＜姉妹クラブ＞カーメル・バイ・ザ・シーRC
＜友好クラブ＞あづみ野 RC

第 1416 回例会 2016 年 5 月 17 日（火）12：30 開会点鐘 於 番伊

ロータリーソング「それでこそロータリー」

ロータリーアワード顕賞
人形劇団 ZOO
代表 丑谷敏子 様 ・ 魚岸志乃富 様 ・ 川尻浩代 様 ・ 勝木理恵 様
第 1415 回例会(5/10)報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
熊本・大分の震災において余震がいまだに終息しな
い状態で被災された方々の生活が一日でも早く元通り
に戻ることを祈ります。今日もたくさんの出席をして
いただきありがとうございます。私の年度も残り二ヶ
月となりました、最後までご支援をよろしくお願いい
たします。ゴールデンウイークも終わりましたが期間
中七尾へも沢山の人の入り込みがありました。3 日か
ら 5 日では 11 万 7,615 人、昨年比 2,605 人の増加。観
光施設では食祭市場・花嫁のれん館(新設)・のと蘭の国
で増えました。一方、のとじま水族館・七尾美術館で
減少しました。昨年の国宝“かえで図”のようなイン
パクトがなかったからかもしれません。でか山も沢山
の人々に感動を与えて終了しました。2 日の人形見の
会場に鍛冶町では伊藤さん、魚町では井田さんお疲れ
様でした。北陸新幹線金沢開業、能越自動車七尾延伸。
NHK の“まれ”などの効果が 2 年目以降も維持できる
かが心配でしたが一安心です。
本日の卓話は新会員の藤本君です、大変シャイな人
柄ですがよろしくお願いいたします。
◎幹事報告

中出 幹事

別紙配布

◎桑原会員へ、ご子息陽祐さん結婚祝いの贈呈
◎委員会報告
・ロータリーの友 5 月号紹介 井田 R 雑誌小委員長

◎出席報告 奥井 出席小委員長
会員総数 46 名(内､出席規定適用の免除者 3 名) 出席者 36 名
メイク 4/26 金沢みなと RC：所司
◎ニコニコ箱紹介 西野 クラブ奉仕委員
木下(敬) 今年のでか山も無事終了しました。残り２つ
月よろしくお願いします。
木下(徳) 藤本さん、卓話楽しみにしています。ロータ
リーは、少し慣れましたか？
佐味 ドローン検定合格しました。藤本さん卓話宜しく。
桑原 今日の雨で新緑が一段と目に生えます。末息子
が 5 月 5 日に結婚し、お祝いの電話やメールいただ
きありがとうございました。
間蔵 いよいよ恒例のモントレージャズフェスティバ
ルイン能登 2016 が始まります。皆様のご支援心か
らお願いします。
茶谷 ゴールデンウイークはファミリーが手伝いに来
てくれました。私はでか山三昧でした。
高橋 5 月 7 日キャメロンのコンペに参加された方々
有難うございました。藤本さん卓話楽しみにしてい
ます。
山田 藤本君、卓話頑張ってご苦労様‼ 5 月は結婚月
です。ありがとうございます。
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姥浦(昭) 新会員藤本さん、心強い抱負を聞かせて下さい。
今井、井田、中野、姥浦 (敏)、中越、戸田、魚岸、松井、
山本(勝)、寺田、岡崎、松野、勝木、森、西野
藤本さん卓話ご苦労さま、頑張ってください。
5/10 日計 28,000 円

累計 1,178,100 円

◎新会員卓話 藤 本 真一郎 会員
ご苦労様です。本日は、新
会員卓話ということですが、
ここで発表するほどの個性的
な出来事が思いつかなかった
ので自分の自己紹介的なこと
を話そうと思います。
自分の生まれは、七尾市の
つつじが浜で、3,4 歳の頃に父
が母方の婿養子に入ったこと
がキッカケで中能登町御祖地区藤井に今は住んでい
ます。皆さんは七尾市に住んでいる方がほとんどだ
と思いますので、簡単に説明すると鹿島バイバスの
端っこで、羽咋の手前です。
次に出身学校は、小学校は御祖小学校、中学校は
鹿島中学校、高校は宝達高校、大学は名古屋学院大
学に行っていました。ただ、出身学校といっても校
舎が残っているのは高校のみで、小学校、中学校は
統合で廃校、大学は愛知県の瀬戸市から名古屋市に
移転してしまいました。ちなみに瀬戸市は瀬戸焼の
陶器の産地で、近年では万国博覧会があった土地な
のですが自分が学生時代は学生寮の周辺のコンビニ
も午後 10 時ぐらいに閉店する田舎だったので移転
してもしょうがないかなと思います。
次に、仕事の業種は電気工事業で建物内の照明器
具やコンセントなどの電気が通じるものを取付る工
事を行います。七尾市の仕事で最近では、青拍祭の
屋台の仮設電源工事を行いました。祭り期間は問題
が起こったときのために連休中は会社にて待機をし、
2 時間ごとに見回りを行い、コンセントの差込の状
況の確認を行い、雨が降った時に漏電を起こさない
ように電源箱の蓋を閉めたりしていました。
今年に関しては、
天気的にも 2～5 日までの青拍祭
の期間中は晴れていたのと、近年の照明 LED への
変化が屋台の方にもあり容量に余裕が出来てきたこ
とが幸いして何も問題もなくゆっくりとした待機の
時間を過ごしていました。
しかし、去年までは必ず祭の初日等にコンセント
の差し込みから延長コードを伸ばすのは問題ないが

そこからタコ足に次ぐタコ足で子ブレーカーの容量
を超えてしまってブレーカーが落ちてしまう問題や
駅前の 132 号線の歩道に屋台が経つのですが歩道に
対して電線を床に這わせるとその電線でつまづいて
しまう問題が必ず出てきていました。
上の 2 つの問題に関しては、去年のうちにタコ足
に関しては盤内にあるコンセントを増やしタコ足で
電気を持っていくのではなく各自に 30m 延長コー
ドを準備してもらい、差込みの振り分けに関しての
説明を行ったのと、電線の配線に関してはゴムマッ
トに電線を入れたりスロープの台を作ったり最初の
頃やりましたが当時祭りを見に来ていたおばあちゃ
んがつまづき転倒で頭打ち救急車が出たことにより
問題ありということで屋台の人達と話し合いを行い
電線を床ではなく屋台の屋根の骨組みにあげて上に
持っていく方法を屋台の人達の自己責任で行うこと
で解決しました。このこと自体は 2,3 年前から行っ
ていたのですがようやく浸透したのか問題が出てこ
なかった原因だと思います。
最後に七尾みなとロータリークラブでの抱負は、
「クラブ内で会話をする」としたいと思います。自
分自身の言葉で、皆さんとコミュニケーションが出
来るようになりたいと思います。
あと、七尾市ではこれからみなと祭りや石崎奉灯
祭り等の祭りなどにも屋台の仮設電源工事を行いま
す。見かけましたら、声でもかけてください。
◎閉会点鐘

次回予告
５月２４日（火）１２：３０開会点鐘
職場例会

能登島ゴルフ&カントリークラブにて

(乗り合わせの方は 11:30 商工会議所前より出発)

〔週報担当:勝木〕

元交換留学生ビード君来尾歓迎会(5/13 のれん)
〔1999-2000 年度留学生、オーストラリア出身〕

今週の例会担当者： 田中、松野、中越
姥浦敏明、藤本
(5/17)
次週の例会担当者： 山田、奥井、須曽、
(5/24)
今井、浜田

