
　気がついてみるとわれわれは多くのものを失って

きた。羞恥心もそのひとつであろう。

　ロシアの哲学者、ソロヴィヨフ（ドストイエフス

キーの友人）は、道徳の基準となる人間特有の心情

は羞恥心と同情心だといっている。

　彼のいう同情心は他人の苦悩や苦痛をわがことと

して悩み、苦しむことである。そして、そうしない

ときに自らを恥じる、それが羞恥心だといっている。

　人類の生活においてもっとも大切な規範、唯一無

二の規範は同情心だとドストイエフスキーもその著

「白痴」の中で書いている。

　さて、私はChange Rotaryといったが、失ったも

のを取り戻すことも、もうひとつのChangeではな

かろうかと思う。つまり先輩たちがいっている

Back to the Basic（基本に返る）こともChangeな

のである。

　最近思うのは、先輩たちから多くを学んだつもり

だが、この年になってもあの多くの先輩たちの風格

が自分に備わってこないということだ。見識につい

ても同じことがいえるかもしれない。

　列強に追いつくために坂の上の雲をめざして努力

した明治の人々、敗戦の困窮を克服しつつ日本を経

済大国に押し上げた先輩たち、その生きてきた時代

背景、特異な体験が違うからであろうか。

　多くの知識を身につけたつもりだが、それが私の

裡で見識、風格に変わっていかない、昇華していか

ないのだ。

　異論があるだろうがロータリーも風格を失ったと

いえないだろうか。

問題なのは多くを失っていながら喪失の意識も喪失

していることである。

ロータリーは変えていかなければ生き残れない。そ

して元に戻す、基本に返る、失ったものを取り戻す、

これらもChangeである
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８月行事予定表

　中尾ガバナー年度の活動が開始し、各委員会も忙しくなることと思いま
す。今月号は、各委員長に今年度の方針等を寄稿いただきました。今後は、
各委員会の活動等も、できるだけ月信でお伝えしたいと思います。また、
今月は、会員増強および拡大月間です。会員数の減少が問題となっている
昨今、会員増強については、各クラブともいろいろと工夫されていること
と思います。月信では、各クラブのユニークな活動や取り組みも紹介させ
ていただきたいと思いますので、会員増強に限らず、我がクラブの自慢の
活動等がありましたら、ご投稿願います。写真とコメントのみの投稿も歓
迎致します。内容は、こちらから取材させて頂きます。　　　　

月信担当地区副幹事　廣澤　勲

編
集
後
記

  2日（木）

  3日（金）

  4日（土）

  5日（日）

　〃 

  6日（月）

  7日（火）

  9日（木）

18日（土）

21日（火）

23日（木）

24日（金）
 

中旬 

26日（日）

　〃 

27日（月）

28日（火）

　〃 

31日（金）

31日～9月1日 

金沢北RC公式訪問

富山シティーRC・富山南RC合同公式訪問

地区米山奨学生研修会

　　　　〃

地区会員拡大増強委員会・クラブ委員長会議

小松シティRC公式訪問

山中RC公式訪問

白山RC・白山石川RC・野々市RC 

合同公式訪問

クラブ米山委員長会議

滑川RC・魚津RC・魚津西RC合同公式訪問

高岡RC公式訪問

中能登まほろばRC・中島RC・七尾RC・

七尾みなとRC合同公式訪問

アメリカ・カナダ交換学生派遣・受入

アメリカ・カナダ受入交換学生

オリエンテーション

インターアクト年次大会

高岡北RC公式訪問

小松東RC公式訪問

加賀白山RC公式訪問

地区国際青少年派遣交換学生募集締切

第11回日韓親善会議

夜間例会

ホスト：小松東RC

夜間例会

松魚亭

富山電気ビル

能登方面

　〃

富山電気ビル

ホテルサンルート小松

山中温泉河鹿荘ロイヤルホテル

グランドホテル松任

富山電気ビル

ホテルグランミラージュ

ホテルニューオータニ高岡

番伊

金沢

小松大谷高校

ホテルニューオータニ高岡

ホテルサンルート小松

ホテル アローレ

グランド･プリンスホテル新高輪

夏の能登　見附島（軍艦島）（「夏の海」揮毫　ガバナー）

白山

国際ロータリー第2610地区
2012-2013年度 ガバナー事務所

〒930-0856  富山市牛島町5-5 タワー111ビル 1F
TEL（076）411-9065　 FAX（076）411-9067
http://www.rotary2610.jp/
E-mail：rid2610-nakaog12-13@castle.ocn.ne.jp

2012-2013第2610地区テーマ

もうひとつのChange
―同情心と羞恥心―

2012.8

ガバナー

来月（9月）は新世代のための月間（New Generations Month）
　1996－97年度から、従来の「青少年活動月間」の名称が変わり、「新世代のための月間」となりました。年齢30歳まで
の若い人すべてを含む新世代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。
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ロータリーを考える委員長　中田　佳男（富山RC）
　今年度、中尾ガバナーは新規の委員会として当委員会を設置されました。ガバナーの設置の趣旨を良く
理解、咀嚼し、期待にこたえたいと思います。
　最近の会員減少の傾向は長引く不況が最大の原因だと思われますが、果たしてそれだけでありましょう
か？ロータリー活動の原点に戻り、地区、分区、クラブがどうあるべきかを模索したいと思います。各ク
ラブの悩み事、イベントのあり方など出来るだけ多くのロータリークラブの意見を聴取し、実態を把握
し、守るべき伝統と改革すべき悪弊を詳らかにして行きたいと思います。各クラブの会長・幹事さんには
ご負担をかけることになるかもしれませんがよろしくお願いいたします。

地区委員長ご挨拶

会員拡大増強委員長　柳生　好春（野々市RC）
　田中作次RI会長は「奉仕を通じて平和を」をテーマに掲げられました。ロータリーの転換期に当たっ
て、「奉仕」という社会に向かって能動的・積極的に関わっていく姿勢に共感する次第です。これはまた
ロータリーの停滞はアイデンティティーの喪失・混乱とする調査結果に対する明快かつ端的な回答ともい
えるものです。会員増強というと組織の本能的な自己増殖とも考えられますが、世界の平和を希求する
ロータリアンの増加はそのまま平和に直結するものです。第2610地区のロータリアンの皆さん、躊躇無く
会員増強に邁進しましょう。そして活気に満ち溢れたロータリー・クラブを創りましょう。

表彰審査委員長　岩倉　舟伊智（金沢百万石RC）
　今年度のRI会長方針は、「Peace Through Service」
地区ガバナー運営方針は、「Think, Change and Love Rotary」です。これに従い、次の活動を行ないます。
１）意義ある業績賞ほかRI表彰の審査
２）クラブ活性化に役立つ表彰の立案
３）地区大会表彰に関する事項
 上記の他にも推薦したい会員やクラブがありましたら、ぜひ積極的に表彰委員会までご相談ください。
お待ちいたしております。ガバナー事務所と連携を取りながら進めてまいります。

立法研究委員長　島　正己（氷見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。
　次回の規定審議会は米国イリノイ州シカゴにて2013年4月に開催される予定で、当地区からは久保順一
パストガバナーが代表議員として出席されます。
　久保代表議員の指導のもと、委員の方々と共に活動をしたいと思います。

広報委員長　芝田　実（富山南RC）
　昨年度はR情報委員会と富山市内7RCの協力をいただき、5－6月に1ヶ月間にわたり、富山市内電車の
「サントラム」車体に「END POLIO NOW」のラッピング運行を行い、ロータリーの啓蒙イベントを行
いました。併せて、地区ウェブサイトについて全面リニューアルを進め、地区委員会や会員参加型の新し
いスタイルを目指して更新作業を行ってきました。新年度からの運用になりますが、地区内クラブなどか
らイベントの告知や報告等が従来のウェブ作成ソフトを使用しないで直接、書込みアップできるようにな
ります。本年度は、石川・富山の複数個所で年度早々に運用マニュアルを使用し、地区内クラブ、地区委
員会などを対象とした更新作業説明会を開催し、積極的に活用していただけるよう推進します。また、地
区HP掲載資料のアーカイブ化作業を行います。

Ｒ情報委員長　杉政　憲明（富山シティーRC）
　この度、地区R情報委員会を担当することとなりました。
地区内のロータリー情報委員会へ必要な情報を提供し、メンバーに広報できるように努めてまいります。
ロータリーは友好と奉仕を志す世界的な団体であり、さまざまな業種から代表として選ばれた者で構成さ
れています。
　ロータリー情報委員はクラブ会長経験者及びベテラン勢で構成されていますので、会員の誰でもどんな
質問にでも応えられるよう情報を収集し、提供していきたいと思っております。そしてガバナー月信やク
ラブ会報を通じて地区内の動きや活動状況を広く知らしめたいと思っております。
　皆様のご協力をどうぞよろしくお願い致します。

雑誌委員長／ロータリーの友地区委員　源　　浩（富山西RC）
　雑誌委員会の委員の任期は3年、内1年が委員長でロータリーの友地区代表委員を兼ねます。主なる仕事
はロータリーから出版されている刊行物が、ロータリーの主旨に適合するよう調整し有効な活用を促すこ
と。第2に、ロータリーの友の購読量をふやすこと。第3は、ロータリーの友の原稿に地区内の情報を編集
局に提供し、募集に協力することです。今年度は次の点を提案したいと考えています。ロータリー用語を
適正な現代語訳に改訂。手続要覧を解りやすい平明な文にすべき。又、ロータリーの友はモデルになるよ
うな模範的成功例か、ごもっとも論ばかりできれいで立派すぎる。素晴らしいが問題を抱えたクラブや会
員にはその対案は見つけ難いのではないかと思う。もう少し現実的な課題を取り上げて、実際に役立つ対
案を示唆すべきと考えます。以上ですが微力ながら精一杯頑張ってみたいと思いますのでよろしくお願い
致します。

職業奉仕委員長　若松　明夫（金沢みなとRC）
　職業奉仕委員会は、今後の社会を担う子ども達の望ましい育成のためにキャリア教育支援事業を中心に
活動して参りました。会員の皆様のご協力を得て、私自身、学校教育活動に対する地域企業としての位置
付けや役割の意義を再認識しています。また、前年度新たに試みた学校のキャリア教育推進研修会への講
師派遣事業は、社会的、職業的に自立していける子どもを育てる意識を推進することをねらいとしていま
す。子ども達自身が自己の将来の在り方生き方を考える機会や、学校の具体的教育方策についての研修会
の支援事業を実施しています。第2610地区の地域に根ざした社会貢献と未来社会の人材育成に寄与する委
員会運営に努めたいと思います。何卒、宜しく御願い致します。

社会奉仕委員長　高岡　哲夫（小松シティRC）
　前年度に引き続き、地区社会奉仕委員長を担当します。宜しくお願いします。
中尾ガバナーの地区運営方針「Think, Change and Love Rotary」に従い、近藤カウンセラー、地区委員
会、各クラブ社会奉仕委員長の方々と共に、実のある社会奉仕活動（Community Service）を展開したい
と思います。田中作治RI会長が提唱する「奉仕を通じて平和を」に基づき、クラブの所在地域または行政
区域内に居住する人々の生活の質を向上させるために行う様々な取り組みをサポートします。12月2日（日）
には例年通り66クラブにお集まり頂き2007年より記録しています一覧表の共有により、対話とコミニュ
ティサービスの発展を図って活きますので、ご参加・ご協力を重ねてお願いいたします。

ローターアクト委員長　穴田　茂（新湊RC）
　ロータリークラブも会員減少問題が深刻になっていますが、ローターアクトは30歳という年齢制限があ
るため、卒業生は確実に退会し、常に新しい会員を入会させなければ閉鎖か休会に追い込まれます。
現在ローターアクトクラブは石川地区に８クラブ、富山地区に3クラブありますが、ピーク時に比べると
見る影もなく、このままでは数年のうちに機能不全に陥ると推測されます。
　ローターアクトクラブはロータリー活動にとって無くてはならない存在であります。会員増強にはロー
タリークラブと同様、既存クラブの増強とクラブ拡大が考えられますが、既存クラブの会員増強について
は今年度の長木地区代表に任せることにして、ロータリークラブとしてはクラブ拡大の面でサポートでき
ればと考えております。
　富山地区は新湊、砺波、南砺の各ロータリークラブをスポンサーとする3つのアクトがあり、高岡市、
富山市をエリアとするロータリークラブにはアクトクラブが存在しませんので、何とか上記をエリアとす
るロータリークラブにはアクトクラブ設立をお願いできればと考えております。ご協力の程宜しくお願い
致します。

インターアクト委員長　野澤　良成（魚津RC）
　前年度に引き続き、地区インターアクト委員長を担当します。地区のインターアクトクラブは現在19ク
ラブ、スポンサークラブは18クラブで小松RCさんには2校の支援をして頂いております。インターアクト
の主な活動はそれぞれの地域での様々なボランティア活動を中心に展開し、地区では各校の活動発表や講
演会、研修会等を行う年次大会と次年度の打合せやロータリアンと顧問の先生方との意見交換会、イン
ターアクターの皆さんの交流の場である地区協議会があります。また毎年行われている海外研修では異国
の歴史・文化を体験できる国際交流活動も行っています。ロータリアンの皆様、今後もインターアクトク
ラブ活性化・新設にご協力をお願いします。
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ロータリーを考える委員長　中田　佳男（富山RC）
　今年度、中尾ガバナーは新規の委員会として当委員会を設置されました。ガバナーの設置の趣旨を良く
理解、咀嚼し、期待にこたえたいと思います。
　最近の会員減少の傾向は長引く不況が最大の原因だと思われますが、果たしてそれだけでありましょう
か？ロータリー活動の原点に戻り、地区、分区、クラブがどうあるべきかを模索したいと思います。各ク
ラブの悩み事、イベントのあり方など出来るだけ多くのロータリークラブの意見を聴取し、実態を把握
し、守るべき伝統と改革すべき悪弊を詳らかにして行きたいと思います。各クラブの会長・幹事さんには
ご負担をかけることになるかもしれませんがよろしくお願いいたします。

地区委員長ご挨拶

会員拡大増強委員長　柳生　好春（野々市RC）
　田中作次RI会長は「奉仕を通じて平和を」をテーマに掲げられました。ロータリーの転換期に当たっ
て、「奉仕」という社会に向かって能動的・積極的に関わっていく姿勢に共感する次第です。これはまた
ロータリーの停滞はアイデンティティーの喪失・混乱とする調査結果に対する明快かつ端的な回答ともい
えるものです。会員増強というと組織の本能的な自己増殖とも考えられますが、世界の平和を希求する
ロータリアンの増加はそのまま平和に直結するものです。第2610地区のロータリアンの皆さん、躊躇無く
会員増強に邁進しましょう。そして活気に満ち溢れたロータリー・クラブを創りましょう。

表彰審査委員長　岩倉　舟伊智（金沢百万石RC）
　今年度のRI会長方針は、「Peace Through Service」
地区ガバナー運営方針は、「Think, Change and Love Rotary」です。これに従い、次の活動を行ないます。
１）意義ある業績賞ほかRI表彰の審査
２）クラブ活性化に役立つ表彰の立案
３）地区大会表彰に関する事項
 上記の他にも推薦したい会員やクラブがありましたら、ぜひ積極的に表彰委員会までご相談ください。
お待ちいたしております。ガバナー事務所と連携を取りながら進めてまいります。

立法研究委員長　島　正己（氷見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。
　次回の規定審議会は米国イリノイ州シカゴにて2013年4月に開催される予定で、当地区からは久保順一
パストガバナーが代表議員として出席されます。
　久保代表議員の指導のもと、委員の方々と共に活動をしたいと思います。

広報委員長　芝田　実（富山南RC）
　昨年度はR情報委員会と富山市内7RCの協力をいただき、5－6月に1ヶ月間にわたり、富山市内電車の
「サントラム」車体に「END POLIO NOW」のラッピング運行を行い、ロータリーの啓蒙イベントを行
いました。併せて、地区ウェブサイトについて全面リニューアルを進め、地区委員会や会員参加型の新し
いスタイルを目指して更新作業を行ってきました。新年度からの運用になりますが、地区内クラブなどか
らイベントの告知や報告等が従来のウェブ作成ソフトを使用しないで直接、書込みアップできるようにな
ります。本年度は、石川・富山の複数個所で年度早々に運用マニュアルを使用し、地区内クラブ、地区委
員会などを対象とした更新作業説明会を開催し、積極的に活用していただけるよう推進します。また、地
区HP掲載資料のアーカイブ化作業を行います。

Ｒ情報委員長　杉政　憲明（富山シティーRC）
　この度、地区R情報委員会を担当することとなりました。
地区内のロータリー情報委員会へ必要な情報を提供し、メンバーに広報できるように努めてまいります。
ロータリーは友好と奉仕を志す世界的な団体であり、さまざまな業種から代表として選ばれた者で構成さ
れています。
　ロータリー情報委員はクラブ会長経験者及びベテラン勢で構成されていますので、会員の誰でもどんな
質問にでも応えられるよう情報を収集し、提供していきたいと思っております。そしてガバナー月信やク
ラブ会報を通じて地区内の動きや活動状況を広く知らしめたいと思っております。
　皆様のご協力をどうぞよろしくお願い致します。

雑誌委員長／ロータリーの友地区委員　源　　浩（富山西RC）
　雑誌委員会の委員の任期は3年、内1年が委員長でロータリーの友地区代表委員を兼ねます。主なる仕事
はロータリーから出版されている刊行物が、ロータリーの主旨に適合するよう調整し有効な活用を促すこ
と。第2に、ロータリーの友の購読量をふやすこと。第3は、ロータリーの友の原稿に地区内の情報を編集
局に提供し、募集に協力することです。今年度は次の点を提案したいと考えています。ロータリー用語を
適正な現代語訳に改訂。手続要覧を解りやすい平明な文にすべき。又、ロータリーの友はモデルになるよ
うな模範的成功例か、ごもっとも論ばかりできれいで立派すぎる。素晴らしいが問題を抱えたクラブや会
員にはその対案は見つけ難いのではないかと思う。もう少し現実的な課題を取り上げて、実際に役立つ対
案を示唆すべきと考えます。以上ですが微力ながら精一杯頑張ってみたいと思いますのでよろしくお願い
致します。

職業奉仕委員長　若松　明夫（金沢みなとRC）
　職業奉仕委員会は、今後の社会を担う子ども達の望ましい育成のためにキャリア教育支援事業を中心に
活動して参りました。会員の皆様のご協力を得て、私自身、学校教育活動に対する地域企業としての位置
付けや役割の意義を再認識しています。また、前年度新たに試みた学校のキャリア教育推進研修会への講
師派遣事業は、社会的、職業的に自立していける子どもを育てる意識を推進することをねらいとしていま
す。子ども達自身が自己の将来の在り方生き方を考える機会や、学校の具体的教育方策についての研修会
の支援事業を実施しています。第2610地区の地域に根ざした社会貢献と未来社会の人材育成に寄与する委
員会運営に努めたいと思います。何卒、宜しく御願い致します。

社会奉仕委員長　高岡　哲夫（小松シティRC）
　前年度に引き続き、地区社会奉仕委員長を担当します。宜しくお願いします。
中尾ガバナーの地区運営方針「Think, Change and Love Rotary」に従い、近藤カウンセラー、地区委員
会、各クラブ社会奉仕委員長の方々と共に、実のある社会奉仕活動（Community Service）を展開したい
と思います。田中作治RI会長が提唱する「奉仕を通じて平和を」に基づき、クラブの所在地域または行政
区域内に居住する人々の生活の質を向上させるために行う様々な取り組みをサポートします。12月2日（日）
には例年通り66クラブにお集まり頂き2007年より記録しています一覧表の共有により、対話とコミニュ
ティサービスの発展を図って活きますので、ご参加・ご協力を重ねてお願いいたします。

ローターアクト委員長　穴田　茂（新湊RC）
　ロータリークラブも会員減少問題が深刻になっていますが、ローターアクトは30歳という年齢制限があ
るため、卒業生は確実に退会し、常に新しい会員を入会させなければ閉鎖か休会に追い込まれます。
現在ローターアクトクラブは石川地区に８クラブ、富山地区に3クラブありますが、ピーク時に比べると
見る影もなく、このままでは数年のうちに機能不全に陥ると推測されます。
　ローターアクトクラブはロータリー活動にとって無くてはならない存在であります。会員増強にはロー
タリークラブと同様、既存クラブの増強とクラブ拡大が考えられますが、既存クラブの会員増強について
は今年度の長木地区代表に任せることにして、ロータリークラブとしてはクラブ拡大の面でサポートでき
ればと考えております。
　富山地区は新湊、砺波、南砺の各ロータリークラブをスポンサーとする3つのアクトがあり、高岡市、
富山市をエリアとするロータリークラブにはアクトクラブが存在しませんので、何とか上記をエリアとす
るロータリークラブにはアクトクラブ設立をお願いできればと考えております。ご協力の程宜しくお願い
致します。

インターアクト委員長　野澤　良成（魚津RC）
　前年度に引き続き、地区インターアクト委員長を担当します。地区のインターアクトクラブは現在19ク
ラブ、スポンサークラブは18クラブで小松RCさんには2校の支援をして頂いております。インターアクト
の主な活動はそれぞれの地域での様々なボランティア活動を中心に展開し、地区では各校の活動発表や講
演会、研修会等を行う年次大会と次年度の打合せやロータリアンと顧問の先生方との意見交換会、イン
ターアクターの皆さんの交流の場である地区協議会があります。また毎年行われている海外研修では異国
の歴史・文化を体験できる国際交流活動も行っています。ロータリアンの皆様、今後もインターアクトク
ラブ活性化・新設にご協力をお願いします。
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委員長　柳生　好春（野々市RC）
　「知は愛、愛は知である。」これは石川県が生んだ哲学者西田幾多郎の言葉です。その意味する
ところは、知れば知るほど対象が好きになり愛するようになる、また対象を好きになり愛すれば
愛するほど対象について知りたくなる、ということのようです。これは男女の恋愛を考えれば至
極合点がいきます。会員増強のキー・パーソンは3年以内に入会された新会員の皆さんだと考えて

います。3年近くも居ればロータリーの良さ、楽しさも大分わかってきます。そして何より豊富で未開拓な人脈を
持っています。それにはロータリーについて早期に知ってもらうことが必要で、なにより各クラブの研修制度の充
実が必要な所以です。

　増強にあたって「量と質」について以前より議論があります。「クラブ活動を活発化させ、良い人材に入っても
らおう。」という意見には全く賛成です。しかしここで考えていただきたいのは会員増強を時間軸で考えることで
す。年間売上や利益目標を定めない企業が無いのと同じくロータリーなどの組織においても単年度の目標数字を掲
げ実現する必要があります。その点クラブ活動の活発化・地域社会への広報効果には少し時間がかかる場合があり
ます。そこで「量を質に転化」する努力も欠かせないのではないでしょうか。ここにおいてもまた研修制度の充実
が求められます。

そこで具体的提案としては、
１　ロータリー及びクラブの魅力を語れる人の卓話の機会を増やす。
２　各所属クラブを評価し長所・魅力を共有する機会をもうける。
３　強化職業分類を絞って増強を図る。純増何名という明確な目標を掲げ、クラブ会長のリーダーシップのもとに
　　実行する。

副委員長　辻　正博（富山シティーRC）
　子供の頃、お母さんに「天下国家と、天皇陛下とどちらが偉いのか。」と質問された中尾哲雄氏
（ガバナー）は私にとって昔から大変魅力ある誇りに思えるリーダーであり、本年度当小委員長
を拝命し身の引き締まる思いをしています。
　さて、去る5月20日の地区協議会第一分科会は「会員増強を通じて平和を」をテーマに討議され

いくつかの知見を得ることができました。
・2610地区会員数のピークは3357名に対し、約21％減少し現在2646名であること。
・RIの年間増強目標は3％であり、世界全体では会員数が増えているが、日本を含め先進国ほど減ってきているこ
と。

・会員増強のためには、RCの魅力と社会的認知度を高め、既成概念にこだわらず運営や募集方法を工夫する必要性
があること。

・会員増強に対する問題意識はクラブの規模によってもそれぞれ異なり、対策を含め一律なものではないこと。
・魅力あるRCであること、魅力あるリーダーが存在することが会員増強に不可欠であること。
　また、本年度、田中RI会長のスローガンの「奉仕を通じて平和を」を基に、中尾ガバナーは「クラブサポートと
強化」を活動の柱の一つに掲げられ、下記のミッションを当委員会に与えられています。

・各メンバーのリーダーシップの下、クラブに活力をもたらし、新会員の勧誘に引き続き力を注ぐこと
・退会者を減らす、会員を維持するための具体的対策をとること。
・時代の変化に伴って変えていく必要性（例会時間、会費の見直し、35歳未満の会員の負担低減、3分間スピーチ
の活用）

　これらの指針及びご意見をもとに、本年度、当委員会では柳生会員拡大増強委員長の下、委員会のメンバーと共
に、各クラブと連携し、一人でも多くの仲間が増えるよう活動してまいりますので何卒宜しくお願い申し上げます。

会員増強および拡大月間にあたり

8月は会員増強および拡大月間です！
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　中村　太郎（金沢RC）
　本年度の2610地区世界社会奉仕委員会は、地区事業として動くのではなく、各クラブの国際的な社会奉
仕の事業が円滑に運営できるように情報提供・相談等の支援を行ってまいりたいと考えています。また、
次年度からロータリー財団の仕組みが変わります。それにより、例えば複数クラブが集まって今まで以上
に大規模な世界社会奉仕の事業を行う事や、数次年度にわたる規模の事業に取り組む事も可能になると考
えます。従って、その財団の仕組みをより有効に活用して頂けるように、ロータリー財団委員会と共同し
て本年度に情報発信とその仕組み作りに努力をしてまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解とご
協力をお願い致します。

友情交換委員長　久郷　愼治（富山中RC）
　過去に韓国光州第3710地区との間に、主に地区大会相互訪問を中心とした交流がありましたが、経済状
況の悪化等により2009～2010年度（中川ガバナー）より3年間は交流を中断することになり、今年度
（2012～2013年度）に交流を再開するかどうかの判断を下すこととなっております。3年間の交流休止中
に行った地区内の各クラブの友情交換の実態や姉妹交流の状況の調査結果を踏まえて新たな海外の他地区
との交流の可能性を探ると同時に、国内の他地区との交流も併せて視野に入れながら、友情交換の輪を拡
げていきたいと考えておりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

ロータリー財団委員長　松本　耕作（金沢RC）
　本年度は、日本から35年ぶりに田中作次RI会長を輩出するにあたり、地区に与えられた目標に、日本の
全クラブが「年次寄付への参加」つまり「年次寄付ゼロクラブの解消」が一つの目標として掲げられてお
ります。昨年4月より税制上の優遇措置を受けられることになったことでもあり、「毎年あなたも100ドル
を」のスローガンの下、会員の皆様方の格別のご理解とご協力をお願い申し上げます。また、2013-14年
度から「未来の夢計画」に基づくロータリー財団の諸制度が変更され、本年度はその移行をスムーズにお
こなうことが求められ、会員の皆様方のご理解をさらに深めることに全力を尽くす所存です。世界で良い
ことをしましょう！

R米山記念奨学会委員長　若野　恒彦（高岡RC）
・2013年度米山奨学生採用枠が年間100名減の700名体制に！
　昨年6月の米山緊急理事会で決定要請されました年間14億5千万円の寄付目標が残念ながら昨今の経済環
境による影響で目標をクリア出来ませんでした。
　その結果従前年間800名を維持していました奨学生採用枠が100名減の700名にせざるを得ない苦渋の選
択となりました。
・2610地区に於いても昨年比6名減の17名に！
　今後更なる縮小を防ぐ意味でも
・年間普通寄付6,000円を含め個人一人当たり年間16,000円のご協力を！
　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育成事業はかけがえのない日本が誇る国際奉仕の真髄です。
　現況をご理解頂き、何卒皆様の格段のご協力ご支援をお願い申し上げます。
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委員長　柳生　好春（野々市RC）
　「知は愛、愛は知である。」これは石川県が生んだ哲学者西田幾多郎の言葉です。その意味する
ところは、知れば知るほど対象が好きになり愛するようになる、また対象を好きになり愛すれば
愛するほど対象について知りたくなる、ということのようです。これは男女の恋愛を考えれば至
極合点がいきます。会員増強のキー・パーソンは3年以内に入会された新会員の皆さんだと考えて

います。3年近くも居ればロータリーの良さ、楽しさも大分わかってきます。そして何より豊富で未開拓な人脈を
持っています。それにはロータリーについて早期に知ってもらうことが必要で、なにより各クラブの研修制度の充
実が必要な所以です。

　増強にあたって「量と質」について以前より議論があります。「クラブ活動を活発化させ、良い人材に入っても
らおう。」という意見には全く賛成です。しかしここで考えていただきたいのは会員増強を時間軸で考えることで
す。年間売上や利益目標を定めない企業が無いのと同じくロータリーなどの組織においても単年度の目標数字を掲
げ実現する必要があります。その点クラブ活動の活発化・地域社会への広報効果には少し時間がかかる場合があり
ます。そこで「量を質に転化」する努力も欠かせないのではないでしょうか。ここにおいてもまた研修制度の充実
が求められます。

そこで具体的提案としては、
１　ロータリー及びクラブの魅力を語れる人の卓話の機会を増やす。
２　各所属クラブを評価し長所・魅力を共有する機会をもうける。
３　強化職業分類を絞って増強を図る。純増何名という明確な目標を掲げ、クラブ会長のリーダーシップのもとに
　　実行する。

副委員長　辻　正博（富山シティーRC）
　子供の頃、お母さんに「天下国家と、天皇陛下とどちらが偉いのか。」と質問された中尾哲雄氏
（ガバナー）は私にとって昔から大変魅力ある誇りに思えるリーダーであり、本年度当小委員長
を拝命し身の引き締まる思いをしています。
　さて、去る5月20日の地区協議会第一分科会は「会員増強を通じて平和を」をテーマに討議され

いくつかの知見を得ることができました。
・2610地区会員数のピークは3357名に対し、約21％減少し現在2646名であること。
・RIの年間増強目標は3％であり、世界全体では会員数が増えているが、日本を含め先進国ほど減ってきているこ
と。
・会員増強のためには、RCの魅力と社会的認知度を高め、既成概念にこだわらず運営や募集方法を工夫する必要性
があること。
・会員増強に対する問題意識はクラブの規模によってもそれぞれ異なり、対策を含め一律なものではないこと。
・魅力あるRCであること、魅力あるリーダーが存在することが会員増強に不可欠であること。
　また、本年度、田中RI会長のスローガンの「奉仕を通じて平和を」を基に、中尾ガバナーは「クラブサポートと
強化」を活動の柱の一つに掲げられ、下記のミッションを当委員会に与えられています。
・各メンバーのリーダーシップの下、クラブに活力をもたらし、新会員の勧誘に引き続き力を注ぐこと
・退会者を減らす、会員を維持するための具体的対策をとること。
・時代の変化に伴って変えていく必要性（例会時間、会費の見直し、35歳未満の会員の負担低減、3分間スピーチ
の活用）
　これらの指針及びご意見をもとに、本年度、当委員会では柳生会員拡大増強委員長の下、委員会のメンバーと共
に、各クラブと連携し、一人でも多くの仲間が増えるよう活動してまいりますので何卒宜しくお願い申し上げます。

会員増強および拡大月間にあたり

8月は会員増強および拡大月間です！
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　中村　太郎（金沢RC）
　本年度の2610地区世界社会奉仕委員会は、地区事業として動くのではなく、各クラブの国際的な社会奉
仕の事業が円滑に運営できるように情報提供・相談等の支援を行ってまいりたいと考えています。また、
次年度からロータリー財団の仕組みが変わります。それにより、例えば複数クラブが集まって今まで以上
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2013-2014年度派遣交換学生 募集要項

富山西 RC40周年

富山みらい RC15周年

オーストラリアケントハースト RCと 2610地区 IAC との強い絆－Mr. N. R. Smerdom

応募資格

地区国際青少年交換委員会

１．ロータリークラブの推薦するロータリアンの子弟、
もしくはロータリークラブが指定する高校の公募に
よる優秀な高校生。

２．出願時に高校1、2年生であり、出国時（翌年8月）
に17歳6ヶ月未満のこと。

３．本人および家族が本プログラムの主旨を充分に理解
し、帰国後もホスト家庭となり、この事業の推進に
協力できること。

４．1年間の留学生活に耐え得る健康な身体と精紳を持
ち、留学生としての品格と向上心を保ちうる生徒で
あること。

５．中学および高校での成績が中以上であること。

定員と派遣先国
10名前後で、アメリカ、カナダ、オーストラリアが中心
である。

留学期間と費用
留学期間は8月から翌年7月までの1年とする。
費用は受入クラブの指定する都市までの往復航空運賃は
本人負担。
生活はホスト家庭の一員として待遇される。
学費、月額8,000円程度の小遣いがホストロータリークラ
ブから支給される。

申込書ダウンロード先
http://www.rotary2610yep.jp/send/

申込期限
2012年８月31日までに必着のこと。（所定の申込用紙を
使用のこと）

申込先および問い合わせ先
　つぎの地区国際青少年副委員長まで
〈石川県〉北川雅一朗　　菱機工業㈱　
　　　　　〒921－8526　金沢市御影町10－7 
　　　　　TEL（076）245－7000  FAX（076）280－7000
〈富山県〉慶野　達二　　東都ガステック㈱　
　　　　　〒937－0066　魚津市北鬼江2327
　　　　　TEL（0765）22－6800　 FAX（0765）22－6888

　1972年6月17日に創立した当クラブは今年創立40周年を迎えました。そこで岩城会長の方針により①記念講演会②記念式
典及び祝賀会③記念誌の編纂の三つの記念事業を行いました。
　とりわけ記念講演会は東京大学大学院教授の姜尚中氏を招聘して、6月1日に富山県民会館大ホールに於て『今の日本に必
要なもの』という演題で開催しました。一般公開としましたが1200名の定員に1500名を超える応募があり大きな反響があり
ました。

　講演の中で姜氏は、3・11以降の日本を「喪失の時代」と捉え、我々は「非
常事態が日常化」した時代を生きなければならないと言われ、「明治」と
いう、やはり移行期の混乱のなか、明晰な頭脳で文学や思索を究めた『夏
目漱石』の考えや生き方に、今を生き抜く確かなヒントがある、と述べら
れました。
　またサプライズでNHKの中條誠子アナウンサーとのトークセッション
も交えて、明瞭で解りやすい感銘深い講演としてとても好評を博しました。
　創立40周年記念式典・祝賀会は6月14日（木）午後6時よりオークスカナル
パークホテル富山にて開催されました。石井隆一富山県知事をはじめ遠路
はるばる駆けつけて頂いた友好クラブである韓国光州忠壮RCの馬会長以
下10名の会員、先に友好クラブ調印式をさせて頂いた前橋西RCの数納会
長以下20名の会員等の参加を得て盛会に行われました。先ず岩城勝英会長
の挨拶、炭谷亮一ガバナー、石井隆一富山県知事、森雅志富山市長（代理）、
馬相道忠壮RC会長の祝辞が続き数納篤紀会長のご発声で乾杯して祝賀の
幕が開けました。楽しく歓談が進み池田安隆エレクトの御礼の言葉、中尾
哲雄実行委員長のソングリーダーによる「ふるさと」「手に手つないで」
の唱和で会場が一体となって名残りを惜しみつつ閉会となりました。
　記念事業の執行は、まさに「不惑の奉仕の実践」でしたが、はからずも
会員全員の友情と結果を確かめあえた事は、何よりも当クラブが過去から
未来へ引き継ぐ貴重な価値を得た証しでありました。

派遣国の決定
生徒の希望は参考として伺いますが、最終決定は地区委
員会がおこないます。

　1997年6月、富山西クラブをスポンサークラブとしてスタートした当クラブは、6月5日に創立15周年記念例会を行いました。
地区内関係者をはじめ、友好クラブであるオーストラリア（第9680地区）のケントホーストRC、前橋中央RC（第2840地区）、
横浜MM21RC（第2590地区）の方々を迎え、総勢123名で節目の年を祝いました。懇親会では、当クラブ会員による「本マ
グロの解体ショー」や富山を中心に活動する歌手・林道美有紀さんの唄や五箇山地方の民謡・麦屋節とこきりこ節の踊りで、
友好クラブの皆さんに「富山」を楽しんでいただきました。
　今回、15周年を記念し、二つの団体に記念品を贈呈いたしました。一つは、当クラブが創立10周年記念事業として行い、
第2回以降は協賛している「富山市小学生なわとび交流大会」を現在主催している富山市スポーツ推進委員協議会に、団体
種目「長なわ5分間とび」の優勝カップ、もう一つは、毎年8月に小中高生が立山登山に挑戦する「元服立山登拝」（当クラ
ブ会員も毎年サポーターとして参加）を行っている富山縣護國神社に、高山病診断に役立つ「パルスオキシメーター」です。
また、米山記念奨学会に寄付を行いました。
　今後も友好クラブとの親交を深め、一層地域の発展に貢献し、活発なロータリー活動に取り組んでいくことを誓い、無事
終了しました。

　2012年6月5日、富山みらいRCの15周年記念式典が催され、当クラブの友好クラブケントハーストRCのロータリアンとそ
の家族計9名が式典に出席されました。メンバーには、12年度会長ハミルトン氏と共に
スメルドン氏も参加されました。IA委員会と強い絆を築いて頂いたスメルドン氏につ
いて申し上げます。
　1995年北川パストガバナーが青少年交換委員長の時、スメルドン氏の御子息が交換
学生として県立南高校に一年間通っていました。
　両氏は、若者の海外生活の重要性を説き、意気投合しケントハーストへのIA海外研
修が実現したのです。これまでオーストラリア海外研修は、7回行われ参加者は、20名
前後2～3名のグループに別れケントハーストRCのロータリアンの家庭で4日間ホーム
スティをさせて頂いております。最近は、ホームスティの家族の確保が難しくなり近
隣のRCにもお願いするようになりました。
　スメルドン氏は、自分が狭心症という重い疾患を抱えながらもホームスティの分担、
学校訪問、研修他の選択を綿密に計画されています。
　彼に接することで解ることですが、誠に真のロータリアンであり、日常生活におき
ましてもロータリアンであることに誇りを持ち行動しております。
　参加者のインターアクターには、報告書を提出してもらっていますが、その殆どが
一生忘れる事が出来ない経験であると述べております。
　近年、日本の若者の海外進出が減少するなか、この研修旅行は、意義のある事柄だと思います。
　ケントハーストRCの一行は、式典前日5日間、金沢に滞在されIA委員会関係者と友好を深める行事に参加されました。
　中川パストガバナー、地区IA委員会のオーストラリア海外研修に多大な努力をなされた折橋氏も参加され盛大なパーティ
も開かれました。これからもインターアクターのため、延いては2610地区RCのため友好の関係が一層密になることを願って
います。

富山西RC40周年記念事業担当　前副会長　金川　直博
金沢香林坊RC　松原　一夫

富山みらいRC前幹事　大井山　行雄
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　参加者のインターアクターには、報告書を提出してもらっていますが、その殆どが
一生忘れる事が出来ない経験であると述べております。
　近年、日本の若者の海外進出が減少するなか、この研修旅行は、意義のある事柄だと思います。
　ケントハーストRCの一行は、式典前日5日間、金沢に滞在されIA委員会関係者と友好を深める行事に参加されました。
　中川パストガバナー、地区IA委員会のオーストラリア海外研修に多大な努力をなされた折橋氏も参加され盛大なパーティ
も開かれました。これからもインターアクターのため、延いては2610地区RCのため友好の関係が一層密になることを願って
います。

富山西RC40周年記念事業担当　前副会長　金川　直博
金沢香林坊RC　松原　一夫

富山みらいRC前幹事　大井山　行雄



　気がついてみるとわれわれは多くのものを失って

きた。羞恥心もそのひとつであろう。

　ロシアの哲学者、ソロヴィヨフ（ドストイエフス

キーの友人）は、道徳の基準となる人間特有の心情

は羞恥心と同情心だといっている。

　彼のいう同情心は他人の苦悩や苦痛をわがことと

して悩み、苦しむことである。そして、そうしない

ときに自らを恥じる、それが羞恥心だといっている。

　人類の生活においてもっとも大切な規範、唯一無

二の規範は同情心だとドストイエフスキーもその著

「白痴」の中で書いている。

　さて、私はChange Rotaryといったが、失ったも

のを取り戻すことも、もうひとつのChangeではな

かろうかと思う。つまり先輩たちがいっている

Back to the Basic（基本に返る）こともChangeな

のである。

　最近思うのは、先輩たちから多くを学んだつもり

だが、この年になってもあの多くの先輩たちの風格

が自分に備わってこないということだ。見識につい

ても同じことがいえるかもしれない。

　列強に追いつくために坂の上の雲をめざして努力

した明治の人々、敗戦の困窮を克服しつつ日本を経

済大国に押し上げた先輩たち、その生きてきた時代

背景、特異な体験が違うからであろうか。

　多くの知識を身につけたつもりだが、それが私の

裡で見識、風格に変わっていかない、昇華していか

ないのだ。

　異論があるだろうがロータリーも風格を失ったと

いえないだろうか。

問題なのは多くを失っていながら喪失の意識も喪失

していることである。

ロータリーは変えていかなければ生き残れない。そ

して元に戻す、基本に返る、失ったものを取り戻す、

これらもChangeである

Rotary International District 2610
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８月行事予定表

　中尾ガバナー年度の活動が開始し、各委員会も忙しくなることと思いま
す。今月号は、各委員長に今年度の方針等を寄稿いただきました。今後は、
各委員会の活動等も、できるだけ月信でお伝えしたいと思います。また、
今月は、会員増強および拡大月間です。会員数の減少が問題となっている
昨今、会員増強については、各クラブともいろいろと工夫されていること
と思います。月信では、各クラブのユニークな活動や取り組みも紹介させ
ていただきたいと思いますので、会員増強に限らず、我がクラブの自慢の
活動等がありましたら、ご投稿願います。写真とコメントのみの投稿も歓
迎致します。内容は、こちらから取材させて頂きます。　　　　

月信担当地区副幹事　廣澤　勲

編
集
後
記

  2日（木）

  3日（金）

  4日（土）

  5日（日）

　〃 

  6日（月）

  7日（火）

  9日（木）

18日（土）

21日（火）

23日（木）

24日（金）
 

中旬 

26日（日）

　〃 

27日（月）

28日（火）

　〃 

31日（金）

31日～9月1日 

金沢北RC公式訪問

富山シティーRC・富山南RC合同公式訪問

地区米山奨学生研修会

　　　　〃

地区会員拡大増強委員会・クラブ委員長会議

小松シティRC公式訪問

山中RC公式訪問

白山RC・白山石川RC・野々市RC 

合同公式訪問

クラブ米山委員長会議

滑川RC・魚津RC・魚津西RC合同公式訪問

高岡RC公式訪問

中能登まほろばRC・中島RC・七尾RC・

七尾みなとRC合同公式訪問

アメリカ・カナダ交換学生派遣・受入

アメリカ・カナダ受入交換学生

オリエンテーション

インターアクト年次大会

高岡北RC公式訪問

小松東RC公式訪問

加賀白山RC公式訪問

地区国際青少年派遣交換学生募集締切

第11回日韓親善会議

夜間例会

ホスト：小松東RC

夜間例会

松魚亭

富山電気ビル

能登方面

　〃

富山電気ビル

ホテルサンルート小松

山中温泉河鹿荘ロイヤルホテル

グランドホテル松任

富山電気ビル

ホテルグランミラージュ

ホテルニューオータニ高岡

番伊

金沢

小松大谷高校

ホテルニューオータニ高岡

ホテルサンルート小松

ホテル アローレ

グランド･プリンスホテル新高輪

夏の能登　見附島（軍艦島）（「夏の海」揮毫　ガバナー）

白山

国際ロータリー第2610地区
2012-2013年度 ガバナー事務所

〒930-0856  富山市牛島町5-5 タワー111ビル 1F
TEL（076）411-9065　 FAX（076）411-9067
http://www.rotary2610.jp/
E-mail：rid2610-nakaog12-13@castle.ocn.ne.jp
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もうひとつのChange
―同情心と羞恥心―

2012.8

ガバナー

来月（9月）は新世代のための月間（New Generations Month）
　1996－97年度から、従来の「青少年活動月間」の名称が変わり、「新世代のための月間」となりました。年齢30歳まで
の若い人すべてを含む新世代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。


