
　ロータリーは創始されてからやが
て110周年を迎えます。この間、世界
大戦や経済大恐慌という受難期を乗
り越え、「奉仕の理念」を活動目標
に世界に誇る奉仕団体へと、たゆみ
なく発展を遂げてきました。
　しかし、この「奉仕の理念」は、ロー

タリーの設立当初からあった訳ではありません。
　1905年にロータリーが設立された当時の活動目標は
次のようなものです。
１．本クラブの会員の事業上の利益の増大。
２．通常社交クラブに付随する親睦およびそのた
めに特に必要と思われることの推進。

と社会的にもステータースの高い団体でした。
　そんな時代にシカゴで特許弁護士をしていたドン・
カーターは、ロータリアンから入会を勧められますが、
意外にも彼は全く関心を示しませんでした。
　そして、会員の“利益の増大”と言う自分たちのた
めだけのクラブではなく、「会員以外の人にも役に立つ
ような団体であれば、将来性はある。何か市民に対し
て奉仕をするべきだ。」と述べています。
　シカゴ・ロータリークラブは、さっそく彼の意見を取
り入れ、第３項目として「奉仕の理念」を市民の間に広め
ることを追加目標として採択したことにより、カーター
は入会します。
　最初に行なった社会奉仕は、説教師の馬が死に、貧
しくて買いかえることが出来ないことを知り、説教師
に新しい馬を提供したことです。
　それから初代会長ポールハリスによる公衆便所の設
置です。シカゴの中心部では、店での買物を条件にト
イレを利用させる商慣習があり、業界の反対と戦いな

がら公衆便所を建てたものです。これが事実上、社会
奉仕の始まりと言われています。
　以来、深遠な「奉仕の理念」が今日まで続いているロー
タリー活動の原点となっている所以であります。

　国際ロータリーは第２世紀に入り、さらに持続的発
展を目指す「ＲＩ戦略計画」において、100年以上の歴
史から培われた「中核的価値観」を活動の基本原理と
してあらためて「奉仕の理念」を育むことを奨励して
います。
　８月は会員の増強月間です。ロータリーにとって会員
増強は、奉仕活動の活性化を促し、次の時代へ継続発展
させるためには必須の条件であります。
　しかしながら、アメリカ、オーストラリア、日本の
先進国では、会員は減少を続けています。
　日本には1997年６月末に約13万人の会員がいました。
それが現在は88,500人ぐらいに減っています。当地区
も例外ではなく、1998年６月の3,395名から前年度末
（2014.6.30）の会員数は2,581人の状況にあります。
　減少の原因は、近年の経済不況が大きな原因になっ
ていますが、流通機構の変化に伴い、街から何々屋さ
んといった店がなくなり、卸売業も衰退しているなど、
地域社会の構造変化が挙げられます。
　ロータリー活動についても、ロータリー精神の希薄
化、クラブ活動のマンネリ化といったことが指摘され
ています。
　国際ロータリーは“刷新性と柔軟性を以てクラブの
活性化”を求めています。
　わが国の経済は回復しつつあります。時代の変化に
適応して、会員が柔軟な発想で奉仕の仲間を増やす意
識を高めたいものです。

ガバナー　永　田　義　邦
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地区委員長ご挨拶

ロータリーとふるさとを考える委員長　牧田　和樹（新湊ＲＣ）
　不真面目なロータリアンである小生にこのような大役が務まるとは思いませんが、カウンセラーならび
に委員の皆さんに助けていただきながら、小生なりにロータリーとふるさとを考えてみたいと思います。
　私見ですが、ロータリーならびにロータリアンの本質は東洋の古典である「大学」に示されているよ
うな気がします。その冒頭には「大学の道は、明徳を明らかにするに在り。民に親しむに在り。至善に
止まるに在り。止まるを知りて后定まる有り。定まりて后能く静かなり。静かにして后能く安し。安く
して后能く慮る。慮りて后能く得。物に本末有り。事に終始有り。先後する所を知れば、則ち道に近し。」
と、ずばり書かれています。

会員拡大増強委員長　重光　康生（羽咋ＲＣ）
　湯浅Ｐガバナー年度から永田ガバナー年度に渡り、２年続けて地区会員拡大増強委員長を賜りました。
羽咋ロータリークラブ所属、重光康生と申します。本年度もまた、よろしくお願い申します。昨年度は
卓話者として多くのクラブへ廻りましたが、目標であった純増80名に達せず、クラブ数も減らしてしま
いました。偏に私の不徳の致すところです。今年度目標値を永田ガバナーは65クラブで30名純増と致し
ましたので、皆様お力をお貸し頂き是非30名を達成する事を切にお願い申し上げます。全国的には少子
化や、地方に於ける過疎化など、諸問題は多々ありましょうが、このままでは遠隔地からロータリーの
灯がまた一つ消えて行く様なことが将来起こるでしょう。いやもう既に始まっているのです。2610地区
のロータリアンの一人一人の熱意が増強への原動力と考えますので、よろしくお願い申し上げます。

表彰審査委員長　堀　　伸市（小松ＲＣ）
　前年度、地区幹事として、ガバナー公式訪問、周年事業、ＩＭなど、各クラブや各分区を訪問した際には、
多くの皆様に大変お世話になり、心よりお礼申し上げます。
　さて、本年度は表彰委員会を担当することになりました。当委員会では「クラブ活性化に役立つ表彰」
を目指して、①地区大会での表彰に関する審査　②意義ある業績賞、ＲＩ表彰等に関する審査　③クラ
ブ活性化に役立つ表彰立案を活動方針にしています。
　上記の他にも推薦したい会員やクラブがありましたら、ぜひ、当委員会までご相談下さい。
　また、本年度より新たな賞として、湯浅年度よりスタートしたロータリー財団地区補助金を活用した
34プロジェクトの中から、優秀なプロジェクトをいくつか選定し、ガバナー賞として表彰したいと考え
ています。

立法研究委員長　奥野　博之（富山西ＲＣ）
　国際ロータリーの規定審議会は3年に1度、クラブ、地区、ＲＩ理事会より提出された立法案について
審議と票決が行われます。次回の規定審議会は2016年に開催される予定ですが、各地区においては開催
の2年前に規定審議会に提案する立法案を取りまとめ、地区大会において承認を取り、2014年12月31日ま
でに国際ロータリーに提出しなければなりません。今年度がその年度にあたります。ロータリーの理念
や活動の基礎となるＲＩの定款や細則です。各クラブからご意見をいただきながら、委員の方々と共に
活動していきたいと思います。

広報委員長　野村　充史（金沢香林坊ＲＣ）
　日頃より地区広報委員会の活動にご理解ご協力いただき大変感謝しております。皆様ご存知のとおり
2610地区のホームページを全面リニューアルしてから2年が経とうとしております。当委員会の今年度方
針としまして、一般市民や地域に向けた発信を行い、公共イメージアップを図って行きたいと考えてお
ります。具体的には各クラブの催し物情報の発信を行います。各クラブの広報担当者様にご協力いただき、
各クラブの催し物情報やイベント情報など画像付き情報を発信していくことで、2610地区ウェブサイト
への親近感が高まり、より一層公共イメージアップが図れると考えています。
　よって、本年度については各クラブの広報担当者様にご協力していただき、自クラブの催し物情報や
イベント情報などを画像付きで広報委員会までお送りいただければと思います。広報委員会側で2610地
区ウェブサイトを更新して参ります。各クラブの広報委員長、副委員長の皆様、是非ご参加とご協力を
お願いいたします。

ロータリー情報委員長　中田　明男（富山シティーＲＣ）
　湯浅ガバナー年度に続き本年度も地区ロータリー情報委員長を担当することになりました。
　僭越ではございますが、ロータリー歴が長いということでお引き受けすることになりました。
　クラブの情報委員会は、全会員、特に新会員が、ロータリーを十分理解し、ロータリー会員の特典と
義務及び責務を把握できるよう援助することに力を注がなくてはなりません。地区内の各クラブの情報
委員会へ必要な情報を提供し、ロータリーメンバーの皆様に広報出来るように配慮していきます。
　皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
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雑誌委員長／ロータリーの友地区 代表委員　小間　茂雄（高岡ＲＣ）

　「ふるさとを育み　世界の平和へ」これが永田ガバナーが皆さんに呼びかけている地区大会のテーマです。
　先日、ひとりの米山奨学生が例会で次のような挨拶をいたしました。
　「私は米山奨学生になってから、たくさんのロータリーアンと接することが出来ました。他の人の為に
尽くす幸せ、そして、真心をもって、相手の立場で考えれば、言葉がなくても心から伝えることが出来
ることを皆さんから教えてもらいました。」
　「このことを通して、なぜ皆さんがロータリーに入るのか私は段々わかるようになりました。ロータリ
アンは、『桜の花になりたいのではなく、花を咲かせる土になりたいのだ』と思います。」
　「私は『ロータリーの友』を開くたびに様々なロータリー活動をしている先輩たちが大変羨ましく、こ
れからも自分のロータリーでの活動を楽しみしています。」と挨拶をいたしました。
　みなさん、ロータリーの「奉仕の精神」をこんなにわかり易く看破してくれているではありませんか・・・
　「花になるのも善し。土になるのは猶善し。」
　ロータリアンであることを羨ましく思われるような活動を模索し、「ロータリーの友」へのご寄稿を通
して、全国、世界へと発信してください。ご投稿をお待ちいたしております。

ある米山奨学生の挨拶より

職業奉仕委員長　毛利　一朗（富山ＲＣ）

　地区職業奉仕委員会を担当することになりました。地区内の各クラブ職業奉仕委員会と連携し、会員
一人一人がロータリークラブの職業奉仕の理念を理解し、実践していけるよう、地区委員会の活動をし
ていきます。
　「ロータリーの目的」の第2に職業奉仕が語られています。また「四つのテスト」も奥の深いものであ
るだけに、職業奉仕の理念を理解し、それを日頃の行動に繋げて行ければと思います。
　また、「ふるさとを育む」をキーワードに、このふるさとに働く人たちの環境にも視点を当て、幸せに
働く環境を作ることが奉仕につながるのではと思っています。このテーマを、1年間を通して各クラブと
の情報交換をしながら、これからの職業奉仕を模索していきたいと思います。

社会奉仕委員長　谷　伊津子（金沢百万石ＲＣ）

　●旧習に囚われないクラブの活性化を●実のある社会奉仕をすることにより地域の認知度を上げ、そ
れを会員増強に結び付ける●クラブフォーラムを開いて頂き、クラブ事業の見直しと各クラブの地域で
のイメージアップを図る。この３つを目標に、引き続き社会奉仕委員長をさせて頂きます。よろしくお
願い致します。一年間を振り返ってみると予算内で年２～３回の地区委員会開催では「活性化」はとて
も無理でした。上記３項目に加え各クラブの行事に対してアドバイスはどこまで許されるのか、各クラ
ブ委員長の意識改革を図るインパクトを与える地区社会委員会としての役割確認をしっかりと把握して、
「勇気・本気・実行」で本年度の活動を実のあるものにしていきます。

ローターアクト委員長　木村　道明（金沢東ＲＣ）

　今年度、国際ロータリー第2610地区のローターアクトは7クラブ61名でスタートします。
　ロータリーに卒業はありませんが、ローターアクトには30歳という卒業があるためこのままの状態で
は地区のローターアクト委員会の存続が危ぶまれます。この状況を打破するには、会員増強しかありま
せん。そのためには、ロータリアンもローターアクトの会員増強を真剣に考え、協力して共に行動して
いく必要があります。今年度の目標として、地区のローターアクトメンバーを倍増したいと思います。
目標必達のために多くのロータリアンのご指導とご支援を心よりお願い申し上げます。

インターアクト委員長　川合　声一（南砺ＲＣ）

　今年度地区インターアクト委員長を拝命しました南砺ＲＣの川合声一です。
　ＲＣ入会以来、当時、地元の南砺福光高校ＰＴＡ会長という立場もあり、学校にもたびたび訪問する
中で、せっかくだから、高校のインターアクトのお世話も、という形で自然にインターアクトとの縁が
できました。小規模校ゆえにクラブの活動にも制限があり、一時期、校内クラブ縮小という事態に陥っ
たこともありました。その時、特に、感じたのは先生とのコミュニケーションの大切さでした。
　ＲＣ活動の中で、インターアクトの活動は地域社会との関係で、青少年の育成において特色のある活
動であり、広報面でも大いに成果が期待できます。地区、クラブと学校、そしてインターアクターとの
懸け橋として、委員長の働きに就いてまいります。よろしくお願いします。
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国際青少年交換委員長　慶野　達二（魚津西ＲＣ）
　来日する外国人留学生は年々増えていますが、日本人の海外留学は2004年の83,000人をピークに減少傾
向が続いています。
　最近日本が元気を取り戻してきましたが、政府は将来を担ってくれる若者たちを育てるために海外留
学生を増やす方針を打ち出しました。
　ロータリーが青少年奉仕活動として取り組む課題は、青少年に夢や希望を与えることにつきますが、
更に2014～15年度の地区目標に「明日の世界を拓く新世代を育もう」とあります。留学の方法はいろい
ろありますが、ロータリーの留学プログラムはもっとも安心だと言われ、一年間の留学は本人の将来に
大きなリターンをもたらします。

世界社会奉仕委員長　中村　太郎（金沢ＲＣ）
　ロータリーにおいて国際理解は世界平和の実現の重要な要因であると認識されています。1962年に世
界社会奉仕プログラムが発足し、国境を越えて数多くのプロジェクトが実施されてきました。当地区で
も各クラブで様々な事業が実施され今日に至っていますが、当地区の認識として世界社会奉仕の活動は
地区事業として実施し、各クラブの参加を募るような形態でなく、あくまで各クラブが世界社会奉仕活
動を実施するためのサポートをする考えに立脚しています。そのためロータリー財団の新地区補助金制
度等への紹介を基本として、各クラブが広く世界に視野を向けた事業ができるように財団との連絡調整、
各クラブへの情報の提供に努めて参りたいと思っています。

友情交換委員長　柴田　史郎（金沢香林坊ＲＣ）
　2年後の平成28年（2016年）6月5日に、第5回日台ロータリー親善会議が金沢で開催されます。主催者は、
日台ロータリー親善会議総裁板橋敏雄（元RI理事、米山記念記念奨学会理事長）で、ホストは2610地区、
当該年度のガバナーは、野々市RC柳生好春さんです。
　友情交換委員会の今年度の役割は、地区内2600人余の会員に日台ロータリー親善会議を周知し、理解
していただくことにあります。既に、地区協議会において一部の方には、いろいろご説明しましたが、
他の会員の皆様方には、この一年間いろんな機会をとらえて、PRしたいと考えています。クラブでの卓
話等の要請があれば、喜んで出かけたいと思っています。
　2年後の日台ロータリー親善会議が、両国のロータリアンの友情を育み、有意義なものになるよう、準
備を進めて行きたいと思っています。

ロータリー財団委員長　黒川　伸一（富山南ＲＣ）
　昨年より始まりました「未来の夢」計画。世界で、良いことをしようと、始まりました。地区単位で、
3年前に寄付した金額の半分が、地区補助金とグローバル補助金として、各クラブのために使用が可能に
なりました。地区補助金申請は、40クラブ51件の申請があり、地区補助金を利用して各クラブが積極的
に事業を展開する機会作りのお手伝いをさせて頂いたようです。これを機会に、ロータリー財団への寄
付を、もっと身近に感じて頂き、寄付額が増えれば3年後の利用額も増え、もっと素晴らしい活動ができ
て行くはずです。このシステムはロータリー独自のシステムで、寄付した全てを、より有効に活用する
手段としては素晴らしいことです。
　また、グローバル補助金でも、金沢大学医学系ドクターの奨学生をオーストラリア・シドニー大学へ
派遣しており、1年間の勉強に頑張っておられます。帰国後の地域医療への貢献が期待されます。今年は、
富山大学からの奨学生派遣が計画されており、今後継続して両県からの奨学生を派遣していきます。
　これ以外に、6つの重点分野「平和と紛争予防/紛争解決」「疾病予防と治療」「水と衛生」「母子の健康」「基
本的教育と識字率向上」「経済と地域社会の発展」で、3万ドル以上のプロジェクトが実施可能です。是非、
当委員会へのお問い合わせを頂き、より一層世界の地域でよいことをしましょう。

ロータリー財団監査委員長　若林　啓介（富山ＲＣ）
　富山第２分区ガバナー補佐兼任で、引き続き委員長を務めさせていただきます。
　1917年に設立されたロータリー財団は、昨年度より財団プログラムを大きく変更しました。その目的は、
プログラムと運営の簡素化、より優先度が高い奉仕活動の実施、国際奉仕と地域奉仕の両立、地区裁量
の拡大、そしてロータリー財団活動への理解を深め、公共イメージを高めることにあります。この変更
に伴い、地区は、地区監査委員会設置によって地区補助金の適切な支出と管理を行うことが義務付けら
れました。資金が有効に活用され、ロータリー財団の使命「世界でよいことをしよう」が実践されるよ
う願っています。

R米山記念奨学会委員長　若野　恒彦（高岡ＲＣ）
　寄付行為のみがロータリー活動の全てではありません。しかし米山奨学会が提唱しています「世界の
親善と平和」の為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
材教育事業はかけがえのない日本が誇る国際奉仕事業です。
2014−2015年度は下記の項目を重点目標に活動推進いたします。
　１．普通寄付年間　6,000円
　　　一人当たり個人寄付平均　10,000円
　２．サブクラブ制度の拡充
　　　今年度は３組の交流を目指します。
　３．海外応募枠・奨学生への支援

地区としては初めての試みです。言葉の障壁など困難な事情が推測されますので最大限の支援を
考えています。以上の活動のもと、何卒会員各位の格段のご支援を切にお願い申し上げます。
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委員長　重光　康生（羽咋ＲＣ）
　ロータリーでは、８月は会員増強月間です。
　しかし、増強は常に念頭に置いて行動していないといけません。入会者を増やす、退会を防止する事
は当然ですが、まずは身近な方からロータリーのお話をする事が大事だと思います。難しい話は抜きです。
　ロータリーに入会すると仲間が増えたり、悩み事が解決したり、新たな価値が見付けられたり等で良
いと思います。
　それには一つだけ約束事が有るだけです。出席をして頂く事だけです。この点だけは十分理解して頂
かないといけません。推薦をされた経験がある方はお判りでしょうが、会費の高さでなかなか入会が出
来なかったり、例会の多さで、忙しいので出席は出来ないとの理由で断られたりした経験があると思い
ます。
　ならば、会費を下げる努力をしようではありませんか。忙しいことは大変結構なことです。皆でその
喜びを共有しませんか。しかし、我々ロータリーのメンバーには誰一人暇を弄んでいる人はいないこと
を見て頂ければ良いのでは無いでしょうか。本月間を皆さんで頑張りましょう。

副委員長　石坂　兼人（富山大手町ＲＣ）
　2014年4月末をもって門前ＲＣが解散されたという報告を5月25日に行われた地区協議会で聞いたとき、
大きな衝撃を受けました。その理由には様々な要因があることは理解していますが、同じ地区内のクラ
ブや仲間が消えていくことに焦慮を感じてしまいます。
　私たちは会員の拡大増強に向けて、何をしなければならないのでしょうか。
　各地の青年会議所や商工会議所青年部の名簿をたよりにコンタクトを取る事も大事ですが、まずは足
元を固めることが先決だと思うのです。
　それには各クラブでの活動を充実させること。そのクラブの魅力が増してくるでしょう。また、会員
がロータリー及びクラブの素晴らしさを認識する機会をクラブで積極的に設けること。そうすれば友人
や知人をロータリークラブに自信を持って誘えますし、誘いたくなるでしょう。
　重光康生委員長の下、委員会のメンバーと共に各クラブと連携し、一人でも多くの会員が増えるよう
活動していきますのでよろしくお願いいたします。

副委員長　多田　　茂（白山石川ＲＣ）
　私は25歳から28歳までの短い期間でしたがロータアクトに参加し、当時のロータリーを自分の目で見
てきました。
　その当時、素晴らしいロータリークラブの方々がいらっしゃり、職業奉仕を全面にした活動が行われ、
これぞロータリークラブといった雰囲気がありました。
　今私が会員増強をするには、何が必要なのかと考えたとき、アクト時代に素直な気持ちで感じた「ロー
タリークラブは元来職業奉仕と親睦が起源」ということを再認識し、自分が「ロータリアンですと自信
を持って言える」ことではないかと思います。
　ロータリーって？と思われている会員の皆様、改めて在籍しているクラブ、周りのクラブの活動を見
渡して見てはいかがでしょうか。
　ロータリーのすばらしさを発見し、友人や身近な方にお話し下さい。そこから新しい会員が増えれば、
また違ったロータリーが発見できるのではないでしょうか。

8月は会員増強および拡大月間です！
会員増強月間にちなんで

来月（9月）は青少年のための月間（New Generations Month）
年齢30歳までの若い人すべてを含む青少年の育成を支援するロータリー活動に、焦点を当てる月間です。

　国際ロータリー細則　第6条（6.120.1）に、ガバナー指名委員会は、1名のパストガバナーを副ガバナーに選出する。副ガ
バナーの役割は、ガバナーが一時的あるいは恒久的にガバナーとしての任務の続行が不可能となった場合に、ガバナーの後
任となることが定められています。
　当2610地区においても地区組織に副ガバナー職を設置いたすこととなり、去る7月6日に開催された地区ガバナー指名委員
会にて審議の結果、パストガバナー　荒井　公夫氏（2006－2007年度ガバナー）に受諾頂くことになりましたことをご報告
申し上げます。

2014−2015年度 副ガバナー職の設置と選出について
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地区大会のご案内�10月4日㈯・5日㈰
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岡
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岡
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岡
高　 今 年 度 の 地 区 大 会 は、秋 の 風 物 で あ る 万 葉 集　

4516首を3昼夜連続で歌い継ぐ「万葉集20巻朗唱の
会」が行われている高岡市古城公園で開催いたします。
　黄其光RI会長は、地域社会の人々にロータリーをよ
く理解してもらう機会としてロータリーデーの開催を
推奨しています。
　第一日目の講演会を、地区のテーマ「ふるさとを育
み　世界の平和へ」に関わることとして近藤誠一前文
化庁長官を招聘、市民参加の一般公開にして、広くロー
タリーを理解して頂く第2610地区のロータリーデー
といたします。
　そしてクラブや地区のロータリアンが関心を持って
いる諸議題について討議しプログラムを推進します。
　この大会が皆様にとって日本の歴史や芸術、文化に
深い感銘を得られる機会となると確信しています。

　永田ガバナーの思いを受け、地区のテーマ「ふるさ

とを育み　世界の平和へ」の精神に則り、“近世文化

遺産群の街　高岡”での開催となりました。国宝　瑞

龍寺を始め、勝興寺、前田利長公墓所、高岡城跡、金

屋町銅器発祥の地、山町筋、高岡大仏等々、多くの文

化遺産を散策がてら、万葉集朗唱の会も併せてご覧く

ださい。飛越能の中心都市高岡で第2610地区のロー

タリアンが集い、語り合おうではありませんか。

　心から多数のご参加をお待ち申し上げております。

地区大会テーマ「ふるさとを育み世界の平和へ」
Foster Our Community, Build World Peace

国際ロータリー� 第2610地区

2014ー2015

《プログラム》10月4日㈯　1日目 10月5日㈰　2日目

※プログラムの時間・内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。

地区大会
ロータリーに輝きを

ホストクラブ　高岡ロータリークラブ

ごあいさつ

ガバナー

永　田　義　邦

ごあいさつ

地区大会実行委員長

本　多　剛　治
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於：ホテルニューオータニ高岡/高岡市民会館

156

高岡古城公園

万葉朗唱の会会場
（古城公園内）

● ●高岡大仏

駐車場エルパセオ

駅東駐車場

高岡駅前パーキング
三井リパーク

市営駐車場

●市立博物館

●高稜中

定塚小●

●ウイングウイング高岡●ウイングウイング高岡

JR北陸本線

線
葉

万 JR

線
見
氷

ホテルニューオータニ高岡

高岡市民会館

 JR高岡駅 ●●

● ●

●
高岡大和

《略歴》富士山の世界遺産登録にあたり
　　　　　　「三保の松原を含めること」に尽力
　昭和21年生。神奈川県出身。東京大学教養学部教養学科卒、

同大学院法学政治学研究科中退。

　昭和47年外務省入省。在米国日本大使館参事官、同公使、外

務省経済局審議官、ＯＥＣＤ事務次長、外務省広報文化交流部長

などを経て、ユネスコ日本政府代表部特命全権大使、駐デンマー

ク特命全権大使。

　平成22年７月より同25年７月まで文化庁長官。

　フランス共和国　レジオン・ドヌール・他各国より授勲。

　現在、近藤文化・外交研究所代表。外務省参与。東京藝大、同

志社大等客員教授。パソナグループ特別顧問、森ビル顧問等。

《著書》

　『ミネルヴァのふくろうと明日の日本』

　『外交官のア・ラ・カルト』等著書多数。

ロータリーデー／一般公開セミナー
「日本の再生：地域の役割と

文化芸術の力」

近　藤　誠　一�氏
前 文化庁長官

「わたしの生き方」

田　中　作　次�氏
2012－2013 RI 会長

指導者育成セミナー�10月4日㈯13:00

《略歴》日本で３人目のRI会長
1939年2月4日 新潟県長岡市二日町にて誕生
1955年7月 東京墨田区にあった小さな田中文房具店に転 
 職し間もなく田中家の養子となり阿部作次か 
 ら田中作次に代わる
1965年11月 田中作次が㈱田中紙店社長に就任、数年後 
 ㈱タナカに名称変更
1995年8月 株式の店頭公開を
1996年7月 商圏は東日本全域になる
1996年7月 ダイカ株式会社取締役会長に就任
2003年6月 株式会社タナカを退職
1975年7月 八潮RC創立会員
1980年7月 八潮ロータリークラブ会長就任
1994～95年 RI第2770地区　ガバナー
2012～13年 国際ロータリー会長に就任
2013～14年 R I  R e p r e s e n t a t i v e  f o r  P e a c e 
 Philanthropy Symposium The Hague
 財団基金設立
 田中作次冠名世界平和Fellowship基金設立
 田中作次冠名基金Fellow の送り出し累計6名

《著書》
超我の奉仕賞、RI会長賞、ロータリー財団功労賞
ポール・ハリス・ソサエティ創立会員、米山功労者メジャードナー
財団遺贈友の会創立会員、ロータリー財団特別功労賞
ロータリー財団への寄付額累計1億円達成（2012－13年度）

記念講演� 10月5日㈰15:20

■ 会　員 11,000円

■ 家　族 8,000円

■ 奨学生・留学生 3,000円

■ RI 会長代理ご夫妻歓迎夕食会 11,000円

2014－2015年度　国際ロータリー第2610地区

地区大会事務局（高岡ロータリークラブ）

〒933-0021　高岡市下関町4-5 北陸読売文化会館7階
TEL. 0766-21-4250 FAX 0766-25-4477
E-mail:taikai.takaoka@grace.ocn.ne.jp

高岡市民会館
〒933-0044　富山県高岡市古城1-3 TEL. 0766-20-1560

（高岡古城公園内）

ホテルニューオータニ高岡
〒933-0035　富山県高岡市新横町１番地 TEL. 0766-26-1111

交通のご案内

住
所

登
録
料

お
問
合
せ
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国際ロータリー第2610地区
2014–2015年度　ガバナー事務所

〒933－0945 富山県高岡市金屋本町１－３ ㈶北陸予防医学協会３Ｆ
TEL 0766－26－6700　FAX 0766－26－6701
E-mail：nagata14-15@rotary2610.jp

　永田ガバナー年度が始まり、各委員会も活発に活動をされていると思います。
　そこで、今月号は各委員会の正副委員長に方針やその思いを寄稿して頂きました。
　また、今年度の地区大会のご案内を掲載させていただきました。高岡RCがホストクラブとして地区大会テーマ「ふるさとを育み�
世界の平和へ」を掲げ開催されます。
　第１日目の前文化庁長官近藤誠一氏の講演は、ロータリーデーとして一般公開されます。
　今月は会員増強および拡大月間です。会員数の減少が大きな問題となっていますが、各クラブでの活動や取り組みをご寄稿いただけ
ればご紹介したいと思います。
　また、地区委員会や各クラブの記念例会などの情報も幅広くお伝えしたいと思います。積極的な寄稿、投稿をお寄せください。
　電子メールで写真・原稿（200～400字程度）をガバナー事務所までよろしくお願いします。� 月信担当地区副幹事　前川　俊朗

表紙写真解説〈けあらしの雨晴海岸・・・有磯海〉
　能登半島国定公園に含まれ、「日本の渚百選」・「白砂青松百選」に選ばれている。昨年、
国の文化審議会で「おくのほそ道の風情地として文化財指定（名勝）の答申を受けた。
　また、富山湾越に3000m級の連山を望むことができる世界で３か所のうちの1つとし
て本年「世界で最も美しい湾クラブ」に松島に次いで選ばれる予定である。
　有磯海は北陸を代表する名所歌枕であるが、万葉集巻十七　大伴家持が弟の死を聞
いて詠んだ歌「かからむとかねて知りせば越の海の荒磯の波も見せましものを」から
きている。
　松尾芭蕉は有磯海（女岩）の海景を「わせの香や分入右は有磯海」と詠んでいる。
　雨晴の名は、義経・弁慶が岩（義経岩）で雨宿りをしたとの由来による。

編
集
後
記

8月 行事予定表

8月 公式訪問　カレンダー

　 　 　 　 寄 付 の か た ち　― 500円玉貯金で毎年功労者に ―
　元地区米山記念奨学会委員長、林和夫さん（富山みらいＲＣ）が今年6月、第16回米山功労者となりました。林さんは
2007年から“500円玉貯金”を始め、毎年10万円を寄付してくださっています。
　“500円玉貯金”による寄付を始めたきっかけは、同じクラブの水口益克会員が例会で、「500円玉貯金をして1年間分を米
山に寄付している」とスピーチしたこと。以来、買い物や外食の支払いでは500円玉でおつりをもらうよう意識し、500円
玉が手に入るたびに貯金箱に入れています。
　「地区米山委員長になる前は、大した関心もなく寄付をしていた。米山に関わらなかったら、私にとってロータリアンで
あることは単なるステータスにすぎなかったかもしれない。表彰対象の10万円を一度に捻出するのは大変だが、どうやって
500円玉で釣りをもらうか知恵をしぼり、貯金箱の重さを楽しみながら寄付している」と、米山奨学事業への熱い思いを語っ
てくださいました。

《会員増強・拡大月間》
 2日～3日 地区米山奨学生研修会 加賀方面
上旬 派遣学生直前オリエンテーション（アメリカ、カナダ） 金沢
 4日㈪ ベルギー短期交換派遣学生渡航　（～31日） 成田or羽田
 5日㈫ 地区ロータリーとふるさとを考える委員会 永田邸
 9日㈯ 第2回地区米山記念奨学会委員会・クラブ委員長会議 ＨＮＯ高岡 12：00～16：00
10日～11日 全国インターアクト研究会 神戸ポートピアホテル

中旬
地区国際青少年交換派遣学生（アメリカ・カナダ）渡航
地区国際青少年交換受入学生（アメリカ・カナダ）出迎 成田

21日㈭ 第37回インターアクトクラブ年次大会 こまつ芸術劇場うらら ホスト：小松商業高校IAC

30日㈯ 受入交換学生（アメリカ・カナダ）
来日オリエンテーション ホテルグランテラス富山 12：00～14：30

31日㈰ 地区国際青少年交換派遣学生募集締切

月 火 水 木 金

1 魚津

4 砺波 5 6 朝日
富山中 7 小矢部中 8

11 12 13 14 15

18 富山シティー
富山大手町 19 富山みらい

魚津西 20 東となみ 21 IAC年次大会
黒部中央 22 富山南

25 小松シティ 26 山中
加賀白山 27 加賀中央 28 加賀

金沢百万石 29 能美

ハイライトよねやま 172 より


