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　2023 年、おめでとうございます。
　2022-23 年度第 2610 地区ガバナーとして半
年が過ぎ、この間に重要事業でありました　「地
区大会」も、会員の皆様のご協力で何とか無事
終了する事が出来ました、改めて感謝致します。
　残りの半年は、地区内をより良い方向に向け
る活動となります。
まずは、各地区委員会の働きを、しっかりと地
区内クラブに浸透させ、クラブ満足度を上げて
いきたいと考えます。
また、ローターアクトの 3 月に金沢で開催され
る「全国ローターアクト研修会」では、関係す
るロータリアンも多数来られる予定ですので、
石川・富山を全国にアピールして行きたいと考
えます。その他、各グループのＩＭも続々と開
催されますので、それぞれの特色を生かした素
晴らしいＩＭに期待をしています。

　そして、地区内メンバーの皆様とお約束し
た、パキスタンへ千羽鶴を届ける件ですが、日
本国内のロータリーメンバーで「ポリオジャパ
ンチーム」が編成され、その一員として 3 月の
5 日間、パキスタンのカラチへ訪問することに
なりました。

現地での行動等につきましては、詳細が分かり
次第、皆様へまたご報告させて頂きます。

　また、まだまだ終わりの見えないロシアによ
るウクライナへの侵略戦争についてですが、被
害国のウクライナに対して、まずはロータリー
財団の通常寄付の累積から捻出した「仮設住宅
の寄贈」が終了致しました。
現在は次の支援に向けて、地区 R 財団委員長
の青山さんを中心に、他地区と一緒におこなっ
ていく予定としています。
この寄贈や支援に関しましては、地区内ロータ
リーメンバー皆様の R 財団への寄付があるか
らこそできる事です。また皆様の寄付をお願い
したいと思います。

　新年を迎え「新たな気持ちで進みましょ
う！」と言いたい所ですが、昨年 7 月よりすで
に「2022-2023 年度のレールは動き始め、今現
在力強く動いている最中です！」
この勢いのまま地区内ロータリーメンバーの
皆様と一緒に、6 月のメルボルン世界会議まで
しっかりと進んで行きたいと思いますので、よ
ろしくお願いします。

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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ガバナー補佐 新年のご挨拶

石川第１グループA
諸江　隆（金沢香林坊RC）

新年明けましておめでとうございます。 ２年以上にも亘る
コロナ禍も少しは収束に向かい、これまでの通常を感じられ
るようになってまいりました。

地区大会も３年ぶりに実施され、地区内会員同士で久々
に多くを語り合うことが出来ました。この半年間の活動により、
石川第 1 グループ A の各クラブを訪問し感じたことは、新し
い形での例会の在り方を探りながらも、昔ながらの和気藹々
とした例会も開催され、会員の交流を中心に工夫してロータ
リー活動を続けておられるということでした。
「リアル例会はロータリー活動の原点なのだ。」と強く感じまし
た。

黒川ガバナーはクラブ訪問に際し、RI 会長の方針・理念
を分かり易く各クラブへ説明、指導されており、また地区の
活動についても詳しく説明され、特に財団の補助金を大い
に利用して、意義ある事業展開を実施し、クラブのイメージ
向上につなげて欲しいと力説される様子を同行させて頂き大
変感動いたしました。クラブ運営に不安を感じていた各クラ
ブ役員も、ガバナーの話を聞き、安心して活動に乗り出して
いく勇気を持てたのではないかと思います。私自身も、今ま
でで一番ロータリー活動について学ぶことができました。

残り半年間ですが、この体験を生かし地区内のロータリー
活動に尽力させて頂く所存でございます。

石川第１グループB
高橋　功（金沢西RC）

 新年明けましておめでとうございます。
 昨年は、ガバナー補佐訪問やガバナー公式訪問の際に、

石川第一グループ B の各クラブの皆様には、いろいろとお
世話をいただき、誠にありがとうございました。

 コロナ禍の中、各クラブにはそれぞれ工夫をされながら、

ロータリー活動を積極的に行われておられる姿は、大変力強
く感じましたし、私自身の励みにもなりました。

 さて、今年は、感染防止に努めながら、分区の皆様と、
ＩＭや職業奉仕・社会奉仕を通じて、少しからでも通常に戻
していきたいと思っています。残り半年となりました黒川ガバ
ナー年度を、全力で走り切ります。

 皆様のご協力を重ねてお願いし、新年の皆様の益々の
ご活躍とご健勝をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

石川第２グループ
本　裕一（能美RC）

皆様、明けましておめでとうございます。
黒川ガバナー年度も折り返し点をすぎました。今年度

私は「ためになるロータリー」をテーマに担当８クラブ
を訪問させていただきました。そこでは「Ｄ・Ｅ・Ｉ」
を含め、現在のロータリーが向かっている方向について
もお話させていただいつもりです。そして 3 月 5 日には

「ためになるロータリーをソウゾウ（想像・創造）しよう」
をテーマに石川第二グループＩＭの開催を予定しており
ます。記念講演講師は神野直前ガバナーで「ロータリー
のパーパスを考える」です。パーパス経営とも絡めてお
話いただけると思います。

ロータリーの醍醐味は「出会い」にあると言われた方
がいます。私もそのように思いますし、今期ガバナー補
佐をさせていただき、担当クラブを含め、出会った内外
の多くの方から刺激を受けてまいりました。

今期の RI 会長の「イマジンロータリー」および黒川
ガバナーの「ロータリーと共に」は、時機を得たテーマ
でありメッセージであると思います。時流を読み、魁

さきがけ

て
きたロータリーに身を置く私たちは、これからも「世界
を変える行動人」として、確実な歩みを遂げるために、
一緒に学び行動していきましょう。
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石川第３グループ
津田　文雄（七尾RC）

新年を迎え黒川ガバナー年度もいよいよ下期に突入致しま
した。引き続き宜しくお願い申し上げます。

さて、昨年の７月初めに東京での夜、歌の伴奏に現れた
ギター弾きの方に「イマジン」をリクエストしたところ、半世
紀前の曲を忽ちのうちに見事に演奏しプロの凄まじさを感じま
した。改めてロータリアンとして何時でも・何処でも「ロータ
リー」を語れる専門家であるためにはどうしたら良いか、ま
た如何なる研鑽が必要かを考えさせられた一夜でした。

その後、補佐訪問を開始し我が石川第３グループのクラ
ブの現況に接しました。やはり感染者増に悩みながらの例
会運営。さらには親睦を深める機会としての夜間例会を休
止するなどの現状に接しました。

しかしながら、どのクラブも年度計画による奉仕活動に熱
心に取り組まれ、なかでも５０周年を迎えた羽咋ＲＣさんの、
今年５月開催の式典や記念事業に向かっての熱量に溢ふれ
る様子は、頼もしく感じました。そしていずれのクラブもガバ
ナー公式訪問の際には伝統と歴史に築かれたロータリー例
会を開催していただきましたこと感謝申し上げます。

１月にはグループの会長・幹事懇談会、２月にはＩＭと下
期での活動を始動させて頂きますので宜しくお願い申し上げ
ます。

石川第４グループ
升谷　一宏（内浦RC）

明けましておめでとうございます。一月の和風月名は「睦
月」、名の由来は松村 賢治氏著「和のくらし . 旧暦入門」
によれば正月は身分の上下、年齢や性別も関係なく、互い
に新年の挨拶を交わし、親族が集い祝う「睦び月」から来
ているとのことで、ロータリー精神、特に D.E.I. 通ずるように
も思われますが、この年末年始コロナ禍とは言え帰省し家
族、親族と顔を合わせ新年のお祝いをされた方も多いかと
思います。その一方で現実は人類の歴史は感染症との闘い
と言っても過言ではないとも言われ、ポリオについては RI の
努力もあり根絶目前まで来ているものの地球上には新型コロ
ナ感染症はじめ未だ多くの感染症が蔓延り終息の気配が見
えません。

またロシアのウクライナ侵略をはじめ世界のあちこちで武器
と武器との悲惨な闘いが後を絶たず、人類は何故このよう
な愚かなことを繰り返すのかと思わざるを得ません。

俳人の稲畑 汀子さんに「平凡を 大切に生き 去年今年」
という句がありますが、平凡で大いに結構、どうか兎年の今
年は新型コロナ等の感染症が終息し戦争も終わり平穏無事
で世界中の全ての人達が未来に向け希望を抱ける年になっ
て欲しいと願って止みません。

最後になりましたが、今期ガバナー補佐を拝命し黒川 伸
一ガバナー始め多くの素晴らしいロータリアンとの出会いや感
動がありました。ガバナー補佐拝命は間もなく喜寿を迎える
私へのお祝いだったようにも思え、感染症等の環境が許せ
ば感謝の意も込め、能都町で卯月、花の頃に石川第 4グルー
プの Intercity Meeting 開催を予定していますので是非お
越しいただきたいと思います。

富山第１グループ
川岸　芳雄（魚津RC）

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様方には健やかで素晴らしい新春を迎えられ

たことを、心からお慶び申し上げます。
さて、昨年度と同様「新型コロナウイルス」の収束が

見通せない中での、新たなクラブ運営を模索してのス
タートではありましたが、日々変化するコロナ禍での日
常生活において「対面ができる喜び」、「健康である喜び」、

「ネット進歩の喜び」など、多く事を再確認させられる
半年間でした。

このような中、黒川ガバナーの地区テーマである「ロー
タリーと共に」を共有しながら「国際ロータリーの重要
課題・富山第１グループの近未来課題」を中心に、自由
な意見交換から、新たな発見を見出すことが出来ました。

各クラブの素晴らしいロータリアンの力添えがあった
からと感謝しております。

次に、3 月 26 日（日）に迫っている富山第１グルー
プ I Ｍでは、直近課題をテーマとした基調講演や、次期
クラブ会長・幹事からの抱負を述べていただく懇親会を
予定しています。富山第１グループの親睦がさらに深ま
るよう、皆様のご参加を心からお待ちしております。

結びに、皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、
新年のご挨拶とします。

ガバナー補佐 新年のご挨拶
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富山第２グループ
五十嵐　靖郎（富山西RC）

富山西ロータリークラブの五十嵐靖郎です。第２グループ
10クラブの会員の皆さん会務運営にいつもご協力ありがとう
ございます。

黒川伸一ガバナー公式訪問及びガバナー補佐訪問を１１
月に無事終了いたしました。その後、立山・上市・八尾ロー
タリークラブの合同例会、第２グループ 10クラブ会長幹事
会に出席いたしました。ガバナー公式訪問及びガバナー補
佐訪問、会長幹事会で報告された 10クラブの現状と問題
点を総括いたします。

コロナ禍、ウクライナ・ロシア戦争、円安・物価高の影響
等による退会会員の会費減少、食費の値上げ、諸経費の
値上げ等が会の財政を大きく直撃しています。大変厳しい
状況が続いているクラブがほとんどでした。

そのような状況においても会費の現状の維持、食事内容
の見直し、委員会費補助の削減等の取り組みにより会務運
営を実施していきたいと10クラブの会長から力強い方針発
表がありました。毎月の例会回数を 4 回から3 回に減らした
が、会員間のコミュニケーションが欠如し 4 回に戻されたクラ
ブもありました。また若手会員が着実に増加しているクラブも
ありました。

今回のガバナー公式訪問及びガバナー補佐訪問、会長
幹事会を通して１０クラブの会長幹事と本音で語り合い情報
交換出来たことが良かったと思います。

あと半年よろしくお願いいたします。

富山第３グループ
花木　直二（新湊中央RC）

新年あけましておめでとうございます。
昨年７月以降、富山第３グループの各クラブ訪問の折りに

は大変お世話になり、お陰様で大過なく前半を終えましたこ
とに深く感謝申し上げます。

訪問前に戴いたアンケートや活動計画書により各クラブの
多彩な活動振りを窺うことが出来ましたが、訪問時のクラブ
アッセンブリーや例会を通して、より深く各クラブの素晴らし
い雰囲気や意気込みを感じることが出来ました。

大変勉強になり、貴重な体験をさせていただいていること
に深く感謝申し上げます。

昨年は７月から１１月にかけての担当クラブの訪問、１０月
米山梅吉記念館訪問・地区大会参加、１１月RLI 初参加、
と入会以来最も多くロータリー活動に関わる半年でした。

世界的に多難な年が続いていますが、これを克服する知
恵と努力が人類に試されているような気がします。今年こそ、

「いい年」になることを期待したいものです。

富山第４グループ
阪口　政博（高岡西RC）

新年あけましておめでとうございます。
昨年はグループ内の７クラブを訪問し有意義な時間を

過ごさせて頂き有難うございました。各クラブにおかれ
ましてはコロナの影響でここ数年にわたり奉仕活動に苦
労されておりましたが、今年度から従来に準じた活動を
実施されており、また新たな奉仕の実施も企画実施され
感動を致しました。

地域の要望に密着した奉仕活動や新たな仲間の勧誘へ
の努力など各クラブの素晴らしい活動をグループ内で勉
強する必要を強く感じました。

まだコロナの状況は定かではありませんが３月４日に
都市連合会を開催いたします。グループ内の各クラブ素
晴らしい活動を共有し交流を深め更なる親睦と奉仕活動
の高みを目指して開催致しますので多数の参加をお待ち
しております。

ガバナー補佐 新年のご挨拶
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11 月１９日（土）１０：００～１６：２０　　　
 ロータリー財団地域セミナー
11 月20日（日） １３：３０～１７：００　　　

GETS（ガバナーエレクト研修）
以上のスケジュールで第２回 GETS が始まりまし
た。
　１８：００そして、いよいよRI 会長・TRF 管理
委員長ご夫妻歓迎晩餐会が開会され、ロータリー
の目的にもあるように他地区の多くのロータリアンと
出会い、多くの友と親睦を深めることができました。
　RI 会長ジェニファー E. ジョーンズご夫妻、TRF
管理委員長イアン H.S.ライズリーご夫妻は終始に
こやかで、その笑顔が会場を一層和ませていらっ
しゃる感じがしました。

　ロータリー財団地域セミナー（２０２２年 11 月19
日）、GNTS（１１月２０日）、ロータリー研究会（１１
月21日・２2日）が神戸ポートピアホテルで開催さ
れ参加してきました。
　参加したすべてのプログラムで新しい学びを得る
ことができたのですが、特に印象に残っているの
が、ジェニファー E. ジョーンズ RI 会長の基調講
演です。完璧なスピーチテクニックで、これまで聞
いた中で最も流ちょうなスピーチだったと思います。
講演の内容も、包み込むような優しさの中に常に
ポジティブな思考が込められていました。「課題」
＝「機会」と捉えて未来を描いていく、「イマジン　

11 月21日（月）１０：００～１０：４０
基調講演Ⅰ「IMAGINE　ROTARY」　　　
RI会長ジェニファーE.ジョーンズ（ウインザー・ローズランド）
基調講演Ⅱ「DOING　Ｇｏｏｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　world」
TRF管理委員長　イアンH.Ｓ.ライズリー（サンドリンガム）
　午前中 RI 会長および TRF 管理委員長の基
調講演があり、午後から「今こそポリオ根絶」と
題して題詞コーディネーターからポリオ根絶の意義
と今後について発表がありました。
　また 2750 地区我 と々同期の宮崎陽市郎 DGE
が、ポリオ根絶を祈願して自転車で日本縦断を達
成し出席者から称賛を受けました。
　その後規定審議会の報告を受け、2023 年メル
ボルン国際大会の案内があり、また、同期のガバ
ナーエレクトと1 月7日からの GETS の打ち合わせ
をした後、充実した３日間の学びを胸に帰路に就き
ました。

ロータリー」のテーマが意味することをより深く理解
できたと思います。
　セミナー・研究会では、ホテルから一歩も外に出
ることなく、２０２４‐２５年度同期となるガバナーノミ
ニーの皆さんと共に極めて密度の濃い時間を過ご
しました。
　毎夜、懇親の場もあり、同期の皆さんととても仲
良くなることができました。
　２０２４‐２５年度に向けて、志を同じくする同期
の仲間と力を合わせ、それぞれの RI 地区でロー
タリーの奉仕をより高みへ導けるよう準備を進めて
いきたいと思います。

第 51 回ロータリー研究会に参加して

第 51 回ロータリー研究会に参加して

ガバナーエレクト
原　　勉（白山 RC）

ガバナーノミニー
大橋　聡司（宇奈月 RC）
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　2022 年 11 月12日（土）
　9：45　参加者の皆さんが富山駅北口に集合しまし
た。
　参加者は地区委員 10 人、カウンセラー８人、奨学生・
学友 19 人　合計 37 人です。
　富山駅では、学友会会長の李さんが駅備え付けの
ピアノを発見して演奏し、出発に花を添えました。
　10：00、貸し切りバスで、富山から砺波に向かいま
した。
　車中では、バスガイドさんの富山県内の観光案内を
聞きながら、高速道路を一路砺波方面に向かいました。
　最初の見学場所は、若鶴酒造（株）三郎丸蒸留
所です。
　三郎丸蒸留所は、北陸唯一の蒸留所です。1952
年からウイスキーづくりを行っています。
　蒸留器は、高岡銅器鋳物で製作されており、案内
の方からきめ細かく製造工程を説明してもらいました。
又、大正蔵は、漆喰の壁、瓦葺の屋根で、皆さんウ
イスキーの試飲を楽しみました。ここで、一回目の集合
写真を撮りました。私と八塚さんが集合写真の真ん中
で、若鶴の酒樽を持っていますが、お酒が入ってない
ので、意外と軽かったですよ。
　奨学生・学友会及びロータリアンの方は、日本の古
い酒蔵の見学で、日本の歴史の一部を学べたのでは
ないでしょうか。
　お昼は、雨晴温泉　磯はなびで、新鮮な海の幸の
昼食を頂きました。
　食事の後、パストガバナーの八塚氏に卓話してもらい
ました。
　一期一会についての話が有りました。
　一期一会　一生に一度の出会いで有り、二度と無
いという意味合いです。
　この言葉の由来は、茶道の精神から来ており、一生

に一度のものと心得て、誠意を尽くして物事に臨むべき
であるとの考えから来ています。
　卓話の後、希望者の方、能登半島までぐるりと見渡
せる大パノラマの露天風呂を楽しみました。磯はなびの
後、氷見漁港所番外市場「ひみ番屋街」で買い物を
しました。
　富山湾越しにそびえる立山連峰と、氷見市沖に浮か
ぶ唐島を一望できる海岸沿いのロケーションを楽しみま
した。
　富山に戻る車中、嶋田委員長より、各自の国の歌を
順番に歌おうとの提案が有り、強制的にマイクが回り、
車中は大いに盛り上がりました。最後にバスガイドさん
の美声も聞かせてもらいました。テレサテンさんの歌が
人気ありました。私もテレサテンさんの「時の流れに身
をまかせ」をアカペラで歌いました。
　最後に富山に戻り、水墨画美術館の見学をしました。
　周りはすっかり暗くなり、自慢の広大な芝の日本庭園
が見られなかったのが残念でした。
　ここで二回目の集合写真を撮りました。
　本当は、後ろのガラス越しに素晴らしい日本庭園が
見えるはずでした。
　見学の後、バスで富山駅に向かいました。
　18：00　富山駅北口で皆さん解散しました。

　解散後、富山駅南マルート居酒屋岡万で希望者に
よる打ち上げをしました。ロータリアン 11 人の参加でし
たが、紅一点富山みらいＲＣの平木地区委員が参加さ
れ花を添えていただきました。
　コロナ禍で、開催自体が７月から延期され、また日帰
り旅行に変更に成りましたが、充実した一日でした。参
加された皆様おつかれさまでした。これからも米山奨学
会事業へのサポートをお願いします。

米山奨学生日帰り研修旅行
米山記念奨学会地区副委員長
打出　孝彦（富山みらい RC）
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12 月 4日（日）に石川県地場産業振興センター研修
室にて、黒川ガバナー、原エレクトにご臨席いただき、ク
ラブ会員拡大・増強委員長会議を開催しました。当日は
雨にも関わらず、かつ金沢百万石ハーフマラソンの道路
規制により会場へのアクセスが非常に不便な中、地区内
各クラブより会員拡大・増強に関わる方々 48 名と委員会
関係者 7 名にご参加をいただきました。

黒川ガバナーご挨拶の後、松本カウンセラー（パストガ
バナー）よりDEIと会員拡大・増強を絡めた基調講演を
いただきました。以下にエッセンスのみご紹介します。
 •  Diversity（多様性） : 年齢、民族、人種、肌の色、

能力、宗教、社会的地位、文化、性的志向、性自認
への言及にかかわらず、あらゆる背景、経験、アイデ
ンティティを持つ人がいること。／人は一人で生きてい
けない。幅広く性質の異なる人材がコミュニティを温か
く、有意義なものにする。多様な人材のいるコミュニティ
こそ、多様なプロジェクトを可能にする。／コミュニティ
には多様な人材が必要で、そのような人をロータリーは
求めている。

 •  Equity（公平さ） : 参加者が快適かつ生産的な体験
をできるよう、さまざまなレベルの支援、機会、リソース
を提供する方法について慎重に検討すること。／公平

性は平等とは異なる。人は遺伝学的にも社会学的にも
生まれながらにして一人一人不平等である。不平等を
是正するのは公平性で、個体差はその人の個性であ
り、その個性を大切に生かすことができる。／そのよう
な人こそ多様化した社会に求められる必要な人材であ
り、ロータリーではあらゆる運営や奉仕活動に必要。

•  Inclusion（インクルージョン、包摂） : すべての人が歓
迎され、尊重され、大切にされる経験を創造すること。
／これこそが、ロータリーが 100 年間最も大切にしてきた

「親睦の中から生まれる結びつき」であり、これがない
と質の高いプロジェクトは実現できない。
その後、原エレクトのご挨拶、グループディスカッション

へと進み、各クラブの現状を踏まえ会員拡大・増強への
取組について話し合いを行いました。そして、最後に各グ
ループの代表に発表いただき、それぞれの取組内容を共
有し、松本カウンセラーに講評をいただきました。各グルー
プの発表内容はほとんどが大変興味深いもので、是非、
当日参加した方にお聞きいただけると助かります。

いずれにしても、非常に有意義な 2 時間となりました。
休日で足下の悪い中お集まりいただいた皆さん、本当にあ
りがとうございました。

会員拡大・増強委員会報告
会員拡大・増強委員会委員長
牧田　和樹（新湊 RC）

委員会報告
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今年度 4 月に開催された規定審議会においていくつか
の変更点が有りそれについて意見交換した内容をご報告
いたします。

国際ロータリー定款、国際ロータリー細則およびロータ
リークラブ定款の一部が変更されたことはご存知だと考え
ます。

その中で、クラブ運営に関する変更点が有り、その部
分の取り扱いについて意見交換を致しました。

昨年度の定款では、決められた地域に住所または事
業所がある事が原則でしたが、その部分の変更、所属

2025-2026 年度国際ロータリー第 2610 地区ガバナー
候補者として、2022 年 12 月 1日付にて全クラブ会長宛
に通知いたしましたが、期限である2022 年 12 月15日ま
でに対抗候補者を推薦する申し出はありませんでした。

従いまして、ＲＩ細則第 12.030.10 節の定めにより、地

クラブだけに新会員の推薦ができましたが、他クラブへの
推薦もできることとなりました。

この件に関しては、クラブ定款第 13 条第 4 節を守れる
ことを前提としたいと考えています。

クラブ会員は、所属クラブ以外は会員になれませんでし
たが、今回の改定で、衛星クラブとの兼務が認められま
した。

その他幾つかの変更点が有りますが、各クラブにおい
てご検討をお願いいたします。

区ガバナー指名委員会の選んだ小松東ロータリークラブ
会員　小山英一君を 2025-2026 年度ガバナーに就任す
るガバナーノミニー・デジグネートに選出されたことを決定
宣言し、併せてＲＩ細則第 12.010 節により「ガバナーノミ
ニー・デジグネート」の肩書を担うものといたします。

地区ロータリー情報立法研究委員会報告

2025-2026 年度ガバナー（ガバナーノミニー・デジグネート）決定宣言

ロータリー情報立法研究委員会委員長
八塚　昌俊（高岡北 RC）

2022 年 11 月 15 日（火）開催

国際ロータリー第 2610 地区
ガバナー　黒川　伸一

地区ガバナー指名委員長　神野　正博

小
こ

山
やま

　英
えいいち

一
（小松東 RC）

委員会報告

職業分類　自動車学校
生年月日　1963年（昭和38年）11月28日生（長野県上田市）
住　　所　小松市矢崎町ハ110番地
最終学歴　長野県立上田高等学校卒⇒上越教育大卒業

職　　歴　1986年 4月　長野県小学校・中学校教諭
 1997年 4月　石川県自動車振興（株）
  加南・加賀自動車学校入社
  教習指導員兼本社総務部長
 1999年 3月　同社　取締役部長
 2002年 3月　同社　代表取締役社長
 2012年 4月　同社　石川県加南自動車学校
  学校長兼務
 2014年 4月　産業カウンセラー
  （ドライバー適性診断）
 2016年 4月　小松警察署協議会会長
 2018年10月　石川ドローンスクール開校
　  代表取締役社長

 2018年 5月　石川県指定自動車教習所協会会長
 2019年 3月　全国指定自動車経営協議会副会長
 2020年 6月　小松市安全運転管理者協議会会長

ロータリー歴　2004年 2月　小松東ロータリークラブ入会
 2007年 3月　ポール･ハリス･フェロー
 2010-2011年度　クラブ幹事
 2010年 8月　マルチプル・ポール･ハリス･フェロー
 2014-2015年度　クラブ会長
 2015年11月　米山功労者（3回）
 2017-2018年度　地区ロータリー財団委員会
 2019-2020年度   石川第2分区ガバナー補佐
 2020-2021年度　地区RLI推進委員会
 2021-2022年度　地区RLI推進委員会
 2022-2023年度　地区RLI推進委員会副委員長

その他の役職   金沢家庭裁判所　家事調停委員
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会員数報告（11月分）
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Ｒ財団 寄付者
メジャードナー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金沢 瀬戸　和夫 11月15日

使途指定寄付
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

能美 年次基金 11月30日

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

新湊 堀田　澄央 10月31日

野々市 兼田　春生 11月30日

加賀中央 竹田　雄造 11月30日

会員異動
入　会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
富山西 大辻　知朗 11月10日

高岡 奈良　康功 11月24日

小矢部 山田　吉晴 10月 4日

金沢 宮澤　克人 11月 9日

白山 横萩　信一 11月 1日

金沢百万石 秋元　信之 11月 1日

野々市 中山　正信 11月30日

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

南砺 牧　　千収 11月30日 4回

南砺 古瀬喜八郎 11月30日 1回

野々市 元尾　弘司 11月 4日 1回

能美 本　　裕一 11月30日 3回

能美 北出　秀樹 11月30日 2回

能美 秋田　順孝 11月30日 2回

中島 室木　俊美 11月16日 4回

七尾 大根　富男 11月22日 3回

七尾 赤　喜久造 11月22日 3回

七尾 新保　康彦 11月22日 3回

七尾 政浦　芳典 11月22日 2回

ご冥福をお祈りいたします

岩坪永吏子 会員

新湊中央RC
2022.11.10（享年60歳）
ERI　
奉仕委員長
ロータリー歴　７ｶ月

西村　信夫 会員

野々市RC
2022.11.25（享年７1歳）
野々市農業協同組合　
代表理事組合長
ロータリー歴　6年8ｶ月

Ｒ米山記念奨学会 寄付
米山功労者　マルチプル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
富山みらい 山本　倫郎 11月30日 8回

富山みらい 打出　孝彦 11月 1日 4回

南砺 松村　　壽 11月30日 5回

南砺 船藤　幸生 11月30日 2回

南砺 松本　敏博 11月30日 2回

南砺 宮川　　功 11月30日 2回
小矢部 嶋田　　登 10月31日 7回

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

南砺 谷口　和尋 11月30日 1回

南砺 森　　雄一 11月30日 1回

志賀 末吉　　大 11月30日 1回

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

南砺 山田　清志 11月30日

能美 南　　直樹 11月30日

七尾 宮崎昇一郎 11月22日

七尾 戸田　　充 11月22日
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