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11 月 19 日から神戸で「ロータリー財団セミ
ナー」が開催され、20 日には 34 地区のガバナー
が一堂に会しての「ガバナー会議」が開かれ、
近い将来のロータリーについて話し合いを行い
ました。

また翌日の 21 日から 22 日まで「ロータリー
研究会」が開催され、ジェニファー・ジョーン
ズRI会長ご夫妻と、イアンＨ.S.ライズリーロー
タリー財団管理委員長ご夫妻も来日されましの
で、初めてジェニファー・ジョーンズ RI 会長
にお会い出来ましたし、有意義な時間を共有す
る事が出来ました。

ガバナー会議・ロータリー研究会には全国か
らパストガバナーを含む、関係者約 500 名余り
が集まり、連日のセミナーと晩餐会で、研鑽と
懇親を深めました。

21 日のセミナーではジェニファー・ジョー
ンズ RI とイアン .TRF 管理委員長の基調講演
から始まり、各種報告から、いまこそポリオ根
絶と題したセッション、そして４つのテーマ
に分かれてのブレークアウトセッションでは、
DEI について選択して受講しました。

環境と会員拡大、ウクライナ支援、貧困と教
育の 3 部門も、大盛況のようでした。

22 日のセミナーも、ポリオ根絶の第一人者
の弘前アップル RC 関場パストガバナーの講演
を聞き、改めてポリオ根絶に協力したいと感銘
しました。

ロータリーカードに関しては、当地区でのク
ラブカードの充実を、原エレクトとも協力して
推進したい考えです。

また、ローターアクトとの関係性のセミナー
では、ローターアクトとの話し合いが如何に重
要かを、再認識させられ、来年 3 月の全国大会
を利用し、もっと関係性を深めて、お互いの立
場を高める必要を感じました。

やはり、地区内の問題点は数多く出てきます
が、それぞれのメンバーと協力して、最善の方
向に導きたいと思います。とても、充実した 1
週間でしたが、問題点、改善点も多く発見出来
たことで、地区内メンバーの皆さんと、素晴ら
しい 2610 地区をイマジン出来ました。これか
らは、このイマジンの実現に向けて頑張ります。

ガバナーメッセージ

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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地区大会のお礼とご報告

国際ロータリー第 2610 地区 2022-2023 年度地
区大会は、10 月22日（土）、23日（日）の両日、
富山国際会議場を主会場として開催されました。
初日は指導者育成セミナー

1．ロータリーの魅力を語れるか
2．ローターアクトの活動と全国研修会に向けて
3．ポリオのない世界を達成するために

という3 つの演題についてご講演をいただきました。
それぞれ有意義なお話でしたが、特に「ローター
アクトの活動と全国研修会に向けて」のお話では、
中島史亨様の情熱的な語り口に将来への頼もしさ
を感じました。

指導者育成セミナー終了後は、会場を富山電
気ビルに移して RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会を
開催しました。庄司尚史 RI 会長代理の乾杯のご
発声で宴はスタート。アトラクションの「おわら」が
富山らしさを演出する中、私個人としても同じ日本
海側の県のご出身である庄司様と意気投合。楽
しいひと時を過ごさせていただきました。

2日目の本会議は黒川ガバナーの開会点鍾でス
タート。大会のホストクラブである富山南ロータリー
クラブ会長による歓迎挨拶、ガバナー挨拶、RI
会長代理挨拶、米山記念奨学生挨拶とプログラ
ムは進み、橋本聖子参議院議員に記念講演をし
ていただきました。

橋本議員には、オリンピック・パラリンピック東京
大会の裏話などを持前の明るい語り口でしていた
だきました。「コロナの逆風が吹く中で大会を成功
裏に終えたことが日本に対する国際的な評価を高
めた」とのお話がありましたが、開催までに紆余
曲折があっただけに、大会関係者のご苦労と達
成感を感じました。

大会終了後は、ANA クラウンプラザホテル富
山で大懇親会です。CHIKO ＆友井バンドが場を
盛り上げる中、親睦と交流の輪を広げていただきま
した。

今は、大役を終えてほっとすると共に一抹の寂し
さも感じています。ロータリアンの友情の強さを実
感出来た 2日間でもありました。来年の地区大会
では、一人の参加者として、皆さんにお会いした
いと思っています。また、お会いしましょう。皆さん
のご健康とご多幸をお祈りしております。

国際ロータリー第 2610 地区　2022-2023 年度地区大会を終えて

地区大会実行委員長
山地　清（富山南 RC）
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この度の地区大会にご参加を頂きました、2610
地区の 1,000 名を超える会員の皆様、そして RI
会長代理の庄司様をはじめ全国の特別出席者の
皆様方にホストクラブを代表して心より感謝を申し
上げます。

今年度の地区大会は、開催予定を 10 月として
いましたが、7 月に発生したコロナの第 7 波により、
延期も選択肢に入れて動向を注視して参りました。
このため、準備期間が比較的短くなり、行き届か
ないところも多々あったことと思いますが、皆様方
からの温かいご支援、ご配慮を賜り、大会を無事
に終えることが出来ました。
改めて御礼申し上げます。

振り返ってみますと、大会 1日目は、富山国際
会議場において、「指導者育成セミナー」そして
富山城石垣に「ポリオ・イルミネーション点灯式」
の終了後に富山電気ビルにおいて「RI 会長代理
歓迎晩餐会」を開催いたしました。

2610 地区の会長、幹事、そして全国の特別出
席者の皆様方で会長代理の庄司様を囲んで交流
の輪を広げました。

大会 2日目は、富山国際会議場において「本
会議」および橋本聖子参議院議員（元、東京
オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会・
会長）による「記念講演」の終了後に次期ホスト
クラブ（野々市ロータリークラブ）に「大会の鍵」
を伝承し、閉会いたしました。

その後、ANAクラウンプラザホテル富山におい
て、「大懇親会」を開催し、橋本参議院議員、
富山県知事、富山市長の御列席のもと特別出席
者そして、2610 地区の会員の皆様方と和やかな
雰囲気の中で懇親を深めることが出来ました。

最後に、次年度の地区大会はコロナが終息とな
り平常な状態に戻った中で行われ、皆様方と再会
できることを祈念いたしまして、お礼の挨拶とさせて
いただきます。

ご挨拶

ホストクラブ会長
中勝　篤司（富山南 RC）
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10 月 22 日（土）23 日（日）の 2 日間に渡り、
庄司尚史 RI 会長代理 をお迎えして「2022-2023
年度地区大会」を開催しました。地区大会の登
録者数は、地区外会員 8 名、同伴者 2 名、地
区内会員 1,244 名、地区会員同伴者 8 名、ロー
タリー米山学生・学友 25 名、受入交換学生 5
名で、総登録者数 1,277 名でした。これも、ホ
ストクラブの富山南ロータリークラブを始め、コホス
トクラブの皆様のご協力あってこその開催ですし、
なによりも、ご参加を頂きました地区内ロータリアン
の友情に感謝いたします。

さて、八塚年度の地区大会は新型コロナウィル
ス感染拡大により中止、神野年度の地区大会は
10 月開催ではなく翌年の 5 月開催になったことも
あり、直近年度のプログラムとは違いがあったにも
関わらず、地区幹事として確認や調整が上手くで
きず、様々な箇所でミスを犯してしまいました。ガ
バナー月信のこの場をお借りしてお詫び申し上げま
す。

原年度の次期地区大会では、ミスが起きないよ
う注意点をしっかりと引継をしたく無能な自分の気
づいた点だけではなく多くのロータリアンの意見をお
伺いすべきだと考え、今回アンケートを実施させて
いただいたところ、11 月10日（木）12 時時点で
241 の回答がありました

「2022-2023 年度地区大会」には参加されました
か？という設問に対して、
22 日（土）に参加した　4（1.66%）
23 日（日）に参加した　96（39.83%）
22 日（土）と 23 日（日）両日とも参加した　62

（25.73%）
登録したが、参加しなかった　48（19.92%）
登録も、参加もしなかった　31（12.86%）
という回答をいただきました。
参加の選択肢を選んだ方（162 名）と23日（日）

に参加（96 名）の比率が 59.26％なので日曜だ
けの参加の方がいかに多いかと、地区内会員数

（2,512 名）と地区内登録者数（1,244 名）の
比率が 49.52％なので、参加された方が積極的に
アンケートにご協力いただいたこと、が判ります。

また、参加しなかったという選択肢を選ばれた方
に 2022-2023 年度地区大会に参加されなかった
理由についてお伺いしたところ、
仕事、出張予定、地域の行事、地域の奉仕活動、
子供の競技、発表会、怪我、体調不良、身内
の不幸、といった様々な理由を回答いただきました
が、所用や地域の行事が大多数を占めました。また、

「コロナ禍にて大人数での会合は控えた」という
回答もあり指導者育成セミナー③講演の中で松本
祐二講師から「新型コロナの根絶は不可能」と
いう話もありましたので、非常に複雑な思いになりま
した。
「昨年は県内での開催だったこともあり参加した
が、今回は県外のこともあり見送った」という回答
もありました。地区大会の目的は「ネットワークを広
げ、感銘深い講演を聴き、ロータリーのさまざまな
話題について話し合うこと」であり、第 2610 地区
の石川県と富山県の会員が交流する場だと認識し
ていただけなかったということなので、もっと地区大
会の告知方法をよく考えて実施すべきだったと反省
しています。

最後になりますが、この設問以外にも貴重な意
見を多数いただいております。
誌面の関係上これ以上紹介することができません
ので、アンケート結果をまとめて近いうちに閲覧でき
るようにしますので、よろしくお願いいたします。

地区大会を終えて

地区幹事
藤谷弦一郎（富山南 RC）
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10 月22・23日、RI 会長代理庄司尚文様、裕
子様ご夫妻のご臨席を賜り、2610 地区大会が富
山南ロータリーホストクラブのもとに開催され、多く
のロータリアンが富山国際会議場に集まりました。

初日は指導者育成セミナーが行われ、最初の
講演 1 には RI 第 2 地域公共イメージコーディネー
ター補佐　神野正博様（直前ガバナー）が、非
常にわかりやすく丁寧な話し方で皆さんの視線を
一点に集められました。自分自身あまり人前で話を
することが苦手なので、神野直前ガバナーの話法
には、本当にうらやましく思いながら拝聴させてい
ただきました。それから中島史享ローターアクト委
員長より地区ローターアクトの近況報告、また元ポ
リオ根絶コーディネーター松本裕二様よりポリオ「撲
滅」から「根絶」へと題して活動の詳細が報告
されました。最後に RI 会長代理庄司尚史様より
講評を戴きました。そして、10 月24日のポリオデー
を迎えるにあたり、地区大会会場向かいの富山城
の壁面に『ポリオイルミネーション』が点灯され初
日が無事終了しました。

二日目は黒川ガバナーより2610 地区の現状報
告がなされ、RI 会長代理庄司尚史様よりRI の現
状報告がなされました。また前日開催されたそれぞ
れの委員会報告がありました。

記念講演は東京オリンピック・パラリンピック大会
委員長の橋本聖子様が「大会の成果と課題」と
題して話され、魅力ある語り口に会場はいやがうえ
にも盛り上がりました。先ずはご自身に付けられた
名前のいわれから始まり、大会委員長の講演とい
うよりもスポーツウーマン橋本聖子さんの生のお話
が聞けた気がします。気取らず自分の言葉で講演
されたことにも非常に好感を抱きました。

この二日間地区大会に参加して、講演者のお
話を拝聴しそれぞれの委員会の発表を聞き、改め
て身の引き締まる思いがしました。特に大会の鍵

伝承時、鍵の重さに自分に課せられた責任の重大
さを強く感じました。

コロナ過でロータリーの活動も思うようにできな
かったのですが、ここに来てようやく徐々に回復し
てきたように思います。来期は［ロータリーの魅力
を広めよう］をテーマに、【親睦に奉仕に】と

ロータリーに参加し
ロータリーと遊び
ロータリーを学び
ロータリーの魅力を見つけよう

で活動して行きます。
そして仲間の笑顔が、今日より明日、明日より明後
日とさらに増えていくような運営をしていきたいと思い
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

地区大会に参加して

ガバナーエレクト
原　　勉（白山 RC）
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国際ロータリー第 2610 地区 2022‐2023 年度
地区大会が多くのロータリアンの参加を得て、盛
況のうちに大会を終えることができましたことを大変
喜ばしく存じます。

新型コロナウィルス感染症の収束が見通せない
中、大会の準備には大変なご苦労があったことと
拝察いたしますが、山地清地区大会実行委員長、
中勝篤司会長をはじめとするホストクラブの富山南
ロータリークラブの皆様およびコ・ホストクラブの皆
様のご努力によりホスピタリティ溢れる記憶に残る
大会となりました。これは、大会関係者が一致団
結して、黒川伸一ガバナーの想いを表現すること
にご尽力いただいた賜物だと思います。

小生はガバナーノミニーとしてこれまでの地区大
会とは違った視点に立って 2日間の大会に臨みま
したが、微に入り細に入りの今回の大会運営は
2024‐2025 年度地区大会に向けて大いに参考に
なりました。
一日目の指導者育成セミナーは 3 題のご講演をい
ただきました。いずれのテーマも時宜を得たもので

あり、講師のロータリアンとしての情熱がひしひしと
伝わり大いに鼓舞されました。二日目の記念講演
での橋本聖子氏のお話は、批判も多くあった東京
オリパラでしたが、とても多くの成果を生んだことを
改めて知ることができました。また、本会議ではガ
バナーノミニーとしてご挨拶をさせていただきました。
ガバナー就任に向けての抱負をお伝えする機会を
いただき感謝しております。

2 年後の 2024‐2025 年度地区大会は、黒部
中央ロータリークラブをホストクラブ、その他の富山
第 1 グループのロータリークラブをコ・ホストクラブ
として富山県黒部市での開催を予定しております。
これから、関係者が協議を重ねより良い大会を目
指して準備を進めてまいりたいと存じます。

今回の地区大会を契機として、第 2610 地区の
ロータリー活動がますます発展することをご祈念申
し上げ、地区大会の感想といたします。

地区大会に参加して

ガバナーノミニー
大橋　聡司（宇奈月 RC）
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■10月22日

■10月23日

指導者育成セミナー

指導者育成セミナー開会

講演2：RAの活動と全国研修会に向けて
中島史亨地区RA委員長（金沢RC）

講演3：ポリオのない世界を
達成するために

松本祐二D2690PG様（益田西RC）

黒川伸一ガバナー挨拶 地区研修リーダー挨拶
若林啓介PG（富山RC）

RI会長代理
庄司尚史D2690PG様

（境港RC）

講演1；Rの魅力を語れるか
神野正博PG（七尾RC）

END POLIO NOW 
イルミネーション

富山城

庄司尚史RI会長代理ご夫妻RI会長代理歓迎晩餐会
黒川ガバナー歓迎挨拶

越中おわら節演舞

本会議Ⅰ

受付風景 米山奨学会・学友会 ガバナー・RI会長代理
ご夫妻

開会点鐘

国歌独唱 
CHICO（ボーカル歌手）

ホストクラブ会長挨拶 
中勝篤司（富山南RC）

挨拶・現状報告
黒川ガバナー 来賓挨拶 

富山県知事代理
副知事 蔵堀祐一様

挨拶・現状報告
庄司RI会長代理

クラシック三重奏
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 去る10月に開催された地区大会での表彰に関して、ロータリー賞受賞の9クラブ（大会冊子56ページ）のうち 小矢部ロータリークラブ　
と記載が有りますが、正しくは　小矢部中ロータリークラブ　と成ります。両クラブ様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
訂正させていただきますのと、あらためてお詫びを申し上げます。

お詫び

■10月23日
大会決議、活動報告

記念講演

本会議Ⅱ

大懇親会

青少年交換学生紹介 インターアクト紹介 ローターアクト紹介 メイン会場

四委員会（22日） 大会決議報告
藤谷地区幹事

米山記念奨学生紹介・活動報告

サブ会場

表彰 感謝状贈呈
21-22ガバナー：神野正博（七尾RC）

所感：RI会長代理 ガバナーノミニー紹介
大橋聡司（宇奈月RC）

大会の鍵伝承
ガバナーエレクト挨拶

原　勉（白山RC） 次期ホストクラブ歓迎挨拶：
本田英夫（野々市RC）

大会実行委員長挨拶
山地　清（富山南RC）

黒川ガバナー

恒例の手に手つないで大懇親会が閉会

乾杯（橋本聖子氏） 友井音楽バンド＆CHICO
富山県知事 新田八朗様 富山市長 藤井裕久様

記念講演
参議院議員 橋本聖子氏
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委員会報告

RLI は結論を求めるのではなく参加者の発言から自分
自身の考えや方向性を見出す手法をとっています。クラブ
や役職、ロータリー歴を超えてたくさんのロータリアンの人
生観を体感する時間は大きな学びとなります。今期はパー
トⅠ（8 月６日）に引き続き、コロナ禍の不安定な状況のた
め Zoom にてパートⅡを開催いたしました。

歴代ガバナーは皆様、RLIを修了されており、ガバナー
補佐の方 も々多数ご参加いただきました。また、今回新し
い試みとしてパストガバナー、ガバナー補佐の方々のリピー
ト参加もいただきました。ロータリーの知見を高くお持ちで
すので参加者によい気づきをいただくことができました。同
じく、新しい試みの強化として他委員会の委員長にオブ
ザーバー参加も実現いたしました。委員会の垣根を越え、
とてもよい関係性構築の一歩になったのではと思います。
後に委員長から感想をお聞きしましたところ、委員会の現
状をお伝えすることもできると同時に参加者が自分の委員
会についてどのように思い、どのような捉え方や疑問を持っ
ているのかを理解することができたというお話しが聞けまし
た。2610 地区全体を網羅する横軸の繋がりに寄与でき
ればと期待いたします。参加者の方々にはより最新の情

報摂取と共に、より深い示唆をも持ち帰っていただけたの
ではと思います。

また、ディスカッションリーダー（DL）は楽しく『語らう』
ことができるように、皆様が話しやすいディスカッションをリー
ドするお役目を担っております。日本では地区内における
ディスカッションリーダー養成の必要性が強く求められてお
ります。その一端として今期から、ただ楽しいだけでなく
自分のセッションでは参加者に何を持ち帰っていただくの
かをチームで考えてシナリオ作りを行っております。そのよう
な委員会メンバーの研鑽の上に RLI 委員会は成り立って
おります。これからも研鑽を続けることは、実はわたしたち
委員会メンバーが一番自己成長させていただいていること
を実感しております。

今後も皆様からのご意見を賜りながら、RLI がより効果
的な「語らいの場」となりますよう努力を重ねて参りたいと
存じます。

ありがとうございました。

（2022 年 11 月５日36 名の参加者、次回パートⅢ開催日４
月1日予定）

ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）パートⅡ開催
RLI 委員会　委員長
2610 地区　RLI 地区代表ファシリテーター

福村　智美（野々市 RC）
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金沢香林坊創立35周年記念事業

令和 4 年 10 月 25 日（火）石川県立図書館（ビブリオバウム）にて創立 35 周年記念植樹を行いました。
当日は約 20 名の会員が参加し石川県原産のツバキ「西王母（せいおうぼ）」を植えました。植樹後は図書館
内の見学を行いました。

植樹風景　中央が東 直樹会長　その右は大樋 長左衛門創立 35 周年実行委員長

植樹された西王母 新しい県立図書館の内部の説明を聞く会員
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金沢みなとロータリークラブ30周年記念事業

金沢港に「希望の鐘」鐘付き時計台を寄贈
金沢みなとロータリークラブは、創立 30 周年を記念して金沢港クルーズターミナル（金沢市無量寺町）

前に鐘付きの時計台を設置、10 月 18 日（火）に現地で披露され、勘田正人会長と馳浩知事がテープカット
して鐘を鳴らした。

白く映える時計台は高さ 3.6M、幅 2M の大きさで、最上部の時計の下には「希望の鐘」と名付けられた
鐘が吊り下げられ、誰でもつくことができる。当日はターミナルを訪れた家族連れが鐘を鳴らしたり、写真
を撮ったりして楽しんだ。

勘田会長は「港にちなんだ聖地に活動の証を残したかった。市民や県民など多くの方にとってのシンボル
となってほしい」と挨拶した。

馳知事からは勘田会長に感謝状が贈られました。

テープカットする
勘田 正人会長と馳浩知事
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野々市ロータリークラブ例会報告
エンド・ポリオ・サイクリング・チャレンジ2750

コンセプト：『2750キロ走り、寄付2750万円集める』

10 月 1 日に北海道の宗谷岬を出発し、世界ポリオデーに鹿児島県佐多
岬ゴールを目指しておられた国際ロータリー 2750 地区（東京三鷹 RC）
宮崎陽市郎ガバナーエレクトに当クラブ例会にご参加いただきました。

当日はガバナー公式訪問日でしたので、ポリオ撲滅に力を入れていらっ
しゃる黒川ガバナーからも激励のお言葉をいただき、会員一同ポリオ撲滅
の重要性を改めて実感いたしました。

また、当クラブからも寄付金を募り、ご寄付させていただきました。
10 月 23 日に無事に完走されましたこと、心よりお祝い申し上げます。

2022.10.12( 水 )

北國新聞社に取材をしていただき、翌日新聞に記事が掲載されました。

バナー交換
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会員数報告（11月分）
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Ｒ財団 寄付者
使途指定寄付

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ポリオプラス

白山石川ロータリークラブ 10月19日

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

魚津 大村　雅紹 10月31日

高岡 吉岡　　周 10月31日

南砺 川南　　譲 10月25日

金沢香林坊 植村　隆央 10月 7日

小松東 吉田　都是 10月31日

小松シティ 手塚　清明 10月31日

会員異動
入　会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
魚津 澤﨑　　豊 10月 1日

新湊 鴨野　翔太 10月11日

新湊 加治　定智 10月16日

新湊 金田　匠未 10月11日

南砺 上坂　英伸 10月11日

南砺 古澤　隆博 10月25日

金沢東 鶴見　直樹 10月 3日

金沢香林坊 山本　章博 10月 3日

金沢南　 柏木　政之 10月 4日

金沢南　 川端　康治 10月 4日

金沢南　 岡村　謙作 10月 4日

白山 沖野　鉄喜 10月 4日

白山 小林　洋美 10月 4日
小松 山本　有二 10月20日
能美 津田　淳一 10月 7日
能都 五田　秀綱 10月 1日
能都 蒲田　和久 10月 1日
能都 高木功次郎 10月 1日

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

富山西 青山　　嵩 10月31日 2回

野々市 上田　一治 10月18日 4回

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

野々市 榎本いずみ 10月17日

ご冥福をお祈りいたします

下口　幸雄 会員

加賀RC
2022.10.4（享年79歳）
富士工業㈱
取締役会長
ロータリー歴 40年
2017-2018年度地区ガバナー

濱田 　毅 会員

中能登まほろばRC
2022.10.19（享年77歳）
アルプス工業㈱
取締役会員
ロータリー歴 22年

Ｒ米山記念奨学会 寄付
米山功労者　メジャードナー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高岡 前川　俊朗 10月26日 17回

高岡 若野　恒彦 10月26日 11回

高岡万葉 作井　明人 10月18日 10回

野々市 上田　一治 9月 9日 10回

米山功労者　マルチプル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

富山西 青山　　嵩 10月31日 8回

高岡 谷道　伸也 10月26日 4回

野々市 中村　寛二 9月29日 8回

能美 清水　勝彦 10月31日 6回

能美 請田　貞男 10月31日 4回
能美 北出　秀樹 10月31日 3回
能美 小坂　勇治 10月31日 2回
七尾 井村　能尚 10月25日 4回

米山功労者
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高岡 島　　尚之 10月26日 1回

高岡 杉林　政孝 10月26日 1回

高岡 柳澤　剣治 10月26日 1回

能美 北　　　潔 10月31日 1回

行事予定（12・1月）
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