
プログラム 
司会進行          牛島  聡会員 
開会点鐘            山下 憲男会長 
君が代・奉仕の理想   （ピアノ演奏のみ） 
ゲスト紹介         髙山  肇会員       
ニコニコ報告         牛島  聡会員 
会長報告          山下 憲男会長 
幹事報告          木宮 雅徳幹事 
委員会報告         永井 一史会員 
出席報告          木村 良成会員 
閉会点鐘            山下 憲男会長 
 
本日のゲスト   米山奨学生 王 艶さん 
 
誕生日祝い 
8月 1日 永井会員・高山会員・神保会員 
お誕生日祝いはご自宅にフルーツをお送りし
ました。  
      
ニコニコボックス 
山下会長 次回はガバナー公式訪問です 
     皆様方（特に委員長）は宜しく

お願い致します。 
永井会員 8 月の誕生日プレゼントの夕

張メロンありがとうございま
した。 

岡田会員 神田川カンツォーネクルーズ、
あと 3名様ご参加 OKです。和泉
橋、マーチエキュート前、順天
堂の前の神田川でも演奏しま
す。橋の上からご覧ください。 
計 4,000円  累計 115,500円 

 

野生司 義光ガバナー略歴 
 

生年月日 1949（昭和 24）年 4月 17日 
事 業 所  株式会社野生司環境設計 代表取締役 

株式会社建築家会館 代表取締役社長 
学 歴 1973年  3月 千葉工業大学 建築学科 卒業 
職 歴 1973年  4月 株式会社松田平田坂本設計事務所 入社 

                   1990年 10月 株式会社野生司環境設計 設立 代表取締役就任 
                   1991年  4月 千葉工業大学建築都市環境学科 非常勤講師（現職） 
                   2010年  6月 株式会社建築家会館 代表取締役社長就任 
 

ロータリー歴（職業分類：建築設計） 
    1991年 7月  東京小石川ロータリークラブ入会 
    1998～99年度 東京小石川ロータリークラブ幹事 
    2005～06年度 東京小石川ロータリークラブ会長 
    2016～17年度 ガバナー補佐 
    2017～18年度 地区拡大増強委員 

ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター、米山功労者 

 

 

 

 

本日の卓話     ガバナー公式訪問にあたり 
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山下 憲男会長 
米山奨学生の王さんに 8月分の奨学金を 
お渡しいたします。 
 
木宮 雅徳幹事 
・理事役員会を開催いたしました。 

オンライン会員の件、ガバナー補佐推薦の件などについて話し
合いました。8月 25日（火）まで、ガバナー補佐を推薦して
頂き、26日（水）17時から 30分間のオンライン例会（予定）
で推薦者を発表し、9月 2日（水）クラブフォーラムでの投票
の結果をもちまして、ガバナー補佐を選出します。 

・今年度 事業計画書を配布いたしました。 
・熊本・福岡豪雨災害支援へのご協力ありがとうございました。 
・次週 12日は休会、19日はガバナー公式訪問です。例会は丸の
内 RCとの合同例会です。多数ご出席ください。 

・クロークが廃止になります。例会場の後方の荷物置き場をご利
用下さい。 

 
ロータリーの友 8月号の紹介  永井会員 
コロナウィルス関連記事がたくさん載っています。この状況

下、会員が退会しないよう対応に苦労されています。ご参考くだ
さい。また、日本の RCは、マスク、体温計、消毒用アルコール、
フェイスガード、現金等の寄付を行っております。 
後半にはポールハリスの生い立ちが紹介されています。最後に

「ロータリー運動とは一切の虚飾を離れ、平凡であってもその日
その日の生活に全力をささげるという原理に基づくものであっ
たことを忘れてはなりません。」とあります。非常に含蓄の深い
文章だと思います。この言葉を忘れることがないようにしたいと
思いました。 

 



クラブ協議会 

ガバナー公式訪問に備え 

 
司会進行 木宮 雅徳幹事 

8月 19日（水）ガバナー公式訪問の流れです。 
野生司ガバナー、西岡ガバナー補佐、中島地区副幹事 
谷井分区幹事の 4名が来会され、会長・副会長・幹事・
副幹事でお出迎えし、10:45 から会長・幹事の打ち合わ
せ、11:15からクラブ協議会、12:30 から丸の内 RCとの
合同例会となります。 
クラブ協議会の司会進行は私が行います。公共イメー

ジの向上を西村委員長が発表、会員増強は岡田委員長、My 
Rotary の登録状況やオンライン例会の状況は山下会長か
私が説明、広報委員会から、クラブホームページや SNS
の活用などについて発表します。その後は、丸の内 RC
との合同例会を行います。 
「My Rotay」について 牛島 聡会員 
ロータリーの状況、ルールなど「My Rotary」を見れ

ばほとんどのことがわかります。会員は必ず登録です。
世界の状況も分かりますので、全員登録をお願いしま
す。 
 
 
 
 
 
俣野 幸昭会員 

ガバナー補佐候補者の件ですが、複数の推薦者が出
た時、選挙をすると仰いましたでしょうか。 
木宮 雅徳会員 
無記名投票かなという流れですが。 

俣野 幸昭会員 
先輩から聞いているのは、ロータリーは決して多数

決を取らない。これは後に禍根を残すということにな
るからです。今回の理事会で、そのようになったのは
どういう経緯でしょうか。前回のガバナー補佐の選出
の時は、私は前年度まで地区の副幹事をやっていたこ
ともあり、地区のキャリアから私にお鉢が回ってきま
したが、土居さんの方が入会も早く、地区で活躍して
いることもあり、ロータリの秩序もあるので。当時私
が推薦されて選挙の形になったら、禍根を残すことに
なったと思う。そのへんを良く考えて頂きたい。多数
決はやらないということがうちのクラブの伝統です。 
木宮 雅徳幹事 
多数決で決めないということはどのように決めるの

しょうか   
俣野 幸昭会員 
話し合いです。慮って辞退するという方法もある。 

 
木宮 雅徳幹事 
話し合いで決まれば良いですが。決まらなかった場

合の選択肢も考えておかないと。うちはガバナー補佐
が決まりませんでしたと報告できれば良いですけれど。 

俣野 幸昭会員 
そこはロータリーに対する信頼感だと思います。理性

をもってそういう状況を打開する行動をとるのがロー
タリアンだと思います。今回のことに限らず、ロータ
リーのことは、時間かけ手間をかけ、皆さんの概ねの
了解を得るのがロータリーの形のような気がします。
性急に多数決で決めるのはロータリーの趣旨とは違う
と思うし、後々クラブに禍根を残すことになります。 
土居 岩生会員 

私が前回ガバナー補佐になった経緯についてですが、私
がクラブから推薦される前に、公式の話ではないにしろ、
地区の中でそういう話が出たというのは初めて知りまし
た。しかし、地区がガバナー補佐の選出に介入するという
のはいかがなものでしょうか。ガバナーエレクトが言うの
はわかりますが。 
投票はできるだけやりたくはない。2年前に入会金を取

るか取らないかの時は多数決で決めました。入会金を取る
べきだと主張したのは、残念ながら私一人でした。 

会長を決めるにも難儀しています。ガバナー補佐は 5
年後にまた出さなければならないので、例えば、会長経験
者で話し合いをするとか、今後の選択肢として考えた方が
良いと思う。今回は時間の問題もあります。しかし、いき
なり投票ではなく、複数名推薦された人が同意した上で、
話し合いをする時間を作って頂きたい。話し合いで決まら
ない場合は投票で決めるしかない。 
俣野 幸昭会員 
 土居さんの意見に賛成です。投票の前にメンバーで話し
合が必要だと思う。 
木宮 雅徳幹事 

全員の前で話し合いですか。面子があると思いますが。 
松島 健会員 
現在の会長・幹事、前年度の会長・幹事、推薦された方

を交えて話し合いをすればいい話だと思いますが。投票は
やめましょう。 
張 碧華会員 

複数名推薦され、投票がいやなら、第 3者を指名したら
どうですか。そうすれば面子もなにもないんじゃいですか。 
松島 健会員 
 それは乱暴すぎるでしょう。 
木宮 雅徳幹事 
まとめますと、8/25 までに自薦ではなく、推薦書を提出
して頂き、8/26、17 時からのオンライン例会で推薦され
た方を発表し、どのようなメンバーにするか、しかるべき
人で話し合いをして、期限まで決めなければいけないので、
なんとかソフトランディングして禍根を残すことがない
ようにしたいと思います。 
土居 岩生会員 

推薦人は、ガバナー補佐の役割を理解した上で、推薦
の理由を書いて推薦書を出して頂きたい。 

出席報告 
会員数 37名 ゲスト 1名 
出席数 
ZOOM参加 

19名 
2名 

ビジター 0名 

欠席数 18名 合計 22名 
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例会日 水曜日 12:30～13:30 
例会場 ホテルグランドパレス 千代田区飯田橋 1-1-1 

03-3264-1111 
会 長：山下憲男 幹 事：木宮雅徳 
会報委員長：佐々木啓策 
委員：俣野・永井・西村・斉藤・髙山・牛島・山田 
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