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　今年も早々と半年が過ぎました。
　上半期に一名仲間が増え喜んでおります。
　私達、朝日ロータリークラブは超我の奉仕を旗頭に「入
りて学び　出でて奉仕せよ」この理念と精神を持って活動
しております。下半期は更に活動に磨きをかけて、会員一
丸となって取り組みたいと思います。

大谷　健司（朝日RC）

　新年あけましておめでとうございます。
　湯浅年度も半期を終えました。小松で開催された地区大
会が会員一同の想い出となっております。その時に芽生え
た会員相互の躍動感が、新年を迎え、余すところ半年間の
活動意欲につながって行くものと信じております。
　今年は、お互いの友情と親睦をさらに深め何としても会
員増強を成し遂げ、活気ある黒部ロータリークラブを築き
あげる事を会員一同の目標としたいと思います。

堀　正幸（黒部RC）

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には半年間支えて頂きありがとうございました。
半年が過ぎ、これから会長として過ごすわけですが、我が黒
部中央ロータリーは記念すべき20周年の節目の年でありま
す。先輩方が築いてこられた20年をふりかえり感謝をして
今後の歩みを続けていかなければなりません。ロータリーの
精神・社会貢献・奉仕の理想を実践し、広めたいものです。
皆様にとって今年（午年）がますます、お元気で活躍できま
す様にお祈り致します。

千代　敏博（黒部中央RC）

　明けましておめでとうございます。皆様良いお年をお迎
えの事とお慶び申し上げます。
　諸先輩方々のお心に支えられ上半期を無事に終えること
ができ、ご理解とご協力に心から感謝申し上げます。
　越中八尾ロータリークラブ第46代会長として就任後色々
なクラブの会合、式典に参加させていただき、改めてロータ
リークラブの伝統の長さと格調の高さに感動いたしました。
その感動を次代につなげるようのこされた任期を全力で全
うする所存でございます。

村井　豊久（越中八尾RC）

２６１０地区・・クラブ会長様の新春に寄せる一言

　新年おめでとうございます。
　八十を越してから再び会長を務めることになりました。
小さいクラブならではのことでしょう。皆様のおかげでど
うにか半年が過ぎました。ただ一人残った創立会員ですが、
ロータリーも少し変質したように思います。
　ともあれ、その底を流れる精神的なものも大事にし、乍ら何
とは末永く一隅を照らし続けていきたいと強く念じています。

　ガバナー月信をお読みの皆さん明けましておめでとうご
ざいます。我がクラブは少人数のクラブの為、会員増強を第
一の目標を掲げ、会長に成りましたが、はや半年経過いたし
ました。なかなか明かりを見ることができません。まだ半年
残っています。きっと良い結果が出ることを、また2014年が
RC会員の皆さんにとって良き年でありますよう祈念します。

水橋　哲夫（滑川RC）

上田　健次（入善RC）

　明けましておめでとうございます。会長となって「あっ
という間に」半年が過ぎました。皆様の温かいご理解とご
協力に感謝します。北陸新幹線の開業もあと 1年余りとな
りました。地域の新しい時代にどう対応していくかを考え
ていく年になりそうです。絆を深めながら、あと半年楽し
く務めていきたいと思っています。よろしくお願いします。

河田　稔（宇奈月RC）

　2013 年 7月１日より魚津ＲＣの会長としてはや半年を経
過します。７月はクラブのディスカッションを行い、新入
会員の疑問を聞きながらの勉強会をしました。8月はガバ
ナー公式訪問があり、有りのままの魚津RCを見てもらい
ました。9月は魚津西RCとの合同夜間例会を魚津RCの幹
事で行いました。10月は職業奉仕月間で鴨川を清掃してお
られる林様を表彰しました。12月で半年です。年忘れ家族
例会で今年が終わります。クラブの皆様の協力で何とかこ
こまで来れました。会員１名に入会していただき感謝して
おります。あと半年頑張ります。よろしくお願い致します。

若井　貞克（魚津RC）

　当クラブは本年46周年を迎えました。25周年に地区大会
のホストクラブを立派に務めた実績を持っています。それ
から20年が過ぎ会員の減少と高齢化による会勢の衰えは否
めない状況ですが、一方で長い活動の歴史は地域社会でし
っかりと認められていると自負しています。今後は、間近
に迫った50周年をターゲットイヤーと位置付け、会員増強
と会勢の拡大を目指し、地域社会に見える奉仕活動を展開
していきたいと考えています。

原　英高（魚津西RC）

　　　　　　　　皆さん、一年間お元気でお過ごしできましたでしょうか。年
　　　　　　　を重ねるごとに一年の過ぎるのが早く感じるのは私だけなので
　　　　　　　しょうか。過ぎてしまえば、悪いことも忘れ去っていくもので
　　　　　　　すね。何事もなく過ごすことのできた人は本当に幸せな年を過
　　　　　　　ごされたことだと思います。
　　　　　　　　昨年は、春には台風以上の風、夏には気温が35度以上の猛暑、
12月初旬には大雪が降り、何れも大きな災害とはなりませんでしたが、異常気
象を感じる年でした。
　当法人は2006年にグループホーム、2008年にディサービスと知的障がい者グル
ープホーム、2009年にショートｽﾃｲをそれぞれ開設し、皆様にご利用いただいてい
る所であり、ご利用者には感謝申し上げます。ご満足のいくお世話ができたかどう
か不安でありますが、今年は更によいサービスに徹したいものと思っております。
　新しい年は皆さんが健康で、幸せな日々を過ごせますように、スタッフ一同
お世話をさせていただきます。何なりと皆様のご要望をお聞かせ頂き、皆様と
信頼される関係を持ち続けていきたいものと念じております。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

奥井　健一（上市RC）

　富山ＲＣは「地域に根差すこと、ほんとうの豊かさ」を
活動のテーマとして、平成26年の新幹線開業に向けて「地
域とまちづくり」を考えた卓話や「地域と豊かさ」につい
ての炉辺談話を中心に運営してまいりました。２月 25 日の
富山７ＲＣ合同例会も含めて、本年も引き続き地域に根差
したロータリーのクラブ活動を行ってまいります。

堂田　重明（富山RC）

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は立山RCも創立 25 周年を迎え、記念事業、式典等
も無事に終わり、大変忙しい半年でありました。
　その中でも、立山の室堂、陀ケ原の外来種植物除去プロ
ジェクトを、上市RC、越中八尾RCさんの協力を頂き、
盛大に開催出来た事は感謝に耐えません。
　本年も会員各位の協力を頂き、奉仕活動や青少年育成事
業の継続と、何よりもクラブ内の親睦を大切に、会員増強
に力を集中し、今後のクラブの基礎作りを進めたいと思い
ます。本年もよろしく。

大辻　進（立山RC）

　明けましておめでとうございます。昨年はアベノミクス
によるデフレからの脱却、2020年東京オリンピック開催の決
定、東北楽天の優勝と明るいニュースがありました。我がロ
ータリーでは“聞いて得する卓話”“東北、タイ国の子供たち
への支援”“趣味（ゴルフ、釣り、軽音楽、ワイン、ツーリング）
を通じ他クラブ会員も加えた交流及び親睦”等々、今年も引き
続き魅力あるクラブの発展に微力ながらお手伝いする所存です。

狩野　覚（富山シティーRC）

　昨年 当クラブは創立50周年を迎え、湯浅外志男ガバナー
のご出席の下、記念例会・祝賀会を盛大に開催させていただ
きました。これも長年に亘る地区の皆様のご指導ご支援の
お陰と厚くお礼申し上げます。
　50周年を機にロータリーの目的を再度確認し、次なる50年に
向けて奉仕の理想、社会への貢献を実践していきたいと思います。

澤田　悦守（富山南RC）

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の11月、我がクラブではバヌアツ共和国、サント島の
ホグハーバー小学校とナタワ小学校に、パソコンとパソコン
用電源の太陽光パネル、文房具、Tシャツ等を持って8名が現
地に入り、太陽光パネルを設置し、小学生・島民と交流を深
めて来ました。４度目となる今回の訪問では、現地の住民、
小学校から歓迎の式典をして頂きました。メンバーの一人
は、我々の為にこんなに時間を掛けて準備をしてくれたか
と思うと、目頭が熱くなったと感想を述べています。この
ような事業をどのように継続していくか、今後の課題です。

水口　益克（富山みらいRC）
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　　　　　　　　あけましておめでとうございます。本年度は「快活に奉仕
　　　　　　　の理念を実践し、友情を深める」をクラブテーマに掲げ、右往
　　　　　　　左往しながらも何とか折り返し地点に達することができまし
　　　　　　　た。偏に会員各位、地区各位のご理解ご協力のお蔭であります。
　　　　　　　　再来年の当クラブ創立40周年に向け、事業委員会もスター
　　　　　　　トし、今年度後半は次の時代に向けた活動にも力を入れる所
存であります。何分若輩であります、今後も皆様のご指導ご鞭撻のほどお願い
申し上げます。ロータリアン・ご家族のご多幸をお祈り申し上げます。

黒澤　敏（富山中RC）

　　　　　　　　謹んで新春のお慶びを申し上げます。富山西クラブは一昨
　　　　　　　年に創立 40周年を終え、昨年はガバナーを排出し、昨年 11
　　　　　　　月には2000回記念例会を迎える事ができました。2020 年に
　　　　　　　オリンピック招致を果たした年度でもあり、2015 年には北陸
　　　　　　　新幹線が開通され、アベノミクスとの相乗効果で日本の経済
　　　　　　　も上向きになろうとする中、会員企業の更なる職業奉仕をベー
スに、国際理解とロータリアンの友情で奉仕活動を推進できればと祈念致します。

泉　貞夫（富山西RC）

　あっと言う間に半期が経過致しました。上半期は継続事業で
ある社会奉仕事業、国際奉仕事業を地区補助金を活用させて頂
き、恙無くこなす事が出来ました。下半期は今年度最大の事業で
あります創立25周年記念事業がございます。クラブ全体が一丸と
なって結束し、大きな成功を収められる様、頑張りたいと思います。

稲谷　嘉則（高岡万葉RC）

　東京オリンピック誘致も成功裡に終えた昨年から会員の
気持ちも上向き、この勢いに今年は我クラブも積極的な活
動に理解を広め、とりわけ会員拡大に新しい出会いを求め
て取り組んでいます。今年度は頑張っているぞ、という気
概をもって進んでまいります。

島　正己（氷見RC）

　　　　　　　　明けましておめでとうございます。富山大手町ロータリー
　　　　　　　クラブは今年度創立5年目を迎えている新しくて若手の会員も
　　　　　　　多い活気のあるクラブです。そして徐々に会員数も増えてきて
　　　　　　　いますが、今年は更なる会員増強を目指して活発に活動を展
　　　　　　　開していきたいと思います。当クラブは夜間例会ということ
　　　　　　　もあり、年配の方と若手の方とのコミュニケーションが大変良
く毎回楽しく例会をおこなっています。これからも楽しく、明るく、為に
なるクラブを目指していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

田中　均（富山大手町RC）

　　　　　　　　新年明けましておめでとうございます。
　　　　　　　今年度のクラブテーマを「ロータリーは楽しく、そして奉仕
　　　　　　　を」とさせて頂きスタート致しました。上半期は継続事業
　　　　　　　のほか、ベルギー短期交換学生の受入れなど忙しい半年で
　　　　　　　はありましたが、会員皆様の支えを受けながら無事こなす
　　　　　　　事ができました。また会員増強の面でも当クラブの目標40
名（増3名）に達成することが出来ました。今年度は創立30周年（3月9日）を
迎えます。30周年を節目とし新たな気持ちで今まで以上に会員相互の親睦
を大切に楽しく奉仕活動をしていきたいと思います。

早田　吉郎（小矢部中RC）

　　　　　　　　新年明けましておめでとうございます。
　　　　　　　本年度は、ロータリー財団を受け、新規事業である「花いっ
　　　　　　　ぱい運動」を皮切りに、「植樹例会」「スポーツ観戦奉仕」と、
　　　　　　　地域に根差した奉仕活動を展開させていただきました。
　　　　　　　　この事業を通じて、会員相互の親睦はより一層深まり、
　　　　　　　地域の理解も多少なりと得られたと自負しております。
　次年度は、創立35周年の節目となります。今まで以上に奉仕活動に邁進
していきたいと存じます。

渡辺　公嗣（高岡北RC）

　　　　　　　　 新年明けましておめでとうございます。年度初めの7月納涼
　　　　　　　 夜間例会、8月のガバナー公式訪問と矢継ぎ早に緊張と不安の
　　　　　　　 例会が続いた毎日でしたが、会員の皆様の思いやりのお陰で何
　　　　　　　 とか無事に乗りきれました。
　　　　　　　 　今年の活動方針は楽しく継続するロータリーです。会長は1
　　　　　　　 年のお勤めですが会員増強を始め財団、米山や他の行事も継続
を考えて行なえばよりクラブの増強に繋がるのではと、残りの半年を次年度と2
年分のパワーで頑張りたいと思います。

阪口　政博（高岡西RC）

　　　　　　　　 新年明けましておめでとうございます。多くの会員各位に
　　　　　　　 支えられ半年が終りクラブ活動は後半に入りました、今年度
　　　　　　　 は『私達の砺波（郷土）をUP－We Love Tonami』をテーマに、
　　　　　　　 花と緑の美しい砺波を目指して市民と共に奉仕の心を育む活
　　　　　　　 動、市民の憩いの場造りとして 3年計画で植樹を行　う。地
　　　　　　　 域の皆さんと一緒に活動し育て人々が集い笑顔あふれる楽し
い場所に成る様な広場を目指し社会奉仕活動に会員一同努めます。
　春には砺波の花「チューリップフェア」会場内で『友愛の広場 in となみ』例
会を開催いたします。地区内多数のメンバーのご来場をお待ち申し上げます。

渡辺　俊行（砺波RC）

　　　　　　　　新年明けましておめでとうございます。
　　　　　　　　みなさまにおかれましては、健やかに新春を迎えられたこ
　　　　　　　とと謹んでお慶び申し上げます。2013 - 2014年度、氷見中央
　　　　　　　ロータリークラブ会長を拝命いたしました中村  剛と申します。
　　　　　　　心から愛してやまぬ郷土「氷見」のために、全力で奮闘して
　　　　　　　まいりますのでよろしくお願いいたします。
　本年度、氷見中央ロータリークラブは、未来を切り拓く、勇壮なる氷見の
創造をテーマに活動してまいります。我々が目指す明るい豊かな社会の実現
のためにも幾多の困難を乗り越え、ぶれることのない強い信念で常に新しい
変化を生み出してきた氷見中央ロータリークラブが、弛まない前進を続けて
地域の輝きと自信を取り戻し、人々の心の燈火となって、希望に溢れた未来
ある氷見を切り拓くことで「勇壮なる日本」を創造いたします。
　結びに、2610地区内すべての会員のますますのご盛栄と、みなさまのご健
勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。

中村｠ 剛（氷見中央RC）

　　　　　　　　明けましておめでとうございます。当クラブの今期の運営
　　　　　　　方針は「会員企業の経営力向上そしてロータリーの実践」で
　　　　　　　す。経営力向上の具体策として全メンバーの方に経営力向上
　　　　　　　スピーチをお願いしております。内容としては、我が社の経
　　　　　　　営戦略、経営方針、経営訓などを5～ 6分間話して頂いてい
　　　　　　　ます。ロータリーの実践ではロータリー財団、米山奨学会寄
付をキッチリ実践することです。またガバナーノミニー（2016 -2017年度ガバ
ナー）に当クラブ会員の岡部一輝君が地区ガバナー指名委員会により選出さ
れました。皆々様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

細川　誠三（南砺RC）

　　　　　　　　新年明けましておめでとうございます。第2610地区の皆様
　　　　　　　方には輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　　　　　　　　当クラブは昨年、創立40周年を迎え、湯浅ガバナーはじめ
　　　　　　　パストガバナーまた地区の会長幹事をお招きして無事 40 周
　　　　　　　年記念式典を終えることが出来ました。また地区大会におい
　　　　　　　て『会員増強・拡大賞　最高会員維持率』を田中作次 前RI会
長よりいただき、会員一同感激に浸っております。
　本年は50周年を目指して新たな再出発の年と考えております。そして更な
る会員増強につとめ、奉仕活動を通して若い世代が交流を深め、希望を持て
るよう地域の発展に貢献していきたいと思います。

加賀谷　一雄（小矢部RC）

　会長職を受けて半年。新年を新たな気持ちで、務めさせて
頂きます。前期では、出席率の向上を目指してのクラブフォー
ラムの開催。会員増強の為のロータリーの紹介パンフレット購
入。当クラブはゴルフ同好会があります。今後は卓球経験者が
多いので、卓球同好会の準備も進めております。後期は、会員
の皆様の協力のもと、目標に掲げた“3本の柱”例会の充実、
会員増強、地域に根ざした活動をより一層推進したいと思います。

金井　武史（射水RC）

　会員減少を受けての会長就任でした。ともすれば沈みが
ちなクラブを、「ロータリアンとしての責任を」を会長方針
とし、各自認識し、半年が過ぎようとしています。行事も
例年の活動に絞り、会員増強に努めてきました。アベノミ
クスによる上向きの経済効果もあってか、会員も増えつつ
あります。クラブの雰囲気も明るく感じられます。会員相互
の理解を深めて親睦を図って参りたいと考えております。

水島　政光（東となみRC）

　　　　　　　　新年明けましておめでとうございます。皆様には恙なく
　　　　　　　新しい年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　　　　　　　　新年度が始まり半年、あっという間に過ぎました。前期は地
　　　　　　　域密着を目指し、新湊内川イベントに参加し、児童クラブの皆と
　　　　　　　共同の竹灯篭づくりや、夜店などに汗をかきました。後期は他ク
　　　　　　　ラブの夜間例会に参加し、交流を深めていきたいと考えています。
　まずはこうして無事に、新しい年を迎えることができたことに感謝し、
新年のご挨拶とさせていただきます。

在澤　和弘（新湊中央RC）

　　　　　　　　創立62年、第63代会長として、後半も高岡RC老壮青ロー
　　　　　　　タリアン「輪から和」の下、クラブ内外の出会いから“知人か
　　　　　　　ら友人へ”親睦交流連携奉仕活動により努め、1300年・越中
　　　　　　　万葉文化、400年・前田家城下町衆文化などの歴史伝統の重み
　　　　　　　と、時代に即した新しさを加え活かしつつ、ロータリーしかで
　　　　　　　きない郷土愛・地域社会貢献すべく北陸新幹線飛越能拠点
駅・高岡文化の魅力を内外に発信して参りたいと思います。併せて永田ガ
バナーエレクトのもと、準備支援高岡RC一丸となって頑張って参ります。

松原　吉隆（高岡RC）

　　　　　　　　会長になってあっという間の6ケ月が過ぎました。8月か
　　　　　　　ら10月にかけて、「内川寄席」や「内川チャリティバザー」の
　　　　　　　開催、「中日本地区ロータリー野球大会」のホスト、交換学
　　　　　　　生ミーティング「フレンドシップ in 新湊」の実施など色々
　　　　　　　な事業が目白押しで、会員の皆様には大変お世話になりま
　　　　　　　した。そんな中で3名の新会員の入会があり、会員数もやっ
と40人台に回復しました。下半期はさらに会員増強とクラブの充実に向け
て活動を展開し、次年度へつなげていきたいと思っています。

今泉　嘉宏（新湊RC）












