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「次年度ガバナー事務局の
運営について」
国際ロータリー第2790地区
2012-13年度地区幹事長 髙橋孝夫 様
皆様こんにちは。国際ロー
タリー第2790地区 2012年－
13年 の地区 幹 事 長を仰 せ つ
かっております松戸 東ロータ
リー・クラブの髙橋孝夫と申し
ます。パスト・ガバナー圡屋 亮平
様には、ガバナー事務所をご
提供いただいたうえ圡屋財団
事務所の皆様に日頃より大変
お世話になっております。この
場をお借りいたしました、まずもって御礼申し上げま
す。
地区協議会の数日後に、森田雅久プログラム委員
長からお電話を頂き、松戸クラブの例会において地
区について何か卓話をお願いできないかとのことで
ございました｡地区幹事長の立場はガバナーの秘書
でございますので､本日の卓話につきまして得居仁ガ
バナー・エレクトに相談の上、私のお話しできる範
躊として「ガバナー事務局の運営について」をお話し
させていただくことにいたしました。
先般、松戸ロータリー・クラブ会長常盤映彦様に
地区大会のコホストクラブ、ならびに地区大会幹事
のご推薦をお願いしたところ、次年度加藤栄会長と
ご相談の上、伊原清良様をご推薦いただきありがと
うございました。さらには中山政明様には次年度地
区社会奉仕委員会委員長、伊原清良様には次年度
地区ロータリー財団委員会副委員長、織田信幸様に
はＲ米山記念奨学会委員をお引き受け頂きました。
得居ガバナー・エレクトより大変感謝している旨､私
のほうからもお伝えしておいて欲しいとのことでござ
いました。本当にありがとうございます。今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。
さて､本題に入る前に私のロータリー歴を含めた自
己紹介を若干させて頂きたいと思います。故郷は茨
城県真壁郡明野町で現在の筑西市です。筑西の名
の示す通りまさしく「筑波の西に位置しております」｡
縁あって松戸に住むようになり、35年になります。住
まいは常盤平で妻と妻の母（98才）、長女夫婦と孫
娘の６人家族です。勤務先は五香西（松飛台産業
道路沿い）で、私を含めて８名の信頼できる仲間と
共に建設業を営んでおります。ロータリー歴ですが、
1991年１月に松戸東ロータリー・クラブに入会し20
年目になります｡そして、2002 ～ 03年幹事､2006 ～
07年会長をさせて頂きました。
幹事させて頂く前の年、会計を仰せつかりました。
その年に事務局員の交代があり、エクセルによる会
計管理を実験的に作りました。目的はできるだけ新
しい事務局員さんが楽に帳簿を作成でき、自分が会
計担当として楽に管理するためです。会社の業務で
も、エクセルによる原価管理や報酬システムを独自

に構築しており、その便利さを実感していました。
しかしながら、私のエクセルの知識ではデータを集
計する作業に課題がありました。その後、髙橋竜一
さんという情報処理の専門家と出会い、データ集計
のプログラム等を組んでもらい、当社の原価管理や
報酬システムを完成することができました。私は松
戸東ロータリー・クラブに彼を推薦いたしました。そ
して、安蒜俊雄会員に専門家の立場から手を加えて
頂き、データ集計のプログラムを髙橋竜一会員に作
成してもらい松戸東ロータリー・クラブ会計システム
が完成した訳であります。常盤会長から私どもに、
このシステムを利用したいとのお話があり本当に良
かったと思っております。
髙橋 竜一会員の話がでましたので､彼がマネー
ジャーをやっているイースターズが先日15対０で完封
勝利とのこと。７～８年前は考えられない光景です。
千葉マリンで行われたある試合で、外野フライが私
の構えていたクラブに運よく入りました。キャッチし
たことを称賛されるのではなく、ホールインワンなど
と揶揄されながら私も参加しておりました。故板橋
長吉総監督がご存命のころです。松戸クラブから参
加をいただいている橋口さん、中澤さん、三国さん
今後ともよろしくお願いします。
それでは本題の「次年度ガバナー事務局の運営に
ついて」話をさせていただきます。まず得居年度へ
向けての松戸東ロータリー・クラブの体制ですが、
石井亮太郎PGを最高顧問、そして五十嵐明道会員
を相談役としガバナー事務所幹事（地区幹事長 髙
橋孝夫､副幹事長 高橋直人､会計担当幹事 湯浅甚
作､月信及びHP担当幹事 髙橋竜一、地区幹事 小
野塚雄、谷口雅樹）、地区大会（委員長 萩元住明、
実行委員長 安蒜俊雄､副実行委員長 山岡仁身 上
路三喜男）、及び記念ゴルフ大会（委員長 湯浅紀男、
実行委員長 石井定明）で幹事団構成されており、
幹事団を中心にクラブ一丸となって対応しているとこ
ろで御座います。
また、常駐の事務局員は従来から松戸東ロータ
リー・クラブの事務局員である中崎祐子さんが月曜
から水曜日、新しく今年の１月から採用した國重俊
男さんが月曜から金 曜日まで、双方とも10：00 ～
16：00まで勤務していただいております。
先述しましたとおりガバナー事務所幹事の人数は
６名です。得居ガバナー・エレクトは、事務局を運
営していくための必要と思われる最小の人数を選任
されました。織田吉郎年度13名、山田修平年度20
名ですので、それに比べるといかに少ない人数かお
分かり頂けると思います。
ガバナー事務所はガバナーが任務を遂行するため
に、あらゆる事務処理をする機関であります。そし
てガバナーの任務は2010年手続要覧 P30 ～ 31に
記載されております。これら多岐にわたるガバナー
の任務を遂行する上に必要な事務処理をガバナー事
務所はタイムリーに対応する体制を整えなければな
らないと考えております。
昨年７月にガバナー・エレクト事務所を開設して以
来、４月30日の地区協議会に至る今日までのガバ
ナー ･エレクト事務所として処理すべき事務量は膨大
のものでありました。
主なものは
①次年度地区予算作成のための基礎資料の作成
今までの地区予算と実績の検討のうえ資料作成
②公式訪問日程の検討
③地区組織および役員住所録の作成
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④地区内84クラブ情報の収集整理
（会長エレクト・次期幹事、事務局、例会場）
⑤次年度へ向けたガバナー補佐会議・委員会の及
び３大セミナーの運営
（会場手配、案内発送、資料作成）
⑥RI関係資料のクラブヘの送付
です。
これらを効率よく事務処理するためにはITを駆使
することが不可欠と思っておりましたので、まず新し
い事務局員の採用にはパソコン（エクセル、ワード）
のスキルの実務試験を行い10名の応募者の中から選
定いたしました。また、ガバナー補佐および地区委
員の皆さんにはできるだけメールアドレスの登録をお
願いしました。そして、virtua1 Network Computing
（ヴァーチャル・ネットワーク・コンピューティング、
略称ＶＮＣ）を導入し、私のPCよりＧ事務所のパソ
コンにアクセスし、事務局員への指示確認、メール
の処理を行うことができるようにいたしました。
次年度クラブ情報提供処理システムを構築し､地
区内84クラブにWEBサイトを通じて情報の提供をし
ていただきました。そのことにより地区内84クラブの
会長・幹 事 の情報（ 住 所・勤 務 先・TEL・FAX・
Mai1）、事務局の情報（住所・TEL・FAX・Mai1・
業務日）、例会場情報（開催場所・開催曜日）、その
他周年事業等の情報を効率よく処理することができ
ました。昨年まではFAX又はMai1で取得したクラ
ブ情報を事務局員が帳票に入力していましたが、お
そらくかなりの労力を要していたものと思われます。
先日の地区協議会の幹事部会で話させていただき
ましたが､地区協議会の参加登録もWEBサイトを通
じてお願いいたしました。14日の締め切りで、参加
者に配布した名札を発注する1050名のデータを瞬時
で作成する事ができました。今後、地区への月次手
続き、ならびにセミナー、地区ゴルフ大会、地区大
会の登録につきましてもWEBサイトを通じて行いま
す。これを機会に各クラブのIT化がより一層推進さ
れ、クラブ事務処理の負担軽減の一助になればと

考えております。
さて、地区協議会が終わり得居ガバナー・エレク
トがガバナーとして任務を遂行するための準備はほ
ぼ整いました。ご案内のように地区大会は10月20日
㈯ ホテル ザ・マンハッタン、 21日㈰森のホール
21 、記念ゴルフ大会は９月24日㈪鷹之台カンツリー
倶楽部で開催されます。
冒頭で申し上げましたように松戸クラブ様にはホス
トクラブ、さらには伊原清良様に地区大会幹事をお
願いしているところでございますが､大会を成功させ
るためには皆様の絶大なるご支援ご協力が必要であ
ります。そのために萩元佳明委員長、安蒜俊雄委員
長以下幹事団が綿密に実施計画を立案しているとこ
ろで御座いますので､何卒ご支援ご協力の程宜しく
お願い申し上げます。
常盤会長からの
「卓話の依頼」の中に、
「ロータリー
活動の中で感じられたこと」とありますので、そのこ
とについてお話しさせていただきます。
ロータリーの中で「ロータリーアンの多様性を認め
寛容の心」とよく言われます。何でもよいのではなく、
何でも許すのではなく、その判断基準は４つのテス
トであると思います。
言行はこれに照らしてから
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．行為と友情を深めるか
４．みんな為になるかどうか
私はロータリーに入りいろいろな役をさせていただ
きました。地区幹事長も、その集大成として、４つ
のテストを肝に銘じながら何とか全うし、ひいては自
分の職場にその精神をより一層還元したいと考えて
おりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。
最後に、このような卓話の機会を頂きましたことに
感謝申し上げ、松戸クラブ様のますますのご発展と
会員皆様のご健勝を祈念いたしまして本日の卓話を
終わりとさせていただきます。
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拶
常盤映彦  会長

こんにちは。
今日はいいお天気になりま
した。
先週の例会の後、大連、日
露戦争の激戦地、旅順203高
地など神社関係の視察研修で
行って参りました。
日露戦争で日本がロシアに
勝ったことは、有色人種が初
めて白人を打ち負かした事で
あり、後の植民地独立運動の大きな力となったと
いわれております。
その後、日本領となり満州鉄道などが、大連を
開発したこともあり、日本時代の建築物も保存さ
れ、いまだに日本語を話す方も多く、台湾までは

2012年5月16日

いきませんが対日感情も比較的良いように感じま
した。
日露戦争の際に、明治天皇陛下が「敷島の大和
心の雄々しさは ことある時ぞ 現われにけり」
日本人は融和を重んじ、おもいやりの心を持って
生活しておりますが、事あるときには雄々しくこ
んなに立ち向かう心「大和心」武士道の精神とで
もいうものを持っていると詠まれた様に、先の東
日本震災の折にも救援に赴いた自衛隊など、又被
災された皆様は、雄々しく振舞われて各国の称賛
を浴びたことは、記憶に新しいところであります。
得居ガバナーエレクトは、地区協議会の挨拶の
中でRI元会長の話を引かれて、財産や健康を失
うより品性、徳性を失うことが、すべてを失うこ
とになると話されました。
ロータリーの精神は､伊原前会長が卓話で話さ
れた日本の武士道「名こそ 惜しけれ」と通じる
ものがあると感じました。
来年度はRI会長に田中氏、東ロータリークラ
ブの得居会員が地区ガバナーに就任という、12分
区内５クラブがもっとも「国際ロータリー」に接

− ３ −

近！する年になります。加藤会長のもと、当クラ
ブ会員も「RI」について研讃する良い機会を得
ることになると思います。又３名が地区委員を委
嘱されますのでご活躍をお祈りいたします。
それらに関し次期ガバナー幹事髙橋会員に卓話
をお願いしておりますので、御挨拶を終わります。
最後にロボカップ国際大会に出場する高校への
支援要請がございましたので回覧いたしますので
併せて御協力をお願い申し上げます。
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本日出席率
先々週出席率修正

［お客様］
中川

康彦様

［ゲスト］
髙橋

孝夫様

84.0％
82.0％→84.0％

  東京恵比寿ＲＣ
  松戸東ＲＣ

告
中澤雅彦 幹事

１．クラブ内、会議・連絡事項
等の案内
①本日例会終了後、クラブ協
議会がございます。該当す
る役員の方はご出席願いま
す。
②来 週5月23日 ㈬ の 例 会 は、
点鐘12：30より鎌ヶ谷カン
トリークラブにて移動例会
となります。会員の皆様、
ご注意願います。
③同 日、5クラブ親睦ゴルフ大会も鎌ヶ谷カン
トリークラブにて開催されます。
代表選手8名の活躍をお祈り申し上げます。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①松 戸市市民環境本部より「第32回江戸川ク
リーン大作戦の実施について」が届いており
ます。
5月27日㈰、午前9時より1 ～ 2時間程度。
②「第31回近隣市町中学校剣道大会の開催につ
いて」が届いております。
6月9日㈯、午前8時50分開会、松戸運動公園
体育館にて開催されます。
３．他クラブ会報・その他
会報が銚子RCより届いております。
４．例会変更の連絡
特にありません。
５．その他
特にありません。
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義務会員43名
義務会員35名
義務会員８名
  草野
進君
  太田原慎一君
  横田 勇起君

告
免除会員９名
免除会員７名
免除会員２名
  島村
  浅井

善行君
利明君

～バナー交換～
松戸RC、常盤会長と東京恵比寿RC、中川康彦様

平松会員

小川会員

ニコニコ BOX
伊原清良君／62才の誕生日祝いと結婚祝を頂きあり
がとうございました。先週は世界大会に出席してきま
した。タイ、カンボジア、ベトナムと廻り、少なから
ずカルチャーショックを受けてきました。
「この先、
100ｋｍ先まで信号はありません。」カンボジアでの
出来事です。
大川吉美君／７月４日伊豆の月ヶ瀬温泉にうふふと
言う旅館を開業致します。はなれ、７部屋自家源泉
かけ流しの静かな温泉宿です。よろしくお願い致し
ます。
川並芳純君／入会のお祝い有難うございました。水
曜日が通院日になってしまった為、出席率が悪いの
ですが、今後とも宜しくお願いいたします。
平松 徹君／忘れないで結婚記念日のお祝いあり
がとうございます。でも私は、５月５日に結婚したこ
と、決して忘れません。よくも悪くも!! イヤー、すべ
て感謝です。ちょっと上からのおしりが重たいです
が・・・。
飛田 勤君／結婚祝を頂戴しました。30数回目の記
念日となりますが今年も忘れること無く、二人で乾杯
しました。これからもよろしくお願い致します。
中川康彦様／東京恵比寿ロータリークラブの中川康
彦です。新しくなりました恵比寿のバナーを持参い
たしました。いずれは松戸に入会させて頂きたく考
えております。其の節はよろしくお願いいたします。
ニコニコ BOX 当日￥38,000

累計￥1,097,000

財

累計￥ 135,691

  地区協議会
   ４月30日
  インターアクト会議  ５月１日
− ４ −

団 BOX

当日￥ 2,186

文責／橋口

