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2610地区

会長　中村　智雄　　副会長　谷口　伸示　　幹事　藤縄　　雄　　会長エレクト　新野　景三

～2005　2006
上市ロータリークラブ

3  月　弥　　生（やよい）

超 我 の 奉 仕

例会日（水）12時30分　例会場　ウェルハートピアつるぎ
　　　　　　　　　　　　事務局〒930－0361中新川郡上市町湯上野1（ＴＥＬ472－6333）

No.606　2005～2006　第 9号

2006.3.1　　第1282回例会
■開会点鐘
■国歌斉唱
■ロータリーソング（奉仕の理想）
■綱領唱和
■四つのテスト唱和
■ビジター紹介
　老人連合会　代表副会長　松井敏一様
■誕生祝等
　３月２日　谷口伸示さん御誕生日
　３月３日　島倉忠範さん御結婚記念日
■幹事報告
・ＩＭパネラー新野次期会長に委嘱状。
・書損ハガキ5,802の御礼状
・中新川地区国際交流軽食会からの御礼状。
■委員会報告（雑誌・広報山本委員長）
・ロータリーを話題に（P1）
　　ＲＩ会長ヴィルヘルムム・ステンハマー
・奉仕の心をはぐくむ（P5-9）
　　３月13日～19日は、世界ローターアクト
　週間
　　日本ローターアクトの活動に一部をP5-9
・ローターアクトの起源をたどる（P10-13）
・私達のすること、すべきこと（P14-17）
　　第２回、第３回は、入会５年以上または
　50才以上の方のご意見を紹介しています。
・ウィリアムB.ボイド2006－2007国際ロータ
　ー（RI）会長エレクト（P18-21）
・母国に帰る（P22-23）
　　シアルトの一人のローターアン、エズラ・
　テスホーム氏が母国エチオピアの人々のた
　めに貢献し「TME」誌から賞を授与され
　ました。この９年間、ローターによっても

　たらせた機会や資源を用いて、子供達への
　難病ポリオワクチンの投与を支援するため
　にボランティアチームを率いて母国エチオ
　ピアに赴いてきました。
・地区大会（P24-25）
　　地区大会は「ローターを広げる」チャン
　スです。
■ニコボックス報告
　谷口伸示さん誕生祝いを頂いて
　島倉忠範さん結婚祝いを頂いて
　伏黒　晃さん新聞取扱店閉店しました
　高橋建一さん新聞取扱店開店しました
　松井敏一さん卓話の機会を頂きまして
■出席報告　23/27人　85,19%
■卓話　「創造と連帯の輪を広げて
　　　　　　　　　心豊かな21世紀を」
　　老人連合会　代表副会長　松井敏一様

＊多年にわたり激動の時代を経てきた我々は
　今の高齢化時代にふさわしい生き方の創造
　をめざして、日々心を新たにしている。そ
　して経験と知恵と能力を自ら社会のために
　生かすべく、連帯・共同の交わりを深め、
　その輪を広げつつ、21世紀を迎えた。「高
　齢者の世紀」といわれる。21世紀は、高齢
　者の活力と人間性の豊かさ如何によって明
　暗をわける社会である。明るい新時代を開
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　く鍵を握っているのは、まさに高齢者自身
　であると言えよう。
【事業の重点目標】
１．全国三大運動の推進
　①心と体の健康づくりをすすめる。
　②高齢者が相互支援する友愛活動を進める。
　③花のある町、ゴミのない町作りを進める。
２．21世紀の高齢社会を支える老人クラブの
　充実・強化
３．高齢者交通事故防止運動の積極的な推進
【事業計画】
１．健康活動
　　長寿社会にふさわしい新しい健康観を広
　めながら、高齢期を元気に生きがいをもっ
　て送るために、高齢者向けの・大運動会・
　歩行会・シニアスポーツ等の健康活動を積
　極的に進める。
２．学習活動
　　高齢者の学習意欲には熱いものがありま
　す。テーマとして・健康に関すること・年
　金や介護保健・医療制度や薬の飲み方など
　身近な暮らしに関することをはじめ、郷土
　歴史の継承活動としての講話、ビデオ鑑賞
　並びに名勝地の史跡探訪。激しく移り変わ
　る社会情勢や環境問題など幅広く、研修会
　や大会の場で専門家を招いての講演などを
　活発に行う。
３．サークル活動
　　仲間の笑顔は、それぞれの会員の個性が
　輝く生きがいづくりとして・いきいきフォ
　ークダンス・いきいき歌の会などを活発に
　実施している。
　　今後は、参加者増の傾向にあり、各校下
　にてサークル活動として、実施するよう計
　画しています。

■フォーラム
　　おわらのまちから「超我の奉仕」

　国際ロータリー第2610地区富山第二分区の
Ｉ・Mが３月11日、富山市八尾コミュニティ
センターで、９クラブ 494 名の登録で開催さ
れた。「改革とリーダーシップ・プラン」を
テーマに中田昌作ガバナー補佐、長江隆二元
分区代理、道島一男富山南クラブ奉仕理事、
上市クラブ新野景三会長エレクトの４氏がパ
ネラーとなり意見を交わした他、中尾哲雄イ
ンテック会長が、「グローバリゼーションへ
の疑問」と題して特別講演があった。

「未来を拓くリーダーシッププランについて」
　　　　活性化と社会貢献
　
　　上市ロータリークラブ
　　　　　　会長エレクト　新野　景三様
クラブリーダーシッププランについて
　　上市ロータリークラブ新野で御座います。
　宜しくお願申し上げます。
　　私に与えられたテーマは、「未来を拓く
　リーダシッププラン」サブテーマーは、「ク
　ラブ活性化と社会貢献」であります。
　　さて、私が始めてCLPと言う言葉を知り
　ましたのは、昨年10月に加賀市で開催され
　ました地区大会の指導者育成セミナーでＲ
　Ｉ会長代理の天野　肇パストガバナーの講
　演で御座いました。その時、特に感じまし
　たことは、CLPによる新しいクラブ委員会
　構成は、５つのクラブ常任委員会で、かつ
　ての19のクラブ委員会から成る推奨委員会
　構成に代わると言うものでした。と申しま
　すのは、上市ロータリクラブは現在、会員
　数男子23名女子５名計28名であり、第２分
　区では一番小さいクラブであります。
　　上市ロータリークラブの現在の委員会構
　成は17委員会ありますが、委員長と副委員
　長だけでも34名となり一人で２～３委員会
　を掛持ちしている情況です。
　　以前はそれなりの会員がいましたので良
　かったと思いますが、全く時代の変化にそ
　ぐわないと共にマンネリ化していると私は

2006.3.11　　第1283回例会
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　常づね思っております。このCLPは決して
　強制ではなく、クラブの皆様が自主的に検
　討を進められて有効に活用されることを勧
　めております。
　　今回のCLPを前向きにとらえ、実際にク
　ラブの活動がマンネリ化したり、会員が減
　少したり、活動が低調なクラブはこの機会
　に、是非、自分のクラブの委員会構成や活
　動内容を見直し、よりすばらしいクラブに
　なるための一つと考えることもできます。
　会員数が少ないので、常設の委員長を理事
　が兼ねる型であります。

　会員増強・退会防止委員長の名称は長すぎ
るのと、会員の好みに合わないと思いまして、
会員組織委員長と仮に付けてみました。
　しかし、この委員会構成図は単なるタタキ
台でありまして、これから役員の皆様とも相
談し、全会員のコンセンサスを、何より大切
にしながら、せっかちに急がず、前向きな改
革に向かって行きたいと存じております。
　それぞれのクラブで「あるべきロータリー
の理想像」を構築し、これを長期計画や年次
計画に盛り込み、各クラブの理想に合致した
創造的な委員会構成、積極的な委員会活動を
行えば、魅力的なロータリーになるのではな
いでしょうか。
　新世紀の奉仕活動において、ロータリーが
安定して活動を進め、さらに、成長していく
ために、各クラブの活性化が最も必要とされ
ております。
　ポールハリスは「ロータリーは後ろ向きの
組織ではありません。そして私が常に変化す
る社会に生きているように、ロータリーも常
に変化する心構えが必要です」と言いまし
た。この言葉は今でも真実です。
　これから、次の 100 年に向けて、組織を整
えていく準備をしなければいけません。同じ
ことを繰り返しているだけでは、いけないの
です、ウイリアム・ビル・ボイドＲＩ会長エ
レクトは、新しいテーマ、「率先しょう」と

決められました。私もこのCLPを、「率先し
ょう」を実践し、ロータリーを改革、活性化
しょうと思っております。

■開会点鐘
■ロータリーソング（奉仕の理想）
■四つのテスト唱和
■ビジター紹介
　立山ロータリークラブ　大辻様
■誕生祝等
　３月21日　佐々木照和さん御結婚記念日
　３月21日　永原英敏さん御誕生日
　３月21日　碓井敏彦さん御結婚記念日
■ニコボックス報告
　佐々木照和さん結婚祝い頂いて
　永原英敏さん誕生祝い頂いて
　碓井敏彦さん結婚祝い頂いて
■出席報告　21/27人　75.01%
　クラブフォーラム「I.M.報告」
中村会長の報告
　中尾インテック会長は、親友新野さんがパネ
　ラーとして発表されたことを紹介されました。

藤縄幹事の報告
　クラブフォーラムの詳細な報告がありまし
　た。

■開会点鐘

2006.3.15　　第1284回例会

2006.3.22　　第1285回例会
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■ロータリーソング（奉仕の理想）
■四つのテスト唱和
■御誕生祝い
　３月22日　金田利行さん御誕生日
　３月24日　澤柿教誠さん御結婚記念日
　３月28日　水野昇平さんの
　　　　　　　奥様幸子さん御誕生日
　３月22日　田中義則さん御結婚記念日
　３月22日　中村智雄さん御結婚記念日
■表彰
　＊米山功労者　水野昇平さん
　＊マルチブル・ポールハリス・フェロー
　　　　　　　中村智雄さん、藤縄　雄さん
■ニコボックス報告
　金田利行さん誕生祝い
　水野昇平さんの奥様幸子さん誕生祝い
　田中義則さん結婚祝い
　中村智雄さん結婚祝い
■出席報告　21/27人　75.%
■会長エレクト研修セミナー報告
　　　　　　会長エレクト　新野景三様

　期　　　　日　2006－3－19
　会　　　　場　ホテルニューオータニ高岡
　ホストクラブ　高岡西ロータリークラブ

　2006～2007年度RIテーマ「率先しょう」
　　　　　　　積極的に奉仕活動をしょう

ＲＩ基本方針（RI会長賞の要件）
Ａ　会員目標（必須）
　　　2007年4月1日迄に会員1名の純増。
Ｂ　会員の増強　
　　　会員の多様性を進める。
　　　新分野からの新入会員を。
Ｃ　クラブ奉仕　
　　　ＲＣの活動を家族に理解・援助しても
　　　らう為、会員家族をクラブ例会や行事
　　　に参加してもらう。
Ｄ　職業奉仕
　　　「四つのテスト」を例会場と職場に揚

　　　げる事。会員が中学校や高校に行き、
　　　職業に関する出前事業を行う。
Ｅ　社会奉仕　
　　　地域社会のニーズを査定して、新しい
　　　奉仕活動を創出。ＲＡＣ・ＩＡＣ増強
　　　とRYLA行事の開催。
Ｆ　国際奉仕
　　　会員１人当たり米貨 100 ドル以上のロ
　　　ータリー財団への寄付。ポリオ・プラ
　　　スへの継続的な協力。ＧＳＥ、友情交
　　　換、交換学生の継続的実施。マッチン
　　　グ・グラント（世界社会奉仕プロジェ
　　　クトの特別補助金）への参加。
荒井ガバナーの地区運営方針
１、会員増強
　　各クラブ1人以上の増強
２、社会奉仕
　　クラブ単体での活動に限界があれば、分
　区内、地区内のクラブとの共同、あるいは
　他のNPOなどとの共同も可能です。
３、ロータリー財団への寄付
　　年次寄付1人100ドルを目標恒久基金べネ
　ファクタの増加奨励地区内１クラブ１人を
　目途。
４、米山奨学会への寄付
　　普通寄付で各クラブ平均４千円を目途、
　特別寄付の増加奨励。
５、国際奉仕
　　地区内各クラブが提携している諸外国の
　クラブとの関係維持発展。
６、ＣＳＥの実施
　　フランス北東部の1790地区との間で実施。
７、地区大会
　　小矢部ＲＣのホスト、小矢部ＲＣの・ホ
　ストにより、小矢部市において、2006年10
　月21日（土）22日（日）に開催。
荒井ガバナーエレクト
　　国際会議　２月12日～26日サンジェゴ日
　本から34地区世界 500 地区1200人全体会議
　７ヶ国語同時通訳、日本17名２分科会。
枡田パストガバナー
　　ＣＬＰについて検討してください。職業
　奉仕部門は奉仕プロジェク委員会の小委員
　会に所属します。
仲谷パストガバナー
　　ロータリー財団金沢港RCが「財団の友」
　になった。年次プログラム基金へ毎年 100
　ドル以上寄付する人の事です。


