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 イマジン
ロータリー

写
真
撮
影　
　

写
真
同
好
会　

片
山
道
代
会
員

IMAGINIMAGIN ROTARY ROTARY　2022-232022-23 R. I . R . I .  President President　 Jennifer Jones   Jennifer Jones  R.I.D.2R.I.D.2610 Governor610 Governor 黒川伸一黒川伸一

国際ロータリー第2610地区

NO.2565 E-mail office@nanto-rc.jpoffice@nanto-rc.jpURL http:http:wwwww.nanto-rc.jpw.nanto-rc.jp

な　ん 　と
南砺ロータリークラブ南砺南砺ロータリークラブロータリークラブ南砺ロータリークラブ

クラブクラブ会報 な　ん 　とな 　ん 　と

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

IMAGIN ROTARY　2022-23 R. I .  President　 Jennifer Jones  R.I.D.2610 Governor 黒川伸一

 

例会日／火曜例会日／火曜日　1日　12：2：30 点鐘　0 点鐘　例会場／富山銀行福光支店４階 ◆事務局／富山県南砺市福光7336-4 ふくみつ光房内  0763-53-1333  53-1334例会場／富山銀行福光支店４階 ◆事務局／富山県南砺市福光7336-4 ふくみつ光房内  0763-53-1333  53-1334例会日／火曜日　12：30 点鐘　例会場／富山銀行福光支店４階 ◆事務局／富山県南砺市福光7336-4 ふくみつ光房内  0763-53-1333  53-1334例会日／火曜例会日／火曜日　1日　12：2：30 点鐘　0 点鐘　例会場／富山銀行福光支店４階 ◆事務局／富山県南砺市福光7336-4 ふくみつ光房内  0763-53-1333  53-1334例会場／富山銀行福光支店４階 ◆事務局／富山県南砺市福光7336-4 ふくみつ光房内  0763-53-1333  53-1334例会日／火曜日　12：30 点鐘　例会場／富山銀行福光支店４階 ◆事務局／富山県南砺市福光7336-4 ふくみつ光房内  0763-53-1333  53-1334

次回の予定　　９月13日(火) 第2628回例会
卓　話
　　　　　　　担当　　澤田喜朗会員　　

８月９日(修正出席率)

　７０．４５％
（欠13・内メーク０）

８８．１０％
　（欠７）

８月30日出席率

  ４4
（免除2)

会員数

出席報告　　　　松本敏博委員長

 第2626回例会 令和４年８月30日(火)晴れ22℃ 

《例会変更》　親子 敷

集　合　９: 00　 　古瀬喜八郎会長

　　　　　
                          

《ガバナー公式訪問》

点　鐘　　12:30    古瀬喜八郎会長

司　会　　　　　　谷村修基SAA

ソング　　         「我等の生業」

ゲスト　黒川伸一ガバナー(富山南RC)

           阪口正博ガバナー補佐(高岡西RC)

           吉田繁之筆頭副幹事(富山南RC)

本日のプログラム　９月６日(火) 第2627回例会
ロータリー雑誌セミナー
　　　　　　　担当　　川合声一情報・雑誌委員長　　

会長の時間　　　　古瀬喜八郎会長
　今日は黒川ガバナー、阪口ガバナー補佐、
吉田筆頭副幹事ようこそ。ご指導宜しくお願いします。　

今日の言葉として「信じる心」を選びました。

　中国の古典である『論語』で、孔子は、政治を行う上で最も大

切なものは「信」であるとして、「民信無くんば立たず」と説い

ています。その意味は、民衆というものに「信」がなければ国家

は成り立たない。政治で最も重要なことは、国民の間に「信」の

心をもたせることだというのです。

　国や政治だけでなく「信」は、社会の根底から支えているもの

なので、社会の中から「信」がなくなれば人間社会は成立しませ

ん。企業や家庭など、組織といわれるものも「信」が根本となっ

て成り立っているといえます。

「信」のつく言葉には、信用、信愛、信頼などがあります。企業

が信用を失えば、その存続は危うくなり、家族の信愛がなくなれ

ば、家庭は崩れていきます。「信」は人間関係の本であり、組織

の乱れは「信」が欠けたことから起こります。

　職場の仲間を信頼しているだろうか、信頼されているだろう

か。家族を信じ愛しているだろうか。家族に信じられ愛されてい

るだろうか。折に触れて、自分の信じる心を振り返ってみること

は大事なことです。

幹事報告　　　　　石﨑和三幹事
①地区大会事務局より、地区大会スケジュール案内。
②小矢部ＲＣより、例会変更の案内。9/13(火)、27(火) サイン ok!

委員会報告
●社会奉仕　　　　　 森　雄一委員長
　先日の親子ふれあいフェスティバル、前日からの大雨で
心配したが、無事開催できました。
　多くのメンバーの方々に鮎の塩焼きをご協力いただき感
謝です。　反省点は次年度に引き継ぎさせていただきます。



北
海
道
・
美
瑛「
青
い
池
」

★ニコニコボックス　　　８／30　谷村賢治委員長

黒川伸一ガバナー　  公式訪問です。皆さんにお会いできました。

阪口正博ガバナー補佐　　　〃　よろしくお願いします。

吉田繁之筆頭副幹事  よろしくお願いします。

古瀬君　今日は黒川ガバナー、阪口ガバナー補佐、吉田筆頭副
　　　幹事　ようこそ。後ほど宜しくお願いします。

石﨑和君　黒川ガバナー、ようこそ。

岡部君　黒川ガバナー、阪口ガバナー補佐、吉田筆頭副幹事、
　　　ようこそお越し下さいました。ご指導宜しくお願い致し
　　　ます。私は長く欠席しています。あと一ヶ月間欠席しま
　　　すので宜しくお願いします。

荒井君　黒川ガバナー、阪口ガバナー補佐、吉田筆頭副幹事の
　　　皆様心より歓迎申し上げます。

澤田君　黒川年度の成功と、今後益々のご活躍をご期待申し上
　　　げます。本日はよろしくお願いします。

大西君　黒川ガバナー、阪口ガバナー補佐、吉田筆頭副幹事、
　　　ようこそ。先日の親子ふれあいフェスティバル参加の皆
　　　様、大変ご苦労様でした。子供達の必死になって鮎を追
　　　いかける姿が本当に楽しそうで、お手伝い出来てうれし
　　　かったです。又、E.Mさんとのいじり、いじられのバク笑
　　　トーク!!　ありがとうネ!!

尾山君、松本君、森 雄君、木勢君、森 雄君／黒川ガバナーをお迎え
　　　して。

船藤君、牧君、本田君、中田君／黒川ガバナー、阪口ガバナー補
　　　佐、吉田筆頭副幹事ようこそ。歓迎します。

谷口君　黒川ガバナー、宜しくお願いします。8/15に初孫が誕
　　　生(男の子)ケイタイに送られてくる写真を見て、感激して
　　　ます。スゲー　かわゆいでちゅー。

久恵君　ガバナー、ガバナー補佐、筆頭副幹事の皆様ようこそ。
　　　ふれあいフェスティバル、鮎の塩焼きはハードワークでした。
　　　　　疲れましたが、子供達の笑顔に疲れも吹っ飛びました。

高野君　黒川ガバナーはじめ、阪口ガバナー補佐、吉田筆頭副
　　　幹事ようこそ。ご指導よろしくお願いします。

片山道君　黒川ガバナーようこそ南砺ＲＣへ。
　　　娘達、北信越大会優勝して、北海道の全国大会へ行って
　　　きました。1回戦突破しグルメ、観光、北海道満喫です。

野村君　黒川ガバナー様、阪口様、吉田様、ありがとうござい
　　　ます。宜しくお願いします。

安居君　黒川ガバナー様、阪口ガバナー補佐様、吉田筆頭副幹
　　　事様ようこそ、南砺ロータリークラブへ。

谷村賢君　親子ふれあいフェスティバル、みんなで焼いた鮎の　
　　　塩焼き、おいしかったぁ!!
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◆会報委員会 (長) 水口秀治 (副) 山田清志(委員) 谷口和尋、山田喜代美、森悦夫、西村 孝、野村守、大西正芳、古軸裕一、牧 千収、武田慎一、井沢正生、森雄一
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クラブ協議会

（今回の会報担当・山田清志）

卓 話　第 2610 地区テーマ　「ロータリーと共に 」　ガバナー　黒川伸一君　（富山南 RC）

☆ニコニコボックス☆ニコニコボックス

　「ロータリーと共に」
　国際ロータリー会長ジェニファー・ジョーンズ氏の
  2022 年国際協議会での講演

「私たちには皆、夢があります。しかし、そのために
行動するかどうかを決めるのは私 たちです。ロータリ
ーのような団体がポリオの根絶や平和の実現といった
大きな夢を抱くなら、それを実現させる責任は自分た

　　　　　　　　　　　  ちにあります。」

                                     2022-23RI2610 地区「ロータリーと共に」
　　　　　　　　　　　　　地区内のクラブの支援を調査し
　　　　　　　　　　　　　地区として支援策を考え
　　　　　　　　　　　　　地区として行動を起こす
地区内クラブの支援を調査し、地区内 64 クラブのそれぞれの、
満足度を調査し、問題点があれば解決策をクラブと一緒に模索する。

● 国際ロータリーの最重要課題　ポリオの根絶
   野生型ポリオウイルスの常在国は、パキスタンとアフガニスタンの
２か国になり現在発症数も激減し、引き継ぎの支援は欠かせません。
当地区においても、寄付のみならず支援の行動をしたいと考えます。

● ガバナー公式訪問時に！
地区内 64 クラブ、次年度は 64 クラブ全てを単独で訪問します。
その際、地区内 2600 余名のメンバー全員に、折り鶴を１人 1 羽折
って戴き千羽鶴を２個作成し、パキスタンとアフガニスタンへ持
っていきたい。

● 地区大会のイベント
地区大会は 10 月 22 日、23 日に富山国際会議場で開催
ですが、初日に 22 日、指導者育成セミナー終了後に、
RI 会長代理と一緒に正面向かいの富山城へ、END POLIO NOW の
イルミネーション点灯を行いたいと準備しています。10 月 24 日が
世界ポリオデーなので是非実行します。

・10月23日地区大会記念講演　「橋本聖子氏」　《2020 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、参議院議員・環境委員会委員》

● 地区組織について
・戦略計画策定委員会、ガバナー・エレクト・ノミニー・ガバナー補佐・
クラブ会長の地区の特殊な問題を議論する

・危機管理委員会、各委員長と外部有識者との危機管理について確立する。
・ＲＬI 委員会、クラブ会長エレクトの研修の場としたい。会員増強委員会、女性会員の比率アップを目指す。

・公共イメージ向上委員会、ロータリーが地域に根差した活動等を、メディア等に広めて行き、メンバーの意義を変えたい。
・職業奉仕委員会、ロータリーの歴史から、脈々と流れる伝統等の認識を高め、今のロータリーへと繋げていきたい。
・社会奉仕・国際奉仕はＲ財団地区補助金を利用した行動を重視し、クラブ活性化を図りたい。
・国際青少年交換委員会、ベルギー短期交換はコロナの影響で中止したが、長期交換は７月からの実施を予定しています。

・インターアクト委員会、高校生の活動を支援し、一つでも多くの活動ができるようにしたい。
・ローターアクト委員会、次年度よりアクトがロータリアンと同じ位置になります。意識の調査から、より良い方向
　性を見つける年度となります。　　　衛星クラブの設立を考えており、準備段階です。

・ロータリー財団委員会
地区補助金の申請が次年度分、考える期間もなく申請
されている感が大きく、次年度は次次年度の申請が早
く計画できるよう取り組みたい。
・グローバル補助金は、新たに環境の部門が増えたので、
広く地域に根差した申請を行いたい。医療部門の派遣
についても、次年度は実施できそうです。

・米山奨学記念奨学会委員会
石川・富山の奨学生を支援し、広く地域に根差した学友を育てたい。

・地区ガバナー事務所の固定化で、米山・Ｒ財団・青少年交換等、事務手続きの固定化を図ります。
将来的には、小人数のクラブに対して事務局の代行サービスも目指しており、クラブの支援をしたいと思います。

・ガバナ―公式訪問は 64 クラブをすべて回ります。
地区副幹事は、富山第２グループ、10 クラブのうち９クラブから１名づつ出して頂き、地区委員会担当をさせて頂
きます。但し、この人材もガバナ―のクラブからまとまって出すことが、困難になってきたおり、近い将来、選出
方法を考え直す必要があるかと思います。
・７月１日、新しい時計がスタートしました。一緒にスタートしましょう。

《例会変更》　親子 敷

集　合　９: 00　 　古瀬喜八郎会長

　　　　　
                          

米山奨学生（地区大会にて）


