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　石川第 1分区 Aガバナー補佐を務めさせていただきます佐藤でございます。責務の重大さに務まり

ますか大変気にかけております。

　崎山ガバナーの地区テーマとして提唱されておられます「地域に合ったオリジナルで独創的な活動」

に少しでもお役にたてばと心を致しておる次第です。

　ロータリーの目的であります奉仕の理想を一人ひとりが、それぞれの職業を通して奉仕されるこの基

本にたちかえり、ガバナーの独創的な奉仕活動に励んでまいりたいと思います。

　地域社会に密着した社会奉仕、職業奉仕にと活動してまいりたいと思います。皆様方のご理解、ご協

力があってこそのロータリー活動でございますので何卒宜しくお願い申しあげます。

　石川第 1分区 Bガバナー補佐を務めさせて頂きます。

　RCが設立されてから 105 年の時の経過とともに社会は劇的な変化を遂げました。国際社会への貢献

と寄与を果たしてきた先達の崇高な理念を継承するために何ができるのか。RCの先人の叡智は、時代

の変遷に伴う社会問題に切り込みながら、意義ある社会奉仕を打ち立ててきました。

　今や世界的経済不況や混迷する社会不安を背景にグローバルなネットワーキングが展開されていま

す。その一方で、社会的認知を得られているからこそできる組織の活動を地道に推進していくことの意

義を感じています。現代社会のニーズに応えるべく職業奉仕、職業指導を模索しつつ、皆さまの協働の

意識の高さとご理解を得ながらこの重責を果たせるよう努めて参りたいと思っております。

今後のご協力の程、何卒、宜しくお願い致します。

石川第1分区Bガバナー補佐

若松　明夫
（金沢みなとRC）

石川第1分区Aガバナー補佐

佐藤　満雄
（金沢 RC）

　本年度、石川第 2分区のガバナー補佐を拝命いたしましたことは、身にあまる光栄でございますが、

経験の短い浅学菲才な私がこの大任を 1年間無事に務め上げることが出来るか大変心配しております。

　RI テーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」に基づいて、崎山ガバナーの地区のテーマ「地域に合った、

オリジナルで独創的な活動をしよう」の方針を各クラブに伝えていきたいと思っております。どうか 8

クラブの会長、幹事さん、そしてクラブ会員の皆様方、ロータリーの寛容の精神をもって、ご協力賜り

ます様、切にお願い申し上げます。

　又、石川第 2分区の 30余年間続いています IM（都市連合会）を本年度も行います。どうか多数の

御出席を賜ります様、重ねてお願い申し上げます。

　ガバナー補佐研修で「皆さんは分区のガバナーです。」と仰った崎山ガバナーの熱い思いが心に残り

ます。近年のロータリーは発祥時の姿と異なり好不況に左右されているようです。「ロータリーの木が

今後どのように枝をはって行くかは、われわれの予測を許さない。ロータリーは変化の世界である。ロー

タリアンは、そのような変化に対応する心構えを持っていなくてはならない。ロータリーの物語は、繰

り返し、繰り返し書き直す必要があろう。」創設者ハリスの言葉どおり、いま、ロータリーの世界は一

世紀を区切りに書き直しのときに向かうのでしょうか。そうだとすれば会員一人一人の意識が次代の

ロータリーを創ることを考えるとき、DLP の根幹をなすガバナー補佐の任務の重さを痛感します。30

年以上も後のことと高をくくっていた私に、補佐の任務が巡ってきたのもポール・ハリスさんのご縁で

しょうか、原点を見直し分区の皆さんとともに明日のロータリー創りに微力を尽くしたいと存じます。

一年間どうぞよろしくお願いします。

石川第2分区ガバナー補佐

泉　　勝幸
（加賀白山RC）

石川第 3分区ガバナー補佐

佐味　貫義
（七尾みなと RC）

ガバナー補佐就任ご挨拶

2010. July2010. July
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　このたび、石川第 4分区ガバナー補佐を拝命しました門前ロータリークラブの山本秀夫です。入会

以来初めての経験となりましたが、会員各位の御指導協力を頂きながら、この 1年間一生懸命責務遂

行し、務める所存ですので、宜しくお願い申し上げます。

　あの 3年前の能登地震から、 門前町は復興しました。

　日本経済は内憂外患の日々の連続であります。この未曾有の経済不況の時こそ、ロータリーは原点に

立ち返りしっかりすべき時だと思います。この際、更に友情を広げ、背伸びしない堅実実直なロータリー

活動が経済復興の礎となる最重要取り組みではないかと思います。メリハリの付いた予算配分で、積極

性あるクラブ運営をもって、社会奉仕活動を推進し、地域に根ざしたロータリーを推進し、会員増強に

つなげて行きたいと思っていおります。何とぞ宜しくお願い申しあげ、就任の決意と致します。

　朝日 RCが、地区大会のホストを務めた 1982 年に入会し 28年になります。

　以来、先輩会員から「ロータリーにNOはない」と教えられてきました。

　今回、ガバナー補佐という大役を受けることになり、精一杯努めたいと思います。

　10年前に比べ会員数が地区全体で約 20%減少に対し、富山第一分区では 40%と極端に減少してお

ります。会員の減少=会費収入の減少であり、クラブの活動にも支障をきたします。今年度地区テーマ「地

域に合った、オリジナルで独創的な活動をしよう」は、各クラブの現状にあった活動に見直すいい機会

かと思います。

　質を低下させず魅力あるクラブ活動なしには、新しい会員を増やすことはできません。

　ロータリークラブは能力ある人たちの集団であり、真剣に問題に取り組めば道は拓けるものと確信し

ております。ガバナー補佐として一年間楽しくお手伝いできればと思います。

富山第 1分区ガバナー補佐

魚津　　寛
（朝日RC）

石川第 4分区バナー補佐

山本　秀夫
（門前RC）

　今年度、富山第 2分区のガバナー補佐を拝命いたしました。宜しくお願い致します。ガバナー補佐

制度が地区に導入されて 10年以上になりますが、何回かのガバナー補佐研修を受けて、以前の分区代

理からみるとより一層責任重大となってきた印象です。富山第 2分区は 10クラブと 2610 地区の中で

は一番クラブ数が多い分区ですが、幸い地域的には固まっておりますし、日頃から色々交流もある分区

ですので各クラブの会長、幹事さんの協力を得て職務を全うしたいと考えております。100 年に一度

の不況と言われる経済状況の中でのロータリー活動は大変困難な事ではありますが、崎山ガバナーが掲

げられた『地域に合った、オリジナルで独創的な活動をしよう !』の地区テーマの浸透めざし、分区内

各クラブのパイプ役として頑張りたいと思います。

　この度、富山第 3分区ガバナー補佐を務めさせて頂くこととなりました。

　任期前の研修を重ねる度に責任の重さを痛感しております。

　R1のテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」に基づいた崎山ガバナーの「地域に合った、オリジナル

で独創的な活動をしよう」の方針に沿って、各クラブとのパイプ役。情報交換を密にして、ガバナーの

意向を各クラブに理解し、実践して頂ける様、少しでも寄与出来ればと思っております。

　私にとり、ロータリーを再認識し、勉強させて頂く一年と位置づけ、関係各クラブの会長、幹事はも

とより関係諸兄会員のロータリー活動への一層のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

富山第 2分区ガバナー補佐

中田　佳男
（富山RC）

富山第 3分区ガバナー補佐

山口　正志
（高岡万葉RC）

2010. July2010. July
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◎炭谷　亮一（金沢百万石）
○中田　佳男（富　山）
　山本　　茂（金沢南）
　松原　一夫（金沢香林坊）
　田中　　泰（金沢香林坊）
　小間　敏秀（七　尾）
　柿谷　篤子（氷　見）

　嶋尾　正人（医師）
　作井　康人（弁護士）

ガ　バ　ナー
　崎山　武夫（氷　見）

ガバナー補佐
石川第１分区Ａ
　佐藤　満雄（金　沢）

石川第１分区B
　若松　明夫（金沢みなと）

石川第２分区
　泉　　勝幸（加賀白山）

石川第３分区

　佐味　貫義（七尾みなと）

石川第４分区
　山本　秀夫（門　前）

富山第１分区
　魚津　　寛（朝　日）

富山第２分区
　中田　佳男（富　山）

富山第３分区
　山口　正志（高岡万葉）

富山第４分区
　新明　政夫（小矢部中）

諮問委員会

◎崎山　武夫（氷　見）

　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）

　菊知　龍雄（加賀白山）

　荒井　公夫（高岡西）

　久保　順一（羽　咋）

　高柳　　功（富山中）

　中川可能作（金沢香林坊）

危機管理委員会

外部有識者

地区ガバナー指名委員会
◎中川可能作（金沢香林坊）

　菊知　龍雄（加賀白山）

　荒井　公夫（高岡西）

　久保　順一（羽　咋）

　高柳　　功（富山中）

地区財務委員会
◎松木　延夫（氷　見）

　岩倉舟伊智（金沢百万石）

　後出　博敏（金沢百万石）

米山記念奨学会

理　事　津田　達雄（砺　波）
評議員　崎山　武夫（氷　見）
評議員　炭谷　亮一（金沢百万石）

地区監査委員会
◎松中　雅樹（羽　咋）
　河口　保夫（富山中）
　都築　一隆（金沢香林坊）

地区幹事

  島　　正己（氷　見）

地区筆頭副幹事

  清水　幸雄（氷　見）

地区副幹事

クラブ奉仕部門A

◎原　　　勉（白　山）

○岡　　能久（金　沢）

◇会員増強小委員会

※岡　　能久（金　沢）

　山本　　篤（白山石川）

　吉田　　優（富山大手町）

　伊藤　育寛（高岡西）

◇会員維持小委員会

※奥野義一郎（富山シティー）

　杉木　正人（小　松）

　長谷川塑人（金沢北）

　山口　　剛（富山西）

ガバナーエレクト
  炭谷　亮一（金沢百万石）

地区研修リーダー
  近藤　俊行（入　善）

ロータリーの友地区委員
  小堀　秀郎（氷　見）

地区大会顧問
  荒井　公夫（高岡西）

大会実行委員長
  中野　清志（新　湊）

P.E.T.S実行委員会
　金沢百万石ＲＣ

地区協議会実行委員会
　金沢百万石ＲＣ

カウンセラー
  桝田敬次郎（富　山）

会員拡大増強委員会

◎柴田　史郎（金沢香林坊）

　福田　修一（白　山）

　水島　俊治（朝　日）

　松原　勝久（氷見中央）

表彰審査委員会

◎津川　　淳（富山大手町）

　見神　幸男（金沢南）

　深井眞三郎（滑　川）

立法研究委員会

新世代部門

◎小間　敏秀（七　尾）

○本郷　治之（新　湊）

　藤田　法暁（白　山）

　入口　博志（能　美）

　泉谷　信七（珠　洲）

　喜多　浩司（砺　波）

カウンセラー
  荒井　公夫（高岡西）

ローターアクト委員会

◎松原　一夫（金沢香林坊）

○八木圭一朗（金　沢）

　宮森　忠利（小松東）

　野澤　良成（魚　津）

　不破　崇之（高岡西）

　寺島　　悟（金沢みなと）

　川合　声一（南　砺）

インターアクト委員会

国際奉仕部門

◎田中　　泰（金沢香林坊）

○北川雅一朗（金　沢）

○慶野　達二（魚津西）

　松本　　大（金　沢）

　中田　吉則（金沢東）

　竹松　俊一（金沢東）

　安川　弘哲（富山中）

　高見　之信（富山南）

　小林　　彰（射　水） 

　市堰　　豊（砺　波）

カウンセラー
  北川　晶夫（金　沢）

国際青少年交換委員会

◎宮川　　功（南　砺）

○中村　太郎（金　沢）

　淵田　　繁（内　浦）

　松井　雄一（富山みらい）

 世界社会奉仕委員会

◎岩崎　和夫（富山西）

○小新　吉彦（加　賀）

　加治　　功（新湊中央）

　長根尾　修（富　来）

　谷内　治朋（能　都）

友情交換委員会

ロータリー財団部門

◎松本　耕作（金　沢）

○黒川　伸一（富山南）

◇補助金小委員会

※黒川　伸一（富山南）

　金戸　善之（小松東）

　木地　一夫（七　尾）

　西田　茂基（富山西）

　薮田　　登（砺　波）

◇奨学金・学友小委員会

※杉本　雅規（小　松）

　久保出　博（加　賀）

　寺前　英夫（加賀白山）

　片山　浩之（上　市）

　加藤　明博（小矢部）

カウンセラー
  久保　順一（羽　咋）

ロータリー財団委員会

ロータリー米山記念部門

◎前川　俊朗（高　岡）

○川合　雅之（富　山）

◇米山寄付増進小委員会

※川合　雅之（富　山）

　蓮井　正樹（小　松）

　吉田　直司（河　北）

◇米山記念奨学生小委員会

※冨木　誠一（金沢香林坊）

　高井　秀司（河北南）

　清水　勝彦（能　美）

　鳥畑　　弘（七尾みなと）

　木本　修一（南　砺）

◇米山学友会小委員会

※野澤　誠治（白山石川）

　田村　　進（富山みらい）

　山本　　毅（高　岡）

　西野　一郎（加賀中央）

カウンセラー
  津田　達雄（砺　波）

Ｒ米山記念奨学会委員会

クラブ奉仕部門B

◎芝田　　実（富山南）

○野村　充史（金沢香林坊）

　宮崎　　努（野々市）

　室木　俊美（中　島）

　田辺　千秋（高岡北）

カウンセラー
  高柳　　功（富山中）

広報委員会

◎堂田　重明（富　山）

　井上　　勇（穴　水）

　山本　敏久（七尾みなと）

　嘉治　純一（志　賀）

　長谷川博久（黒　部）

Ｒ情報委員会

◎小堀　秀郎（氷　見）

　松原　一夫（金沢香林坊）

　野城　　勲（金沢百万石）

雑誌委員会

職業奉仕部門

◎不室　　昭（金沢東）

○若松　明夫（金沢みなと）

◇職業奉仕小委員会

※林　　和夫（富山みらい）

　中島　哲夫（金沢南）

　中村　芳明（金沢北）

　飛見　立郎（高岡万葉）

　早川　　勇（高岡北）

◇職場体験支援小委員会

※若松　明夫（金沢みなと）

　米野　　輝（小松シティ）

　金田　安夫（新　湊）

　長谷川光一（黒部中央）

　北村　貴司（山　中）

カウンセラー
  菊知　龍雄（加賀白山）

職業奉仕委員会

社会奉仕部門

◎高岡　哲夫（小松シティ）

◇社会奉仕小委員会

※三輪　孝浩（羽　咋）

　古谷　謙明（金沢西）

　泉原　良光（輪　島）

　中瀬　範幸（入　善）

　田島　広志（越中八尾）

　三角　信行（井波庄川）

◇環境保全小委員会

※谷　伊津子（金沢百万石）

　宮本　哲夫（中能登まほろば）

　松嶋　幸夫（立　山）

カウンセラー
  近藤　俊行（入　善）

社会奉仕委員会

＜地区組織について＞

★　　Ｒ財団委員会
　　　奨学金・学友小委員会に名称変更
☆　　バヌアツ小委員会は
　　　世界社会奉仕委員会に統合

2010ー2011年度 RI第2610地区組織

◎：委員長
○：副委員長
※：小委員会委員長

クラブ奉仕部門A担当

  萩原　信二（氷　見）

クラブ奉仕部門B担当

  西塚　友彦（氷　見）

職業奉仕部門担当

  三ノ宮効一（氷　見）

社会奉仕部門担当

  子浦　尚登（氷　見）

新世代部門担当

  放生　寛治（氷　見）

  萩山　峰人（氷　見）

国際奉仕部門担当

  鍛治　郷志（氷　見）

R財団部門担当　

  山本　貴史（氷　見）

R米山記念部門担当

  竹岸　秀晃（氷　見）

ガバナー月信担当

  土居　　治（氷　見）

★
☆
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月日（曜日） 行事予定 月日（曜日） 行事予定

   1日（木）

　　 〃

 　　〃

  2日（金）

  3日（土）

　　〃

10日（土）

　　〃

11日（日）

　　〃

24日（土）

　　〃

25日（日）

31日（土）

       

6日～20日

7日～8日

20日（金）

2８日（土）

29日（日）

　　〃

 

  7日（火）

  8日（水）
　～9日（木）

10日（金）

  未　定

23日（土）

30日（土）

30日～

　31日（日）

  7日（日）

21日（日）

24日（水）

25日（木）

　　〃

第１回ガバナー会会議　

ガバナー・元・次期ガバナー懇談会

R財団ゾーンチーム会議

第1回R財団地域セミナー

第1回ガバナー補佐会議

第1回諮問委員会

地区会員拡大増強委員会

地区会員拡大増強セミナー

地区米山記念奨学会委員会

米山カウンセラー研修会

地区国際青少年交換委員会

クラブ国際奉仕委員長会議

ＲＡＣ第1回会長幹事会議

米山学友会総会

ベルギー短期交換学生受入

米山奨学生研修会

インターアクト年次大会（福光高校）

第1回財務監査合同委員会

地区Ｒ財団委員会

地区Ｒ財団セミナー

砺波ＲＣ創立55周年記念例会

ガバナー・エレクト研修セミナー（GETS）

地区研修リーダーセミナー（DTLS）

富来ＲＣ40周年

インターアクトクラブ地区協議会

指導者育成セミナー

地区大会

ＲＡＣ第2回会長幹事会議

ローターアクト指導者研修会

第2回財団地域セミナー

ＲＩ会長歓迎晩餐会・ＭＤ午餐会

第2回ガバナー会義・第2回ＧＥＴＳ

8月　会員増強および拡大月間

10月　職業奉仕月間・米山月間

11月　ロータリー財団月間　世界インターアクト週間（11月5日を含む週）

12月　家族月間

2011年 1月　ロータリー理解推進月間

2月　世界理解月間  2 月 23日：世界理解と平和の日 /ロータリー創立記念日

7月

3月　識字率向上月間  世界ローターアクト週間（3月13日を含む週）

4月　雑誌月間

5月

6月　ロータリー親睦活動月間

国際ロータリー第2610地区　行事予定表

世話クラブ：南砺ＲＣ

金沢高校

ホスト：新湊RC

小松RAC

白山RAC

ホスト：小矢部中RC

ホスト：金沢百万石RC

ホスト：金沢百万石RC

ホスト：白山RC

七尾RAC

9月　新世代のための月間

ロータリー研究会

富山第4分区IM

第2回財務監査合同委員会

米山年末懇親会

米山奨学生選考面接試験

小松ＲＣ55周年
加賀白山ＲＣ周年行事

第2回ガバナー補佐会議

国際協議会

第3回財務監査合同委員会

第2回諮問委員会

石川第1分区IM

米山修了者歓送会

砺波ＲＡＣ創立35周年記念例会

会長エレクト研修セミナー

能美ＲＣ40周年

富山中ＲＣ35周年行事

志賀ＲＣ40周年

新規米山合格者オリエンテーション

ＲＡＣ第3回会長幹事・ノミニー会議

2011ー12年度のための地区協議会

射水RC周年行事

新湊中央ＲＣ創立20周年記念式典

国際大会

2012ー13年度国際親善奨学生選考試験

2011ー12年度国際親善奨学生ＯＲ　

壮行会・学友会

富山ＲＣ60周年

ローターアクト第33回年次大会

第4回財務監査合同委員会

26日（金）～

28日（日）

 4日（土） 

 11日（土）

18日（土）・     
19日（日）
23日（木・祝日）

22日（土）
16日（土）
～23日（土）

  5日（土）

　　 〃　

20日（日）

26日（土）

  6日（日）

13日（日）

27日（日）

13日（水）

17日（日）

23日（土）

  1日（日）

15日（日）

22日（日）

22～25日

28日（土）

29日（日）

  4日（土）

 11日（土）
 12日（日）

 18日（土）

グランドプリンス
ホテル高輪　　

グランドプリンス
ホテル高輪　　

グランドプリンス
ホテル高輪　　

グランドプリンス
ホテル高輪　　

高周波文化ホール
新湊アイシン軽金属
スポーツセンター

砺波ロイヤルホテル　

大阪国際会議場　

ホテル
ニューオータニ高岡

ホテル
ニューオータニ高岡

南砺市福光農協
福光中央会館

せん鞍月店
石川県地場産業振興
センター

石川県地場産業振興
センター

  6 日～13日富山県
13日～20日石川県
さよならパーティー（金沢）

金沢都ホテル

ホテルK&G高岡

大阪国際会議場
リーガロイヤルホテル　

大阪国際会議場
リーガロイヤルホテル　

金沢エクセル
ホテル東急

27日（土）

富山電気ビル
金沢都ホテル

金沢都ホテル

ホテル金沢

金沢エクセルホテル
東急

石川県地場産業振興
センター

サンディエゴ
（U.S.A）

ニューオーリンズ
（U.S.A）

未　定
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