の行事には出れたら出てくださいとお願いしています。委員長をお願いしている方
でもよそへは出れないという方も結構いられるので。
ここ何年かのガバナーによっては地区の行事に出てこないと気にされる方もいられたので、とにかく自分
のクラブのことをまずは一生懸命やろうと思っています。また三浦はでてこないと言われないように。気
にはなっているが、また三浦は誰も来ないとか
地区の委員長に言われているのではないかと思っています。
宮本ガバナー補佐：たぶんガバナーは出席をしているしていないということについて気にされていないと
思います。今委員会にほとんど全部委ねていますので委員会の委員長は気にされることもあるとは思いま
すが、それはここまで下りてこないようにします。ただセミナーなどの中で決まったことはあるので資料
だけは取り寄せて読んでいただければと思います。知らなかったということが少ないようにしていただき
たいのが私のお願いです。どうしてもいろいろなことがその通りに発表されたりしますのでその場に出て
いないとわからないこともございます。三役会におとしていくのですが、補佐会議で端折ることもあります。
今年は補佐会議の後、拡大会議というものもあり、各委員長からガバナー補佐へ要望を言われることがあ
ります。寄付にしても、各クラブの台所事情があるのでなるべく年度末に集中しないようにお願いしてい
ます。どうしてもお金を集める委員会というのは早くたくさん入ってくるようにするのが仕事ですので。
鈴木正孝副会長：交換学生の話で、他でもそうだと思うが、毎回ガバナー公式訪問の時に意見を言って、
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真剣に聞いてくれる方もいらっしゃるがそれきりになってしまいます。単年度制だから仕方がない部分が
あるでしょうが、だとしたらガバナー訪問って何なんだろうと毎回思うのです。現ガバナーにお伝えする
だけで終わってしまうなら訪問していただいても意味がない気がして仕方ないです。どうなのでしょうか。
中には私には権限がないとおっしゃったガバナーもいらっしゃいました。
宮本ガバナー補佐：そのガバナーの言い分はおかしいと思います。それは委員会だけでやっているわけで
はなくてロータリーの RI のほうからこういうプログラムをやるという方針がありますし、その中で日本国
内だけでなく外国とのかねあいもありますから、なかなかここだけで変えた、変えられるっていうもので
もないようです。
鈴木正孝副会長：だからこそ毎年毎年我々一般会員の意見として出しているわけですから、上へ伝わらず
それが全く反映されないというのはおかしいと思います。三浦だけじゃなく、全国的に交換学生の件は困っ
ているところが多いと思うのに役の上のほうまで伝わらないというのはどうかと思いました。
宮本ガバナー補佐：第４ｸﾞﾙｰﾌﾟでもそういった話があって、その時になるとうけるところが多かったです。
これについてもほかの事業に対してもそうですが、けっこう温度差があります。交換留学生に関しては人
とのふれあいですし、帰ってからまたいろんな交流があったり、その期間には情がわいてきますので、よかっ
たよかったというふうにどうしても終わってしまいます。それはまた今回もおっしゃっていただければと
思います。ただし改善されるかどうかはわかりません。はっきりいって早急に改善されるとは思えません。
これだけ長く意見がでていて改善されてないものですから。そういった中で一度でも受け入れた学校から
出てくる子には点数を加味するなど変わってきていますし、必ず送り出しの面接のときにはその間でも終
わってからでもよいので受け入れのホストファミリーをやってくれないかと話は必ずするようにしていま
す。それに対しての加点というのは難しいので、できていませんがそのような状況となっています。また
いろいろ委員長と話しはしていてやっていきたいと思います。
今のような質問で結構ですので、ぜひともガバナーがいらっしゃったときにもまたお願いしたいと思いま
す。今日はどうもありがとうございました。
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