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会員増強および拡大月間

　　　　　会員拡大増強委員長　

　　　　　　奥村　弘一（金沢RC)

　８月は「会員増強および拡大月間」です。

残念ながら、ここ10年会員数は世界では、

120万人キープしておりますが、我が国

においては 12万7千人をピークに減少し

つづけ、10万人の大台を割る大幅な落ち込みとなっており

ます。我が2610地区も同様に、3,395人をピークに、現況

は2,900人台を維持することに窮しております。今年度委員

会はシンプルに、会員増強と退会防止の二つの小委員会にし

ぼり、攻守それぞれの視点で、会員増強に努めて参ります。

　会員増強の目標として、会員１人ひとりが、ロータリアン

にふさわし友人、知人、仕事の関係者に入会を勧める「１人

１増運動」の展開を提案いたします。結果として、2610地区

会員数3,000人の大台へのリターンを目指すものであります。

又、退会防止には、家族ぐるみの親睦と炉ばたでするような

うちとけた話ができるよう小グループ毎の炉辺会合の開催を

提案いたします。新会員の加入とともに退会防止が大変重要

であり、退会者を少しでも減らすことができれば、目標達成

はともに容易なものになるでしょう。会員増強は組織存続発

展のための基本的課題であります。2007年～2008年度テー

マは「分かちあいの心」です。ロータリー発展に対する「責

務」と、さらに新会員を連れてくる「責務」を、久保ガバナ

ーの率先垂範のもと、2610地区全ての会員が分かちあい、

すべてのクラブを存続力ある魅力あふれるクラブにしようで

はありませんか。皆様の「分かちあいの心」に期待します。

　　　　　会員増強小委員長　

　　　　　　宮森　紀好（野々市RC)

　「会員増強の重要性」について2005年
ロータリアン必携（A4青表紙）P33～34
に全文アンダーラインを付して記載され
ている。（注1）
「日本では会員数約13万人を最高として

1997年頃より減少を続けています」当地区会員数推移を棒
グラフで表示した表がある。　
　1998年 3357人　2000年（私の入会した年）  3266人
　2004年 3057人　2006年（私のクラブ会長の年） 2919人
会員数減少傾向に歯止めをかけよう！
“ロータリーの活性化”→“ロータリーの魅力UP”→”増
やすから増えるへ”→“会員増強”→”ロータリーの活性化
“このサイクルを回せ！
３年連続の“GET65”の目標から乖離するばかりの現状に
会員増強小委員長の小さな胸は痛み続け破裂寸前である。
「それでは、具体的な会員増強方法について整理してみま
す」 と 17項目が（なぜか9なしに）列挙、指南されている。
その一つひとつを根気よく繰り返し実行していくこと。これ
しかないようである。（注2）
（注1）１部300円で購入された冊子で、ぜひ再読・精読下
さい。（注2）「地域やクラブの現状とニーズに応じた退会
防止や会員増強の方法を探る」「その内容についてクラブ協
議会で討論し、全会員が認識を深め参加する」「その決定事
項を実行した数ｹ月後に成果を評価し問題点について討議を
する」「これらのことを根気よく繰り返す」
１年間で何度繰り返し行なえるか。根気よく繰返すとその成
果はきっと後からついてくると信じて・・・

　　　　　退会防止小委員長　

　　　　　　森林　良治（射水RC)

 �  RCが健全なクラブとして活動を続け

て行くために優れた会員の退会を防止す

る事は、今までも、これからも、私達に

課せられた大きな課題だと思います。

�  基本的にはRCに献身的で、熱心に活動に参加される方の

退会はありません。そのような会員を一人でも多く作ってい

くために、RCと、どのように、関わって行くのかが、大切

だと思います。今まで皆さんのクラブでも色々、退会防止策

に、取り組んで来られたと思いますが、もう一度原点に戻り、

会員増強のもと、入会された新会員に対し、会員であること

の恩典・会員の責務・奉仕の機会などの基本的な事に関する

オリエンテ－ションに時間を掛けて行く事も大切だと思いま

す。　

�　またすぐに出来る事からと言う事で、例えば新入会員の入

会式・歓迎会をクラブの大きな事業として位置付け、新入会

員の方と推薦者に、大きな感動と感激を与え得る機会を設け、

更に自分の為に「これほどまで」というクラブに対しての感

謝の気持ちを持って貰うことが、退会防止策の一つの小さな

原点となるのではと思います。

ローターアクトクラブ

金沢西RAC　　　珠　洲RAC　　　能　美RAC

金沢東RAC　　　南　砺RAC　　　白　山RAC

小　松RAC　　　高岡西RAC　　　河　北RAC

砺　波RAC　　　七　尾RAC　　　魚津西RAC

金　沢RAC　　　新　湊RAC　　　立　山RAC

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）

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。　　

　前期、2610地区において全国ローターアクト

研修会が開催されました。 日本全国より熱いロー

ターアクター達が参加し、当地区の魅力を存分に

味わっていただくと同時に、様々な形で懇親を深

められました。地区一丸となって準備に本番にと

やってきた結果、会員一人一人の参画する意識が

強められ、とても良い雰囲気で今期のスタートを

迎えられそうです。

　さて、近年お馴染みのテーマとも言うべきです

が、「会員減少」の問題が深刻となっております。

前期卒会者が２５名を超え、企業と同じくして

2007年問題を抱えました。会員が少なくなると

いう事は、それだけ例会や地区行事の規模も縮小

し活動が思うように出来なくなってしまいます。

イコール親睦を通じて知識開発をするチャンスも

減るということです。聞くところによると、世界

でのアクト会員数は増加しているが、日本では減

少しているそうです。地区単体の問題のみならず、

日本のローターアクト全体の大きな問題でもある

そうです。そういったことから、今期はローター

アクトそのものを深く世間一般に知ってもらうべ

く、渉外的な広報活動に重点を置く内容にしてい

きたいと思っております。

　広報活動といっても、なにもＣＭやチラシなど

のメディアへの露出だけではないはずです。私は

例会や行事などの活動すべてが広報となると考え

ます。私達は一般の方たちに胸を張って主張でき

る素晴らしい活動をしているはずです。ですから、

今期は活動そのものを一般の方達と一緒になって

出来る企画を多く立案していこうと思っておりま

す。それによってローターアクトを広くＰＲする

と同時に参画する能力を鍛え、地域社会に対する

知識や理解を深めていこうと思います。

　私達2610地区のアクターには前期の全国ロー

ターアクト研修会の成功という大きな自信があり

ます。それを糧とし礎として地区役員、各クラブ

員一丸となって魅力ある活動をしていきたいです。

　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。

立ち上がれ！

  日本のローターアクター！
2007-2008年度地区ローターアクト　

　　代　表　本　江　　択

ローターアクト地区代表からロータリークラブの皆さんへ

◆R米山記念奨学会委員長　福　田　　　裕（白山石川RC）

委員長の役割を頂いて２年になります。今年度は23
名の奨学生のお世話をすることになりました。採用
は全て大学の指定校からの推薦を基に、３倍の倍率
で選考しました。どの学生も大変成績優秀で、日本語でのコミ
ュニケーション能力にも優れています。各クラブで卓話の機会
も頂くことになっています。奨学金をもらうことに大きな感謝
とそれに恥じない人になることを目標としています。多くの人
が、”ロータリーに愛を感じる”と感想を述べています。「民
間外交として世界に平和の種を蒔く」という米山奨学事業の使
命をご理解の上、ロータリアン全員のご協力をお願い致します。

委員長のご挨拶
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ロータリーは
　分かちあいの心

2007-2008　RIテーマ

　目標は3,000名、1998年には、3,357名のロー

タリアンが募い“超我の奉仕”に邁進し地域に存

在感のあるロータリークラブを継承してまいりま

したが、その年度をピークに年々減少してロータ

リーの存在が薄れて来たような感じがいたします。

　ウィルキンソンＲＩ会長は、“新しい会員なく

して、ほかを語るわけにはまいりません。なぜな

ら私達の活動がどんなに立派で尊いものであって

も新しい会員がなければロータリーは数年で消滅

してしまう“と強く訴えられました。

　“俺がやらねば誰がする、今やらねばいつでき

る”と言う言葉があります。

自分がロータリーを語らなかったら、誰が語りま

すか。今ロータリーに勧めなかったら、いつ勧め

るのですか。会員ひとり一人、友人、知人、友達

に限らずロータリーを語り、ロータリーを勧めて

下さい。

　自分の奥様を、会員の候補者として、とらえる

ことです。なぜなら、自分に対してもロータリー

に対しても一番の理解者であるからです。奥様は

隣近所、地域の方々との交りが大変深いからです。

　“お宅のダンナもロータリーに入ったらぁ、内

のダンナ、ロータリーに入ってから、人生変わっ

たように生き生きしてるわよ”と話しされ声を掛

けて、ちょっと助言していただくことで、会員増

強にも退会防止にもつながるものと考えますが、

いかがですか。奥様そして家族ぐるみの行事を重

視し、楽しい催し親睦でロータリーの輪が２倍、

３倍にも広がります。奥様、家族参加の奉仕活動

で生き生きし地域の方々にロータリーの存在を高

めていると聞いております。ロータリー活動は家

族ぐるみです。

次は退会防止です。

この５年間で入会者1,100人、退会者1,500人あ

りました。会員の死亡、転勤による退会者は３割、

退会者の７割1,000名はロータリーに見切りをつ

けての退会者です。その理由は何だったのか、よ

く知る必要があります。

　これからロータリーに入会したいと思っている

人に大きな影響を与えているのでは、と考えます。

絶対に退会者を出してはならないのです。

もし経済的理由だとすればロータリーが経済環境

で退会者をだすようでは、ロータリーの存在すら

問われると思います。こんなときこそお互いが助

け合っていくのがロータリー仲間でありロータリ

ークラブでないでしょうか。

　　“ロータリーは分かちあいの心です”

　新会員は退会者の予備軍とも言われてます。新

会員に対して心のこもった歓迎親睦の機会をもう

けロータリーを語ってください。炉辺会合など腹

を割って話し合える場をつくり、コミニュケーシ

ョンを計ってください。

　クラブ活動、委員会活動等に参加を勧め、友情

の輪を広めることで退会防止者が減るものと信じ

ております。

　“退会者を減らすことで

　　　　　会員3,000名目指そう”

　　　　　　　　国際ロータリー第2610地区　

　　　　　　　　2007-2008年度ガバナー　

　　　　　　　　　久 保　順 一

会員増強月間は退会防止月間でもある

１日㈬   中能登まほろばRC公式訪問�

２日㈭　加賀RC公式訪問
　　　　 白山石川RC公式訪問�

４日㈯　第１回社会奉仕委員長会議　地場産業センター

６日㈪　金沢香林坊RC公式訪問�

７日㈫　志賀RC公式訪問�

８日㈬　越中八尾RC公式訪問�

９日㈭　滑川RC公式訪問�

14日㈫～27日㈪� ベルギー留学生受入�

20日㈪　第３０回インターアクト年次大会
　　　　　（ホスト校：金沢高校）�

21日㈫　富山RC公式訪問�

22日㈬　朝日RC公式訪問�

23日㈭　立山RC公式訪問�

24日㈮　能美RC公式訪問�

25日㈯　第１回職業奉仕委員長会議　コスモアイル羽咋

27日㈪　射水RC公式訪問�

29日㈬　高岡西RC公式訪問�

30日㈭　高岡RC公式訪問�

31日㈮　七尾RC公式訪問�

８月の行事予定 ７月の活動報告・公式訪問

１日㈰　地区R情報・広報・雑誌委員会及び
　　　　　　R情報・広報・雑誌委員長会議

�

14日㈯　第１回ガバナー補佐会議及び

　　　　 第１回諮問委員会

21日㈯　R米山記念奨学会カウンセラー研修会�

22日㈰　第１回会員拡大増強委員長会議�

23日㈪　富山シティーRC公式訪問�

24日㈫　金沢南RC公式訪問�

25日㈬　加賀中央RC公式訪問�

26日㈭　珠洲RC公式訪問�

27日㈮　魚津RC公式訪問�

28日㈯　第１回国際青少年交換委員長会議

30日㈪　高岡北RC公式訪問�

　◆ お 知 ら せ  ◆
本年５月２０日に行なわれました、地区協議会はロータリ

ーアンの皆様のおかげをもちまして、無事に執り行われま

したこと御礼申し上げます。

さて、久保ガバナーの提案で今大会の食事での、費用の一

部を能登半島義援金に寄託にさせていただいたことの報告

をさせていただきます。

ロータリー財団へ寄付金３５万円を、北国新聞社に寄託金

９２万３，２４６円を寄託しました。ここに２６１０地区

のロータリー会員の皆様の善意に深く感謝いたします。



2                Rotary International District 2610        http://www.rotary2610.jp  Rotary International District 2610        http://www.rotary2610.jp                 5   

Governor's  Monthly  LetterGovernor's  Monthly  Letter Governor's  Monthly  LetterGovernor's  Monthly  Letter

会員増強および拡大月間

　　　　　会員拡大増強委員長　

　　　　　　奥村　弘一（金沢RC)

　８月は「会員増強および拡大月間」です。

残念ながら、ここ10年会員数は世界では、

120万人キープしておりますが、我が国

においては 12万7千人をピークに減少し

つづけ、10万人の大台を割る大幅な落ち込みとなっており

ます。我が2610地区も同様に、3,395人をピークに、現況

は2,900人台を維持することに窮しております。今年度委員

会はシンプルに、会員増強と退会防止の二つの小委員会にし

ぼり、攻守それぞれの視点で、会員増強に努めて参ります。

　会員増強の目標として、会員１人ひとりが、ロータリアン

にふさわし友人、知人、仕事の関係者に入会を勧める「１人

１増運動」の展開を提案いたします。結果として、2610地区

会員数3,000人の大台へのリターンを目指すものであります。

又、退会防止には、家族ぐるみの親睦と炉ばたでするような

うちとけた話ができるよう小グループ毎の炉辺会合の開催を

提案いたします。新会員の加入とともに退会防止が大変重要

であり、退会者を少しでも減らすことができれば、目標達成

はともに容易なものになるでしょう。会員増強は組織存続発

展のための基本的課題であります。2007年～2008年度テー

マは「分かちあいの心」です。ロータリー発展に対する「責

務」と、さらに新会員を連れてくる「責務」を、久保ガバナ

ーの率先垂範のもと、2610地区全ての会員が分かちあい、

すべてのクラブを存続力ある魅力あふれるクラブにしようで

はありませんか。皆様の「分かちあいの心」に期待します。

　　　　　会員増強小委員長　

　　　　　　宮森　紀好（野々市RC)

　「会員増強の重要性」について2005年
ロータリアン必携（A4青表紙）P33～34
に全文アンダーラインを付して記載され
ている。（注1）
「日本では会員数約13万人を最高として

1997年頃より減少を続けています」当地区会員数推移を棒
グラフで表示した表がある。　
　1998年 3357人　2000年（私の入会した年）  3266人
　2004年 3057人　2006年（私のクラブ会長の年） 2919人
会員数減少傾向に歯止めをかけよう！
“ロータリーの活性化”→“ロータリーの魅力UP”→”増
やすから増えるへ”→“会員増強”→”ロータリーの活性化
“このサイクルを回せ！
３年連続の“GET65”の目標から乖離するばかりの現状に
会員増強小委員長の小さな胸は痛み続け破裂寸前である。
「それでは、具体的な会員増強方法について整理してみま
す」 と 17項目が（なぜか9なしに）列挙、指南されている。
その一つひとつを根気よく繰り返し実行していくこと。これ
しかないようである。（注2）
（注1）１部300円で購入された冊子で、ぜひ再読・精読下
さい。（注2）「地域やクラブの現状とニーズに応じた退会
防止や会員増強の方法を探る」「その内容についてクラブ協
議会で討論し、全会員が認識を深め参加する」「その決定事
項を実行した数ｹ月後に成果を評価し問題点について討議を
する」「これらのことを根気よく繰り返す」
１年間で何度繰り返し行なえるか。根気よく繰返すとその成
果はきっと後からついてくると信じて・・・

　　　　　退会防止小委員長　

　　　　　　森林　良治（射水RC)

 �  RCが健全なクラブとして活動を続け

て行くために優れた会員の退会を防止す

る事は、今までも、これからも、私達に

課せられた大きな課題だと思います。

�  基本的にはRCに献身的で、熱心に活動に参加される方の

退会はありません。そのような会員を一人でも多く作ってい

くために、RCと、どのように、関わって行くのかが、大切

だと思います。今まで皆さんのクラブでも色々、退会防止策

に、取り組んで来られたと思いますが、もう一度原点に戻り、

会員増強のもと、入会された新会員に対し、会員であること

の恩典・会員の責務・奉仕の機会などの基本的な事に関する

オリエンテ－ションに時間を掛けて行く事も大切だと思いま

す。　

�　またすぐに出来る事からと言う事で、例えば新入会員の入

会式・歓迎会をクラブの大きな事業として位置付け、新入会

員の方と推薦者に、大きな感動と感激を与え得る機会を設け、

更に自分の為に「これほどまで」というクラブに対しての感

謝の気持ちを持って貰うことが、退会防止策の一つの小さな

原点となるのではと思います。

ローターアクトクラブ

金沢西RAC　　　珠　洲RAC　　　能　美RAC

金沢東RAC　　　南　砺RAC　　　白　山RAC

小　松RAC　　　高岡西RAC　　　河　北RAC

砺　波RAC　　　七　尾RAC　　　魚津西RAC

金　沢RAC　　　新　湊RAC　　　立　山RAC

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）

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。　　

　前期、2610地区において全国ローターアクト

研修会が開催されました。 日本全国より熱いロー

ターアクター達が参加し、当地区の魅力を存分に

味わっていただくと同時に、様々な形で懇親を深

められました。地区一丸となって準備に本番にと

やってきた結果、会員一人一人の参画する意識が

強められ、とても良い雰囲気で今期のスタートを

迎えられそうです。

　さて、近年お馴染みのテーマとも言うべきです

が、「会員減少」の問題が深刻となっております。

前期卒会者が２５名を超え、企業と同じくして

2007年問題を抱えました。会員が少なくなると

いう事は、それだけ例会や地区行事の規模も縮小

し活動が思うように出来なくなってしまいます。

イコール親睦を通じて知識開発をするチャンスも

減るということです。聞くところによると、世界

でのアクト会員数は増加しているが、日本では減

少しているそうです。地区単体の問題のみならず、

日本のローターアクト全体の大きな問題でもある

そうです。そういったことから、今期はローター

アクトそのものを深く世間一般に知ってもらうべ

く、渉外的な広報活動に重点を置く内容にしてい

きたいと思っております。

　広報活動といっても、なにもＣＭやチラシなど

のメディアへの露出だけではないはずです。私は

例会や行事などの活動すべてが広報となると考え

ます。私達は一般の方たちに胸を張って主張でき

る素晴らしい活動をしているはずです。ですから、

今期は活動そのものを一般の方達と一緒になって

出来る企画を多く立案していこうと思っておりま

す。それによってローターアクトを広くＰＲする

と同時に参画する能力を鍛え、地域社会に対する

知識や理解を深めていこうと思います。

　私達2610地区のアクターには前期の全国ロー

ターアクト研修会の成功という大きな自信があり

ます。それを糧とし礎として地区役員、各クラブ

員一丸となって魅力ある活動をしていきたいです。

　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。

立ち上がれ！

  日本のローターアクター！
2007-2008年度地区ローターアクト　

　　代　表　本　江　　択

ローターアクト地区代表からロータリークラブの皆さんへ

◆R米山記念奨学会委員長　福　田　　　裕（白山石川RC）

委員長の役割を頂いて２年になります。今年度は23
名の奨学生のお世話をすることになりました。採用
は全て大学の指定校からの推薦を基に、３倍の倍率
で選考しました。どの学生も大変成績優秀で、日本語でのコミ
ュニケーション能力にも優れています。各クラブで卓話の機会
も頂くことになっています。奨学金をもらうことに大きな感謝
とそれに恥じない人になることを目標としています。多くの人
が、”ロータリーに愛を感じる”と感想を述べています。「民
間外交として世界に平和の種を蒔く」という米山奨学事業の使
命をご理解の上、ロータリアン全員のご協力をお願い致します。

委員長のご挨拶
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ロータリーは
　分かちあいの心
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ロータリーは
　分かちあいの心

2007-2008　RIテーマ

　目標は3,000名、1998年には、3,357名のロー

タリアンが募い“超我の奉仕”に邁進し地域に存

在感のあるロータリークラブを継承してまいりま

したが、その年度をピークに年々減少してロータ

リーの存在が薄れて来たような感じがいたします。

　ウィルキンソンＲＩ会長は、“新しい会員なく

して、ほかを語るわけにはまいりません。なぜな

ら私達の活動がどんなに立派で尊いものであって

も新しい会員がなければロータリーは数年で消滅

してしまう“と強く訴えられました。

　“俺がやらねば誰がする、今やらねばいつでき

る”と言う言葉があります。

自分がロータリーを語らなかったら、誰が語りま

すか。今ロータリーに勧めなかったら、いつ勧め

るのですか。会員ひとり一人、友人、知人、友達

に限らずロータリーを語り、ロータリーを勧めて

下さい。

　自分の奥様を、会員の候補者として、とらえる

ことです。なぜなら、自分に対してもロータリー

に対しても一番の理解者であるからです。奥様は

隣近所、地域の方々との交りが大変深いからです。

　“お宅のダンナもロータリーに入ったらぁ、内

のダンナ、ロータリーに入ってから、人生変わっ

たように生き生きしてるわよ”と話しされ声を掛

けて、ちょっと助言していただくことで、会員増

強にも退会防止にもつながるものと考えますが、

いかがですか。奥様そして家族ぐるみの行事を重

視し、楽しい催し親睦でロータリーの輪が２倍、

３倍にも広がります。奥様、家族参加の奉仕活動

で生き生きし地域の方々にロータリーの存在を高

めていると聞いております。ロータリー活動は家

族ぐるみです。

次は退会防止です。

この５年間で入会者1,100人、退会者1,500人あ

りました。会員の死亡、転勤による退会者は３割、

退会者の７割1,000名はロータリーに見切りをつ

けての退会者です。その理由は何だったのか、よ

く知る必要があります。

　これからロータリーに入会したいと思っている

人に大きな影響を与えているのでは、と考えます。

絶対に退会者を出してはならないのです。

もし経済的理由だとすればロータリーが経済環境

で退会者をだすようでは、ロータリーの存在すら

問われると思います。こんなときこそお互いが助

け合っていくのがロータリー仲間でありロータリ

ークラブでないでしょうか。

　　“ロータリーは分かちあいの心です”

　新会員は退会者の予備軍とも言われてます。新

会員に対して心のこもった歓迎親睦の機会をもう

けロータリーを語ってください。炉辺会合など腹

を割って話し合える場をつくり、コミニュケーシ

ョンを計ってください。

　クラブ活動、委員会活動等に参加を勧め、友情

の輪を広めることで退会防止者が減るものと信じ

ております。

　“退会者を減らすことで

　　　　　会員3,000名目指そう”

　　　　　　　　国際ロータリー第2610地区　

　　　　　　　　2007-2008年度ガバナー　

　　　　　　　　　久 保　順 一

会員増強月間は退会防止月間でもある

１日㈬   中能登まほろばRC公式訪問�

２日㈭　加賀RC公式訪問
　　　　 白山石川RC公式訪問�

４日㈯　第１回社会奉仕委員長会議　地場産業センター

６日㈪　金沢香林坊RC公式訪問�

７日㈫　志賀RC公式訪問�

８日㈬　越中八尾RC公式訪問�

９日㈭　滑川RC公式訪問�

14日㈫～27日㈪� ベルギー留学生受入�

20日㈪　第３０回インターアクト年次大会
　　　　　（ホスト校：金沢高校）�

21日㈫　富山RC公式訪問�

22日㈬　朝日RC公式訪問�

23日㈭　立山RC公式訪問�

24日㈮　能美RC公式訪問�

25日㈯　第１回職業奉仕委員長会議　コスモアイル羽咋

27日㈪　射水RC公式訪問�

29日㈬　高岡西RC公式訪問�

30日㈭　高岡RC公式訪問�

31日㈮　七尾RC公式訪問�

８月の行事予定 ７月の活動報告・公式訪問

１日㈰　地区R情報・広報・雑誌委員会及び
　　　　　　R情報・広報・雑誌委員長会議

�

14日㈯　第１回ガバナー補佐会議及び

　　　　 第１回諮問委員会

21日㈯　R米山記念奨学会カウンセラー研修会�

22日㈰　第１回会員拡大増強委員長会議�

23日㈪　富山シティーRC公式訪問�

24日㈫　金沢南RC公式訪問�

25日㈬　加賀中央RC公式訪問�

26日㈭　珠洲RC公式訪問�

27日㈮　魚津RC公式訪問�

28日㈯　第１回国際青少年交換委員長会議

30日㈪　高岡北RC公式訪問�

　◆ お 知 ら せ  ◆
本年５月２０日に行なわれました、地区協議会はロータリ

ーアンの皆様のおかげをもちまして、無事に執り行われま

したこと御礼申し上げます。

さて、久保ガバナーの提案で今大会の食事での、費用の一

部を能登半島義援金に寄託にさせていただいたことの報告

をさせていただきます。

ロータリー財団へ寄付金３５万円を、北国新聞社に寄託金

９２万３，２４６円を寄託しました。ここに２６１０地区

のロータリー会員の皆様の善意に深く感謝いたします。
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   地区大会

委員長のご挨拶

●記念講演　10月21日㈰  13：30～　

　「大家族～
　　　　支え愛、見守り愛、励まし愛」

西川ヘレン 氏　西川きよし夫人

【第２日目】 10月21日㈰

 　8：30　登録受付開始

　　　　　　　場所／コスモアイル羽咋

◆ 本 会 議（Ⅱ）
 　9：00　開会点鐘

　 9：50　ガバナー地区現況報告

　10：10　RI会長代理RI現況報告

　10：30　大会委員会報告

　11：05　表彰・感謝状贈呈

　12：00　昼食（移動）

　13：30　記念講演

◆ 本 会 議（Ⅲ）
　15：00　RI会長代理所感

　15：55　閉会点鐘

◆大会の夕べ　会場／羽咋体育館

　16：20　開　宴

　17：50　閉　宴

【第１日目】 10月20日㈯

◆ 指導者育成セミナー
　　　　　　　場所／コスモアイル羽咋

　10：30　セミナー開始

　13：00　登録受付開始

◆ 本 会 議（Ⅰ）
　13：30　開会点鐘

　14：00　ガバナー挨拶

　14：20　RI会長代理挨拶

　14：40　大会プログラム採択

　15：20　ロータリー講演

　16：30　閉会点鐘

◆ RI会長代理歓迎晩餐会
　　　　　　会場／能登ロイヤルホテル

　17：20　開　宴

　19：20　閉　宴

　10月20日㈯・21日㈰の両日、羽咋RCのホスト、七尾RC・志賀RC・

富来RC・中島RC・中能登まほろばRC・七尾みなとRCのコ・ホストで宇

宙科学博物館を擁する「コスモアイル羽咋」を主会場として開催されます。

　　RIのテーマは　“ROTARY 　SHARES”

　　　　　　　　「ロータリーは分かちあいの心」です。

　年一度の地区大会で会員が一堂に会して親睦・友好を深め、奉仕の

理念、感動と感激を分かちあおうではありませんか。

　地区内外のロータリアンとご家族の皆様にはどうぞ、お誘い合わせの

上多数のご参加を頂きますよう、お願い申し上げます。

　皆様のご来会を心よりお待ち致しております。

　　　　　　　　　　　　　地区大会実行委員長　市村　昭治

◆立法研究委員長　中　川　幸　一（加賀白山RC）
　　　　　　　　
＊ロータリーの明日を決める
３年に1度開催される規定審議会が４月22日～27日
にアメリカのシカゴで開催され、当2610地区代表
議員として、北川パストガバナーが出席されました。
そこで３５０近くある立法案の中でもRIは会員の減少をどう食
い止められるかを、大きな問題として取り上げ審議されました。
そしてその中でいくつかの立法案が通り、近く手続要覧２００
７年度版が出来る予定です。地区内、各クラブにおきましては、
RIによりよい立法案を出しこれからのロータリーの拡大を願い
ましょう。本年一年間宜しくお願い致します。

◆ロータリー情報委員長　若　林　啓　介（富山RC）

嘗て、ロータリー財団の委員長を務めさせていただ
いていた時に、非常に強く感じたことは、自分自身
も含め、ロータリアンの多くが余りにもロータリー
のことを知らないし、知ろうという意欲、知らなければいけな
いという意識の低さでした。対外的な広報活動を言う以前に、
このような現状を何とか出来ないものだろうか、との思いを強
くしています。具体的な内容や手法については、地区ロータリ
ー情報委員会議の機会に委ねるとして、皆様のご支援とご協力
を、是非、宜しくお願い申し上げます。

◆社会奉仕委員長　小　間　茂　雄（高岡RC）

「環境を考える」１年 
「京都議定書」に基づき、「コスタリカの温暖化ガ
スゼロ」表明などをみるように、各国でもようやく
真剣に地球温暖化阻止の活動が行われるようになって来ました。
そこに静かにしのび寄っている温暖化の危機は、「信じたくな
い」という心とは裏腹に今放置しておくと、瞬く間にそして、
加速度的に進行すると警告が発せられ続けています。そこで私
たちは、「何をしなければならないのでしょうか？」　また「何が
できるのでしょう？」そのことを考えてみようではありませんか。

◆インターアクト委員長　松　原　一　夫（金沢香林坊RC）

この度、地区インターアクト委員長に任命されました。
青少年に有意義な奉仕プロジェクト参加を目的に設
立されたインターアクトクラブは（ＩＡＣ）内外共に
増加を辿っております。学力中心主義、ＩＴ時代と持て囃され人
と人との繋がりを疎んじられている現在、ＩＡＣの設立は、切
実な問題であります。ＩＡＣには海外研修旅行があります。海
外のロータリアンと間近に接し尊敬の念を抱くことが、将来ロ
ータリアンになる可能性を秘めております。わが子を育てるが
ごとく新ＩＡＣ設立に御協力を切望いたし一年間御指導下さい。

◆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ガバナーが力を入れているので
下記の三つの事を中心に進めたいと思いますので、
ご協力をお願い致します。
① 海外援助活用車両の斡旋依頼
　　１９９２年以降初年度登録の自治体で廃車予定の救急車、
　　消防車、水槽車があれば無償で譲っていただき、日本外交
　　協会を通じて開発途上国に譲りたい。
② 地区内クラブの優秀世界社会奉仕活動への援助。
③ 活動費捻出のお願い
　　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。

◆ロータリー財団委員長　桝　田　隆一郎（富山RC）

この度、瀬戸前委員長の後を引き継ぎ、地区ロータリ
ー財団委員長を拝命いたしました。富山ロータリークラ
ブの桝田でございます。地区のメンバー諸兄のご協力
を仰ぎながら、委員会運営を遂行していきたいと思います。財団へ
の御意見や御質問があればぜひ下記サイトをご覧ください。ほどんどの
御質問の回答はrotary.org/languages/japanese/downloads/で
確認できます。久保ガバナーは「毎年あなたも１００ドルを」
を目標にされています。この年次寄付は3年後には地区に半分
は戻ってきて国際親善奨学生派遣や一部は地区補助金（今年度
は２万ドル）として使用できます。

◆ローターアクト委員長　和　田　清　聡（金沢東RC）

昨年度はアクトの活動として全国規模の第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2月24-25日に石川県立音楽堂と全日空ホテル
で、680名を超す参加者で盛大に終了することができました。
ご協力を頂いた各ロータリークラブの皆様に改めてお礼を申し
上げます。ローターアクトの活動は常に会員増強を図らないと、
消滅する危険性があります。ローターアクトを提唱していない
ロータリークラブの皆様にも、是非リーダーシップを育てる為
に頂きますようお願いします。

◆国際青少年交換委員長　田　中　　　泰（金沢香林坊RC）

高校２年生を対象に交換プログラムが始まったのは
1969年、いまから38年前の事だ。今までに 400名
弱の高校生を交換し地域の国際親善に努力をしてきた。
対象の国はアメリカ、カナダ、オーストラリアと英語圏の地域
と交流をしてきた。現在、アメリカの7090地区の青少年交換
委員長は金沢へ交換留学で１年間ステイしていた経験を持つ。
地区メンバーには交換留学を経験した方がロータリー活動に活
躍する時代となった。皆様の子弟を是非交換留学の経験をさせ
て欲しいと望んでいる。

◆友情交換委員長　金　　　沂　秀（金沢百万石RC）

2610地区の皆さん、こんにちは。私は2007～2008
年度地区友情交換委員長を仰せつかりました　キム
ギス と申します。何卒、宜しく御指導御鞭撻をお願
い申し上げます。今年度は、私の金沢百万石ロータリークラブ
の会長が既に決まっておりましたので、地区の友情交換委員長
との二役をさせて頂くのは力不足となり、ご迷惑をおかけする
のではないかと受けかねておりました。しかし、せっかくの久
保順一ガバナーからのご指名でしたので、私自身の特性を活か
し、韓国との友情の橋渡しを、出来る限りさせて頂こうと思い
お引き受けした次第です。
韓国は、近くて近い外国です。非常に日本と考え方など似てい
る国だと思います。地区同士から、クラブ同士、ひいては会員
同士への交流が盛んになれば、自然とロータリーは発展してい
くと思います。皆さん、如何でしょうか。外国のクラブとの姉
妹交流“初級編”として韓国と交流をしませんか。是非、お手
伝いをさせてください。国内にも国外にも楽しいロータリーの
仲間を沢山作りましよう！

◆職業奉仕委員長　元　井　　　實（高岡北RC）

前年度に引き続き、今年度も職業奉仕委員会を担当
することとなりました。久保ガバナーの地区運営方
針に従い活動を推進します。カウンセラー松尾久義
パストガバナーの御指導のもと、委員会の皆様、各クラブの委
員長の皆々様と力を合わせ、実のある奉仕活動を展開したいと
思います。何卒ロータリアン各位の御指導、御協力を賜ります
よう御願い致します。今年度は特に、昨年迄会員増強委員会で
推進されていた「インターンシッププラン」を職業奉仕委員会
が担当することになりました。この活動は石川県では「わく・
ワーク体験」・富山県では「十四歳の挑戦」と名づけ教育委員
会のご指導のもと実施されている活動です。我々ロータリアン
が、各自の職場を提供する等、積極的に参加していくプランです。
各クラブでご検討され、ぜひ推進されます様お願い致します。

◆表彰審査委員長　向　井　司　朗（高岡西RC）

本委員会は「地区組織に関する要覧」によると、次
の３つの活動を行なうと明記してあります。
　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立案
　３）地区大会表彰に関する事項
これらに忠実に対応し、任務を全う致します。

◆広報委員長　吉　田　正　樹（小松シティRC）

ロータリーの活動を、ロータリアンの皆さんを、そ
して何よりロータリー自体を世の人たちに広く知ら
しめる、そんな大きな使命を受けることになりまし
た。人に語るにはまず自分がロータリーをよく理解しなければ
ならないと、新年度を目前に新米委員長はロータリーの勉強を
始めております。

　講演者：青少年交換学生、国際親善奨学生、米山記念奨学生

　テーマ：「異文化の架け橋」

●ロータリー講演　10月20日㈯  15：20～
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2007-2008年度　国際ロータリー第2610地区

   地区大会

委員長のご挨拶

●記念講演　10月21日㈰  13：30～　

　「大家族～
　　　　支え愛、見守り愛、励まし愛」

西川ヘレン 氏　西川きよし夫人

【第２日目】 10月21日㈰

 　8：30　登録受付開始

　　　　　　　場所／コスモアイル羽咋

◆ 本 会 議（Ⅱ）
 　9：00　開会点鐘

　 9：50　ガバナー地区現況報告

　10：10　RI会長代理RI現況報告

　10：30　大会委員会報告

　11：05　表彰・感謝状贈呈

　12：00　昼食（移動）

　13：30　記念講演

◆ 本 会 議（Ⅲ）
　15：00　RI会長代理所感

　15：55　閉会点鐘

◆大会の夕べ　会場／羽咋体育館

　16：20　開　宴

　17：50　閉　宴

【第１日目】 10月20日㈯

◆ 指導者育成セミナー
　　　　　　　場所／コスモアイル羽咋

　10：30　セミナー開始

　13：00　登録受付開始

◆ 本 会 議（Ⅰ）
　13：30　開会点鐘

　14：00　ガバナー挨拶

　14：20　RI会長代理挨拶

　14：40　大会プログラム採択

　15：20　ロータリー講演

　16：30　閉会点鐘

◆ RI会長代理歓迎晩餐会
　　　　　　会場／能登ロイヤルホテル

　17：20　開　宴

　19：20　閉　宴

　10月20日㈯・21日㈰の両日、羽咋RCのホスト、七尾RC・志賀RC・

富来RC・中島RC・中能登まほろばRC・七尾みなとRCのコ・ホストで宇

宙科学博物館を擁する「コスモアイル羽咋」を主会場として開催されます。

　　RIのテーマは　“ROTARY 　SHARES”

　　　　　　　　「ロータリーは分かちあいの心」です。

　年一度の地区大会で会員が一堂に会して親睦・友好を深め、奉仕の

理念、感動と感激を分かちあおうではありませんか。

　地区内外のロータリアンとご家族の皆様にはどうぞ、お誘い合わせの

上多数のご参加を頂きますよう、お願い申し上げます。

　皆様のご来会を心よりお待ち致しております。

　　　　　　　　　　　　　地区大会実行委員長　市村　昭治

◆立法研究委員長　中　川　幸　一（加賀白山RC）
　　　　　　　　
＊ロータリーの明日を決める
３年に1度開催される規定審議会が４月22日～27日
にアメリカのシカゴで開催され、当2610地区代表
議員として、北川パストガバナーが出席されました。
そこで３５０近くある立法案の中でもRIは会員の減少をどう食
い止められるかを、大きな問題として取り上げ審議されました。
そしてその中でいくつかの立法案が通り、近く手続要覧２００
７年度版が出来る予定です。地区内、各クラブにおきましては、
RIによりよい立法案を出しこれからのロータリーの拡大を願い
ましょう。本年一年間宜しくお願い致します。

◆ロータリー情報委員長　若　林　啓　介（富山RC）

嘗て、ロータリー財団の委員長を務めさせていただ
いていた時に、非常に強く感じたことは、自分自身
も含め、ロータリアンの多くが余りにもロータリー
のことを知らないし、知ろうという意欲、知らなければいけな
いという意識の低さでした。対外的な広報活動を言う以前に、
このような現状を何とか出来ないものだろうか、との思いを強
くしています。具体的な内容や手法については、地区ロータリ
ー情報委員会議の機会に委ねるとして、皆様のご支援とご協力
を、是非、宜しくお願い申し上げます。

◆社会奉仕委員長　小　間　茂　雄（高岡RC）

「環境を考える」１年 
「京都議定書」に基づき、「コスタリカの温暖化ガ
スゼロ」表明などをみるように、各国でもようやく
真剣に地球温暖化阻止の活動が行われるようになって来ました。
そこに静かにしのび寄っている温暖化の危機は、「信じたくな
い」という心とは裏腹に今放置しておくと、瞬く間にそして、
加速度的に進行すると警告が発せられ続けています。そこで私
たちは、「何をしなければならないのでしょうか？」　また「何が
できるのでしょう？」そのことを考えてみようではありませんか。

◆インターアクト委員長　松　原　一　夫（金沢香林坊RC）

この度、地区インターアクト委員長に任命されました。
青少年に有意義な奉仕プロジェクト参加を目的に設
立されたインターアクトクラブは（ＩＡＣ）内外共に
増加を辿っております。学力中心主義、ＩＴ時代と持て囃され人
と人との繋がりを疎んじられている現在、ＩＡＣの設立は、切
実な問題であります。ＩＡＣには海外研修旅行があります。海
外のロータリアンと間近に接し尊敬の念を抱くことが、将来ロ
ータリアンになる可能性を秘めております。わが子を育てるが
ごとく新ＩＡＣ設立に御協力を切望いたし一年間御指導下さい。

◆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ガバナーが力を入れているので
下記の三つの事を中心に進めたいと思いますので、
ご協力をお願い致します。
① 海外援助活用車両の斡旋依頼
　　１９９２年以降初年度登録の自治体で廃車予定の救急車、
　　消防車、水槽車があれば無償で譲っていただき、日本外交
　　協会を通じて開発途上国に譲りたい。
② 地区内クラブの優秀世界社会奉仕活動への援助。
③ 活動費捻出のお願い
　　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。

◆ロータリー財団委員長　桝　田　隆一郎（富山RC）

この度、瀬戸前委員長の後を引き継ぎ、地区ロータリ
ー財団委員長を拝命いたしました。富山ロータリークラ
ブの桝田でございます。地区のメンバー諸兄のご協力
を仰ぎながら、委員会運営を遂行していきたいと思います。財団へ
の御意見や御質問があればぜひ下記サイトをご覧ください。ほどんどの
御質問の回答はrotary.org/languages/japanese/downloads/で
確認できます。久保ガバナーは「毎年あなたも１００ドルを」
を目標にされています。この年次寄付は3年後には地区に半分
は戻ってきて国際親善奨学生派遣や一部は地区補助金（今年度
は２万ドル）として使用できます。

◆ローターアクト委員長　和　田　清　聡（金沢東RC）

昨年度はアクトの活動として全国規模の第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2月24-25日に石川県立音楽堂と全日空ホテル
で、680名を超す参加者で盛大に終了することができました。
ご協力を頂いた各ロータリークラブの皆様に改めてお礼を申し
上げます。ローターアクトの活動は常に会員増強を図らないと、
消滅する危険性があります。ローターアクトを提唱していない
ロータリークラブの皆様にも、是非リーダーシップを育てる為
に頂きますようお願いします。

◆国際青少年交換委員長　田　中　　　泰（金沢香林坊RC）

高校２年生を対象に交換プログラムが始まったのは
1969年、いまから38年前の事だ。今までに 400名
弱の高校生を交換し地域の国際親善に努力をしてきた。
対象の国はアメリカ、カナダ、オーストラリアと英語圏の地域
と交流をしてきた。現在、アメリカの7090地区の青少年交換
委員長は金沢へ交換留学で１年間ステイしていた経験を持つ。
地区メンバーには交換留学を経験した方がロータリー活動に活
躍する時代となった。皆様の子弟を是非交換留学の経験をさせ
て欲しいと望んでいる。

◆友情交換委員長　金　　　沂　秀（金沢百万石RC）

2610地区の皆さん、こんにちは。私は2007～2008
年度地区友情交換委員長を仰せつかりました　キム
ギス と申します。何卒、宜しく御指導御鞭撻をお願
い申し上げます。今年度は、私の金沢百万石ロータリークラブ
の会長が既に決まっておりましたので、地区の友情交換委員長
との二役をさせて頂くのは力不足となり、ご迷惑をおかけする
のではないかと受けかねておりました。しかし、せっかくの久
保順一ガバナーからのご指名でしたので、私自身の特性を活か
し、韓国との友情の橋渡しを、出来る限りさせて頂こうと思い
お引き受けした次第です。
韓国は、近くて近い外国です。非常に日本と考え方など似てい
る国だと思います。地区同士から、クラブ同士、ひいては会員
同士への交流が盛んになれば、自然とロータリーは発展してい
くと思います。皆さん、如何でしょうか。外国のクラブとの姉
妹交流“初級編”として韓国と交流をしませんか。是非、お手
伝いをさせてください。国内にも国外にも楽しいロータリーの
仲間を沢山作りましよう！

◆職業奉仕委員長　元　井　　　實（高岡北RC）

前年度に引き続き、今年度も職業奉仕委員会を担当
することとなりました。久保ガバナーの地区運営方
針に従い活動を推進します。カウンセラー松尾久義
パストガバナーの御指導のもと、委員会の皆様、各クラブの委
員長の皆々様と力を合わせ、実のある奉仕活動を展開したいと
思います。何卒ロータリアン各位の御指導、御協力を賜ります
よう御願い致します。今年度は特に、昨年迄会員増強委員会で
推進されていた「インターンシッププラン」を職業奉仕委員会
が担当することになりました。この活動は石川県では「わく・
ワーク体験」・富山県では「十四歳の挑戦」と名づけ教育委員
会のご指導のもと実施されている活動です。我々ロータリアン
が、各自の職場を提供する等、積極的に参加していくプランです。
各クラブでご検討され、ぜひ推進されます様お願い致します。

◆表彰審査委員長　向　井　司　朗（高岡西RC）

本委員会は「地区組織に関する要覧」によると、次
の３つの活動を行なうと明記してあります。
　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立案
　３）地区大会表彰に関する事項
これらに忠実に対応し、任務を全う致します。

◆広報委員長　吉　田　正　樹（小松シティRC）

ロータリーの活動を、ロータリアンの皆さんを、そ
して何よりロータリー自体を世の人たちに広く知ら
しめる、そんな大きな使命を受けることになりまし
た。人に語るにはまず自分がロータリーをよく理解しなければ
ならないと、新年度を目前に新米委員長はロータリーの勉強を
始めております。

　講演者：青少年交換学生、国際親善奨学生、米山記念奨学生

　テーマ：「異文化の架け橋」

●ロータリー講演　10月20日㈯  15：20～
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会員増強および拡大月間

　　　　　会員拡大増強委員長　

　　　　　　奥村　弘一（金沢RC)

　８月は「会員増強および拡大月間」です。

残念ながら、ここ10年会員数は世界では、

120万人キープしておりますが、我が国

においては 12万7千人をピークに減少し

つづけ、10万人の大台を割る大幅な落ち込みとなっており

ます。我が2610地区も同様に、3,395人をピークに、現況

は2,900人台を維持することに窮しております。今年度委員

会はシンプルに、会員増強と退会防止の二つの小委員会にし

ぼり、攻守それぞれの視点で、会員増強に努めて参ります。

　会員増強の目標として、会員１人ひとりが、ロータリアン

にふさわし友人、知人、仕事の関係者に入会を勧める「１人

１増運動」の展開を提案いたします。結果として、2610地区

会員数3,000人の大台へのリターンを目指すものであります。

又、退会防止には、家族ぐるみの親睦と炉ばたでするような

うちとけた話ができるよう小グループ毎の炉辺会合の開催を

提案いたします。新会員の加入とともに退会防止が大変重要

であり、退会者を少しでも減らすことができれば、目標達成

はともに容易なものになるでしょう。会員増強は組織存続発

展のための基本的課題であります。2007年～2008年度テー

マは「分かちあいの心」です。ロータリー発展に対する「責

務」と、さらに新会員を連れてくる「責務」を、久保ガバナ

ーの率先垂範のもと、2610地区全ての会員が分かちあい、

すべてのクラブを存続力ある魅力あふれるクラブにしようで

はありませんか。皆様の「分かちあいの心」に期待します。

　　　　　会員増強小委員長　

　　　　　　宮森　紀好（野々市RC)

　「会員増強の重要性」について2005年
ロータリアン必携（A4青表紙）P33～34
に全文アンダーラインを付して記載され
ている。（注1）
「日本では会員数約13万人を最高として

1997年頃より減少を続けています」当地区会員数推移を棒
グラフで表示した表がある。　
　1998年 3357人　2000年（私の入会した年）  3266人
　2004年 3057人　2006年（私のクラブ会長の年） 2919人
会員数減少傾向に歯止めをかけよう！
“ロータリーの活性化”→“ロータリーの魅力UP”→”増
やすから増えるへ”→“会員増強”→”ロータリーの活性化
“このサイクルを回せ！
３年連続の“GET65”の目標から乖離するばかりの現状に
会員増強小委員長の小さな胸は痛み続け破裂寸前である。
「それでは、具体的な会員増強方法について整理してみま
す」 と 17項目が（なぜか9なしに）列挙、指南されている。
その一つひとつを根気よく繰り返し実行していくこと。これ
しかないようである。（注2）
（注1）１部300円で購入された冊子で、ぜひ再読・精読下
さい。（注2）「地域やクラブの現状とニーズに応じた退会
防止や会員増強の方法を探る」「その内容についてクラブ協
議会で討論し、全会員が認識を深め参加する」「その決定事
項を実行した数ｹ月後に成果を評価し問題点について討議を
する」「これらのことを根気よく繰り返す」
１年間で何度繰り返し行なえるか。根気よく繰返すとその成
果はきっと後からついてくると信じて・・・

　　　　　退会防止小委員長　

　　　　　　森林　良治（射水RC)

 �  RCが健全なクラブとして活動を続け

て行くために優れた会員の退会を防止す

る事は、今までも、これからも、私達に

課せられた大きな課題だと思います。

�  基本的にはRCに献身的で、熱心に活動に参加される方の

退会はありません。そのような会員を一人でも多く作ってい

くために、RCと、どのように、関わって行くのかが、大切

だと思います。今まで皆さんのクラブでも色々、退会防止策

に、取り組んで来られたと思いますが、もう一度原点に戻り、

会員増強のもと、入会された新会員に対し、会員であること

の恩典・会員の責務・奉仕の機会などの基本的な事に関する

オリエンテ－ションに時間を掛けて行く事も大切だと思いま

す。　

�　またすぐに出来る事からと言う事で、例えば新入会員の入

会式・歓迎会をクラブの大きな事業として位置付け、新入会

員の方と推薦者に、大きな感動と感激を与え得る機会を設け、

更に自分の為に「これほどまで」というクラブに対しての感

謝の気持ちを持って貰うことが、退会防止策の一つの小さな

原点となるのではと思います。

ローターアクトクラブ

金沢西RAC　　　珠　洲RAC　　　能　美RAC

金沢東RAC　　　南　砺RAC　　　白　山RAC

小　松RAC　　　高岡西RAC　　　河　北RAC

砺　波RAC　　　七　尾RAC　　　魚津西RAC

金　沢RAC　　　新　湊RAC　　　立　山RAC

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）

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。　　

　前期、2610地区において全国ローターアクト

研修会が開催されました。 日本全国より熱いロー

ターアクター達が参加し、当地区の魅力を存分に

味わっていただくと同時に、様々な形で懇親を深

められました。地区一丸となって準備に本番にと

やってきた結果、会員一人一人の参画する意識が

強められ、とても良い雰囲気で今期のスタートを

迎えられそうです。

　さて、近年お馴染みのテーマとも言うべきです

が、「会員減少」の問題が深刻となっております。

前期卒会者が２５名を超え、企業と同じくして

2007年問題を抱えました。会員が少なくなると

いう事は、それだけ例会や地区行事の規模も縮小

し活動が思うように出来なくなってしまいます。

イコール親睦を通じて知識開発をするチャンスも

減るということです。聞くところによると、世界

でのアクト会員数は増加しているが、日本では減

少しているそうです。地区単体の問題のみならず、

日本のローターアクト全体の大きな問題でもある

そうです。そういったことから、今期はローター

アクトそのものを深く世間一般に知ってもらうべ

く、渉外的な広報活動に重点を置く内容にしてい

きたいと思っております。

　広報活動といっても、なにもＣＭやチラシなど

のメディアへの露出だけではないはずです。私は

例会や行事などの活動すべてが広報となると考え

ます。私達は一般の方たちに胸を張って主張でき

る素晴らしい活動をしているはずです。ですから、

今期は活動そのものを一般の方達と一緒になって

出来る企画を多く立案していこうと思っておりま

す。それによってローターアクトを広くＰＲする

と同時に参画する能力を鍛え、地域社会に対する

知識や理解を深めていこうと思います。

　私達2610地区のアクターには前期の全国ロー

ターアクト研修会の成功という大きな自信があり

ます。それを糧とし礎として地区役員、各クラブ

員一丸となって魅力ある活動をしていきたいです。

　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。

立ち上がれ！

  日本のローターアクター！
2007-2008年度地区ローターアクト　

　　代　表　本　江　　択

ローターアクト地区代表からロータリークラブの皆さんへ

◆R米山記念奨学会委員長　福　田　　　裕（白山石川RC）

委員長の役割を頂いて２年になります。今年度は23
名の奨学生のお世話をすることになりました。採用
は全て大学の指定校からの推薦を基に、３倍の倍率
で選考しました。どの学生も大変成績優秀で、日本語でのコミ
ュニケーション能力にも優れています。各クラブで卓話の機会
も頂くことになっています。奨学金をもらうことに大きな感謝
とそれに恥じない人になることを目標としています。多くの人
が、”ロータリーに愛を感じる”と感想を述べています。「民
間外交として世界に平和の種を蒔く」という米山奨学事業の使
命をご理解の上、ロータリアン全員のご協力をお願い致します。

委員長のご挨拶
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ロータリーは
　分かちあいの心
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ロータリーは
　分かちあいの心

2007-2008　RIテーマ

　目標は3,000名、1998年には、3,357名のロー

タリアンが募い“超我の奉仕”に邁進し地域に存

在感のあるロータリークラブを継承してまいりま

したが、その年度をピークに年々減少してロータ

リーの存在が薄れて来たような感じがいたします。

　ウィルキンソンＲＩ会長は、“新しい会員なく

して、ほかを語るわけにはまいりません。なぜな

ら私達の活動がどんなに立派で尊いものであって

も新しい会員がなければロータリーは数年で消滅

してしまう“と強く訴えられました。

　“俺がやらねば誰がする、今やらねばいつでき

る”と言う言葉があります。

自分がロータリーを語らなかったら、誰が語りま

すか。今ロータリーに勧めなかったら、いつ勧め

るのですか。会員ひとり一人、友人、知人、友達

に限らずロータリーを語り、ロータリーを勧めて

下さい。

　自分の奥様を、会員の候補者として、とらえる

ことです。なぜなら、自分に対してもロータリー

に対しても一番の理解者であるからです。奥様は

隣近所、地域の方々との交りが大変深いからです。

　“お宅のダンナもロータリーに入ったらぁ、内

のダンナ、ロータリーに入ってから、人生変わっ

たように生き生きしてるわよ”と話しされ声を掛

けて、ちょっと助言していただくことで、会員増

強にも退会防止にもつながるものと考えますが、

いかがですか。奥様そして家族ぐるみの行事を重

視し、楽しい催し親睦でロータリーの輪が２倍、

３倍にも広がります。奥様、家族参加の奉仕活動

で生き生きし地域の方々にロータリーの存在を高

めていると聞いております。ロータリー活動は家

族ぐるみです。

次は退会防止です。

この５年間で入会者1,100人、退会者1,500人あ

りました。会員の死亡、転勤による退会者は３割、

退会者の７割1,000名はロータリーに見切りをつ

けての退会者です。その理由は何だったのか、よ

く知る必要があります。

　これからロータリーに入会したいと思っている

人に大きな影響を与えているのでは、と考えます。

絶対に退会者を出してはならないのです。

もし経済的理由だとすればロータリーが経済環境

で退会者をだすようでは、ロータリーの存在すら

問われると思います。こんなときこそお互いが助

け合っていくのがロータリー仲間でありロータリ

ークラブでないでしょうか。

　　“ロータリーは分かちあいの心です”

　新会員は退会者の予備軍とも言われてます。新

会員に対して心のこもった歓迎親睦の機会をもう

けロータリーを語ってください。炉辺会合など腹

を割って話し合える場をつくり、コミニュケーシ

ョンを計ってください。

　クラブ活動、委員会活動等に参加を勧め、友情

の輪を広めることで退会防止者が減るものと信じ

ております。

　“退会者を減らすことで

　　　　　会員3,000名目指そう”

　　　　　　　　国際ロータリー第2610地区　

　　　　　　　　2007-2008年度ガバナー　

　　　　　　　　　久 保　順 一

会員増強月間は退会防止月間でもある

１日㈬   中能登まほろばRC公式訪問�

２日㈭　加賀RC公式訪問
　　　　 白山石川RC公式訪問�

４日㈯　第１回社会奉仕委員長会議　地場産業センター

６日㈪　金沢香林坊RC公式訪問�

７日㈫　志賀RC公式訪問�

８日㈬　越中八尾RC公式訪問�

９日㈭　滑川RC公式訪問�

14日㈫～27日㈪� ベルギー留学生受入�

20日㈪　第３０回インターアクト年次大会
　　　　　（ホスト校：金沢高校）�

21日㈫　富山RC公式訪問�

22日㈬　朝日RC公式訪問�

23日㈭　立山RC公式訪問�

24日㈮　能美RC公式訪問�

25日㈯　第１回職業奉仕委員長会議　コスモアイル羽咋

27日㈪　射水RC公式訪問�

29日㈬　高岡西RC公式訪問�

30日㈭　高岡RC公式訪問�

31日㈮　七尾RC公式訪問�

８月の行事予定 ７月の活動報告・公式訪問

１日㈰　地区R情報・広報・雑誌委員会及び
　　　　　　R情報・広報・雑誌委員長会議

�

14日㈯　第１回ガバナー補佐会議及び

　　　　 第１回諮問委員会

21日㈯　R米山記念奨学会カウンセラー研修会�

22日㈰　第１回会員拡大増強委員長会議�

23日㈪　富山シティーRC公式訪問�

24日㈫　金沢南RC公式訪問�

25日㈬　加賀中央RC公式訪問�

26日㈭　珠洲RC公式訪問�

27日㈮　魚津RC公式訪問�

28日㈯　第１回国際青少年交換委員長会議

30日㈪　高岡北RC公式訪問�

　◆ お 知 ら せ  ◆
本年５月２０日に行なわれました、地区協議会はロータリ

ーアンの皆様のおかげをもちまして、無事に執り行われま

したこと御礼申し上げます。

さて、久保ガバナーの提案で今大会の食事での、費用の一

部を能登半島義援金に寄託にさせていただいたことの報告

をさせていただきます。

ロータリー財団へ寄付金３５万円を、北国新聞社に寄託金

９２万３，２４６円を寄託しました。ここに２６１０地区

のロータリー会員の皆様の善意に深く感謝いたします。
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会員増強および拡大月間

　　　　　会員拡大増強委員長　

　　　　　　奥村　弘一（金沢RC)

　８月は「会員増強および拡大月間」です。

残念ながら、ここ10年会員数は世界では、

120万人キープしておりますが、我が国

においては 12万7千人をピークに減少し

つづけ、10万人の大台を割る大幅な落ち込みとなっており

ます。我が2610地区も同様に、3,395人をピークに、現況

は2,900人台を維持することに窮しております。今年度委員

会はシンプルに、会員増強と退会防止の二つの小委員会にし

ぼり、攻守それぞれの視点で、会員増強に努めて参ります。

　会員増強の目標として、会員１人ひとりが、ロータリアン

にふさわし友人、知人、仕事の関係者に入会を勧める「１人

１増運動」の展開を提案いたします。結果として、2610地区

会員数3,000人の大台へのリターンを目指すものであります。

又、退会防止には、家族ぐるみの親睦と炉ばたでするような

うちとけた話ができるよう小グループ毎の炉辺会合の開催を

提案いたします。新会員の加入とともに退会防止が大変重要

であり、退会者を少しでも減らすことができれば、目標達成

はともに容易なものになるでしょう。会員増強は組織存続発

展のための基本的課題であります。2007年～2008年度テー

マは「分かちあいの心」です。ロータリー発展に対する「責

務」と、さらに新会員を連れてくる「責務」を、久保ガバナ

ーの率先垂範のもと、2610地区全ての会員が分かちあい、

すべてのクラブを存続力ある魅力あふれるクラブにしようで

はありませんか。皆様の「分かちあいの心」に期待します。

　　　　　会員増強小委員長　

　　　　　　宮森　紀好（野々市RC)

　「会員増強の重要性」について2005年
ロータリアン必携（A4青表紙）P33～34
に全文アンダーラインを付して記載され
ている。（注1）
「日本では会員数約13万人を最高として

1997年頃より減少を続けています」当地区会員数推移を棒
グラフで表示した表がある。　
　1998年 3357人　2000年（私の入会した年）  3266人
　2004年 3057人　2006年（私のクラブ会長の年） 2919人
会員数減少傾向に歯止めをかけよう！
“ロータリーの活性化”→“ロータリーの魅力UP”→”増
やすから増えるへ”→“会員増強”→”ロータリーの活性化
“このサイクルを回せ！
３年連続の“GET65”の目標から乖離するばかりの現状に
会員増強小委員長の小さな胸は痛み続け破裂寸前である。
「それでは、具体的な会員増強方法について整理してみま
す」 と 17項目が（なぜか9なしに）列挙、指南されている。
その一つひとつを根気よく繰り返し実行していくこと。これ
しかないようである。（注2）
（注1）１部300円で購入された冊子で、ぜひ再読・精読下
さい。（注2）「地域やクラブの現状とニーズに応じた退会
防止や会員増強の方法を探る」「その内容についてクラブ協
議会で討論し、全会員が認識を深め参加する」「その決定事
項を実行した数ｹ月後に成果を評価し問題点について討議を
する」「これらのことを根気よく繰り返す」
１年間で何度繰り返し行なえるか。根気よく繰返すとその成
果はきっと後からついてくると信じて・・・

　　　　　退会防止小委員長　

　　　　　　森林　良治（射水RC)

 �  RCが健全なクラブとして活動を続け

て行くために優れた会員の退会を防止す

る事は、今までも、これからも、私達に

課せられた大きな課題だと思います。

�  基本的にはRCに献身的で、熱心に活動に参加される方の

退会はありません。そのような会員を一人でも多く作ってい

くために、RCと、どのように、関わって行くのかが、大切

だと思います。今まで皆さんのクラブでも色々、退会防止策

に、取り組んで来られたと思いますが、もう一度原点に戻り、

会員増強のもと、入会された新会員に対し、会員であること

の恩典・会員の責務・奉仕の機会などの基本的な事に関する

オリエンテ－ションに時間を掛けて行く事も大切だと思いま

す。　

�　またすぐに出来る事からと言う事で、例えば新入会員の入

会式・歓迎会をクラブの大きな事業として位置付け、新入会

員の方と推薦者に、大きな感動と感激を与え得る機会を設け、

更に自分の為に「これほどまで」というクラブに対しての感

謝の気持ちを持って貰うことが、退会防止策の一つの小さな

原点となるのではと思います。

ローターアクトクラブ

金沢西RAC　　　珠　洲RAC　　　能　美RAC

金沢東RAC　　　南　砺RAC　　　白　山RAC

小　松RAC　　　高岡西RAC　　　河　北RAC

砺　波RAC　　　七　尾RAC　　　魚津西RAC

金　沢RAC　　　新　湊RAC　　　立　山RAC

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）

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。　　

　前期、2610地区において全国ローターアクト

研修会が開催されました。 日本全国より熱いロー

ターアクター達が参加し、当地区の魅力を存分に

味わっていただくと同時に、様々な形で懇親を深

められました。地区一丸となって準備に本番にと

やってきた結果、会員一人一人の参画する意識が

強められ、とても良い雰囲気で今期のスタートを

迎えられそうです。

　さて、近年お馴染みのテーマとも言うべきです

が、「会員減少」の問題が深刻となっております。

前期卒会者が２５名を超え、企業と同じくして

2007年問題を抱えました。会員が少なくなると

いう事は、それだけ例会や地区行事の規模も縮小

し活動が思うように出来なくなってしまいます。

イコール親睦を通じて知識開発をするチャンスも

減るということです。聞くところによると、世界

でのアクト会員数は増加しているが、日本では減

少しているそうです。地区単体の問題のみならず、

日本のローターアクト全体の大きな問題でもある

そうです。そういったことから、今期はローター

アクトそのものを深く世間一般に知ってもらうべ

く、渉外的な広報活動に重点を置く内容にしてい

きたいと思っております。

　広報活動といっても、なにもＣＭやチラシなど

のメディアへの露出だけではないはずです。私は

例会や行事などの活動すべてが広報となると考え

ます。私達は一般の方たちに胸を張って主張でき

る素晴らしい活動をしているはずです。ですから、

今期は活動そのものを一般の方達と一緒になって

出来る企画を多く立案していこうと思っておりま

す。それによってローターアクトを広くＰＲする

と同時に参画する能力を鍛え、地域社会に対する

知識や理解を深めていこうと思います。

　私達2610地区のアクターには前期の全国ロー

ターアクト研修会の成功という大きな自信があり

ます。それを糧とし礎として地区役員、各クラブ

員一丸となって魅力ある活動をしていきたいです。

　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。

立ち上がれ！

  日本のローターアクター！
2007-2008年度地区ローターアクト　

　　代　表　本　江　　択

ローターアクト地区代表からロータリークラブの皆さんへ

◆R米山記念奨学会委員長　福　田　　　裕（白山石川RC）

委員長の役割を頂いて２年になります。今年度は23
名の奨学生のお世話をすることになりました。採用
は全て大学の指定校からの推薦を基に、３倍の倍率
で選考しました。どの学生も大変成績優秀で、日本語でのコミ
ュニケーション能力にも優れています。各クラブで卓話の機会
も頂くことになっています。奨学金をもらうことに大きな感謝
とそれに恥じない人になることを目標としています。多くの人
が、”ロータリーに愛を感じる”と感想を述べています。「民
間外交として世界に平和の種を蒔く」という米山奨学事業の使
命をご理解の上、ロータリアン全員のご協力をお願い致します。

委員長のご挨拶
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ロータリーは
　分かちあいの心
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ロータリーは
　分かちあいの心

2007-2008　RIテーマ

　目標は3,000名、1998年には、3,357名のロー

タリアンが募い“超我の奉仕”に邁進し地域に存

在感のあるロータリークラブを継承してまいりま

したが、その年度をピークに年々減少してロータ

リーの存在が薄れて来たような感じがいたします。

　ウィルキンソンＲＩ会長は、“新しい会員なく

して、ほかを語るわけにはまいりません。なぜな

ら私達の活動がどんなに立派で尊いものであって

も新しい会員がなければロータリーは数年で消滅

してしまう“と強く訴えられました。

　“俺がやらねば誰がする、今やらねばいつでき

る”と言う言葉があります。

自分がロータリーを語らなかったら、誰が語りま

すか。今ロータリーに勧めなかったら、いつ勧め

るのですか。会員ひとり一人、友人、知人、友達

に限らずロータリーを語り、ロータリーを勧めて

下さい。

　自分の奥様を、会員の候補者として、とらえる

ことです。なぜなら、自分に対してもロータリー

に対しても一番の理解者であるからです。奥様は

隣近所、地域の方々との交りが大変深いからです。

　“お宅のダンナもロータリーに入ったらぁ、内

のダンナ、ロータリーに入ってから、人生変わっ

たように生き生きしてるわよ”と話しされ声を掛

けて、ちょっと助言していただくことで、会員増

強にも退会防止にもつながるものと考えますが、

いかがですか。奥様そして家族ぐるみの行事を重

視し、楽しい催し親睦でロータリーの輪が２倍、

３倍にも広がります。奥様、家族参加の奉仕活動

で生き生きし地域の方々にロータリーの存在を高

めていると聞いております。ロータリー活動は家

族ぐるみです。

次は退会防止です。

この５年間で入会者1,100人、退会者1,500人あ

りました。会員の死亡、転勤による退会者は３割、

退会者の７割1,000名はロータリーに見切りをつ

けての退会者です。その理由は何だったのか、よ

く知る必要があります。

　これからロータリーに入会したいと思っている

人に大きな影響を与えているのでは、と考えます。

絶対に退会者を出してはならないのです。

もし経済的理由だとすればロータリーが経済環境

で退会者をだすようでは、ロータリーの存在すら

問われると思います。こんなときこそお互いが助

け合っていくのがロータリー仲間でありロータリ

ークラブでないでしょうか。

　　“ロータリーは分かちあいの心です”

　新会員は退会者の予備軍とも言われてます。新

会員に対して心のこもった歓迎親睦の機会をもう

けロータリーを語ってください。炉辺会合など腹

を割って話し合える場をつくり、コミニュケーシ

ョンを計ってください。

　クラブ活動、委員会活動等に参加を勧め、友情

の輪を広めることで退会防止者が減るものと信じ

ております。

　“退会者を減らすことで

　　　　　会員3,000名目指そう”

　　　　　　　　国際ロータリー第2610地区　

　　　　　　　　2007-2008年度ガバナー　

　　　　　　　　　久 保　順 一

会員増強月間は退会防止月間でもある

１日㈬   中能登まほろばRC公式訪問�

２日㈭　加賀RC公式訪問
　　　　 白山石川RC公式訪問�

４日㈯　第１回社会奉仕委員長会議　地場産業センター

６日㈪　金沢香林坊RC公式訪問�

７日㈫　志賀RC公式訪問�

８日㈬　越中八尾RC公式訪問�

９日㈭　滑川RC公式訪問�

14日㈫～27日㈪� ベルギー留学生受入�

20日㈪　第３０回インターアクト年次大会
　　　　　（ホスト校：金沢高校）�

21日㈫　富山RC公式訪問�

22日㈬　朝日RC公式訪問�

23日㈭　立山RC公式訪問�

24日㈮　能美RC公式訪問�

25日㈯　第１回職業奉仕委員長会議　コスモアイル羽咋

27日㈪　射水RC公式訪問�

29日㈬　高岡西RC公式訪問�

30日㈭　高岡RC公式訪問�

31日㈮　七尾RC公式訪問�

８月の行事予定 ７月の活動報告・公式訪問

１日㈰　地区R情報・広報・雑誌委員会及び
　　　　　　R情報・広報・雑誌委員長会議

�

14日㈯　第１回ガバナー補佐会議及び

　　　　 第１回諮問委員会

21日㈯　R米山記念奨学会カウンセラー研修会�

22日㈰　第１回会員拡大増強委員長会議�

23日㈪　富山シティーRC公式訪問�

24日㈫　金沢南RC公式訪問�

25日㈬　加賀中央RC公式訪問�

26日㈭　珠洲RC公式訪問�

27日㈮　魚津RC公式訪問�

28日㈯　第１回国際青少年交換委員長会議

30日㈪　高岡北RC公式訪問�

　◆ お 知 ら せ  ◆
本年５月２０日に行なわれました、地区協議会はロータリ

ーアンの皆様のおかげをもちまして、無事に執り行われま

したこと御礼申し上げます。

さて、久保ガバナーの提案で今大会の食事での、費用の一

部を能登半島義援金に寄託にさせていただいたことの報告

をさせていただきます。

ロータリー財団へ寄付金３５万円を、北国新聞社に寄託金

９２万３，２４６円を寄託しました。ここに２６１０地区

のロータリー会員の皆様の善意に深く感謝いたします。
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