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カムリーバンク募金について
今年６月のRIシカゴ国際大会に参加したとき、
ポー
ル・ハリスの住居跡見学と墓参をする機会を得た。
例年これは２月の国際協議会
（今年まではアナハイム）
のときにその機会を作ってもらっていたのだが、今
年は６月にシカゴ大会があり其のときに機会がある
のでと言うことで省略されてしまっていた。
１９０５年のロータリークラブ創設５年後の1910
年、ポール・ハリスが全米ロータリークラブ連合会を
結成して初代会長に就任した年であるが、丁度其の
頃それと前後してスコットランド出身のジーン夫人
と結婚、当時はポール42歳のときで、シカゴ郊外に居
を構えたが其のたたずまいが夫人の郷里に似ていた
ことから、
夫人の郷里の名をそっくり戴いて、
カムリー
バンクと名づけて非常に其処を愛して終生そこで暮
らした。Bankとは、丘・土手のことで、おもて道路の門
から構内に入って斜面を少し登った先が土手状に少
し小高くなり､其の上に家が建てられていた。
ポールの死後（1947）、子の無いジーン夫人は郷里
エジンバラに帰って晩年を送り、ポールとの旧居は
人手にわたっていた。ポールの遺徳をしたうロータ
リアンは多く、幸いに未だ原型をとどめるポールの
旧宅を今のうちに買い戻して､我々ロータリアンの
手で保管維持し､後世に伝えたいという声が数年前
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からわきあがっていたらしい｡今回､Paul and Jean
Harris Foundationが結成され、資金不足分は銀行借
り入れして旧宅を買い戻し、今回のシカゴ国際大会
の開催にあわせてエステス会長(当時)臨席でオープ
ニング・セレモニーが開かれたところである。その数
日後現地を訪れた私どもは､ポールが一生を過ごし
た家の質素なたたずまいに一同等しく感銘を覚えた
ところでありました。
この度､購入資金と今後の運営資金の援助の要請
がありましたので､ガバナー会として検討した結果、
「主旨に賛同された各クラブが自主的・自発的に拠出
して戴く」
「今回１回限り」とし、
「各クラブ単位で集
めてもらったものを地区でまとめて送金する」
・・・と
いうことで協力することになりました。
締め切り期限は８月末となっております。
各クラブのご協力をお願いする次第であります｡

ガバナー
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会員増強月間に寄せて

合 い 言 葉 は・・・・・
会員拡大増強委員長
橋爪 愰（富山南ＲＣ）
国際ロータリー第2610地区の会員
数が減り続けてすでに7年・・・今年度
菊知ガバナーは、これに歯止めをか
けたいと会員拡大増強スローガン
『各
クラブ1名以上の会員純増』を掲げら
れました。この中で会員減が顕著な
クラブでは、クラブの方向性を真剣に検討しなければ会員
減を止められないと危惧しています。
従来の楽しいクラブ、懇談、ステイタス云々だけでは、会員
増 強・退 会 防 止 の ベ ク ト ル が 合 わ な い 時 代 に な り つ
よきロータリークラブ』にならなければ存在意義を問われ
ることでしょう。
8月は『会員増強及び拡大月間』です。会員の増強を図るため
には、単発の企画事業では限りがあり、長期に渡ってロータ
リークラブの存在意義と活動それ自体が広く社会的に認知
されねばなりません。
我々地区拡大増強委員会スタッフは、要望があれば各クラ
ブへ出向きたいと思っております。
各会員の皆様にもロータリー本来のご奉仕を心よりお願い
するものであります。

退会防止小委員長
河原林保男
（七尾みなとＲＣ）
会員の増強や退会防止は古くて新
しい課題であり解決の妙案もなく常
に悩ましい問題といえます。放置す
れば確実に会員数が減少していくこ
とを承知しながらも明確な対策を打
ち出せないまま年月が流れ、時の執
行部は帳尻合わせが頭痛の種でありましょう。しかもスリー
ピングメンバーの存在は会員減少へ拍車がかかる潜在的要
因でもあります。ならば、どのようにするか一つの取り組み
策として原点回帰、つまり「楽しいロータリー」
「一人ひとり
が主役」の実践ではないでしょうか。プログラムや活動が慢
性化あるいは、形骸化していないか、クラブ内でムラ社会を
形成していないか、会員相互のコミュニケーションは心底
はかられているか、時代に対応していくよう変化変革の具
体的施策を実施しているか、など単なる批判のみならず会
員一人ひとりが自分の問題や課題として考え影響力を発揮
すれば、おのずとクラブの活性化が実感でき、会員であるこ
との誇りや、喜びに結びつくこととなり、魅力のあるクラブ
として広く社会から認めてもらえることとなるのではと思
うところです。
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Get 65!
ゲット

会員増強小委員長
金田 安夫（新湊ＲＣ）
菊知年度の会員増強は、
「 1名また
は複数の純増」
をRIは言っていますが、
日本そして北陸の実情から「地区平
均して、
2%の純増」
目標にしています。
単純に考えますと65名増える事で、
解決しそうに思われます。しかし、皆
さんも経験がありますとおり、そんなに生易しいものでは
ありません。自然減その他のことを考えて、3名入会して1名
の増となると思います。更には、例え他クラブが増えても、
我がクラブが増えなくては、何の意味もありません。菊知ガ
バナーは、各クラブが会長賞を獲得するよう望んでいます。
会長賞はその条件に純増1名を掲げています。是非会長賞を
獲得してください。
またロータリーが楽しく有意義な活動をしていることが、
クラブへの魅力となり、入会の動機付けになると思います。
この一年間、地区会員増強委員の皆さんといっしょになっ
て、魅力的なクラブづくりへ、お手伝いが出来ますよう努力
いたしますので、宜しくお願い致します。

新世代ﾒﾝﾊﾞｰ ｼｯﾌﾟ小委員長
若松 明夫（金沢みなとＲＣ）
今年度の会員増強および拡大月間を
機にRC設立当初の活動の理念と精神を
確認すると共に、広く現代社会のニー
ズに応えられる活動を企画、提案して
いきたいと思います。ロータリアン一
人一人の力を組織的にRCの活動に還元
しPRすること、そして、私達の活動の意
義と成果が、社会的に認知されることが、すなわち、魅力あるRC
として、新世代の関心を得ることに繋がるものと考えます。そ
こで、関連の深い社会問題への支援活動、奉仕活動を通して、RC
の存在の意義を広く新世代会員にも理解して貰おうというの
が本年度の企画のねらいです。
昨今の社会問題として注目されているフリーター、ニート対
策は、今後の日本社会の大きな課題です。若年層の望ましい勤
労観・職業観の育成を目指すキャリア教育推進の一環として、
平成15年度より若者自立・挑戦プランが実施されており、その
実践プロジェクトの内容にはインターンシップ、職場体験の推
進があげられています。2610地区においても受入事業所として
積極的な支援活動に参加しているロータリアンも少なくあり
ません。
学校や教育行政機関、地域社会は、それらの活動のシステム化
を求めています。今、教育活動へ組織的、機能的な支援が、社会
のニーズに応えるRCの職業奉仕、社会奉仕のフィールドとなり
得るものと確信します。ひいては次世代の人材育成を目指す継
続事業として地域、社会に根ざす活動のPRに御尽力頂ければ幸
いです。
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ご紹介

2006‑2007年度派遣交換学生募集について

次の方々がロータリーの指導的役職に
就任されましたので御紹介します。
・仲谷 純三パストガバナー（小松シティＲＣ）
ロータリー財団大口寄付第２ゾーンアドバイザー
・四津谷 道昭パストガバナー（高岡ＲＣ）
識字率向上グループ・コーディネーター
・北川 晶夫パストガバナー（金沢ＲＣ）
水保全、
保健、
飢餓問題対応グループ・コーディネーター
・北川 晶夫パストガバナー（金沢ＲＣ）
ガバナー会青少年交換委員会委員長
・津田 達雄パストガバナー（砺波ＲＣ）
（財）米山梅吉記念館評議委員

２.定員と派遣先国
12名〜13名で、アメリカ、カナダ、オース
トラリアが中心である。

公式訪問だより

7/19

１.応募資格
（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（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趣旨を
充分理解し、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
と精神をもち、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。
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３.申込期限
2005年９月１０日までに必着のこと。
（所定の申込用紙を使用のこと）
４.申し込み先および問合せ先
・お申し込みは各クラブ事務局へ
・お問い合わせは

魚津西ＲＣ
菊知年度最初の公式訪問。

7/21

羽咋ＲＣ
地元ブレンド米のおにぎり・
粗食例会美味しかったです。

宇奈月ＲＣ
全員集合！楽しい例会でした。
その後のティータイムもまた最高。

7/21

金沢百万石ＲＣ
女性の多い華やかな例会。

■富山県 金森米男
金森産業株式会社
〒933−0946 高岡市昭和町１‑４‑１
電話（0766）25−0127
F A X（0766）21−8470
電話（0766）21−8470（自宅）
■石川県 田中 泰
田中昭文堂印刷株式会社
〒920−0377 金沢市打木町東1448
電話（076）269−7788
F A X（076）269−7311
電話（076）234−6660（自宅）
詳しい詳細はホームページでご確認下さい。

地区大会のお知らせ
地区大会で会いましょう
１０月２２日：指導者育成セミナー
１０月２２日：地区大会 （２１日は記念ゴルフ大会）
２３日：
多数のご参加をお待ちしております
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８月公式訪問・行事予定

地区の活動報告
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８月１日(月)： 富山シティーＲＣ
８月２日(火)： 金沢みなとＲＣ
８月３日(水)： 河北ＲＣ
８月４日(木)： 珠洲ＲＣ
８月８日(月)： 砺波ＲＣ
〃

小松シティＲＣ

地区インターアクト委員会

８月９日(火)： 金沢南ＲＣ
８月10日(水)： 富山中ＲＣ
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８月11日(木)： 小松ＲＣ
〃

白山石川ＲＣ

８月12日(金)： 七尾ＲＣ
８月18日(木)： 小矢部中ＲＣ
〃

第2800地区インターアクト研修団との交流会
（小松市立高校）

８月19日(金)： 富山南ＲＣ

地区広報委員会・広報委員長会議・地区雑誌委員会
雑誌委員長会議・ロータリー情報委員長会議

８月22日(月)： 金沢東ＲＣ
８月23日(火)： 七尾みなとＲＣ
８月24日(水)： インターアクト年次大会（高岡商業高校）
８月25日(木)： 富山西ＲＣ

7/10

８月26日(金)： 高岡万葉ＲＣ
８月27日(土)： 世界社会奉仕委員長会議
８月29日（月）
： 高岡北ＲＣ
８月30日(火)： 富山ＲＣ

第一回ガバナー補佐会議

８月31日(水)： 野々市ＲＣ
※黒字は公式訪問予定・青字は地区行事予定です。

・７月16日：第一回諮問委員会
・７月24日：ベルギー短期交換留学生オリエンテーション

編集後記
菊知年度がスタートしてようやく１ヶ月がたち、
ガバナー月信第２号が発行できました。中川幹事を
筆頭に落ちこぼれ気味の５名の副幹事と、しっかり
者の２名の事務局員の紹介写真を掲載させていただ
きます。
何しろ未経験のことで、
ほんとうに右往左往
しながらの毎日です。皆様にはご迷惑をおかけして
いるかもしれませんが、何とか１年間一生懸命頑張
りますので、気楽にお声をかけていただければと思
います。
また、
地区のホームページも掲載記事がふえ
てきましたがまだまだです。各メンバーやクラブの
ご意見や紹介記事も掲載したいと思っていますので
どしどしお寄せください。
お願いいたします。

■お知らせ
ロータリー文庫より『文庫通信』が届
いております。
ホームページをご覧下さい。
■お詫び
前回の公式訪問日程欄に能美ＲＣの
記載もれがありました。
大変申し訳ございませんでした。
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ガバナー事務所スタッフ一同
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2610
2005‑2006年度ガバナー菊 知 龍 雄
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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
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