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８月も天候不順の月でしたが、地区内 64クラブ
はほぼ通常例会の実施で奉仕活動もだんだん元
に戻って来ているように思います。

青少年交換事業でも、アメリカ・カナダの交換
留学生の来日が実現し、こちらからの交換留学生
の出国も続いているようです。

本来のロータリー活動にはもう少し時間がかかり
そうですが、年度初めに予定されました活動は、
常に予定通り実行できるように準備して頂きたいと
思います。

今年度、国際ロータリーの『イマジン・ロータリー』
は、想像とその実施・実現に向けて、全てのロー
タリアンが目指すテーマです。

今、こんな状況下でも、私たちにできる奉仕を
想像し、実施・実現に向けての活動は、ロータリ
アンとしての責務ですが、その責務を日常とし、楽
しみに変えられるのも、ロータリーだと思います。

また、今年度は公共イメージ向上に際しても特
に力を注ぎたいと考えています。

各クラブでの奉仕活動を、是非「ガバナー月信」
でも「ロータリーの友」でも「地元報道関係」で
もいいので、ドシドシ応募・投稿をお願いしたいと
思っています。

最後になりますが、10月の地区大会の登録には、
各クラブ、特別のご配慮をもってご登録をお願い致
します。10 月 22 日 23 日、富山国際会議場にて
お会いできることを楽しみにしています。　

本年度７月１日から始まりまして、まだ２か月しか
経っていないと考えるか、もう２か月が過ぎてしまっ
たと考えるかは、皆さまそれぞれですが、全てに
於いて「今を大切に過ごして頂きたい！」と強く思っ
ています。

ロータリー活動が皆様の人生に有益をもたらすこ
とを祈念いたします。

ガバナーご挨拶

国際ロータリー第 2610 地区 2022-23 年度ガバナー　

黒川　伸一（富山南 RC）
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部門委員長ご挨拶

財務委員長
南　昌樹（富山南RC）

今年度、財務委員長を務めさせていただ
きます富山南 RC の南です。

この職を拝命いたしますとき、経理・財務
に詳しくなく力不足ではないかと躊躇しましたが、黒川ガバナー
をお支えし 2610 地区に微力ながらお役に立てればと思い、就
任を決意しました。

会員の皆様には、拠出金・分担金等をご納付いただき、心
より感謝申し上げます。貴重な財産をお預かりし、これを適切
に管理するとともに、皆様の委員会活動や諸事業への資金実
行を行って参ります。

昨年度までは新型コロナ感染症のため、委員会活動や事
業の実施が控えられてきたかと存じますが、今年度は活発に
行われていくものと思います。会員の皆様には、予算を活用さ
れまして、旺盛な活動、活躍をされますよう願ってやみません。

一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

社会奉仕小委員会委員長
中野 秀光（金沢みなとRC)

今期お世話になる事になりました中野秀光
と申します。

不慣れですので皆様のご指導を宜しくお
願い申し上げます。

今迄の先輩方が活動をされて来られました内容を推奨しなが
ら、コロナ禍は数年間続く事をイメージして今後数年後の委員
会の活動に参考になる工夫を委員会の皆様と話し合って行け
たらと考えております。

現在各ロータリークラブ様が活動し取り組んでおられる独自
の活動を、2610 地区の皆様に知って頂ける事に取り組んで行
けたらと考えております。

理由と致しましては、互いに参考になる事案が気付きに繋が
り効果の高い活動に発展頂けたらと考えます。

また参考になった事案が各ロータリークラブ様のやり甲斐に
繋がり各ロータリークラブ様同士のコミュニティに繋がれば幸い
です。

以上の 2 点を今期の目標に掲げさせて頂きますので、皆様
からのご指導ご助言を宜しくお願い申し上げます。

ローターアクト委員長
中島 史享（金沢RC）

３年目になります。ローターアクト委
員長を拝命致しました中島と申します。
本年度もどうぞよろしくお願い致します。

ローターアクト（RAC）が誕生したのは、青少年の奉
仕プログラムであったインターアクトプログラム（1962
年に開始）の成功を受け、インターアクトの年齢制限を迎
えた若い人たちがロータリーで活躍できる場を模索してい
ました。その答えが「地元のロータリークラブによって提
唱される 17 ～ 25 歳の男女のための奉仕プログラム」とし
ての RAC でした。今、RAC が RI の定款の改訂によりロー
タリー会員と同じ活動が出来るようになりました。その理
由は、2018 年、地区会合に出席するためにトルコを訪れ
た当時の国際ロータリー会長、バリー・ラシン氏は、現地
のロータリアンとともに数カ所のプロジェクト実施地を訪
れました。ラシン氏が驚いたのは、それらのプロジェクト
が、ロータリークラブではなく RAC によるものだったこ
とです。例えば、大学生活のノウハウを新入生に教えるコー
スを開発するプロジェクトや、会員たちが毎週病院を訪れ
て入院中の子どもたちと一緒にゲームをするプロジェクト
がありました。ラシン氏はこう振り返ります。「素晴らし
いと思いました。ゲームをすると、子どもたちの態度がが
らりと変わるのです」その後、ラシン氏はこう考えました。
RAC の多くがロータリークラブと同じような活動をして
いるのに、なぜ RAC はロータリーの “ プログラム ” なのか。

「貴重な人材を無駄にしている」そこで、RAC を加盟クラ
ブとすることをラシン氏が提案し、今や世界で 25 万人近
いローターアクターが「ロータリー会員」として活動して
います。７月１日からは、RAC もロータリー財団補助金
を申請できるようになります。RAC の支援・今後の方向
性を決められるよう頑張って参ります。どうぞよろしくお
願い致します。
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地区幹事・地区副幹事ご挨拶

地区幹事
藤谷 弦一郎（富山南RC）

本年度地区幹事を拝命いたしました藤
谷弦一郎です。

2020 年から始まった新型コロナウイル
スの感染拡大の影響は依然、続いており、2 月の次期地区
チーム研修セミナーと 3 月の会長エレクト研修セミナー

（PETS）も ZOOM によるオンラインでの開催になりまし
た。4 月の地区研修・協議会は久々にリアルでの開催がで
きましたが、本年度が始まる 7 月になってから変異株によ
る新型コロナウイルスの感染者数は過去最多を毎日更新す
るような状況になりました。

しかし、以前よりは社会が新型コロナウイルスの感染に
対して落ち着いた対応を見せているので、今のところ本年
度はリアルでの活動を中心にして臨機応変に進める予定に
しています。

微力非才の身ではございますが、ロータリークラブの事
業主体である地区内の各クラブのロータリー活動が円滑に
すすむよう第 2610 地区の運営をいたしますので、地区内
の各クラブのご支援、ご協力を賜りますようなにとぞよろ
しくお願いいたします。

筆頭地区副幹事
吉田 繁之（富山南RC）

2022-23 年度の筆頭地区副幹事を仰せ
つかりました、富山南ロータリークラブの吉
田といいます。

黒川ガバナーを輩出しています富山南ロータリークラブの会
員として、全力で黒川ガバナーを支えて行かなければと思って
います。

とは言え、まだまだ分からない事、勉強しなくてはならない事
が数多くありますので、藤谷幹事や他の 10 名の副幹事と力を
合わせ、黒川ガバナー年度が充実したロータリー活動が行え
る年と成りますよう努力していきます。

是非とも皆様のご支援ご鞭撻を戴けますよう、宜しくお願い
申し上げます。

地区副幹事
毛利 一朗（富山RC）

富山第二グループ、富山 RC から副幹
事として出向しています。

４年前、若林ガバナーのおり、地区幹
事を務めていました。当時、黒川さんには、慣れない私を
サポートしていただくため、副幹事として出向していただ
き、運営を支えていただいきました。今回は、富山第二グ
ループから黒川さんがガバナーをされるのにつき、その時
のお礼もかねて副幹事をさせていただいています。

今年度は、黒川ガバナーのリーダーシップのもと、事務
所も金沢に固定化され、ガバナーエレクトと合同事務所と
なり、試行錯誤しながらも、前進しているのを実感してい
ます。前回の経験を少しでも地区の発展に活かせればと
思っています。

地区副幹事
澤田 憲秀（富山南RC）

本年度地区副幹事を仰せつかりました富
山南ロータリークラブの澤田です。１年間よろ
しくお願いいたします。私は、入会してまだ

３年目でということでロータリーについて正直、上も下も右も左も
すべてに関して全く判らないことばかりです。しかしながら、同
じ富山南ロータリークラブの黒川ガバナーを微力ながらできる範
囲のなかでとはなりますが、少しでもお役に立てればと思ってお
ります。また、藤谷地区幹事・吉田筆頭副幹事にご迷惑をお
掛けしないよう頑張ってまいります。さらに私はクラブ奉仕部門
の担当で各委員会がスムーズに委員会が運営されるように努
力していきます。そして、今年のテーマである『ロータリーと共
に』を常に意識しながら行動をしてまいりますので、何とぞよろ
しくお願いいたします。
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地区副幹事
浅木 和朗（富山シティーRC）

今年度、富山シティーロータリークラブより
地区副幹事として出向しております、浅木
和朗です。宜しくお願い致します。

地区副幹事の役割として地区委員会のサポートとガバナー
訪問時の送迎があります。

担当します地区委員会では委員会会議に出席しその後の
懇親会にも参加し、委員長始め委員会の皆様と交流を深めま
した。ただコロナ禍と言うこともあり、ある程度距離を取らない
と感染リスクが高まりますので難しいところはあります。

ガバナー訪問時の送迎では、普段はなかなか出来ない自分
の所属している以外の例会に参加することが出来、また訪問
時例会前にあります会長幹事懇談会ではそのクラブの実情や
問題点などの話はとても勉強になります。

また移動時間に黒川ガバナーとお話しする機会は貴重でた
めになります。

副幹事の連絡はグループ LINE で行って情報の共有化が
出来ておりますので有り難いです。

普段のロータリークラブ活動の中では地区副幹事の役割とい
うものが分かりづらいところがありますので今回自分が体験した
中でお伝え致しました。

地区副幹事
遊道 義則（富山西RC）

富山西クラブに入会させていただいて
早 16 年が経とうとしています。ロータ
リーの何たるか、地区の何たるかも知ら

ず知ろうともせず、只々クラブの活動が楽しいだけでこれ
までを過ごしてまいりました。昨年度は富山西クラブ 50
周年の折に会長を拝命し、パストガバナーの皆様や富山
第二グループの会長幹事の皆様には大変お世話になりまし
た。またようやく少しはロータリーの事、地区の事が解る
ようになってきたところです。ご恩返しができるかどうか
は判り兼ねますが、地区の皆様のお役に僅かばかりでもお
役に立てるように精進してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

地区副幹事
田代　平（富山中RC）

富山中ロータリークラブより出向し
ています、田代　平と申します。

どうぞよろしくお願いします。
2020 年に入会してまだまだ知らない事だらけの私に

昨年の富山中ロータリー幹事や以前に地区副幹事経験者
の方より大丈夫！行ってこられと言われ、何が大丈夫な
のかわからないまま出向することになったのですが、黒
川ガバナーをはじめ皆さまのお役に立てるように頑張り
たいと思っています。

ガバナー公式訪問に同行してみて他ロータリークラブ
活動の違いにびっくりしました。他ロータリークラブの
活動など良いところを吸収してこれからのロータリーの
活動に役立てたいと思います。

地区副幹事
津幡 清志（富山みらいRC）

私自身、富山みらいクラブに入会して、10
年目になりますが、その節目の年に（2022
―2023年）地区副幹事の役をみらいクラ

ブの会長から指名を頂きました。
指名をいただいた時は正直びっくりしましたが、折角いただい
た機会ですので地区の全般的な理解や、他のクラブの会員
様との交流を深めることのまたとないチャンスだと思いまして、
お受けした次第です。
この体験を活かして自身のロータリアンの経験を深めたいと
考えております。
また、今年度黒川ガバナーのメッセージにあるように、地区内
64クラブの訪問を揚げておられますが副幹事の役割でもあり
ます、例会訪問の同行や付随する準備等への配慮を行なっ
て参ります。
また、担当しております地区委員会への出席を通して、各委
員会との情報を共有することや各委員会の事業についてで
きる限り支援できればと思っております。
私自身、初めての経験ではありますが、主体的に努めさせて
いただきます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
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地区副幹事
大郷　磨（富山大手町RC）

今年度、職業・社会・国際奉仕部門担
当の地区副幹事を仰せつかりました。

事業の主体である各クラブとそれを支
援・応援する地区との橋渡しができるように努めて参り
ます。

そして地区の運営がスムーズに行われますよう地区幹事
をサポートして参ります。

一年間よろしくお願いいたします。

地区副幹事
松嶋 幸夫（立山RC）

立山ロータリークラブに入会させてい
ただいて早 33 年が経とうとしています。
少ないメンバーの中、その間会長・幹事

を２度ずつ経験させていただきました。30 歳後半で入会
し、今 71 歳になりました。

今回地区幹事のことは初めてなので、地区のことが分か
るようになっていきたいと思っています。皆様のお役に立
てるように精進してまいります。

地区副幹事
村井 豊久（越中八尾RC）

本年度 2610 地区副幹事をさせていた
だいております、越中八尾ロータリーク
ラブ村井豊久です。黒川ガバナー年度も

早や２ヶ月を過ぎこのコロナ禍、順調にクラブ訪問またイ
ベントが行われていることに微力ながら参加させていただ
き、私もたいへん喜ばしく思います。

特にガバナー公式訪問には、既に２クラブ同行させてい
ただき、各クラブの問題点や素晴らしい活動を聞くにあた
りこれからの当クラブのとても良い参考になりました。

日頃は、他のクラブを訪問すること、そして会長・幹事
の話を聞くことなど中々できないことですが、今期黒川ガ
バナーの副幹事同行はとても有意義な事だと思いました。
まだ２クラブ残っておりますが、副幹事として頑張ってま
いりますのでよろしく御願いいたします。

地区副幹事
佐々木 照和（上市RC）

富山第二グループの上市 RC から副幹
事を任命されました 佐々木と申します。

私は副幹事の仕事が何たるかも分から
ないままですが、黒川ガバナーのこれまでの歴史を重んじ
ながらも次世代の為の新しい改革にも取り組む姿に深く感
銘を受けております。黒川ガバナーのもと各地の例会に私
も同行させていただきまして 新しい地域で新しい方々と出
会い大変良い経験となっております。これを機会にロータ
リーの事を更に深く学べたら幸いです。とにかく今期は黒
川ガバナーの後について行き少しでもガバナーの助けにな
れば 少しでもクラブ全体のお役立ちになれば という思い
でおります。わからない事、至らないところが多々ありま
すが、地区の皆様にはおかれましてはどうぞ私へのご指導
ご鞭撻、お引き立てのほど宜しくお願い致します。
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年間行事予定（９・10月）

第2回地区インターアクト委員会
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会員数報告（７月分）
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Ｒ財団 寄付者
メジャードナー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高岡万葉 上田　辰夫 7月 8日

米山功労者［特別寄付（個人）〕
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高岡西 伊勢　豪範 6月30日 1回
高岡西 鍋嶋　範和 6月30日 1回
高岡西 中川　眞彦 6月30日 1回
高岡西 澤谷　晴彦 6月30日 1回
高岡西 辻　美也子 6月30日 1回

Ｒ米山記念奨学会 寄付
米山功労者　マルチプル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高岡西 本田　準一 6月30日 3回
高岡西 石黒　孝志 6月30日 2回
高岡西 金森勇四郎 6月30日 9回
高岡西 清都　康介 6月30日 4回
高岡西 向井　司朗 6月30日 9回
高岡西 中村　春夫 6月30日 4回
高岡西 小竹　秀子 6月30日 2回
高岡西 阪口　政博 6月30日 8回
高岡西 千田　敏勝 6月30日 5回
高岡西 島　　竜彦 6月30日 5回
高岡西 山田　正博 6月30日 3回
高岡西 安川　甚一 6月30日 3回
高岡西 横田　純一 6月30日 3回
金沢 松崎　秀規 7月25日 3回

ポール・ハリス・フェロー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高岡西 伊勢　豪範 6月30日
高岡西 小川　哲治 6月30日
高岡西 千田　敏勝 6月30日
高岡西 引田　　均 6月30日
山中 中林　宏幸 4月13日

会員異動
入　会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
朝日 尾山　嘉彦 7月 1日
黒部中央 坂井　一夫 7月 7日
黒部中央 家敷　誠貴 7月 7日
黒部中央 多田　康浩 7月14日
宇奈月 岩崎　　実 7月 1日
宇奈月 水田　潤一 7月 1日
宇奈月 佐々木　智 7月 1日
魚津西 若林　健嗣 7月 1日
立山 大江　利男 7月 1日
立山 野嶋　　亨 7月 1日
富山 上願　宏幸 7月19日
富山西 森　　康朗 7月 7日
富山西 東山　真也 7月14日
東となみ 金谷　　将 7月 1日
高岡 山本　政則 7月21日
南砺 本田　　敏 7月 5日
小矢部 岡田　正之 7月 5日
高岡北 本井　　衛 7月25日
河北 松本　亘市 7月 1日
河北南 赤井　隆晴 7月 2日
河北南 筑波　　剛 7月 2日
金沢 木村　博喜 7月13日
金沢 隅本　育成 7月13日
金沢 中野　正啓 7月13日
金沢 河原　洋士 7月27日
金沢 吉濱　久悦 7月27日
金沢東 中村　喜洋 7月 4日
金沢東 宮川　隆也 7月 4日
金沢東 鍛治　　渉 7月 4日
金沢南 濱坂　晃治 7月 5日
金沢南 中田　大介 7月 5日
金沢北 森　眞一郎 7月 1日
野々市 倉山久美子 7月 6日
加賀中央 竹田　雄造 7月 6日
加賀白山 RAVINDER SINGH 7月19日
小松 奥　　真司 7月 7日
小松 名徳　隆嗣 7月 7日
小松 押野　了享 7月21日
小松シティ 井出　　優 7月 4日
小松シティ 南　　昭光 7月 4日
七尾 高田　誠一 7月 2日
七尾 正札　武晴 7月 2日
七尾 川上　和孝 7月 2日
七尾 大野　　稔 7月 2日
七尾みなと 久村　大介 7月 5日
穴水 宮崎　高裕 7月19日
輪島 寺西　堅太 7月 5日
輪島 春木　謙一 7月 5日

退　会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

白山 大国　柚依 7月31日
白山 西尾　昭彦 7月31日
金沢みなと 川本　紀男 7月13日
小松 北村　和久 7月 6日
小松 王生　幸夫 7月 6日
小松 片岡　健太 7月31日
小松 山本　正敏 7月31日
山中 本谷　直人 7月31日
羽咋 田中　　建 7月31日

ご冥福をお祈りいたします

圓山 二朗 会員

氷見中央RC
2022.7.21(享年68歳)
圓山二朗音楽教室
経営主
米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ
ロータリー歴６年

井上 三郎 会員

金沢西RC
2022.7.21(享年89歳)
金沢機工(株)相談役
ロータリー歴43年

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新湊中央 山本　孝信 7月 8日 4回
高岡西 松田　英昭 6月30日 2回
高岡西 広上　利晴 6月30日 4回
高岡西 千田　敏勝 6月30日 1回
高岡西 小竹　秀子 6月30日 1回
高岡西 安川　甚一 6月30日 3回
高岡西 川津　良成 6月30日 1回
金沢みなと 南　　和重 7月29日 1回
金沢みなと 谷　　久夫 7月29日 5回
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