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米山奨学生 デサリー ナヌシ君 

2018-2019 年度 ガバナー  若林 啓介氏 

富山第 3 分区 ガバナー補佐 穴田 茂 氏 

地区幹事         毛利 一朗氏 

会長挨拶／報告 

■誕生祝    㔟藤 和弘 君（9／16・57 才） 

■米山記念奨学会から米山功労者感謝状 贈呈 

 第 8 回米山功労者 永田 義邦 会員 

■歴史都市・高岡灯をつなぐ事業 石灯籠設置の案内 

幹事報告    

■配布／富山大学市民講座 2018 睡眠学のチラシ 

■平成 30 年 7 月豪雨被害義援金送金のご報告 

義援金総額 2,736,470 円（64 クラブ 日本赤十字社） 

■3 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒本日 18：30～かなざわ玉泉邸 

             新高岡駅 18：00 集合 

＜ ニコニコＢＯＸ   19 件 63,759 円 ＞ 

若林ガバナー／公式訪問にまいりました。宜しくお願

い申し上げます。 

穴田ガバナー補佐／本日も宜しくお願い致します。 

毛利地区幹事／公式訪問に同行させていただきました。

宜しくお願い申し上げます。 

加藤会長／本日は若林ガバナー、富山第三分区 穴田ガ

バナー補佐、毛利地区幹事をお迎えしました。 

田中副会長／若林ガバナーと毛利地区幹事をお迎えし

て。 

山本幹事／若林ガバナー、穴田ガバナー補佐、毛利地

区幹事ようこそ高岡ロータリークラブへ。 

本田君／若林ガバナーをお迎えして。一年間がんばっ

てください。―合唱― 

永田君／若林ガバナーをお迎えして。宜しくお願いし

ます。 

若野君／若林ガバナー、穴田ガバナー補佐、毛利地区

幹事ようこそ高岡ロータリークラブへ。 

津嶋君／ガバナー若林啓介さんを歓迎申し上げます。 

河村君／若林ガバナー、穴田ガバナー補佐、毛利地区

幹事ようこそ高岡ロータリークラブへ！来る地区大

会で監査報告をさせていただきますので宜しくお願

い致します。 

伏江君／若林ガバナー、ようこそ高岡ロータリークラ

ブへ。今日は前田利長公の高岡城入城の日です。顕

彰祭で献花をしてきました。「瑞龍寺へのみちしるべ

石灯籠都市景観事業」2010 年から 8 年の歳月にて高

岡駅から新高岡駅 61 基にて完結しました。最初の寄

付は永田パストガバナーで始まり最後の取は高岡

RC でした。会員皆様には大変お世話になりました。

高岡 RC ロードと言っても過言ではありません。感

謝！北日本新聞掲載ありがとうございました。 

牧野君／ガバナー若林様、ガバナー補佐穴田様、地区

幹事毛利様、高岡ロータリークラブへ ようこそ！富

山 JC では大変お世話になりました。 

竹中君／若林ガバナーようこそ高岡 RC へ！  

二口君／若林先輩ようこそ高岡 RC にお越し頂きまし

た。心より歓迎申し上げます。先週 7 月に行なわれ

ました吉田さんのホールインワン記念コンペで運良

く優勝させて頂きました。光栄にもホスト役の吉田

さんと同じグロス同ネットでした。有難うございま

した。 

北野君／9 日（日）前田公墓所清掃へ行ってまいりまし

た。心配していた雨も清掃中なんとか持ちました。

参加していただいた会員の方々ありがとうございま

した。 

坪田・二口君／先日のほうのきのコンペにてニアピン

賞を頂きました。罰金総取りで結構な額を頂きまし

たが二次会で少し使わせてもらった残りを少ないで

すが…。ニコ BOX に入れさせていただきます。 

吉村君／富山大学市民講座をお願いします。 

㔟藤君／誕生祝を頂戴し有難うございます。今後とも

宜しくお願い致します。 

 

◇９／９（日） 前田公墓所清掃 参加者１５名 
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≪ プログラム   … ガバナー公式訪問 ≫ 

演題『インスピレーションになろう』 

第 2610 地区ガバナー 若林 啓介氏 

（１）2018-19年度 RIテーマ 「インスピレーション

になろう」について 

（２）地区方針「ロータリーを知ろう、知ってもらお

う」について 

（３）RI の課題 

 会員数が増加しない 

 POLIOの撲滅が実現しない 

（４）ロータリー賞への挑戦  

クラブのサポートと強化 以下のうち 3項目を達成 

 会員 1名の純増を達成する。 

 既存会員と新会員の維持率を維持または改善す

る： クラブの会員維持率を 1ポイント上げる。 ま

たは 2017-18年度のクラブの会員維持率が 90％以

上である場合、これを維持する。  

 女性会員 1名の純増を達成する。 

 少なくとも 60％の会員が、My ROTARYから生年月

日 を入力する。 

 新しいロータリークラブのスポンサーまたは共同

スポンサーとなる。 

 会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、

地域社会にあるビジネスと専門職の実情に沿った

会員基盤を築くために活動する。 

人道的奉仕の重点化と増加 以下のうち 3項目を達成 

 ロータリー地域社会共同隊を提唱する。  

 インターアクトクラブまたはローターアクトクラ

ブを提唱 または共同提唱する。  

 年次基金への会員一人あたりの平均寄付額が少な

くとも 100米ドルとなる。  

 奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。  

 ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識

向上を目的とした行事を開く。  

 ロータリーの 6つの重点分野のいずれかにおいて、

意義ある社会奉仕プロジェクトまたは国際奉仕プ

ロジェクトを実施する。  

公共イメージと認知度の向上 以下のうち 3項目を達成  

 クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の

詳細、 ボランティア活動に費やした時間、募金額

など）を 「ロータリーショーケース」に投稿する。  

 ロータリーブランドのガイドライン、テンプレー

ト、「世界を変える行動人」キャンペーン用広告・

資料、その他の 関連資料を活用する。  

 クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ

会員がメディアと話す機会を手配する。  

 ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリ

ーで ネットワークを広げる機会を紹介する。  

 企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシッ

プを 継続または確立し、プロジェクトで協力する。  

 青少年交換学生または RYLA参加者を派遣する。 

（５）クラブ長期目標の策定 

ロータリーの戦略計画に倣って、クラブの戦略計画を

立案 

（６）RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）への

参加 

世界 533地区の内、406地区が参加済み 日本の 34地

区の内、20地区が参加。 

多地区合同リーダーシップ養成プログラム。 

ロータリーの基礎知識習得とリーダーシップを育成 

（７）Hamburg 国際大会への参加 

2019年 6月 1日から 5日まで、ドイツハンブルク市で

開催 

（８）役立リンク 

国際ロータリー日本語：https://www.rotary.org/ja 

会長賞：

https://my.rotary.org/ja/news-media/office-presi

dent/rotary-citation 

RLI：http://rlijapan.com/rlijapan/ 

ハンブルグ国際大会：

http://www.riconvention.org/ja/hamburg 

ロータリー基本情報：

https://my.rotary.org/ja/document/rotary-basics   

ロータリー財団参照ガイド

https://my.rotary.org/ja/document/rotary-foundat

ion-reference-guide 

ロータリー戦略計画：

https://my.rotary.org/ja/document/strategic-plan 

戦略計画立案ガイド：

https://my.rotary.org/ja/document/strategic-plan

ning-guide 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rotary.org/ja
https://my.rotary.org/ja/news-media/office-president/rotary-citation
https://my.rotary.org/ja/news-media/office-president/rotary-citation
http://rlijapan.com/rlijapan/
http://www.riconvention.org/ja/hamburg
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-basics
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-foundation-reference-guide
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-foundation-reference-guide
https://my.rotary.org/ja/document/strategic-plan
https://my.rotary.org/ja/document/strategic-planning-guide
https://my.rotary.org/ja/document/strategic-planning-guide

