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ガバナー会
　この 7月 1 日は土曜日で、この日から ’06 ～ ’07 年

度がスタート致しました。つまりガバナー・ノミニーと

して１年間、ガバナー・エレクトとして１年間いろいろ

と勉強させて頂いて、この日からガバナーになるのです

が、丁度その日に、東京の新高輪プリンスホテルで私共

の年度の第１回ガバナー会と附随する諸会合が開催され

ました。勿論私も他の 33人の「今日からガバナー」達

とともに、本年２月の米国サンディエゴ市での国際協議

会の折に着用していた制服とも言うべきブレザーと、ビ

ル・ボイドＲＩ会長の出身地であるニュージーランドの

貝殻の色をイメージしたという青い色のネクタイを締め

て、参加致しました。

　国際協議会の時もそうでしたが、ボイド会長の示され

た ’06 ～ ’07 年度ＲＩテーマ “Lead  The  Way”「率先し

よう」に基づく様々なセッションでの公式的な勉強もさ

ることながら、そのオフの時間にする同期ガバナー達と

のお話も、なかなか面白く参考になることがいろいろあ

りました。開始時間までの少々の時間、昼食時、ティー

タイムの折など、ちょっとした「貴地区では、公式訪問

は全部のクラブをまわられますか？」「貴地区では分区

　「率先しよう」決意のブレザー

はどのようなサイズですか？」「10人以下の会員のクラ

ブはありますか？」等々、雑談か軽い話題程度でのやり

とりでも、自分の地区との違いや、独特の習慣や苦労と

いったものがわかって、面白く思いました。

　2～ 4クラブをまとめて公式訪問する、といった地区

もありますし、地区によっては、4人とか 6人とかの会

員数のクラブもあるようです。共通して言えることは、

会員増強がだんだん難しくなって来ているということで

す。これはＲＩの強調事項の一つでありますが、私も率

先して、力を入れようと考えています。

国際ロータリー第2610地区
2006 ー 2007 年度ガバナー

荒 井 公 夫

7 月 5日　橘慶一郎　高岡市長を表敬訪問

祝・珠洲 RC創立 40 周年
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　会員増強は “目的 ”ではなく、クラブの魅力の “結果 ”だ

と思います。

　ロータリーは第 2世紀に入りました。しかし、昔の考え

方に依然としてこだわっていては、柔軟性もパワーも出てこ

ず、激動の社会に適応できるのでしょうか。多様な変化を

しっかり見つめて、目的と方法を正しく定め、地域社会の

中で自主的かつ具体的な魅力ある活動をし、結果的に地域

 会員増強および拡大月間を大切に！

社会のみなさんに評価され、“魅力ある集団だから是非入会

したい ”という潮流を起こさなければならないと思います。

　今年度のテーマは “LEAD  THE  WAY”‒「率先しよう」で

す。私ども委員会としては、新規プログラム ‒ロータリーク

ラブ「職業体験支援事業」を提言し、2610 地区 65クラブ

3000人のみなさんに積極的な討論が巻き起こることを願っ

ております。

会員拡大増強委員会　委員長
橋 爪 　 幌 （富山南 RC）

止まらぬ会員減少の流れ
　ロータリー活性化の原点は、会員の増強なくして

は成立たない。この認識のもと昨年度は会員増強の

具体的指針として、“GET65”（各クラブ純増 1名）

を掲げてきたが、思うような成果が挙がらなかった。

なぜか、それは “GET65” が “ 会員増強を目的とせよ ”

と受身で受け取られ、受身で行動されたためなので

はないか。会員増強は “目的 ”というよりクラブの魅

力がもたらす “結果 ”のはずである。ではクラブの魅

力とは何か。それは、自分たちの活動こそが基本だ

というロータリーの自主的な考え方を持たないと出

てこないと思う。

ロータリーは第2世紀を迎えて
　今、社会は非常に変貌している。社会意識や文化

の変化、そして風俗習慣にしてもその多様な相違と

変化を理解して、昔の考え方にこだわらず、地域社

会の中で魅力ある個性的かつ具体的な活動をするこ

とが必要である。そうでなければ激動の社会に適応

できず、何をやっているのかわからない団体いわゆ

る “ 異質な世界 ” に映っている状態から脱却できな

いのではないか。

来月は新世代のための月間です

　ナポレオン語録に、“戦術の失敗は戦略でカバー

することができるが、戦略の失敗は戦術でカバーすることはでき

ない。”とある。ロータリー会員増強の戦術として、新会員を探

し出す際の考慮事項や退会防止に関する考慮事項等が提示され

ているが、これらの戦術は新しい時代に即した戦略なくしては活

かされないのではないか。その戦略転換とは会員を “集める ”か

ら、会員が “集まる ”即ち “ 魅力ある団体だから是非入会したい ”

というものへの構造改革のことである。

　戦略転換のプログラムとして、新しくロータリークラブ

“職業体験支援事業 ”を実施する。いま文部科学省と各教育委員

会が青少年のキャリア形成への一助にと、富山県の「社会に学ぶ

14歳の挑戦」や石川県の「わくワーク体験」等に代表されるよう

な施策を推進しているが、この “職業体験支援事業 ”は、われわれ

2610地区65クラブ3000名の背中で見せる人生であり、その職場

をもってする実践活動は相当な社会的反響を呼ぶものと思われる。

某ＲＩ会長談・“話してくれたことは忘れてしまうでしょう。示し

てくれたことは覚えているかもしれません。けれども、実際にや

らせてくれたら決して忘れることはないでしょう。”

　この談話を胸に、今こそロータリーの社会的地位の高揚と存

在を広く地域社会に定着させ、会員の増強環境を醸成しクラブ

の活性化につなげるときである。

会員数減少の流れが止まりません

時流適応

提言

率先しよう
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委員長のご挨拶

●立法研究委員長　西 島 泰 人 （入善 RC）
当委員会の役割は規定審議会に提案する制定案並び
に決議案の検討が主な事項であります。ロータリー
の確固たる信念のもとに、時代の変化と共に、変わっ
ていく制度に適応してこそロータリーの輝かしい未
来が存在するものと思っております。

● R情報委員長　中 田 佳 男 （富山 RC）
R 情報委員会が単独の委員会として地区の組織に組み
込まれて二年目になります。それだけ R情報が重要
視されてきたからでしょうか。特に新入会員への情報
伝達がしっかりされないと早期の中途退会に繋がるとの危惧があり
ます。ロータリークラブとは何か、何を目的としている団体か、4
大奉仕とは何か等、これらの事をしっかりと伝える必要があります。
外部からの情報収集も必要です。ロータリーも日々変化しておりま
す。各クラブの情報委員長の少しでも役に立つよう努力いたします。

●社会奉仕委員長　立野井 富二（高岡 RC）
ロータリーが世界中の発展、成長できた理由は、「奉仕」
という普遍的で崇高な理念があったから‒と言われて
おります。なかでも「社会奉仕」は地域社会と密着し
ており、物質主義的或いは利己主義的風潮の広がりやすい現代社会に
あって、地元のニーズを取り込み、奉仕活動を表現或いは実現するう
えで分かりやすい面があると思われます。もちろん「奉仕」に対する
温度差は個々に違うのは当たり前です。しかし、ロータリーに入って
いれば少なくとも氷点下にはならない。それでいいと思います。

●インターアクト委員長　折 橋 健 次 （加賀 RC）
インターアクトは世界的に伸び盛りのプログラムであ
ります。毎年 1万人以上の会員が増え続けておりま
す。当地区でも近年 4クラブが新設され現在 18クラ
ブ 400人を越える会員が活動しておりますが、富山地区 5石川地区
13クラブ石川地区に偏在しております。又、設立母体も私立高校、
実業系高校に限定されております。今年度も富山にインターアクト
を、普通高校にインターアクトを、と言い続けてまいりたいと思い
ます。よろしくご支援のほどお願い申し上げます。

●広報委員長　本 　 裕 一 （能美 RC）
今年度も引き続き広報委員長を務めさせていただきま
す。現在は様々な組織において『説明責任』が問われ
ているように、ロータリーにおいても、活動を正しく
伝え活動の成果が正当に評価されるようにすることは、活動の円滑な
遂行や会員増強のためにも必要なことと思います。ＲＩにおいてもロー
タリーの「公共イメージを高める」活動を要請しております。皆様と
ともに有効な広報ができるように努めます。よろしくお願い致します。

●職業奉仕委員長　元 井 　 實 （高岡北 RC）
ロータリーは職業倫理を重んずる実業人・専門職業
人の集まりです。地区ロータリアン一人一人が高い
職業倫理を自覚し、職業の道徳的水準を高める事の
重要性を、今一度強く認識致しましょう。そして、地区の運営方針
「一人一人の会員が、地区で、クラブで率先し、楽しく活動する」を
実践しましょう。具体的には、“（1）「四つのテスト」を例会場と職
場に掲げること。（2）高い職業倫理観の自覚を促す例会を年 2回実
施。（3）会員が中学校や高校へ行き職業に関する出前授業を行う。”
を各クラブで是非実行して下さいますようお願い致します。

●ローターアクト委員長　和 田 清 聡 （金沢東 RC）
今年度もローターアクト委員長を留任し、4年目には
いりました。最初は先輩から3年はしなさいと言われ
長いなと思っておりましたが、アクトの活動としては
唯一全国規模の第19回全国ローターアクト研修会を2610地区でホ
ストすることになり、もう一年させて頂くことになりました。毎回全
国からロータリアンとアクターが地域外から4-500 名が集まってき
ます。地区内のロータリアンの方にも是非ご協力をお願いします。

●国際青少年交換委員長　田 中 　 泰 （金沢香林坊 RC）
高校2年生を対象に1年に亘り留学をするロータリー
ならではのプログラムである。ここ近年は派遣、受
入とも12名から15名と活動が活発に推移している。
ホームステイをしながら交流をする正に親善大使と考える。若い時
に大きな視野で社会を見る素晴らしいプログラムで会員諸兄の協力
を期待する。本年も米国、カナダ、豪州から 12名をこの地区で受
入することになっている。

●ロータリー財団委員長　瀬 戸 和 夫 （金沢 RC）
本年度地区ロータリー財団委員会は荒井ガバナーの
地区運営方針を下に委員会運営を進めて行きたいと
思っています。まず、財団活動の基礎ともなる年次寄
付・使途指定寄付・恒久基金の寄付を各クラブ各ロータリーアンに
お願いしていきたいと思います。特に年次寄付については一人 100
ドルを目標に頑張りたいと思いますし恒久基金については各クラブ
から最低 1名はお願いをしていきたいと思います。年次寄付につい
ては本年度集まった寄付は 3年後に DDF（地区活動資金）として地
区に半分戻ってきます。此れが地区ロータリー財団委員会の活動資
金となります。ご質問があれば遠慮なく連絡をしてください。

●表彰審査委員長　中 川 幸 一 （加賀白山 RC）
ロータリークラブは毎年々、役割が変ります。今年度、私
は表彰審査委員会、委員長の配役となりました。これまで
の経験を基にロータリークラブの発展と会員の皆様のお役
に立つよう努めますので、ご協力をお願いいたします。

●友情交換委員長　金 　 沂 秀 （金沢百万石 RC）
ロータリー歴 8年の私ごときが、地区友情交換委員
長を仰せつかり大変恐縮し、また重圧を感じており
ます。しかし、私は在日韓国人という特性を活かし
姉妹地区である韓国 3710 地区と 2610 地区との友情交換を更に稔
り多いものにしたいと思っております。特に昔からの歴史、文化を
互いに見つめ考える機会を多く作りたいと考えます。ロータリーの
精神は世界に向いています。会員の皆様、積極的に友情交換事業に
ご理解頂き参加、ご協力をお願い申し上げます。

● R米山委員長　福 田 　 裕 （白山石川 RC）
2001 ～ 2005 年の 4年間、60 才間近になって金沢
大学大学院法学研究科で学びました。20才代の留学
生が沢山勉強しているのに驚きました。ほとんどの
留学生が、目的に向かって大いに努力していると感じました。“ 平
和のためにはコミュミケーションが第一 ”です。論文のことはそっ
ちのけで留学生との多くの交流を体験し、日本の青年と外国の青年
の比較をしながら、学業以外に色んな事を学びました。この体験を
米山記念奨学会の事業の普及に是非活かしたいと考えています。奨
学生同士の交流、ロータリアンと奨学生、学友会との交流も大切に
しながら、ロータリアンの米山奨学事業への理解と支援を獲得でき
るように励みたいと思います。ご協力お願いします。

●世界社会奉仕委員長　関 軒 紀 一 （七尾 RC）
当委員会では、今期は下記の 2つの事業を中心に進
めたいと思いますので、御協力をお願いします。
（1）海外援助活用車両の斡旋
　1991年以降初年度登録の自治体で、廃棄予定の救急車、消防自
動車、水槽車があれば無償で譲っていただき、日本外交協会を通
して、開発途上国に贈りたいと思います。

（2）活動費のお願い
　書き損じハガキを集めて、当委員会の活動費にご協力お願いします。
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 「率先して参加し、小矢部で会いましょう」
  

2006̶2007　国際ロータリー第 2610 地区

地区大会

　荒井公夫ガバナーの就任最初のイベントであり

ます地区大会が 火牛の里、メルヘンの街において

小矢部 RC がホスト・小矢部中 RC がコ・ホストと

して  今年の秋、10 月 21 日 ( 土 )22 日 ( 日 ) 両日に

わたり開催される事になっております。 なお、前日

の 10 月 20 日 ( 金 ) には記念ゴルフ大会も企画さ

れております。

　年に一度の地区大会は、友情を深める良い機会

であり、素晴らしい大会になるよう両クラブの会

員全員が協力の下、10 月のこの地区大会に焦点を

合わせ一生懸命準備しているところです。

なにとぞ、多くの登録を頂きますようお願い致し

ます。

地区大会実行委員長　山 本 喜 彦

記念ゴルフ大会
場所：千羽平ゴルフクラブ

地区指導者育成セミナー
場所：クロスランドおやべ
本会議（Ⅱ）
  9:30 開会点鐘
10:20 ガバナー地区現況報告
10:30 RI 会長代理 RI 現況報告            
10:45 大会委員会報告
12:30 《移動・昼食》
 場所：大谷中学校講堂　
14:00 記念講演
15:00 RI 会長代理所感
16:15 閉会点鐘
《移動》
大会の夕べ
場所：クロスランドおやべ
17:00 開宴  

 「率先して参加し、小矢部で会いましょう」

10月20日 (金)

第 1日目  10 月21日 (土)

第 2日目  10 月22日 (日)

地区指導者育成セミナー
場所：クロスランドおやべ 
本会議（Ⅰ）
13:30 開会点鐘
 ガバナー挨拶
 RI 会長代理挨拶
14:30 協議
15:30 ロータリー講演            
16:45 閉会点鐘
RI 会長代理歓迎晩餐会
場所：クロスランドおやべ 
17:00 開宴  

セーラ・マリ・カミングス 氏

深川  純一 氏

率先しよう
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ローターアクト地区代表からロータリークラブの皆様へ

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　今期は日本全国よりローターアクターが一同に会す

る全国ローターアクト研修会が 2月 24、25 日（土、

日）の日程で、当地区で開催されます。当地区の魅力

を思う存分味わっていただく良い機会になること間違

いなしです。現在全研実行委員会は当日の盛会を祈念

し、打ち合わせを行っている最中です。地区一丸となっ

て必ず全研を成功に導きます。

　そんな当地区ですが、会員の減少が大きな問題と

なってきています。会員が増加しているクラブもあり

ますが、5名以下で活動しているクラブがあるという

ことも現状です。このまま会員が増えなければ 2007

～ 2008 年度は 15クラブで 100 名以下のスタートに

なる可能性もあります。そうした事態を食い止めるた

めにも今期は会員を増やす必要があります。クラブ単

位で会員を増やすということにも限度があるという意

見も聞かれますので、地区役員一同知恵を振り絞り、

そこで出たアイディアや意見を地区内に伝えていきた

いと思っています。

　会員が少ないながらも良い例会を行い、良い関係を

築いているクラブもあります。しかし、何かを行う際、

メンバーが多くいると、委員会も機能しますし、クラ

ブ単位で大きなイベントを行うことも可能になりま

す。何より 2610 地区ローターアクトの未来を考えた

時に会員がいないことにはこの組織は存続しないわけ

です。

　会員の皆様は入会して、楽しいこともあればつらい

ことも各々経験されていることと思います。そんな中

でアクトでないと味わえない楽しい思い出が一つはあ

るはずです。私はそうした経験を現役の後輩達にも味

わってほしいですし、自分が卒業後の現役のアクター

達にも同じ経験をしていてもらいたいのです。そのた

めには必ず会員を増やす必要があるということを地区

役員はじめクラブの会長・幹事の心に植えつけていこ

うと思います。

　今年度も 2610 地区ローターアクトにご指導、ご鞭

撻、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

2006-2007 年度地区ローターアクト

代　表　　坂 本 純 平

インターアクト　クラブ

高岡商業（高岡西 RC） 加賀中央（加賀中央 RC）

高岡向陵（高岡・高岡北 RC） 珠洲実業（珠洲 RC）

金沢商業（金沢東 RC） 遊学館（金沢 RC）

魚津工業（魚津 RC） 金沢（金沢西 RC）

小松工業（小松 RC） 藤花学園尾山台（金沢みなと RC）

小松商業（小松 RC） 大聖寺（加賀 RC）

福光（南砺 RC） 砺波工業（砺波 RC）

鵬学園（七尾 RC） 北陸大谷（小松東 RC）

小松市立（小松東 RC） 星稜（金沢香林坊 RC）

金沢西 RAC

金沢東 RAC

小　松 RAC

砺　波 RAC

金　沢 RAC

能　美 RAC

白　山 RAC

河　北 RAC

魚津西 RAC

立　山 RAC

我等・熱い鉄の如く！

ガバナー事務所は 8月 14 日（月）から 18 日（金）まで夏休みをいただきます。ご連絡・お問い合わせはお早めに！

珠　洲 RAC

南　砺 RAC

高岡西 RAC

七　尾 RAC

新　湊 RAC

ローターアクト　クラブ
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高岡商工ビルにて第 1回ガバナー補佐会議が開
催され、桝田研修リーダー、
前年度ガバナー補佐、さらに
会員拡大増強委員会からの出
席を求め運営方針の確認や会
員増強が議論された。

7 月の行事 ８月の行事予定

国際ロータリー第 2610 地区
2006 － 2007 年度ガバナー　荒井公夫
事務所 〒 933－ 0912
 富山県高岡市丸の内 1－40　高岡商工ビル 9F
 Tel. 0766－ 29－ 2610    Fax. 0766－ 29－ 2622
 E-mail  info2006@rotary2610.jp 

　何が何だかわからずに、まずは何でも『イエ
スマン』そんなこんなで良いのかな？武部さん
にはなれそうにないが、（なりたくも無いが）そ
んな私でいいのかしら。
　カバちゃん風な書き出しとなりましたが、本
当に時のたつのは早いもので 7月 1日よりガバ
ナーエレクト事務所の、エレクトの文字が取れ
て2006‒2007年ガバナー事務所となりました。
2004 年　年末より荒井ノミニーの意向のもと
事務所設置場所、設置時期、最小限の備品手配

等々、向井幹事と相談しながら何とか皆様に満足していただける
事務所になったのではと思っております。さらに荒井ガバナー、
向井幹事の手足となって働いていただける、河上事務局員と出会
えたことは幸いでした。2005年 2月末には
PETS開催の実行委員長、開催日時　決定
地区協議会　実行委員長、開催日時　決定
地区大会ホストクラブ、実行委員長　決定、と車筆頭副幹事の
リードにより順調にスケジュールを進めることができました。
　2005年 9月 1日、ガバナーエレクト事務所、開設。このとき
は何か一つの仕事を終えたなと感じることが出来ました。（本当
は今からが本番なのに…ケセラセラ）事務所開設からもう10ヶ
月。あれよあれよと月日が経ちました。今からが本番本番。これ
からも皆様のご指導、ご助言を頂きながら実り多い 1年にした
いと考えております。今後とも、お力添えよろしくお願いします。

6/23
（金）

第 1回 R情報委員会が高岡商工ビルで開催され
た。

6/30
（金）

東京新高輪プリンスHにて地区会員増強セミナー
が開催され金田安夫会員増強小委員長が出席。

7/1
（土）

東京新高輪プリンスHにてガバナー会議と、ガ
バナー・元・次期ガバナー懇談会が開催され荒
井ガバナーが出席。

R米山記念奨学会委員会がガーデン H金沢で開
催された。

7/2
（日）

東京新高輪プリンスHにて第 1回全国青少年交
換委員長会議が開催され、北川雅一郎国際青少
年交換委員会副委員長が出席。

高岡商工ビルにて第 1回 R情報・雑誌・広報委
員長会議が開催され、102 名の登録者で活発な
意見交換がされた。これに先立ち、第 1回の広
報委員会と雑誌委員会が開催された。

7/5
（水）

橘慶一郎高岡市長を表敬訪問し、ロータリー活
動を説明すると共にロータリー活動への理解と
協力を要請した。

7/8
（土）

ウイングウイング高岡にて第 1回諮問委員会が、
荒井ガバナーはじめ 18名の出席で開催され、本
年度の活動方針などが確認された。

7/9
（日）

  1日（火）
魚津西 RC公式訪問
会員拡大増強委員長会議
（富山第 1・2分区）

富山電気ビル

  3日（木） 中島 RC公式訪問

  6日（日） R財団地域セミナー 横浜パシフィコ

  7日（月）
高岡北 RC公式訪問

社会奉仕委員会 高岡商工ビル

  8日（火） 小松東・加賀白山 RC公式訪問

  9日（水） 井波庄川 RC公式訪問

10日（木） 金沢北・白山石川 RC公式訪問

21日（月） 小松シティ RC公式訪問

22日（火） 金沢南 RC公式訪問

23日（水） 石川鹿島 RC公式訪問

24日（木） 門前 RC公式訪問

25日（金）
29回インターアクト年次大
会（ホスト校：小松工業高校）

小松工業高校

26日（土） 米山学友会総会 金沢大学 “角間の里 ”

29日（火） 白山 RC公式訪問

30日（水） 野々市 RC公式訪問

31日（木） 立山 RC公式訪問

（T）


