
司 会 中川 会場監督  点 鐘 西村 会長 

国歌斉唱／ロータリーソング 

ロータリーの目的 朗読／四つのテスト 唱和 

ゲスト 富山第 3 分区 ガバナー補佐 村谷 正芳 氏 

    加賀ロータリークラブ    高橋 明巳 氏 

    加賀ロータリークラブ    大和 謙市 氏 

幹事ゲスト 

    明穂輸送株式会社 代表取締役 福田 剛平 氏 

会長挨拶／報告 

■皆出席 

    松原吉隆会員（２４年） 

    室崎 靖 会員（１９年） 

    牧野 明 会員（１４年） 

    山本 毅 会員（１３年） 

    中川 潔 会員（７年） 

    多田誠一郎会員（５年） 

    吉岡 周 会員（４年） 

    二口 洋 会員（２年） 

    竹田光宏会員（１年） 

幹事報告    

■配布／ガバナー月信８月号 

   ／活動計画書修正シール 

   ／地区大会パンフレット 

■北九州北部豪雨災害義捐金ご協力の御礼 

■ガバナー補佐によるクラブアッセンブリー⇒本日 

13：30～ 桐の間 

■ハーリー君の見送り⇒8／13（日）富山空港 9:00 

■前田公墓所清掃奉仕についての案内 

■富山県伏木高等学校吹奏楽部第 42 回定期演奏会の

案内 

■事務局お盆休み 8／11～8／16 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ  ＜22 件 82,000 円 ＞ 

村谷ガバナー補佐／本日のガバナー補佐事前訪問よろ 

しくお願いします。 

地区大会委員会／10 月 28 日の地区大会 多くの皆様 

 の参加登録をお待ちしています。加賀のおもてなし 

でお迎え致しまします。 

西村会長／村谷正芳 富山第３分区ガバナー補佐をお 

迎えして本日は宜しくお願いします。また幹事ゲス 

トとして明穂輸送株式会社の福田さんを歓迎します。 

伏江君／村谷ガバナー補佐、心から歓迎します。クラ

ブアッセンブリーよろしくお願い申し上げます。加

賀 RC 高橋さん、大和さん、ようこそ高岡 RC へ。

10 月地区大会よろしくお願いします。 

竹中君／村谷ガバナー補佐をお迎えして。本日は宜し 

くお願いします。加賀 RC 高橋さん、大和さん地区 

大会 PR お疲れ様です。幹事ゲストとして福田剛平 

さんをお迎えして。 

藤田君／村谷ガバナー補佐ようこそ高岡 RC へ。 

－感謝― 

本間君／村谷ガバナー補佐、ようこそ高岡 RC へお越

しくださいました。本日楽しみにしております。 

室崎君／村谷ガバナ補佐、ようこそ今年一年よろしく

お願いします。皆出席表彰を頂きありがとうござい

ます。 

塩崎（吉）君／村谷ガバナー補佐、ようこそ高岡 RC

へ。本年度もよろしくお願いします。さて今年も呉

羽同好会のゴルフを実施します。すでに参加の連絡

をいただいている方ありがとうございます。また、

まだ枠に余裕がありますので奮ってご参加のほど宜

しくお願いします。 

中村君／幹事ゲストの明穂輸送株式会社 福田剛平さ

んを歓迎して。 

金森君／福田さんようこそ高岡 RC へ。お待ちしてお

りました。 

吉岡君／村谷バナー補佐をお迎えして。本日は宜しく

お願い致します。本日は皆出席祝いを頂きまして有

難うございます。今年も皆出席できるように頑張り

ます。 

花田君／8 月 3 日の第 1 回親睦ゴルフコンペにてベス

トグロス賞を頂きました。スコアは 86 ですが…。若

い会員の方は、もっと頑張ってください。ありがと

うございました。 

山本（政）君／第 1 回親睦ゴルフコンペにて優勝させ

ていただきました。ありがとうございます。ベスグ

ロは大先輩にとられましたが次回こそベスグロをい
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福島晴夫会員の御尊父 福島和夫様（享年１００才） 

が８月４日にご逝去されました。 

ここに謹んでお悔やみ申し上げます。    合掌 



ただきたいと思っています。 

大川君／第 1 回親睦ゴルフ暑い中ありがとうございま

した。 

谷道君／高岡商工会議所、長野商工会議所交流ゴルフ

コンペでハンデに恵まれ優勝させていただきました。

当クラブから永田副会頭他多くのメンバーが参加さ

れていました。 

稲田君／同居していた下の娘が金沢への通勤のため高

岡駅南のマンションにお盆明けから住むことになり

ました。28 歳。独身です。宜しくお願いします。 

福島君／先日の葬儀に高岡 RC より西村会長をはじめ

多数の方にお参りを頂きありがとうございました。

おかげ様ですべて滞りなく終えることが出来ました。

ありがとうございました。 

山本（毅）君／皆出席祝いありがとうございます。 

中川君／皆出席祝いを頂きありがとうございます。 

竹田君／皆出席表彰ありがとうございます。 

田中君／本日所用にて早退させていただきます。申し 

訳ありません。 

 

◇本日のプログラム…ガバナー補佐訪問     

 

「ガバナー補佐訪問に因んで」 

 

国際ロータリー第 2610 地区 

富山第３分区ガバナー補佐 

村谷正芳(高岡万葉Ｒ.Ｃ) 

 

 この度、2017-18 年度国際ロータリー2610 地区富山

第 3 分区ガバナー補佐を務めさせていただきます高岡

万葉ロータリークラブの村谷正芳です。 

 私のロータリー歴は 29 年です。40 才でＪＣを卒業

して間もなく先輩に誘われ、高岡北ＲＣへ入会しまし

たが、高岡地区に夜間例会の新クラブを作る気運があ

り、大木特別代表のもと高岡北ＲＣがスポンサークラ

ブとなり高岡万葉ＲＣが 49 名で創立され、私も移籍組

として参加しました。何しろ富山地区では、初の夜間

例会クラブということで、石川地区香林坊ＲＣへ見学

に行って学んだり、チャーターナイトまで忙しくして

いたのを思い出しています。 

ロータリー歴の中では、2002-3 年度会長を経験した以

外は地区へ 2 期出向、あとはパスト会長としてロータ

ーリーライフを十分楽しんでいましたので、今搬の富

山第 3 分区の各クラブを訪問する機会を得ましたこと

は、少し不安ではありますが十分楽しみながら皆さん

と交流したいと思っております。 

 今年度ＲＩ会長は、イアンＨ・Ｓライズリーさんで

す。会長はオーストラリアビクトリア州出身で、サン

ドリンガムＲＣ所属で職業は公認会計士です。奥様も

パストガバナーということで、まさにロータリーファ

ミリーです。 

2017-18 年度会長テーマは「ロータリー：変化をも

たらす」です。 

最初、私には非常に抽象的で難しく理解しにくいテ

ーマでしたが、地区研修会や勉強会においてガバナー

の話や講師の話しを聞いて少し分かったように思えま

した。 

それは、全世界で 200 ヶ国以上、約 123 万人、35000

以上クラブが地域社会と世界に変化を生み出したい・

良くしたいと願い、人道的奉仕活動を継続する中で以

前より良い地域が、平和の推進、疾病との闘い、水と

衛生、母子の健康、教育の支援、地域経済の発展など

多くの分野で変化をもたらすと理解致しました。 

 次に、2610 地区 今年度は下口幸雄ガバナーです。

下口ガバナーは、1943 年 7 月 13 日の生まれで 74 才で

す。石川第 2 分区加賀ＲＣ所属で 1991 年会長を歴任さ

れ、65 才の時に石川第 2 分区のガバナー補佐を務めら

れました。職業分類は、管工業で冨士工業(株)取締役会

長です。 

 ガバナーメッセージは、「クラブのカラーを出そう」

です。地区内 63 クラブは、それぞれ歴史と特色を備え

られています。社会奉仕活動においても地域の求める

奉仕を的確に把握し活動しておられます。ここ 2～3 年

の傾向として、地域補助金を活用した活動が多くなっ

ています。財団寄付と地域補助金の活用を今後も継続

しながら全ての活動は時代と共に変化しなければなり

ません。地域も環境も違う各クラブが十分考え実行さ

れた活動の中に各クラブのカラーが発揮されるものと

確信しています。 

 地区の具体的目標については 

1. Ｒ1会長テーマの理解と推進 

2. 地区ロータリー財団 

財団の地区補助金の活用（奉仕活動推進） 

Ｒ財団寄付  150＄／1 人目標 

ポリオプラス  30＄／1 人目標   等 

3. Ｒ米山記念奨学会寄付 

 普通寄付 6000 円／1 人  特別寄付 10000

円／1人 

4. 会員増強 

 純増 100名目標とする 

5. 地区研修・協議会 

 「Ｒ1戦略計画」に対する理解を深めクラブの

活性化に繋がる研修会を計画・実行する 

① クラブ強化について 

② 公共的イメージ向上、実践について 

③ 人道的奉仕の実践について 

④ ロータリーの魅力について（入会 3年未満の

会員対象） 

 

貴クラブが地域のニーズをしっかり把握し工夫され



た方法で実践することにより、より良い地域が誕生す

ることを願っています。Ｒ1 会長賞も十分意識し、貴ク

ラブが素晴らしい活動をされることを確信して居りま

す。 

 本日貴重な時間を頂き、ガバナー補佐として十分役

目を果たせたかは甚だ疑問ではありますが、貴クラブ

で卓話させていただいた事に感謝してメンバーの方々

の御多幸と御活躍を祈念して終わりと致します。 

 ご清聴有難うございました。 

合掌 

 

 

 

 

 

 

日時：８月８日（火） 19：00～ 

 

場所：ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 14 階 ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーリー君 フェアウェルパーティー 

ハーリー君の見送り ～富山空港～ 


