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第１９０９回例会        令和４年６月８日(水) 

例会場  アルカーサル迎賓館 川越 

  

【 開 会 点 鐘 】 １２：３０ 齊藤大祐会長 

 

【 開      会 】      SAA 菊田真忠君 

【 斉      唱 】 

 君が代 ・ ロータリーソング「それでこそロータリー」 

【 四つのテスト 】      山根義法担当パスト会長 

 １．真実かどうか   ３．好意と友情を深めるか 

 ２．みんなに公平か ４．みんなのためになるかどか  

【 ロータリーの目的 】           

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕

の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、

次の各項を奨励することにある： 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

こと； 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は

すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会と

してロータリアン各自の職業を高潔なものとすること； 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業 

および社会生活において、日々、奉仕の理念 

を実践すること； 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 会 長 の時 間 】            齊藤大祐会長 

先日のガバナーをお招きしての例会では、皆様早い

時間よりご協力下さいまして誠にありがとうございました。

水村ガバナーも大変喜んでおられました。大変感謝申

し上げます。 

本日の会長の時間は、最近ガバナーについて度々話

題に出ておりますので、ガバナーついて調べた事をご

紹介させて頂きます。 

ロータリー百科より 

ガバナーは理事会の一般的な指揮、監督の下に職務

を行うその地区におけるＲＩの役員である。地区内のク

ラブの管理は、ガバナーの直接監督下に置かれ 

る。ガバナーは地区内のクラブに対する指導および監

督を行うことで、ロータリーの綱領を推進する任務を課

せられている。ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、

意欲を与え、地区内に継続性を確保するものとする。

可能な限り最適の候補者を得るために、ガバナーは、

所管地区内のクラブからガバナーにふさわしい候補者

を推薦するよう要請するものとする。 

ガバナーの資格 

 ガバナー・ノミニーの資格に加え、ガバナーは、就任

の時点で、一つまたは複数のクラブで通算７年以上会

員であり、ガバナー・エレクト研修セミナーおよび國際

協議会に全期間を通して出席していなければならな

い。 

ガバナーの任務 

1. 新クラブの結成。 

2. 既存クラブの強化助成。 

3. 地区指導者およびクラブ会長と協力し、地区内各

クラブのために現実的な会員増強目標を設定

して、会員増強を推進すること。 

4. プログラムへの参加と資金寄付に関してロータリ

ー財団を支援すること。 

5. クラブ間およびクラブとＲＩの間の良好な関係を促

進すること。 

6. 地区大会を計画、主宰すること。会長エレクト研修

セミナーおよび地区協議会の計画・準備にあたる

ガバナー・エレクトに協力すること。 

7. ガバナーの出席をできる限り効果的にするよう、

年度を通じて個々のクラブあるいは複数クラブ合
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TSURUGASHIMA ROTARY CLUB 
同の例会への公式訪問を行うこと。その目的は以

下の通りである。 

a. ロータリーの主要問題に焦点を当て関心を持

たせる。 

b.  弱体および問題のあるクラブに特別な関心を

払う。 

c. ロータリアンの意欲をかきたて奉仕活動に参加

させる。 

d. 顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガ

バナー自ら表彰する。 

8. 地区内の各クラブの会長、幹事に対して月信を発

行すること。 

9. 会長またはＲＩ理事会の要請があれば、速やか

にＲＩに報告を提出すること。 

10. ガバナー・エレクトに対して、國際協議会の前に

地区内のクラブの状況について詳細な情報を

提供し、併せてクラブ強化策の勧告案を提供

すること。 

11. 地区における指名および選挙が、ＲＩ定款、ＲＩ細

則、および既定のＲＩの方針に則って確実に実

施されるよう計らうこと。 

12. 地区内で運営されているロータリアンのグルー

プ（ロータリー友情交換、國際共同委員会、世

界ネットワーク活動グループなど）の活動につ

いて定期的に尋ねること。 

13. 地区で保存すべき文書をガバナー・エレクトに

引き継ぐこと。 

14. 地区における RI役員としての職責に属するその

他の任務を遂行すること。 

ガバナー・ノミニー選出要件 

ガバナー・ノミニーは、選出の時点で次の条件を備え

ていなければならない。 

1. 地区内で機能しているクラブの瑕疵なき会員であるこ 

と。 

2. クラブ会員規定の厳格な適用に照らして、完全に会 

 員資格を有する者でなければならない。そして、そ

の職業分類の正当性が疑問の余地のないものでな

ければならない。 

3. クラブ会長を全期務めたことのある者、または創立日 

から６月 30日までの全期間を通してクラブの創立会長を

務めたことのある者でなければならない。ただし、この期

間は最低６ヵ月間とする。 

4. ＲＩ細則に規定するガバナーの任務と責任を果たす 

意思があり、身体的にもその他の意味においてもこれ

を果たすことができる者でなければならない。 

5. ＲＩ細則に定められているガバナーの資格条件、 

任務および責任を熟知していることを示し、事務総長

を通じてＲＩに、これらを明確に理解している旨の声明

書に署名して提出しなければならない。この声明書に

は、ガバナーとしての資格条件を備えており、ガバナ

ーの任務と責任を引き受け、これを忠実に果たす意思

を持ち、それができる状態にあるということも確認するも

のとする。 

ガバナーの解任 

ガバナーがその任務と責任を忠実に遂行しなかったと

（RI）会長が信じる十分な理由があるときには、（RI）会

長は、ガバナーをその職から解任することができる。こ

のような場合、会長は当該ガバナーにその旨通告し当

該ガバナーに対して、解任を不当と思うなら、30日以

内に釈明するよう勧告するものとする。30日以内に、当

該ガバナーが、（RI）会長を納得させるだけの十分な理

由を提出できなかったときは、（RI）会長がガバナーを

解任できる。本節の下に解任されたガバナーは、パス

ト・ガバナーとみなされない。   

 

 以上簡単にガバナーについて解説させて頂きました。

思い出す機会がございましたら 

思い出していただければと思います。 

  

 先日、ガバナーがお見えになった時ガバナーの事を

「ガバニャン」と自分が言っていたらしいのですが、ご

本人は気が付いていらっしゃらなかったのですが、先

日社会奉仕委員会の 

打ち上げの時その事をご本人の知るところとなりました

が、水村ガバナーは俺ガバニャンだよと喜んでおられ

ました。本年度２５７０地区全体が明るく活発だったの

は水村ガバナーの 

そういった気さくなお人柄がよく表れていたのではと思

います。 

 

 賢を見ては斉しからんことを思い 不賢をみては内に

自ら省みるなり 

 

【 幹 事 報 告 】          齊藤大祐会長 

１． 米山記念奨学会セミナーについて 

 

【 委員会報告 】 

 

 

【 出 席 報 告 】      菊田真忠委員長 

 

 

 

会員数 出席者 
出席 

免除者 

免除 

出席者 
出席率 

修正

率 

28名 22名 2名  2名 78%  
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◎ ニコニコ 

❃ 本日はよろしくお願いいたします。  向井宏倫君 

❃ 先日のガバナーをお招きしての例会では大変ご協

力いただきまして有難うございました。水村ガバナ

ーも喜んでおりました。向井宏倫さん本日はスピー

チ楽しみにしております。        齊藤大祐君 

❃ 向井宏倫さんスピーチよろしくお願いいたします。  

 内野麒一君 中嶌清君 清水良一君 

松崎峰夫君 齊藤勇司君 宮前典子君 

山中基充君 田中憲一君 西澤克己君 

木村武志君 登坂一彦君 森治高央君 

菊田真忠君 市川大君 

❃ 本日は今年度最後の理事会でした。会長・幹事・

理事の皆様大変お世話になりました。横山明美君 

  

 

【 イニシエーション・スピーチ 】      

                       向井宏倫君 

     

 
  

 

表       彰 

    

財団寄付    

ポーハリス・フェーロー  

田中憲一君 

  

 

【 閉 会 点 鐘 】 １３：３０     齊藤大祐会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

   

事務所：鶴ヶ島市商工会館内 

鶴ヶ島市鶴ヶ丘 855    TEL049-271-6600 

          FAX049-271- 6610 

例会場：アルカーサル迎賓館川越 
川越市鯨井新田４－１１  ＴＥＬ049-231-7777 

   E-mail:tsurugashima.rc@ah.wakwak.com 

ホームページＵＲＬ http://tsurugashima-rc.jp 

例会日時：水曜日 12：30～13：30 

http://tsurugashima-rc.jp/

