＜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 1393 回例会 2015 年 11 月 10 日(火) 12:30 開会点鐘 於 番伊 ｢四つのテスト｣唱和 ロータリーソング｢奉仕の理想｣

モントレー・カーメル訪問 報告会
◎11 月度のお祝い発表
〈会員誕生日〉
〈ご夫人誕生日〉
11 日 川島光雄さん
2 日 中出裕美子さん
15 日 中野芳一さん
3 日 中越恵子 さん
23 日 徳永 保 さん
13 日 須曽裕美子さん
27 日 魚岸志乃富さん

2日
4日
7日
16 日
21 日
25 日

〈結婚記念日〉
木下徳泰・由美子 ご夫妻
所司久雄・育代 ご夫妻
長田紀之 和子 ご夫妻
久保 聡・京子 ご夫妻
山本勝義・尚美 ご夫妻
佐味貫義・慶子 ご夫妻
おめでとうございます!!

て奉仕活動を果していますが、もう一つ費用も時間も
かかりますが自分への投資という意味でも地区大会の
ような勉強の場への積極的な出席をしていただきたい
と思います。入会 3 年未満の会員も出席者の対象にな
っています。自分の考え方の巾がきっと広がる場面に
出会えると確信いたします。
本日の卓話は税務署長さんを予定してましたがどう
しても急に都合が悪くなり、ご無理を申しあげました
が姥浦昭二パスト会長にみなとロータリークラブの創
立の頃の話しをしていただきます。どうぞよろしくお
願いします。
◎地区大会表彰(在籍 30 年に達せられたロータリアン)
の姥浦昭二会員に、ガバナーより記念品の贈呈

第 1392 回例会(10/27) 報告
進行：浅野 副 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
去る 24 日 25 日の地区大会に参加していただいた会
員の皆様、お疲れ様でした。長時間に渡りハードなス
ケジュールでありましたが虚飾をはいした中身のある
内容だったと思います。24 日の指導者育成セミナーで
は認定 NPO 法人テラ･ルネッサンス理事の鬼丸昌也氏
のアフリカ少年兵の社会復帰や東日本大震災被災地で
の精力的に活動している事例。25 日には作家五木寛之
氏の「利他のこころ」と題した講演などとても心に残
る話しを聞くことができました。
私は今日会長として参加して思ったことをお話しさ
せていただきます。ロータリーは親睦を第一にしてそ
れぞれクラブの事業に会員の皆様のご協力をいただい

・ガバナーノミニー(2018-2019 年度ガバナー)に、
富山 RC 若林啓介 氏(職業分類：紙販売)が決定
・地区大会の礼状
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◎幹事報告 中出 幹事
・石川第 3 分区ＩＭ(都市連合会)
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◎出席報告 奥井 出席副委員長
会員総数 44 名(内､出席規定適用の免除者 3 名) 出席者 31 名
メイク
10/24 地区ロータリー財団委員長会議：木下敬夫、中出
10/24 地区大会(指導者育成ｾﾐﾅｰ)：木下敬夫､戸田､中出
10/25 地区大会 2 日目：木下敬夫、姥浦昭二、山田、
今井、井田、佐味、中野、間蔵、中越、桑原、戸田、
木下徳泰、松井、茶谷、中出
◎ニコニコ箱紹介 長 クラブ奉仕委員
木下敬夫 地区大会参加の皆様、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
中出 地区大会も終わり、私の仕事も 80％終了致し
ました。今後はゴルフにまいしん致しますので、
かわらぬご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。
高橋 カゼを引きました。今はやっつけるチャンス
ですよ！
桑原 地区大会お疲れ様でした。先週一週間郷里へ
帰っていました。人口減で淋しい町並みになって
いてため息が出ました。
姥浦敏明 今朝の３時頃、能登病院とパチンコオー
クラ間の県道でデッカイ イノシシが２頭はねら
れました。はねた車はそのまま走り去ったそうで
す。何かまずいことでもあったのでしょうか？皆
さん夜な夜な走る時は気を付けましょう。姥浦さ
ん卓話ありがとうございます。
中越 当クラブの重石 姥浦さん、お話を楽しみにし
ています。
佐味 姥浦パスト会長、みなとロータリー源流の卓
話ありがとうございます。
山田 当クラブの４番 ピンチヒッター姥浦パスト
会長 卓話ありがとうございます!!
勝木 姥浦さん、今後指導よろしくお願いします。
須曽、三井、伊藤、間蔵
姥浦パスト会長、突然の卓話ご苦労様です。よろ
しくお願いします。
木下徳泰、戸田、川島、魚岸、山本、久保、西野、
寺田、岡崎、松野、長
姥浦パスト会長の卓話楽しみです。
茶谷 先日、金沢武士団(バスケット)の試合を見て
きました。後日、社長に卓話をお願いしています。
本日は姥浦様、急至で申し訳ありませんが、よろ
しくお願いいたします。
姥浦昭二 本日は急遽卓話となりました。よろしく
お願い致します。
10/27 日計 29,000 円
累計 527,200 円

◎会員卓話

七尾みなと RC 創立と草創期
(1986.7.1～1992.6.30)
パスト会長 姥浦昭二 会員
多くのニコニコ箱での励まし有り難うございま
す。今日は当クラブ創立の経緯と草創期の話をさせ
て頂きます。現在会員 44 名中創立 6 年目を終えて
から入会された方が 32 名で約 70%の方々が今日お
話させて頂く事を経験していない事になります。レ
ジメに従って進めさせて頂きます。
1.私のロータリー歴
私は 1985 年(S.60 年)7 月 1 日に七尾 RC に入会し

ました。当時 44 才と 9
ヶ月でした｡本年 6 月
30 日で RC 在籍 30 年
を迎えました。当時の
七尾 RC の会長は小西
賢一さん､幹事は濵暉
元さんでした。職業分
類は建築設計を頂き
ました｡
2.七尾みなと RC 誕生
の経緯
当時､RI は重点事業としてクラブの分割拡大を推
奨しておりました。
七尾 RC は創立 30 周年事業の一環として新クラブ
の誕生を推進しており､1986 年前半から移籍会員の
人選が始まりました｡私は先輩会員からの声掛けで
何も分からないままに即座に了承致しました。七尾
RC31 代会長の浜田戌太郎氏と当クラブ初代､2 代会
長の佐々木鐵牛氏達の決断､英断､努力によって新ク
ラブの誕生を見ました。
3.七尾みなと RC 創立総会･認証状伝達式
私は 1986 年 5 月 28 日､左腎臓摘出の為入院する
事となり 6 月 4 日手術､同月 11 日抜糸､同月 21 日退
院を致しましたが、抜糸翌日の 6 月 12 日に佐々木
鐵牛､吉田秀鵬､坂本賢一の 3 氏が私の病室へ来られ
て佐々木さんから｢君に初代幹事をして貰いたい｣と
一方的に言われました。抜糸後の腹部の痛さを堪え
ながら懸命にお断りしたのですが、既に 6 月 15 日
開催の創立総会資料に印刷されているからと行って
病室を後にされました。私は術後の患部の痛さと､
新たな頭痛で退院まで悶々としていた事を鮮明に覚
えております。しかし退院後は徐々に受け入れざる
を得ないと覚悟する様になりました。そして､1986
年 6 月 15 日に創立総会､6 月 26 日に国際ロータリー
承認を得て､1986 年 7 月 1 日に七尾みなと RC の記
念すべき初例会が執り行われました。創立会員は 33
名内､移籍会員 12 名､新会員 21 名での船出でした。
そして翌年(1987 年)5 月 17 日に認証状伝達式(チ
ャーターナイト）が和倉温泉観光会館で盛大に挙行
されました。
当クラブの認証状伝達式の参考にと思い､私は｢ロ
ータリーの友｣からの情報を得て､1986 年 9 月 28 日
に挙行されましたあづみ野 RC の認証状伝達式に､
山本敏久氏､田村一夫氏､､三浦氏共参加致しました。
当時は今と違って道路事情も良くなく､片道 5 時間
以上も掛かりましたので､式典終了後の祝賀会途中
に､あづみ野 RC の中島幹事さんに中座のお断りし
て七尾へ帰って参りました。
その縁から当クラブの認証状伝達式にはあづみ野
RC から会員がご夫人共々大勢お祝いに参加して下
さいました。この事が更にその後の両クラブの友好
交流､そして友好クラブ締結に拍車を掛けて行く事
となりました。

4.初代(45 才 9 ヶ月)､2 代幹事(1986～1988)
RC 入会 1 年で幹事を仰せつかり困惑していた私
に吉田秀鵬さん(七尾クラブパスト会長)が初代幹事
の使命､役割及び心得として以下の事をご教授下さ
いました。
【使命】手続要覧熟読
【役割】移籍会員と新規会員の融和及び新入会員
増強
【心得】会長､幹事はクラブの顔。言動､身なりに
は気配りする事。
私は吉田さんに言われた事に一生挑戦致しまし
た。初代幹事の任期前半が終了しようと言う時期に
佐々木会長から RC 創立時の会長､幹事は 2 年間その
任に当たるのが慣例になっていると言われ思わぬ 2
年連続して幹事を務める事となりました。

○創立 5 周年事業 配布資料参照
①希望の丘公園緑化事業を 5 カ年計画で推し進める
初年度と致しました。
②あづみ野 RC との友好クラブ提携の推進。
・記念植樹を希望の丘公園で 1992.6.4 あづみ野 RC
の三沢､斉藤､大倉､清水口氏が来訪して当クラブ
会員共々木曽 5 木を記念植樹しました｡
・調印式は高橋年度の 1992.10.10 に和倉温泉加賀屋
にて、両クラブの直前及び当該年度の会長､副会
長､幹事の署名を以て調印致しました。
○ロータリー交換留学生の派遣､受入事業第 1 号
・河原林里江さんを米国セネカ･ホールズ RC へ派遣
(1991.8～1992.7)
・コリン･スー･ウイルソンさんをオーストラリア
ローズバッド RC から受入(1992.1～1992.12)

5.第 5 代会長 畑公明会長時(1990～1991)
クラブ創立 6 年目にして我がクラブから地区ガバ
ナーを輩出する事と成り､その前年度の畑公明 5 代
目会長時に PETS(会長エレクト研修セミナー)と地
区協議会をホスト致しました。初めての事でしたが
会員全員力を合わせて無事に終了致しました。

以上が創立から草創期に関して私の記憶並びに参考
記録を基にしてのお話であります。
次に最近の当クラブに付いての私の思いを述べさせ
て頂きます。

6.第 6 代目会長(1991～1992)
私は 50 才 9 ヶ月で第 6 代目会長を仰せつかりま
した。
若さと未熟を補って頂く為に副会長に 15 才年
長の六波羅さん､10 才年長の西浦さんにお願いし､
幹事は佐味さんにお願い致しました｡役員理事構成
には､私なりに老･壮･青のバランスに配慮した積も
りでした。私の年度には以下の様な出来事､事業があ
りました。
○佐々木鐵牛さんが 2610 地区ガバナーに就任。山
本敏久さんが地区幹事。
地区大会は羽咋 RC がホストとなり､羽咋市で行
われました。当クラブはコ･ホストを致しました。
○Carmel-By-The-Sea RC との姉妹提携(1991 年 8
月 14 日) 配布資料参照
・1990 年モントレー訪問時に Jack Holt 会長エレク
トとの出会いが縁。Jack の献身的な努力で姉妹提
携成立｡Holt 夫妻とは以後今日まで家族同様の付
き合いをさせて頂いております。
・提携調印に先立ちパスト会長会議に諮った所､
佐々木パスト会長から「継続する覚悟があるなら
良いでしょう」と言われ、私は今日まで 30 回のモ
ントレー訪問の内 20 回前後はカーメル･バイ･ザ･
シーRC にメークアップをして親善交流を継続し
ております。

7.私が感じる七尾みなと RC の誇れる事
①週報の連続発刊継続。(続けて欲しい)
②ニコニコボックスの投函件数が多い。(継続を期待)
③ゲスト卓話者へのスタンデイングオンベーション
送迎。(続けて欲しい)
8.私のロータリー感(※は私の個人的見解です)
･ロータリアンとしての奉仕年数(Rotarian Age:自力積み重ね)
= 在籍年数(Rotarian Years:自動的加算) × 通算出席率
※奉仕年数を重視する事によって例会出席意欲を促す。
※20 年在籍で通算出席率 50%と 10 年在籍で通算出
席率 100%は同じ奉仕年数と考える。
･例会でのマナー
※特にニコニコボックスのメッセージには静粛に耳
を傾けて欲しい。
※米国の例会では食事中は賑やか。会長挨拶､卓話中
は静粛。
・バランスを配慮した役員理事選任(偏りしない事･
皆に公平な Share)
※老･壮･青･男女のバランス
※入会年次･ロータリアンエイジ･就任回数のバランス
時間が参りましたのでこれで終わらせて頂きま
す。ご静聴有り難う御座いました。
◎閉会点鐘

次週予告
１１月１７日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
ゲスト 七尾税務署総務課長

中 井 秀 一 氏

〔週報担当：浅野〕

今週の例会担当者： 茶谷、西野、
魚岸、多田、木村
(11/10)
次週の例会担当者： 神前、森、
徳永、長
(11/17)

