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　ロータリーも愈々第二世紀への第一歩を踏み出し
ました。親睦と奉仕の理念を掲げて今日まで１００年、
世界中に広がりながら今まで続いて来ただけでなく、
第二次大戦後におけるユネスコや国連の成立に一役
担い、又近年にはポリオ撲滅運動に大きな成果を見
せるなど近代史上に残る仕事をしてきております。
これ等のことを俯瞰するとき、ロータリーの発展の
歴史は、正に文化人類史上の２０世紀における奇跡
であると言えます。
　しかし、その輝けるロータリー運動も最近少し曲
がり角に差し掛かって来ている様に思えます。
会員の減少傾向もその問題の端的な表れの一つであ
ると言えましょう。
大局的にみればどんなことでも無限に発展・拡大す
る物はなく、或る程度の規模になれば頭打ちになる
ことは、一般論で考えても当然の成り行きであります。
単純にロータリーの存在意義が無くなって来たから、
減り始めたと云う事では無いと思います。
然し一方では、そのような状態にある時、一度立ち止
まってみて、その運動のやり方がそれで良いのか、ど
こか無理になってきているのでないか、充分吟味し

てみる必要はあります。
又やり方が世の中の需要にいつの間にか応じていな
くなっているのであれば、100年続いたものでも110
年目に滅びる事だって可能性としてはあります。
　他面、ロータリーのやっている事は、世間の需要に
応じているだけでなく、文句なく崇高な事であると
しても（私はそうだと思っておりますが）、やり過ぎ
れば負担が大きくなってクラブ会員の体力は疲弊し
ます。やりたい事やらねばならぬ事はいくらでもあ
りますが、それをロータリーが全部やろうとしても
出来る訳がありません。所詮何処かで妥協して線を
引かねばならないのですが、その見切りを誤ると、組
織としては維持できなくなるような障害が出て来ま
す。
　そのようなことをあれこれ考える時、今、ロータリー
のあり方を原点に戻ってじっくりと検討する時期が
来ているのでないかと思われます。
原点といっても１９０５年の時点でなく、奉仕と親
睦の理念が生じてきた１９１１年頃以降のことであ
ります。
その年にフランク・コリンズによって"Service,not 
self"（無私の奉仕)が提唱され、これが後（１９２１年）
に"Service Above Self"（超我の奉仕）と変更されま
した。
その後これがロータリーの第一標語とされてロータ
リーの原点を示すものとして今日に伝えられ、今も
最も良く親しまれているものであることは申すまで
もありません。
今年度のテーマにステンハマー会長が「超我の奉仕」
を選ばれたのは、勿論色々の意味があるでしょうが、
一つには今一度原点に帰って考えようという意味が
込められているものと思います。国際協議会のテー
マ講演においてステンハマー会長が"Service Above 
Self"を発表された時は感激の涙があふれ出るのを
禁じ得ませんでした。
　今年はロータリーの原点「超我の奉仕」を真剣に考
え、現代にいかに生かすかを探りながら確かな歩み
を進めて行きたいと思います。

国際ロータリー第2610地区ガバナー
菊 知 龍 雄

国際ロータリー第2610地区ガバナー
菊 知 龍 雄

「超我の奉仕」
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　非識字解消の問題は地球規模の重要なテーマ、
国際連合の目標、国々の大きな問題です。ロータリー
だけではとうてい到達できる見通しは立たない。
目的を同じくする諸団体との協力、連帯は不可欠
です。
　識字とは、日常生活で読み書き計算ができると
いうこと、対して非識字者は読みもできず、当然書
けもしない人たちのことです。
　世界でおよそ１０億の人々が非識字者といわれ
ています。この数字は１５歳以上の大人の四分の
一に相当します。国別ではアジア・アフリカが大部
分を占め、アジア７５％、アフリカ２５％です。
　世界の人口はおよそ６０億を超え、年間約１億
人が増え続けています。９７％が開発途上国の人
達です。非識字層はますます増え続けることにな
ります。"貧困は人口問題"といわれています。お互
いに、いわゆる悪循環を生むことになります。
　未開発国では１億３，０００万人が学校に行か
ない、いわゆる未就学児がおり、せっかく入学した
学校も三分の一が卒業していません。不就学児が
そのまま非識字層につながるわけで、職もなく、社
会から置き去りにされることが考えられる。非識
字者が徐々に少なくなったとしても、人口が増え
続ける限り数字は改善されないのです。非識字が
故の事故、そして文字を知らないが故に貧しく、後
進性から脱却できず、文化の恩恵はない。非識字層
の多い途上国と先進国の隔差は拡がり、本は読め
ない、人の考えは理解できない無知、偏見そして不
平等は増幅します。人々を恐怖に落し入れるテロ
の温床ともなり、我々の望む世界平和・相互理解は
得られず、危機感のみを与えます。
　ＲＩは非識字の問題が諸悪の根源となり得ると
の考えから、識字率向上が１９８６年のＲＩの強
調事項となっていましたが、１９９７年に識字プ
ロジェクトとして発足、７月を"識字率向上月間"
に指定しました。本年度、カール･ヴィルヘルム･ス
テンハマーＲＩ会長は識字と教育、水資源保全を
あげて、継続性を強く強調しています。人間として
生きるための極く基本になる読み書き、計算を貧
困からの救出の課題としているのです。

　非識字の故最も影響を受けるのは女性です。非
識字者の三分の二は女性ですが、字が分からない
ために保育の知識が乏しく、乳児死亡率も高く、性
教育の知識不足がエイズ予防を困難にしています。
最低限の読み書きはできるけれども、社会で生き
ていくには十分でない機能的非識字者の存在もあ
ります。
　国際連合は、２００３年から２０１２年の１０
年間を「世界識字１０年」と定めました。世界中に、
飲み水にアクセスできない人達が１２億います。
その日に食べるものが十分でなく、教育もなかな
か受けられない。識字率の高いわが国では想像し
にくいのですが、悲しみを生む戦いやテロ、利己的
な主張の数々、ロータリーが平和を礎く頼みの力
になれないか。クラブから、地区からアクションを
起こして、身近な外国人労働者、海外支援等新しい
行動計画を提起していただきたいと望みます。

国際ロータリー
識字および教育
第２ゾーンコーディネーター
髙　山　　孝



識字率向上月間に因んで
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　ラオスはインドシナ半島内部の海の無い内
陸国であります。日本本州とほぼ同じ面積で其
の７０％が高原ないし山岳地帯で人口が520万
人の非常に貧しく遅れている国です。ASEAN(東
南アジア諸国連合)は、東南アジア地域１０カ
国全部が加入した地域機構となっております。
その中でもラオスの経済が格段に低いので全
体の経済発達の足を引っ張っているといわれ
ます。日本政府もODA（政府開発援助）を使って
大きく援助しております。大きなものは国に任
せるとして、小さくても我々に期待されている
事はあるのであります。ラウス文部省の調査で
は、19,500の集落に対し学校を持つ集落は
8,500で11,000の集落には学校も何も無い。そ
こでは全部未就学児童となっております。未就
学成人１４０万人（全人口520万人）。これは山
岳系民族に多く、特に比較的新しく移住してき
た民族に多いといわれます。ラオスでは山岳民
族が沢山あって多民族国家であります。この識
字率の低さが此の国の発展を妨げており、国民
一人ひとりが貧しさから抜け出せない大きな

原因の一つになっております。ステンハマーRI
会長の"識字"と"水"の強調事項に適合する事
業としてラオスにCLC(Comunity Learning 
Center)学習センターを建設する事を、地区重
点事業にすえてゆきます。ＣＬＣは学校よりも
もう一つ幅広く住民全部を対象にするもので、
言わば寺子屋でありまして、児童のみならず色々
の対象が利用できますので、学校でなくＣＬＣ
を選んだものです。既に近藤年度において計画
の立案と綿密な調査が進められております。そ
れを私がひきついで是非完成させたいと願う
わけであります。地区の仕事として広く地区全
体から浄財を募りたいと思っております。どう
か其の目的のため、皆様方のご協力をお願いい
たします。

　国連は全ての人間の尊厳を確立するため人間の残忍性と
欲望を抑制し、天然資源と自然の美を保護し、男女の平等を
維持し、次世代に安全な世界を引き継ぐために、各国が協力
するようと国連アナン事務総長が講演している。
　アフリカでは内乱や人種紛争、人権侵害、干ばつ飢餓など
によって何百万もの人が故郷から追い出されている。識字の
低下は想像以上のものがあります。人類将来のためロータリー
の皆様のご協力により全てが好転する様ご協力をお願い致
します。

Interbational District

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER

ガバナー　菊 知 龍 雄

「ラオスでの地域学習センターの設立によせて」

「識字率の向上を願って」

国際ロータリー
識字および教育
2610地区コーディネーター
四津谷道昭
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富山第一分区ガバナー補佐富山第一分区ガバナー補佐

岡 田 正 夫
（ 宇 奈 月 Ｒ Ｃ ）

　05-06年度富山第一分区ガバナー補佐を務めさ
せて頂くことに成りました。今年度の国際ロータリー
は次の100年に向けての第一歩を走り出す大切な
年度であります。ＲＩ会長ステンハマー氏のテー
マ「超我の奉仕」の基本方針と第2610地区菊知ガバ
ナーの地区運営方針を準拠し、充実した年度にす
ることと共に、ガバナー補佐の責務を全うして行き、
第一分区8クラブの発展に微力ですがご尽力致す
所存ですので何卒宜しくお願い申し上げます。
終りに各会員の皆様方の御健勝と貴クラブの益々
のご発展を心からお念じ申し上げましてご挨拶と
させて頂きます。

富山第二分区ガバナー補佐富山第二分区ガバナー補佐

中 田 昌 作
（ 富 山 中 Ｒ Ｃ ）

活力溢れる年度に

これからの100年の最初の一年目を迎え私達の第
二分区は此の度の合併で新富山市に7RC、立山町と
上市町で2RC合計9RCで構成されます。先輩方は此
の会員数を減らさないように退会防止と増強拡大
に大変な努力を重ねてこられました。多数から生
まれる多様な発想と寄せられた多くの善意で地域
での「超我の奉仕」だけでなく海外に人道上の援助
の手をさしのべ国際貢献の偉業を成しとげていま
す。次なる100年の幕開けに当りガバナーのご指導
と第二分区の皆様のご協力を得まして活力溢れる
年度にしたいと念願しております。皆様方よろし
くお願い申し上げます。

富山第三分区ガバナー補佐富山第三分区ガバナー補佐

安 田 泰 博
（ 新 湊 Ｒ Ｃ ）

この度2005-2006年度富山第三分区ガバナー補佐
を務めることになりその職務の重さを痛感致して
おります。今年度はロータリー100周年も終り新た
な世紀の第一歩を踏み出す年です。
ステンハマーＲＩ会長の標語「超我の奉仕」のもと
菊知ガバナーの地区運営方針が的確に達成できる
よう微力ですが努めてまいりたいと思います。
　会員の皆さんの温かいご指導ご協力の程よろし
くお願い申し上げます。

富山第四分区ガバナー補佐富山第四分区ガバナー補佐

川 田 義 弘
（ 南 砺 Ｒ Ｃ ）

ガバナー補佐をお引受して

補佐役をお引受けしてから半年が過ぎようとして
居ます。
その間四回にわたり研修の機会に接しその都度ロー
タリーについての知識が一層と深まっていきます。
　私は以前からロータリーとは人と人との出会い
の場だと思っています。
　今後の研修及び会合を通して得ることの出来た
人と人との出会いと新しく得ることの出来た情報
を活用して今後ともロータリーの発展につくして
行きたいと思っています。

石川第一分区Ａガバナー補佐石川第一分区Ａガバナー補佐

高 本 昭 二
（ 金 沢 南 Ｒ Ｃ ）

私は入会齢が遅く「ロータリーとは何か」を充分究
めず親睦と友情を楽しみに出席・
行事参加して来ました。
　この度の大役を承り先輩のY先生に届けて頂い
たロータリー関係書を入試前の俄か
勉強よろしく濫読中の状態です。
　先ずは菊知ガバナーのご方針　各クラブの意向
等、双方の連絡係に徹し併せて
各クラブの発展のお手伝いをしたい「スピードと
変革の時代」のロータリーを納得理解
されるよう、皆さんと共に努力したいので宜敷く
お願い致します。

石川第一分区Ｂガバナー補佐石川第一分区Ｂガバナー補佐

炭 谷 亮 一
（ 金 沢 百 万 石 Ｒ Ｃ ）

　地区協議会での菊知次期ガバナーの、所信表明
演説にありました通り、米山奨学会の特別寄付の
増加とロータリー財団の強加を図る為に、私のテ
リトリーのクラブ訪問の際に、会員の皆様に強く、
熱く要望したいと思います。
　又ラオスへの援助についても十分御理解をいた
だける様にしたいと思います。
　私個人的には、すべてのロータリークラブが金
太郎飴の様になるのではなく、21世紀に十分対応
し活躍出来る態勢をつくる必要があると説くつも
りです。

石川第二分区ガバナー補佐石川第二分区ガバナー補佐

下 出 宏
（ 山 中 Ｒ Ｃ ）

　1904から始まって100年の歴史をきざんだロータリー、
その発生史や定款や綱領の中に進化の過程を知ると、
今更ながら100年の間にその規模を広げ、倫理的水準
の高い綱領と拡大力のある団体であることに驚く。シ
カゴのアル・カポネ等の悪徳商人を排除し、第1次、2次
世界大戦もしたたかに生き抜き、現在もその輪を広げ
ようとしている。私はRC歴20数年の若輩ですが、一時
機会があって東京までRCのカリキュラムをひと通り
勉強に数回行ったことがあります。悲しきかな今は、頭、
磨かざれば、正にでくのぼうです。しかし今年、補佐を
拝命してあの時学んだ事が次々と湧き上がってきて、
大変意欲が出て来ました。ロータリーを知るには先ず
その発生史、歴史をさかのぼって勉強することが一番
だと思います。人間が作って、そして進化し拡大して
行く過程を知ると、とても身近に感じ愛着が湧いてき
ます。ポール・ハリスの語録にロータリーは生れ、自然
の摂理のように成長し、繁栄し、年をとり、病み衰えつ
いには死んで行くのでしょうか、と言っています。
ロータリアンの皆様今年度もガンバリましょう。

石川第三分区ガバナー補佐石川第三分区ガバナー補佐

宮 田 寿 雄
（ 富 来 Ｒ Ｃ ）

　此の度、石川第三分区ガバナー補佐に任命され、
その職務の重大さを痛感しております。
　昨年2月、急に心臓を悪くして、退会も止むなし
と感じていた矢先の事でした。然し、ロータリー精
神として推薦を戴いた以上は、身体の続く限り頑張っ
てみようと決心しました。
　ＲＩの今年の方針を請け、菊知ガバナーが提示
された2005-2006年度の地区運営方針に沿って、ガ
バナーが運営する諸々の運営指針に基づき、補佐
の任務である各クラブとのパイプ役、そして意志
の疎通を図る事等、少しでもお手伝いが出来れば
…と念じ、又その務めを果たすべく努力したいと思っ
ております。どうか会員の皆様方、暖かいご指導と
ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

石川第四分区ガバナー補佐石川第四分区ガバナー補佐

小 橋 信 一
（ 門 前 Ｒ Ｃ ）

　次期ガバナー補佐研修において、桝田地区研修リー
ダーから「ガバナー補佐は常に菊知ガバナーがど
んな活動を営み、何を考えているかを察知して、各
クラブを具体的に指導することが重要な任務です」
と言われました。
私もこの一年間、ガバナーの方針をよく理解し、各
クラブに持ち帰り、クラブロータリアンに正確に
伝え、問題の共有化をはかり、更に日々の活動に結
びつけていきたい。
　具体的には
  1.例会の参加率を高めて会員の増強をはかる
 2.地元の奉仕活動に積極的参加し活性化をはかる
　3.R財団、R米山奨学会の寄付の増進をはかる

Interbational District
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地区大会顧問
　仲谷　純三 (小松 ｼﾃｨ)
　北川　晶夫 (金沢)
　近藤　俊行 (入善)
大会実行委員長
　吉田　幸雄 (加賀)

ガバナーエレクト
　荒井　公夫（高岡西）

富山第１分区
　岡田　正夫　(宇奈月)
富山第２分区
　中田　昌作　(富山中)
富山第３分区
　安田　泰博　(新湊)
富山第４分区
　川田　義弘　(南砺)

石川第１分区Ａ
　高本　昭二　(金沢南)
石川第１分区Ｂ
　炭谷　亮一　(金沢百万石)
石川第２分区
　下出　　宏　(山中)
石川第３分区
　宮田　寿雄　(富来)
石川第４分区
　小橋　信一　(門前)

ガバナー
　菊知　龍雄　（加賀白山）

地区顧問
　大木　隆（高岡北）

地区研修リーダー
　桝田敬次郎(富山)

ロータリーの友地区委員
　寺前　英夫（加賀白山）

Ｐ.Ｅ.Ｔ.Ｓ実行委員会
　高岡西ＲＣ

地区協議会実行委員会
　高岡西ＲＣ

ガバナー補佐

◎菊知　龍雄（加賀白山）

　伊東　清雄（小松）

　若林啓之助（富山南）

　清水　誠三（金沢南）

　四津谷仁朔（高岡西）

　佐々木鐵牛（七尾みなと）

　仲谷　純三（小松シティ）

　四津谷道昭（高岡）

　松尾　久義（金沢東）

　桝田敬次郎（富山）

　前山　正一（七尾）

　津田　達雄（砺波）

　北川　晶夫（金沢）

　近藤　俊行（入善）

諮問委員会

地区ガバナー指名委員会

中川　幸一 (加賀白山)

小野　俊光 (加賀白山)
山口　栄二 (加賀白山)
川向　敏晴 (加賀白山)
角出　伸一 (加賀白山)
中田　隆彦 (加賀白山)

地区副幹事

地区幹事

◎吉田　義明(加賀白山)
　向井　司朗(高岡西)
　市村　昇志(高岡西)
　松中　雅樹(羽咋)
　林　　一夫(羽咋)

地区財務委員会

◎押田　邦夫(富山みらい)
　中野　一輝(金沢)
　内橋　助松(宇奈月)

地区監査委員会

◎近藤　俊行 (入善)
　桝田敬次郎 (富山)
　前山　正一 (七尾)
　津田　達雄 (砺波)
　北川　晶夫 (金沢)

表彰審査委員会
◎西島　泰人(入善)
　水木　保男(砺波)
　新滝　淳子(小松)

クラブ奉仕部門Ａ

カウンセラー
桝田　敬次郎 (富山)

　会員拡大増強委員会
◎橋爪　　愰(富山南)
○米野　　輝(小松ｼﾃｨ)
◇会員増強小委員会
＊金田　安夫(新湊)
　吉沢　国男(黒部)
　田中　　均 (越中八尾)
　小間井宏尚(金沢北)
　泉　　勝幸(加賀白山)
　林　　一夫(羽咋)
◇退会防止小委員会
＊河原林保男(七尾みなと)
　小林　紀男(富山西)
　江幡　哲也(氷見)
　大田　信市(小松シティ)
　乗地五右衛門(穴水)
◇新世代メンバーシップ小委員会
＊若松　明夫(金沢みなと)
　稲垣　正人(富山)
　麻生　幸雄(高岡万葉)
　古軸　裕一(南砺)
　加藤眞揮雄(金沢南)

立法研究委員会
◎松本　静夫(金沢)
　稲土　　豊(富山)
　上田　　惇(高岡北)
　大杉栄志郎(加賀白山)

雑誌委員会
◎寺前　英夫(加賀白山)
　本崎　正富(黒部)
　金森　米男(高岡西)

クラブ奉仕部門Ｂ

カウンセラー
　津田　達雄 (砺波)

　　　広報委員会
◎本　　裕一 (能美)
○山本　尚靖 (上市)
○吉田　正樹 (小松ｼﾃｨ)
　田村　直久 (富山ｼﾃｨー)
　林　　淳一 (砺波)
　島　　竜彦 (高岡西)
　福田　修一 (白山)
　津田　文雄 (七尾)
　松野　茂雄 (輪島)

Ｒ情報委員会
◎中田　武太(小松東)
　小谷　征夫(射水)
　藤本　哲夫(石川鹿島)

職業奉仕部門

カウンセラー
佐々木　鐵牛(七尾みなと)

　　職業奉仕委員会
◎北村　憲三(砺波)
○寺下　利禎(能都)
　建部　徳明(入善)
　金田　利行(上市)
　桶　　茂行(氷見中央)
　今村　　修(河北)
　木村　博美(白山石川)
　上杉　豊明(小松)
　山口真一郎(志賀)

国際奉仕部門

カウンセラー
北川　晶夫(金沢)

　国際青少年交換委員会
◎山本　　茂(金沢南)
○金森　米男(高岡西)
○田中　　泰(金沢香林坊)
　原　　英高(魚津西)
　澤端　喜明(富山シティー)
　中村　和博(射水)
　北川雅一朗(金沢)
　中田　吉則(金沢東)
　柳生　好春(野々市)
　室岡　隆之(加賀中央)
　所司　久雄(七尾みなと)

　世界社会奉仕委員会
◎中村啓二郎(野々市)
○真野　清治(富山中)
　川那辺利一(井波庄川)
　魚津　哲也(金沢香林坊)
　谷口　　敬(中島)

　　友情交換委員会
◎河野　良三(金沢)
○三輪　邦彦(加賀中央)
　米屋　昌子(魚津西)
　源　　　浩(富山西)
　米田　俊之(高岡万葉)
　崎山　武夫(氷見)
　沢田　光夫(金沢北)
　桂　　撤男(七尾)
　中野　俊一(門前)

ロータリー財団部門

カウンセラー
仲谷　純三(小松ｼﾃｨ)

ロータリー財団委員会
◎瀬戸　和夫(金沢)
○桝田隆一郎(富山)
◇補助金小委員会
＊桝田隆一郎(富山)
　柴田　　樹(高岡北)
　松本　耕作(金沢)
　生水　敏雄(小松)
　紙子昭佐久(能都)
◇年次寄付・恒久基金小委員会
＊松島　昌幸(羽咋)
　上島　　賢(朝日)
　國本　吉隆(高岡)
　江守　道子(金沢百万石)

ロータリー米山記念部門

カウンセラー
前山　正一(七尾)

ロータリー米山
　　　記念奨学会委員会
◎林　　和夫(富山みらい)
○福田　　裕(白山石川)
◇米山寄付増進小委員会
＊福田　　裕(白山石川)
　岡島　　清 (黒部中央)
　釣　　省三(新湊中央)
　岩田　　修(金沢みなと)
　室本　隆輔(輪島)
◇米山記念奨学生小委員会
＊卯野　信彦(金沢東)
　野垣　俊幸(富山南)
　白井　　中(小矢部)
　朝倉　周三(野々市)
　竹内　正治(加賀)
　佐々波隆一(七尾みなと)

　　米山記念奨学会
理事　　前山　正一（七尾）
評議員　近藤　俊行（入善）
評議員　菊知　龍雄（加賀白山）
評議員　荒井　公夫（高岡西）

◎：委員長　　　○：副委員長　　　*：小委員会委員長
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新世代部門

ローターアクト委員会
◎和田　清聡(金沢東)
○長田　達明(魚津西)
　松嶋　幸夫(立山)
　青木　一登(新湊)
　車　　弘志(高岡西)
　作田　　武(金沢西)
　西竹　弘明(白山)
　浅倉　秀身(能美)
　林　　直樹(珠洲)

インターアクト委員会
◎折橋　健次 (加賀)
○桶谷　篤生(南砺)
　中島　久義(魚津)
　山本　倫郎(富山みらい)
　二上　桂介(高岡)
　松原　一夫(金沢香林坊)
　坂倉　佳彦(小松東)
　大根　喜義(七尾)

カウンセラー
四津谷　道昭(高岡)

社会奉仕部門

　　社会奉仕委員会
◎立野井富二(高岡)
◇社会奉仕小委員会
＊宮島　昭宣(小矢部中)
　水橋　哲夫(滑川)
　倉山　　浩(山中)
　小川　大洋(富来)
◇環境保全小委員会
＊加藤　弘雄(金沢西)
　黒澤　　敏(富山中)
　西川　義忠(河北南)
　渕田　　繁(内浦

カウンセラー
四津谷　仁朔(高岡西)
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月 日 行 事 予 定

１月　　

２月　　
4(土)
5(日)
5(日)

11(土)
16(木)～
23(木)

３月　　
4(土)
5(日)

12(日)
18(土)
19(日)
26(日)

４月　　
12(水)
23(日)

５月　　
20(土)
21(日)

６月　　
11(日)～
14(水)

ロータリー理解推進月間

地区財務･監査委員会

第２回諮問委員会

世界理解月間

Ｒ米山記念奨学会選考面接試験(石川県)

Ｒ米山記念奨学会選考面接試験(富山県)

朝日ＲＣ創立40周年記念式典

石川第３分区ＩＭ（ホスト：富来ＲＣ）

国際協議会

石川第一分区ＩＭ（ホスト:金沢百万石ＲＣ）

Ｒ米山修了者歓送会

石川第２分区ＩＭ（ホスト：山中ＲＣ）

富山第1分区ＩＭ（ホスト：宇奈月ＲＣ）

富山シティーＲＣ創立10周年記念例会

会長エレクト研修セミナー(ＰＥＴＳ)ホスト：高岡西ＲＣ

能美ＲＣ創立35周年記念式典

インターアクト海外研修

ホームスティ－行先:オーストラリア

第３回諮問委員会

ロータリー雑誌月間

富山中ＲＣ創立30周年記念例会

地区協議会（ホスト：高岡西ＲＣ）

志賀ＲＣ創立35周年記念式典

インターアクト海外研修事後研修

Ｒ米山記念奨学会オリエンテーション

第28回ローターアクト年次大会（能美ＲＡＣ）

新湊中央ＲＣ創立15周年記念式典

珠洲ＲＣ創立40周年記念式典

ロータリー親睦活動月間

2006国際大会　

ロータリー友情交換（アラスカ）

インターアクト地区協議会

地区財務･監査委員会

2005-2006年度　年間行事予定2005-2006年度　年間行事予定

７月公式訪問予定日７月公式訪問予定日
７月１９日(火)：
７月２０日(水)：
７月２１日(木)：

魚津西ＲＣ
宇奈月ＲＣ
羽咋ＲＣ
金沢百万石ＲＣ

７月２２日(金)：
７月２６日(火)：
７月２７日(水)：
７月２８日(木)：
７月２９日(金)：

金沢西ＲＣ
小矢部ＲＣ
富来ＲＣ
氷見ＲＣ
能美ＲＣ
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月 日 行 事 予 定

７月　　
3(日)
3(日)
3(日)
9(土)

10(日)
10(日)
16(土)
23(土)
24(日)
30(土)

８月　　
24(水)
27(土)

９月     
3(土)
3(土)
4(日)
10(土)
11(日)
17(土)

10月　　
2(日)
8(土)
22(土)

22(土)～
23(日)
30(日)

11月　　
6(日)

24(木)～
25(金)

26(土)～
27(日)

12月　　
4(日)
11(日)

識字率向上月間

地区インターアクト委員会

地区広報委員会　地区雑誌委員会

広報委員長会議・情報委員長会議・雑誌委員長会議

ガバナー･元･次期ガバナー懇談会　ガバナー会会議　

ロータリーの友委員会議

第１回ガバナー補佐会議

第１回全国青少年交換委員長会議

第1回諮問委員会

地区国際青少年交換委員会・国際青少年交換委員長会議

ロータリー財団地域セミナー

会員拡大増強委員長会議

会員増強および拡大月間

インターアクト年次大会（ﾎｽﾄ：高岡商業高校）

世界社会奉仕委員長会議

新世代のための月間

社会奉仕委員長会議

ロータリー米山記念奨学会 カウンセラー研修会

地区職業奉仕委員会・職業奉仕委員長会議

ロータリー財団委員長会議

第１回ＧＥＴＳ

砺波ＲＣ創立50周年記念式典

地区財務･監査委員会

職業奉仕月間

七尾ＲＣ創立50周年記念大会

小松ＲＣ創立50周年記念大会　7(金)ゴルフ大会

地区指導者育成セミナー

地区大会（ホスト:加賀ＲＣ）　21(金)ゴルフ大会

ローターアクト指導者研修会

ロータリー財団月間

富山第４分区ＩＭ（ホスト：南砺）

財団地域セミナー、第２回ＧＥＴＳ、ガバナー会会議、

ＲＺＩに関連する付随プログラム

ロータリー・ゾーン研究会

加賀白山ＲＣ創立10周年記念式典

Ｒ米山記念奨学会年末懇親会
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2610
2005-2006年度ガバナー
菊　知　龍　雄

ガバナー事務所
〒922-0842
石川県加賀市熊坂町ニ55 グランドハイパレス９０１号
TEL(０７６１)７２－１０００　FAX（０７６１）７２－８０８７
URL http://www.rotary2610.jp/
E-mail:info2005@rotary2610.jp

　当地区のホームページが開設され、北川年度よりガバナー月信がペーパレス化されましたが、その後ペーパ
復活の要望が寄せられるようになりました。そこで、菊知年度では予算の都合もありますので、全面的復活は
できませんが、ホームページの内容紹介も兼ねて月信を発行する運びとなりました。紙面の都合で地区役員の
一部の方々しかご紹介できませんが、ホームページに順次掲載させていただきますのでご容赦願えればと恐
縮いたしております。まだ手探りの状態ですので、ご不満な点がありましたらぜひご意見をいただければ幸い
であります。
　なお、地区広報委員会のご尽力により、地区のホームページが変わろうとしています。私たちスタッフも協
力して充実したホームページになるよう努力していきたいと思っております。ぜひ皆様のご協力をお願いい
たします。

ガバナー事務所スタッフ一同

　ガバナーからのメッセージ、月信（印刷版）の掲載、ガバナー事務所からの連絡事項、地区委員会の
活動報告、地区内クラブの活動報告と多彩な内容に加え、インターネットの特性を活かした、速報性・
リンク情報・検索機能なども織り込んでいく予定です。
　トップページ画面左側に配置されたボタンの各項目をクリックしていただくと、それぞれの内容
が表示されます。年度始めの時期では掲載量も多くはありませんが、およそ週間単位での更新を予定
しております。時々アクセスしていただければ幸いです。
　地区内会員の皆様に紙の印刷物として配布されます「ガバナー月信」（印刷版）には掲載しきれない
写真や詳細記事も、ホームページ上では御覧になれます。ただ、会員動向の「退会」項目と、各クラブ出
席率の情報は、ロータリアン以外の方の閲覧も考慮し、「月信」（印刷版）の箇所への掲載に留めました。
御理解の程お願い致します。
　地区ホームページが、会員の皆様にとって、有益なツールとなるよう努めます。ご愛読の程お願い
致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     地区広報委員長：本　裕一（能美ＲＣ）

国際ロータリー２６１０地区ホームページ　　http://www.rotary2610.jp
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編集後記

地区ホームページについての御案内地区ホームページについての御案内
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２６１０地区ホームページを新年度にあわせ、リニューアルいたしました。２６１０地区ホームページを新年度にあわせ、リニューアルいたしました。２６１０地区ホームページを新年度にあわせ、リニューアルいたしました。




