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　8月は会員拡大増強月間である。
ところで、今年度のRIテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」はこれまでのテー
マとはかなり異なっている。
過去のものをみてみたが「地域」の言葉の入ったのが見当たらない。あるパ
ストガバナーにそのことを話したら、以前は「国際ロータリー」のスローガ
ンとしては、あえて「地域」よりも国際的な方を好んで用いたのではないか、
とのことだった。
　ここへきて「地域」という身近な課題が表に出てきたことは大変興味深い。
壮大な国際奉仕も大事だが足元の地域の問題もおろそかにはできませんよ、
と改めて提示しているようである。
地域の課題を取り上げることでロータリーが草の根のように地域社会に浸
透し、ロータリーのブランド力が高まる。それが二ュースになれば大きな
広報効果にもなる。
地域におけるロータリークラブへの認識が高まれば、入会を希望する人も
出てくるだろうし、勧誘する方も自信と誇りを持って働きかけができること
になる。
　私は第 2610 地区のテーマとして「地域に合ったオリジナルで独創的な活
動をしよう」と提言した。どうせやるなら、ほかの団体の活動にただ便乗
するのではなく、ロータリークラブが自ら考え出したアイデアで、それに
他の団体を巻き込んでほしい、と思うからである。
会員増強活動の前提として何よりもまずクラブが生き生きと活動している
こと、さらに会員の一人ひとりが自分たちの活動の体験談を明るく楽しく
他人に語ること。
　そして究極的には、勧誘をしなくても自然に会員が増加することを理想
としたい。

崎 山  武 夫

国際ロータリー第2610地区  ガバナー事務所
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『いさり火船』
撮影：安達　昭（氷見ＲＣ）

「7月10日開催　地区会員拡大増強セミナーにて」

地域に合った、オリジナルで
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国際ロータリー第2610地区　2010ー 2011年度ガバナー

RI テーマと会員拡大増強月間

地区内各クラブは、ガバナー・ノミニー候補者として自クラブに所属する適任者の会員を１名だけ推薦すること
ができます。ＲＩ細則をご参照の上、地区ガバナー指名委員長（ガバナー事務所内）あてにガバナー・ノミニー候
補者を推薦して下さるようお願い申し上げます。詳細は各事務局へ送付いたします。
◇推 薦 期 日  2010 年 12 月 31 日（金）
◇推薦書宛先 地区ガバナー指名委員長（ガバナー事務所内）
◇推 薦 書 類  クラブ幹事によって正式に証明されたガバナー･ノミニーに推薦するというクラブの例会で採択された決議文

　7 月 15 日、梅雨の激しい雨の降りしきる日に小矢部中央ロータリーを
皮切りにガバナー公式訪問が始まりました。これから富山・石川の全ク
ラブを訪問させていただきます。2610 地区の会員の皆様とお目にかかれ
る日を楽しみにしてまいります。よろしくお願い申し上げます。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     島  地区幹事

2013－2014 年度
ガバナー・ノミニー候補者推薦のお願い

国際ロータリー第 2610 地区
ガバナー　崎山　武夫

ガバナー指名委員会委員長　中川可能作

中川可能作直前ガバナー　
７月１日付けでロータリー・コーディネーター補佐　ロータリーの友委員会顧問に就任

 1 日
 2 月 富山大手町RC公式訪問
 3 火 
 4 水 朝日 RC公式訪問 
 5 木 加賀 RC公式訪問 
    ベルギー短期交換学生到着 富山駅
    到着セレモニー アーバンプレス（富山）
 7 土 米山奨学生宿泊研修会 ホテル K＆G高岡
 8 日  
 9 月 富山シティーRC公式訪問 
10 火 白山 RC公式訪問 
11 水 中能登まほろばRC公式訪問
12 木
13 金
14 土
15 日
16 月
17 火

18 水 
    金沢百万石 RC公式訪問 
    ベルギー短期交換学生さよならパーティー （金沢）
    インターアクト年次大会　 福光高校　福光中央会館20 金

 氷見中央 RC公式訪問
21 土
22 日  
23 月 高岡北 RC公式訪問 
24 火 富山 RC公式訪問 
25 水 野々市 RC公式訪問 
    高岡 RC公式訪問 
    黒部中央 RC公式訪問 
27 金 富山南 RC公式訪問 
28 土 第１回財務監査合同委員会 
29 日 地区R財団委員会・R財団セミナー 石川県地場産業振興センター
30 月 金沢香林坊RC公式訪問 
31 火 金沢みなとRC公式訪問 

8月の行事予定

6   金

19 木

26 木

私は 7 月 1 日付で、レイ・クリンギンスミスＲＩ新会長主導した新設のロータリー・コーディネーターの補佐（日本第２ゾーン、
９地区）に就任しました。ＲＩの長期計画の下、ＲＩと地区、クラブをつなぐ立場、役割で、黒田正宏ＲＩ理事、近藤雅臣ＲＩ理事
に直結。守備範囲はロータリー活動全般にわたるようで、ガバナー、エレクト、ノミニー、さらには重点的な地区委員長らと色々
連絡を取ることになります。従来の水、飢餓、識字率のコーディネーターは廃止され、これらの仕事も引き継ぎます。
　基調となる長期計画は、①クラブのサポートと強化②人道的奉仕の重点化と増加③公共イメージと認知度の向上を３本柱とし、
具体的活動を展開することになっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   パスト・ガバナー　中川　可能作

ガバナーの公式訪問が始まりました・・・・
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会員拡大増強委員長　原　勉（白山RC）
　今年度、会員拡大増強委員長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
　日本で13万人を超えていた会員数は、ここ14年間連続で減少し、その傾向は今後も続きそうで、好転の気配は、伺えません。
どんな組織でも会員の減少は死活問題で、『増強、維持、強化』をしてゆかねばならず、多くなることで互いに触れ合う摩擦熱で、
活力や魅力が増すと思われます。今年度は、楽しいクラブづくりや行事、事業の質を高めクラブの充実化を図れるような委員会
活動を行いたいと思います。どうぞ非才な委員長ではございますがロータリアン皆様方のご指導とご協力よろしくお願いいたし
ます。 

表彰審査委員長　柴田　史郎（金沢香林坊RC）
　地区幹事を卒業したら、翌年は、表彰審査委員長として地区のお手伝いするということになっているようです。この 1年間、
またよろしくお願いします。ガバナーの任務の中に、「顕著な貢献をした地区内ロータリアンを、ガバナー自ら表彰する。」（RI
細則 15.090.）とあります。各クラブの会長・幹事の皆さんは、自分のクラブの会員でガバナー表彰の対象になるような会員が
いましたら、どしどし推薦して頂きますようお願いします。地区大会での表彰に是非加えたいと考えています。

立法研究委員長　津川　淳（富山大手町RC） 
　ロータリーの理念や活動の基本となるものが、RI. 定款、RI 細則であり、それらを改正する場が規定審議会です。
　3年に一度開かれる規定審議会は、ロータリーの管理運営プロセスの重要な部分です。RI 理事会が国際ロータリーの方針を決
定する一方、規定審議会ではロータリー・クラブが組織の運営に関して発言する機会が与えられます。当委員会の役割は、規定
審議会に提案する制定案ならびに決議案の検討が主な事項であります。
　　　　　　
広報委員長　芝田　実（富山南RC）
　地区広報委員会の責務は、①地区報活動の展開 ②地区内クラブの広報活動に役立つ協力と助言 ③地区ウェブサイトの運営です。
今年度はまず、地区ウェブサイトの再整備を行い、内容の充実を図りたいと考えています。また、前年に引き続き、ロータリー
の活動を内外に周知・啓蒙することを運営目標とします。そのためには地区内クラブとの連携や IT化の推進がより効果的かと思
いますので、各クラブとの情報ネットワーク構築にご理解と協力をお願いします。

R情報委員長　堂田　重明（富山RC）
　情報は多様化しています。従来は会報、ガバナー月信、ロータリーの友等が殆どでしたが ITが一般化した今日では多くがリア
ルタイムで入手可能です。ロータリークラブにおいても、地区ホームページの充実及び情報ネットワークの構築が重要ではない
でしょうか。情報は「得る・発する」共に必要です。IT活用により全世界ローターの動きの受信、地域からの発信等、世界に繋
げて行けることでしょう。また地域社会に密着したロータリー活動の外への発信が、広く地域の方々に認識いただく上で重要と
考えます。情報委員会は広報委員会と一体となった委員会活動を目指す所存ですので、皆様の御支援と御協力をお願い致します。

ロータリーの友地区委員／雑誌委員長　小堀秀郎（氷見RC）
　地区テーマに込められた「ロータリーのブランド力」を高める為、雑誌委員会は雑誌「ロータリーの友」
の有効活用の推進と積極的な投稿を促し、「ロータリーの友」が身近な存在となれるよう活動に取り組みます。
　「ロータリーの友」は今年から内容が変更されます。応募いただいた表紙写真はプロのカメラマンの作品となり、「クラブ探訪」
は真摯に仕事に取り組む個人の取材記となります。各クラブに「この人は！」と思われる方がおいでましたらロータリーの友事
務所まで、ご一報ください。沢山の情報をお待ちしてます。

職業奉仕委員長　不室　昭（金沢東RC）
　前々年度に引き続き、今年度も職業奉仕委員会を担当することになりました。崎山ガバナーの地区運営方針に従い、カウンセ
ラー菊知龍雄パストガバナーのご指導のもと、委員会の皆様、各クラブの委員長の方々のご協力を得ながら、実のある奉仕活動
を展開したいと思います。今年度は、職業奉仕小委員会と職場体験支援小委員会の二つの委員会を設けました。前者は崎山ガバナー
のご提案された「職業フォーラム」の検討と実施、後者は5年目を迎える「インターンシッププラン」の継続拡大事業の実施です。
いずれにしても会員各位の積極的な参加とご協力が無くては実行することができません。何卒よろしくお願いいたします。

社会奉仕委員長　高岡　哲夫（小松シティRC）
　地区社会奉仕委員長を拝命した、小松シティ RCの高岡です。前年度は石川第 2分区ガバナー補佐を務めさせて頂きました。
さて社会奉仕は4大奉仕部門の中核を成しレイ・クリンギンスミスRI 会長は「地域を育み、大陸をつなぐ」をテーマにしており
ます。崎山ガバナーは運営方針の中に「グローカル」という造語を取り上げられています。今年度の社会奉仕活動は是非RI テー
マの地域に密着した活動とロータリー財団の未来の夢計画なども視野に入れては如何でしょうか。社会奉仕小委員長 三輪孝浩（羽
咋）環境保全小委員長 谷 伊津子（金沢百万石）共々お手伝いさせて頂きます。
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地区委員長のご挨拶
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ローターアクト委員長　小間　敏秀（七尾RC ）
　本年度、ローターアクト委員長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
　今年度、ローターアクトクラブの提唱ロータリークラブが11クラブとなり、多い時の16クラブから年々減少しています。
また、会員数も減少の一途をたどっています。次世代の担い手となる青少年の育成は、ロータリークラブの重要なプログラム
です。ローターアクトクラブを提唱していないクラブは、是非、設立に意欲を示してください。地区ローターアクト委員会で
は、そのためのお手伝いは十分に致します。不慣れな委員長ではございますが、一年間、精一杯務めさせていただきますので、
ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

インターアクト委員長　松原　一夫（金沢香林坊RC）
　この度、地区インターアクト委員長に任命されました。インターアクトクラブが結成されて50年近く経ち、海外において
今なお増加の一途を辿っております。現在の若者は、人と人との繋がりの大切さを経験すべきです。勉強のみならず多くの人々
と接し、孤立せず実社会に適応する人にならなければなりません。インターアクトクラブには海外研修旅行があります。海外
のロータリアンに接し、尊敬の念を抱くことも将来ロータリアンになる可能性を秘めております。どうかロータリアンの皆様、
インターアクトクラブの活動化。また新設にご協力、ご指導下さるようお願いいたします。

国際青少年交換委員長　田中　泰（金沢香林坊RC）
　ロータリアンとして自分の子弟を優先出来る唯一のプログラムであり、ホストファミリーを受ける事により外国人を身近に
理解出来、国際奉仕を自宅に居ながら実践、手軽に国際感覚を磨ける素敵なプログラム。留学生は1年間に亘り外国で生活し、
言語、習慣が違う異文化を体験し物事を自分で考え判断する。まさに大人への第一歩となり逞しく成長し帰国できる。子供を
自立させたい方、国際奉仕をしたい方是非声を掛けて下さい。

世界社会奉仕委員長　宮川　功（南砺RC）
　昨年度はバヌアツ国支援、消防自動車の寄贈、井戸掘、スリランカ国への救急箱やサッカーボールの寄贈等をはじめとする
地区内各クラブの発展途上国への御支援に深く感謝申し上げ敬意を表します。又その資金の一部となる書き損じハガキや粗食
の日に依る浄財を多く寄せられましたことにも深く感謝申し上げます。地区内に於いて多くのクラブが支援活動に参加されて
おり、又支援活動の準備を希望をされておられるクラブも少なくありません。本年度当委員会として各クラブでの活動状況を
調査し、地区内のクラブがリンクし、情報交換や支援活動を協力することにより活動がより有効に安全に実施出来る事を目指
します。支援相手国の実情も様々だと思います。水、大気、食料、識字率等で支援の対象は多いです。出来ればその対象国を
実際に訪れ、自分たちの目と心で現状を見、正しいそして有効な支援奉仕活動が出来たらと思っています。世界社会奉仕委員
長として最後の三年目の本気で今頭が一杯です。

友情交換委員長　岩崎　和夫（富山西RC）
　初めて地区の委員長を務めることになりました。どうすれば良いのかよく分からずいろいろと教えを乞いました。先の地区
協議会で国際奉仕のカウンセラーから助言を頂き、ちょっと、気軽になりました。今年は地区内クラブがどのような友情交換
の活動をされているか調査したいと思っています。なるだけ短く簡単に答えていただけるようなアンケートです。その中で要
望があれば委員会として、お手伝いできればと思っています。よろしく、ご協力くださいますようお願い致します。

ロータリー財団委員長　松本　耕作（金沢RC）
　ロータリー財団が今、変わろうとしています。「未来の夢計画」に基づいて、より人道的な6つの重点事項に会員の皆様から
ご寄付をいただいた資金を重点的に配分しようとするものです。この新しい制度は2013-14 年度からスタートしますが、現行
制度から新制度に円滑に移行させていくことが委員会の使命の一つかと思います。本年度はその 1年目です。地域社会や国際
社会への奉仕をさらに強化、増大していくためにも、奉仕活動の充実とともに資金面のご援助を引き続きよろしくお願い申し
上げます。

R米山記念奨学会委員長　前川　俊朗（高岡RC）
　ロータリーが目指す「世界の親善と平和」のために日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、将来日本と世界を結ぶ架け橋
となる人材を育成することを目的とした事業が米山記念奨学事業です。そして、日本の全ロータリアンが参画する世界でも稀に
みる多地区合同奉仕活動です。奨学生数は毎年800名ですが、地区別の寄附額により各地区に割り当てられます。2610地区に
は23名が割り当てられていますが、皆とても素晴らしい学生です。世話クラブの皆様には快くお受けいただき有難うございます。
また、世話クラブ以外のクラブには奨学生が卓話に訪問いたしますので温かく迎えていただけますようお願い致します。この素
晴らしい事業ですが、寄附額が減少し規模を維持するには大変に困難な状況です。これからも皆様のご理解とご協力をお願い致
します。

2010. August2010. August
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911 名の登録 有難うございました。  

 2010～2011年度のための地区協議会開催 
2010年 5月16日（日）   氷見市ふれあいスポーツセンターにて 

 ホスト松原会長開会挨拶  

中川ガバナーご挨拶 中川ガバナーから崎山エレクトへガバナーバッチが

活発な各部会。   地区大会 PR  真剣な取り組み

2010. August2010. August

国際ロータリー
第 2610 地区

懇親会では、堂故氷見市長に挨拶を頂き、歌手の伊藤敏博さん・氷見有磯太鼓などで盛り上げて頂きました。
無事地区協議会を終える事が出来ましたのも、ひとえに皆様方のご協力の賜物です。衷心より感謝を申し上
げます。 各ロータリークラブとロータリアンの皆様の益々のご活躍を、ご祈念申し上げます。本当に有難う
ございました。   　　　　　　           ホストクラブ会長　松原　勝久　　　実行委員長　 桶　茂行
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指導者育成セミナー

北　清治 　　　

記念講演

中條　高德

1941年6月22日生（新潟県出身）
さいたま市南区
シン建工業株式会社　代表取締役会長
ノースコーポレーション株式会社　取締役会長
財団法人うらわスイミングセンター　会長

きた　　せい　じ

なかじょう　　  たかのり

生年月日：
住　　所：
職　　歴：

10月30日（土）

10月31日（日）

所　属 アサヒビール株式会社
英霊にこたえる会
（財）日本青少年研究所
（社）日本国際青年文化協会
（社）日本戦略研究フォーラム

名誉顧問
会長
理事
会長
会長

2010-2011年度
地区大会実行委員長 中野　清志

テーマ
『歴史を忘れた民族は滅びる』
ー正しい昭和史を知ることが、日本の蘇りに繋がるー

〒934-0016 富山県射水市三日曽根3-23
TEL 0766-82-8400　FAX 0766-82-8404

高周波文化ホール（新湊中央文化会館）

〒934-0039 富山県射水市久々湊467
TEL 0766-82-8277　FAX 0766-82-8277

新湊アイシン軽金属スポーツセンター
（新湊総合体育館）

8

472

●新湊小学校

第一イン新湊●

新港の森

射水
市民病院●

至小杉 I.C至大門

庄　

川

中曽根西

坂 東
鏡 宮

中曽根

新港の森

石丸（南）

中央文化会館南

至高岡 至富山

越の潟越の潟

万葉線万葉線新湊庁舎前新湊庁舎前

新湊アイシン軽金属
スポーツセンター
（新湊総合体育館）

新湊アイシン軽金属
スポーツセンター
（新湊総合体育館）

高周波文化ホール
（新湊中央文化会館）
高周波文化ホール
（新湊中央文化会館）

「あいの風 のせてひろげよ 奉仕の心」
地区大会テーマ

地 区大会
2010～2011 国際ロータリー第2610地区 

　万葉の歌人大伴家持が、新湊の奈古の江で詠った一首です。遥か古えか
ら変わらず吹くこの風を私達はあいの風として親しみ故郷の香りを今も
伝えています。我々新湊RCは地区大会テーマ「あいの風 のせてひろげよ 
奉仕の心」を掲げ、奉仕、友情、交友を深める大会の開催を目指し全力で準
備しております。当日は多くのロータリアン並びにご家族のご参加を、会
員一同心よりお待ち致しております。

あゆの風　いたく吹くらし　奈古の海人の
釣する小舟　漕ぎ隠る見ゆ

本会議 Ⅰ

高
周
波
文
化
ホ
ー
ル　

小
ホ
ー
ル

（
新
湊
中
央
文
化
会
館
）

高
周
波
文
化
ホ
ー
ル　

大
ホ
ー
ル

（
新
湊
中
央
文
化
会
館
）

新湊アイシン軽金属
スポーツセンター
（新湊総合体育館）

10月31日（日）　2日目

指導者育成セミナー
講師 ： 北　清治氏

13：00
▼
15：00

地区大会委員会
15：00
▼
15：30

15：30
▼
17：00

受付開始12：30

開会

本会議 Ⅱ-1

本会議 Ⅱ-2

ー　移　動　ー

記念講演
「歴史を忘れた民族は滅びる」
ー正しい昭和史を知ることが、日本の蘇りに繋がるー

講師 ： 中條　高德氏

13：00

13：00
▼
15：00

15：00
▼
16：30

大会の夕べ
18：00
▼
19：30

16：30
▼
17：30

受付開始12：30

PROGRAM
10月30日（土）　1日目

期 日：
会 場：

ホスト：

2010年10月30日（土）・31日（日）
高周波文化ホール
（新湊中央文化会館）
新湊アイシン軽金属スポーツセンター
（新湊総合体育館）
新湊ロータリークラブ

会場

2010. August2010. August
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　本年度の委員会スローガンは、“ このロータリーにあ
の人を推薦したい ” です。
“ あの人が居るから入りたい ” と思ってもらえるロータ
リアンはガバナーやパストガバナーの方々は別にして、
どれだけいるだろうか ? 自問自答してみました。
1)人間として社会の中で輝いている“あの人”はどんな人?
　公徳心に富み、世間の人から尊敬の眼差しで見られる
　経済人、知識人。 年齢に関係なく・・・
2) 本年度 RI 会長レイ・クリンギンスミス氏は、人生を 
　謳歌し、善き市民となるように導いてくれるものが、
　ロータリーのテーマであると説いておられます。
3) また「ロータリーは、画一化ではなく、結束である」
　という言葉も取り上げています。
　まず、簡単なようで難しく、難しそうで、簡単なロー
タリーのテーマの理解に努めることが、尊敬されるロー
タリアンへの第一歩だと考えます。共に勉強しましょう。

８月は会員増強および拡大月間です！

岡　能久（金沢 RC）

地区会員拡大増強副委員長兼
会員増強小委員会委員長

　1987 年 1 月、私は当時松任ロータリークラブ ( 現 白山
ロータリークラブ ) に入会させて頂きました。入会 2 週目、
30 分前に例会場へと向かう途中会長と一緒になり、会長よ
り一言苦言をいただきました。「新会員は 1 時間前に例会
場に入り、来場するロータリアンに配り物をするなりして
迎えることが大事だ。そうすることでみんなに自分を覚え
てもらうことができ、自身もみんなを覚えることが出来る」
　入会時推薦者からは『ロータリーに NO はない』と聞い
ていたので、何の抵抗もなく会長のアドバイスに「分かり
ました」と返事をし、1 年間は例会の 1 時間前、その後 2・
3 年は 30 分くらい前に例会場に入り、親睦委員として会
員を迎えました。もちろん地区の行事は、出席義務者とし
て 100 パーセント出席をし、先輩のロータリアンの助言に
は耳を傾け、推薦者に迷惑を掛けないように努力をしてき
たつもりです。
　入会当時は、一業種一人、地域を代表する事業所である

　~23 年前を振り返って~
地区会員拡大増強委員長

原   　勉 (白山 RC)

ことが条件という言葉に誘われ入会をさせていただき『ロー
タリーに NO はない』との教えを守りながら、心地よい緊
張感の中でロータリー活動をさせて頂いておりました。
しかし昨今では会員を増やす為、“ 多少のことは大目にみ
ます ”“ お願いします ” の連呼。退会者をなくす為、欠席
や不参加をしてもお咎めナシで、なにか自分が入会させて
もらった時と環境が大きく変わりちょっと寂しい気もしま
す。推薦人は入会前にはロータリー活動についてきちんと
説明すべきではないかと思うのです。
　楽しいロータリー、魅力あるロータリークラブは他人が
作る物ではなく、自分たちが作る物だと思います。そのた
めには、やはり例会、クラブや地区の行事には積極的に出席、
参加することが必要だと思われます。
地区会員拡大増強委員長として、クラブの会員増強をお手
伝いできるような委員会活動を心がけていきたいと思いま
す。

　楽しくなければロータリーじゃない」これは、私が入
会時によく教えて頂いた言葉です。
これをいかに各クラブの会員の一人一人がクラブ運営に
生かしていくかを考え、実践していただければと思って
います。
　本年度の地区テーマは、「地域に合った、オリジナル
で独創的な活動をしよう」です。
最近では、クラブ内に同好会やサークルをつくり、同じ
趣味や嗜好のメンバーを集め、より友好や絆を強め、会
員の退会防止や新会員の獲得に活かしているクラブもあ
ります。
　地域に合ったオリジナルの活動を
まず始めてみましょう。

奥野　義一郎（富山シティー RC）

地区会員維持小委員会委員長
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　私は韓国から来たイヘリと申します。現在、金沢大学大

学院に所属し、大気中での微小な粒子について研究してお

ります。私はこれまでの留学生活から、色々

なことを学び、得ることができたと思いま

す。まず、研究活動を通して、先生、先輩

の方から色々な専門知識や研究に取り組む

姿勢などを学び、日本内またアメリカでの

学会で研究成果を発表する機会を手に入れ

ることができました。私はロータリー米山

奨学生として、世話クラブや他クラブでの

例会に参加させて頂き、会員の方々と交流

することで、日本の社会や文化を学ぶこと

ができ、ボランティア活動を通して、社会

　　　　　　イ ヘリ（金沢大学修士 2年）
( 世話クラブ  金沢西 RC)

貢献の意識や働く姿勢を身に付けました。私は今年の 9 月

に修了になりますが、「日本社会をもっと深く学びたい ! 将

来、国際社会で活躍できる一員になりたい」と思いで、日

本で就職活動を行い、パナソニック電工と言う会社から

内定を頂きました。私は今後、日本に来て学んできたもの

を、仕事を通して社会に貢献するとともに、これまでお

世話になった方々に恩返ししていきたいと思っております。

また、いつかは母国に帰って、日本と韓国の架け橋になれ

るように頑張っていきたいと思っております。

2009.9.27/ ボランティア活動（辰巳用水清掃）

　初めまして、金沢香林坊ロー

タリークラブに所属しております

37 歳、野村充史といいます。職

業は PC ソフトウエア開発で、お

客様のお困り事を解決するための

システム開発や、ソフトウエア開

発を行っております。入会させて

いただき、今年の 10 月で早や 3 年経とうとしています。

　私は以前、石川県にあるシステム会社に勤めておりまし

た。「IT」でもっと世の中のお役に立ちたい。もっと「IT」

で世の中を便利にできる。という想いで独立いたしまし

た。仕事をしているうちに様々な方とお会いし、ある方か

らロータリークラブに誘われました。初めは、「ロータリー

クラブ ? 聞いたことある。」の程度で、さほど真剣に検討

しておりませんでしたが、ご紹介いただいたその方が、大

変楽しそうにロータリーの仲間のことについてお話いただ

いたので、少しずつ気になり始めたことが入会のきっかけ

でもあります。「人生の勉強にもなり、こんなに楽しそう

なら入ってみたい。」そう思うようになりました。

　実際に入会させていただいた当日のことを、今でも思い

出します。通常例会時ではなく、観月会の時に入会させて

いただきました。観月会が始まろうとしているその壇上で、

何も分からない私が、緊張しながらご挨拶をさせていただ

いたのを今でも忘れません。しかも、金沢を代表する社長

の方々の前で。相当緊張しました。しかし、そんな若干

34 歳の青年に「これからよろしくな !」、「気張らんと楽し

んで行こうな !」などお声を掛けていただきました。感謝

でいっぱいの気持ちになったことを今でも憶えています。

　最近では 2610 地区の広報委員会副委員長まで拝命させ

ていただくようになり、皆様のお役に立てていることを大

変嬉しく思います。ロータリーは、なぜか仲間意識が高い

ように感じます。他の会にも多少所属しているのですが、

ロータリーのメンバーの方々にお会いすると、なぜか「ホッ

と」します。顔がほころんで気持ちが落ち着く。そんな表

現が正しいでしょうか。毎週お会いしているからでしょう

か。なぜか近く感じるロータリアン。一生のお付き合いだ

から感じるのかもしれません。若干 3 年目のロータリアン

ですが、この先もロータリアンでいることを楽しみであり、

誇りに思います。

野村　充史
(  金沢香林坊 RC)

米山奨学生からロータリアンヘ米山奨学生からロータリアンヘ

若きロータリアンのつぶやき若きロータリアンのつぶやき
T w e e t s
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　8月は会員拡大増強月間である。
ところで、今年度のRIテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」はこれまでのテー
マとはかなり異なっている。
過去のものをみてみたが「地域」の言葉の入ったのが見当たらない。あるパ
ストガバナーにそのことを話したら、以前は「国際ロータリー」のスローガ
ンとしては、あえて「地域」よりも国際的な方を好んで用いたのではないか、
とのことだった。
　ここへきて「地域」という身近な課題が表に出てきたことは大変興味深い。
壮大な国際奉仕も大事だが足元の地域の問題もおろそかにはできませんよ、
と改めて提示しているようである。
地域の課題を取り上げることでロータリーが草の根のように地域社会に浸
透し、ロータリーのブランド力が高まる。それが二ュースになれば大きな
広報効果にもなる。
地域におけるロータリークラブへの認識が高まれば、入会を希望する人も
出てくるだろうし、勧誘する方も自信と誇りを持って働きかけができること
になる。
　私は第 2610 地区のテーマとして「地域に合ったオリジナルで独創的な活
動をしよう」と提言した。どうせやるなら、ほかの団体の活動にただ便乗
するのではなく、ロータリークラブが自ら考え出したアイデアで、それに
他の団体を巻き込んでほしい、と思うからである。
会員増強活動の前提として何よりもまずクラブが生き生きと活動している
こと、さらに会員の一人ひとりが自分たちの活動の体験談を明るく楽しく
他人に語ること。
　そして究極的には、勧誘をしなくても自然に会員が増加することを理想
としたい。

崎 山  武 夫

国際ロータリー第2610地区  ガバナー事務所

〒935-0013　富山県氷見市南大町10-1　氷見商工会館3階　
TEL 0766-30-2360　FAX 0766-30-2361
E-mail sakiyama10-11@rotary2610.jp   http://www.rotary2610.jp/

2010ー2011 Govenor 　崎山　武夫 

2010ー2011　第2610地区テーマ

2010ー 11 国際ロータリーテーマ

BUILDING COMMUNITIES  BRIDGING CONTINENTS

2010. August2010. August

『いさり火船』
撮影：安達　昭（氷見ＲＣ）

「7月10日開催　地区会員拡大増強セミナーにて」

地域に合った、オリジナルで
独創的な活動をしよう

Governor,s 
Monthly 
Letter        

Governor,s 
Monthly 
Letter        2010 年 8月

2

国際ロータリー第2610地区　2010ー 2011年度ガバナー

RI テーマと会員拡大増強月間

地区内各クラブは、ガバナー・ノミニー候補者として自クラブに所属する適任者の会員を１名だけ推薦すること
ができます。ＲＩ細則をご参照の上、地区ガバナー指名委員長（ガバナー事務所内）あてにガバナー・ノミニー候
補者を推薦して下さるようお願い申し上げます。詳細は各事務局へ送付いたします。
◇推 薦 期 日  2010 年 12 月 31 日（金）
◇推薦書宛先 地区ガバナー指名委員長（ガバナー事務所内）
◇推 薦 書 類  クラブ幹事によって正式に証明されたガバナー･ノミニーに推薦するというクラブの例会で採択された決議文

　7 月 15 日、梅雨の激しい雨の降りしきる日に小矢部中央ロータリーを
皮切りにガバナー公式訪問が始まりました。これから富山・石川の全ク
ラブを訪問させていただきます。2610 地区の会員の皆様とお目にかかれ
る日を楽しみにしてまいります。よろしくお願い申し上げます。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     島  地区幹事

2013－2014 年度
ガバナー・ノミニー候補者推薦のお願い

国際ロータリー第 2610 地区
ガバナー　崎山　武夫

ガバナー指名委員会委員長　中川可能作

中川可能作直前ガバナー　
７月１日付けでロータリー・コーディネーター補佐　ロータリーの友委員会顧問に就任

 1 日
 2 月 富山大手町RC公式訪問
 3 火 
 4 水 朝日 RC公式訪問 
 5 木 加賀 RC公式訪問 
    ベルギー短期交換学生到着 富山駅
    到着セレモニー アーバンプレス（富山）
 7 土 米山奨学生宿泊研修会 ホテル K＆G高岡
 8 日  
 9 月 富山シティーRC公式訪問 
10 火 白山 RC公式訪問 
11 水 中能登まほろばRC公式訪問
12 木
13 金
14 土
15 日
16 月
17 火

18 水 
    金沢百万石 RC公式訪問 
    ベルギー短期交換学生さよならパーティー （金沢）
    インターアクト年次大会　 福光高校　福光中央会館20 金

 氷見中央 RC公式訪問
21 土
22 日  
23 月 高岡北 RC公式訪問 
24 火 富山 RC公式訪問 
25 水 野々市 RC公式訪問 
    高岡 RC公式訪問 
    黒部中央 RC公式訪問 
27 金 富山南 RC公式訪問 
28 土 第１回財務監査合同委員会 
29 日 地区R財団委員会・R財団セミナー 石川県地場産業振興センター
30 月 金沢香林坊RC公式訪問 
31 火 金沢みなとRC公式訪問 

8月の行事予定

6   金

19 木

26 木

私は 7 月 1 日付で、レイ・クリンギンスミスＲＩ新会長主導した新設のロータリー・コーディネーターの補佐（日本第２ゾーン、
９地区）に就任しました。ＲＩの長期計画の下、ＲＩと地区、クラブをつなぐ立場、役割で、黒田正宏ＲＩ理事、近藤雅臣ＲＩ理事
に直結。守備範囲はロータリー活動全般にわたるようで、ガバナー、エレクト、ノミニー、さらには重点的な地区委員長らと色々
連絡を取ることになります。従来の水、飢餓、識字率のコーディネーターは廃止され、これらの仕事も引き継ぎます。
　基調となる長期計画は、①クラブのサポートと強化②人道的奉仕の重点化と増加③公共イメージと認知度の向上を３本柱とし、
具体的活動を展開することになっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   パスト・ガバナー　中川　可能作

ガバナーの公式訪問が始まりました・・・・




