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桂撤男 石川第３分区ガバナー補佐訪問

今年度みなとクラブでは
「つながるロータリー」をテ
ーマに掲げ、以下の３点を着
実に進めてまいります。
１.創立 30 周年記念事業の成功 … 9 月 3 日記念大会
２.例会の充実
３.地域･社会とのつながり … .｢ふるさと七尾の歴史・文化
伝承プロジェクト｣
活力のあるクラブとは、変化できるクラブです。皆様のご
協力とご指導をお願い致します。
＊「ロータリーを伝えやすい表現」

ロータリーとは
自分を磨き、人を育て、時には慈善行為、ボランティア
活動を行う世界的な団体です。

ロータリーの目的は
それぞれの会員の企業活動の根本に奉仕の理念をおい
て、それを磨き上げることです。

ロータリーの理念とは
他への思いやりの心、助け合いの心、他人のお役に立つ
行いをしようとする心です。
◎新会員入会式(紹介:辰田前年度ﾆｭｰﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ委員長委員長)

大森幸弘 会員
宮川輝之 会員
(有)大森クリーニング商会 宮川建設㈱
取締役
専務取締役

致 します ！

月

資金として寄付をお願い。

よろしくお願い

◎開会点鐘
◎｢四つのテスト｣唱和 長 職業奉仕小委員長
◎ゲスト紹介・会長挨拶 戸田一明 会長
本日は、初例会が 100％例会という素
晴らしい門出になりました。みなさんの
熱い思いに心より感謝申し上げます。ま
た、七尾 RC の木下会長、涌浦幹事そし
て名誉会員の山本敏久さんも出席いた
だきありがとうございます。
さて 2016－2017 年度ジョン・ジャー
ムＲＩ会長はテーマとして｢人類に奉仕するロータリー｣
Rotary Serving Humanity を掲げ、3 つの重点項目を取
り上げています。
重点項目「ポリオの撲滅」
「会員の維持･増強」
「財団 100 周年記念の目標達成」
ロータリーが集う一番の理由･目標は｢奉仕｣であり、他の
奉仕団体と異なるのは、職業奉仕の理念を礎にしている点に
あり、世界にむけて｢よいこと｣の推進を提唱しています。更
に会員の維持･増強で目指すのは、単にロータリアンの数を
増やすのではなく、ロータリーによる良き活動をより多く実
現させ、将来にロータリーのリーダーとなれるロータリアン
を増やすことも求めています。
これを受けて国際ロータリー第 2610 地区では、岡部一輝
ガバナーは「語り合おう ロータリー」をテーマに以下の３
点を取り上げました。
・｢ロータリーの心のふるさと｣を尋ねよう…ロータリーの原
点である職業奉仕の理念の理解を深め、歴史を振り返ろう。
・私たちの｢ふるさと｣に何をサービス(奉仕)できるだろうか
…社会ニーズを捉え、人の役に立ちたいという心を高める。
・｢世界｣にむけてどのような｢良いこと｣ができるだろうか
…ロータリー財団 100 周年を記念して、ニコニコ BOX に
全会員投函をお願いし、その資金はクラブ名でポリオ撲滅

様

◎地区委員紹介､ 委嘱状伝達 中越会員…ﾛｰﾀﾘｰ情報委員
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戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

◎役員･理事紹介
◎直前会長･直前幹事へ感謝状･記念品、直前副会長記
念品 贈呈、木下敬夫直前会長挨拶

◎2015-16 年度例会 100％出席者名の発表
・ホーム例会 100%出席、例会 30 年・20 年 100%出席 記念品
贈呈

◎幹事報告 寺田 幹事 別紙配布
◎委員会報告 松井地域社会奉仕委員長
クリーンビーチななお(7/10)について…回覧
◎出席報告
浜田出席小委員長
会員総数 47 名(内、出席規定適用の免除者 4 名) 出席者 47 名
メイク 7/1 七尾 RC 初例会：戸田、寺田
◎ニコニコ箱紹介 木村ニコニコ箱小委員長
七尾 RC 会長 木下様 初例会おめでとうございます。
本日はよろしくお願いいたします。
七尾 RC 幹事 涌浦様 初例会おめでとうございます。
戸田会長・寺田幹事、一年間よろしくおねがいします。
戸田 謙虚に誠実に取りくんでまいります。皆様のご指導、
ご協力を宜しくお願いします。とりわけ
事務局増田さん、よろしくお願いします。
木下敬夫 戸田会長初例会おめでとうございます。
昨年一年会員の皆様ご協力ありがとうございます。
森、鳥畑 初例会、気が引き締ります。
山本敏久 皆さん久し振りです。84 才最後の
日です。明日から 85 才です。
姥浦昭二 31 年目の初例会を祝して。
山田 戸田年度の船出です。役員・理事の皆さん
１年間頑張って下さい!!
間蔵 戸田丸の出航おめでとうございます。クルーの皆様が
ご健勝ご活躍される事をご期待申し上げます。
中野 戸田年度出航おめでとうございます。私も本年度は
会計を仰せつかっております。会員皆様の大切な財源を
無駄使いのないよう使わせていただきます。
桑原 戸田年度スタートの時、100％出席というすばらしい
始まりに気持がワクワクします。実のある１年になります
様にと祈っています。今日は私の誕生日でもあり合せて
祝っていただいている様でありがとうございます!!
中越 １年間戸田会長の元、SAA を務めます。
私の話をよく聞いて下さい。

次週予告

７月１９日（火）１２:３０開会点鐘
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佐味 戸田丸出港おめでとうございます。理事役員の皆さん
30 周年大会宜しくおねがいします。
多田 本日は戸田年度初(発)例会です。どうぞよろしくお願
い致します。
所司 クラブ創立 30 周年の記念すべき年度の戸田会長を初
めとして、理事役員の皆様よろしく舵取りして下さい。
徳永 熱い戸田会長の元、
今年は 30 周年です。
頑張りましょう！
勝木 戸田会長、一年間長くもあり短くもあり…よろしくお
願いします。
川島 戸田会長はじめ、理事・役員の方々１年間ご苦労様で
す。よろしくお願いします。
今井 初例会全員出席 100％で、戸田一明会長幸先がいいで
すね！
高橋、長田、永江、井田、伊藤、姥浦敏明、須曽、三井、
松井、藤本、魚岸、山本勝義
戸田会長がんばって下さい。新入会員の方々よろしくお願
いします。
木下徳泰、山本敏久、茶谷、岡崎、辰田、奥井、長
戸田丸の門出です。健康には気をつけて下さい。無事一年間を。
中出 旧年度中は大変お世話になりました。本年戸田会長の
元、一平卒として働かせて頂きます。ゴルフ中心にですが…
寺田 不慣れな幹事ですが、今年度一年宜しくお願いします。
田中 今年度クラブ奉仕委員長です。会長と共にパパーンと
がんばります。
浜田 新年度スタート。１年間よろしくお願いします。
木村 今年度のニコボックス担当します。１日も早く 140 万
円に到達したいので、皆様のご協力お願い致します。
7/5 日計 65,000 円
◎閉会点鐘

◎記念写真撮影

〔写真:山本勝義、浅野〕

◎懇親会スナップ写真

今週の例会担当者： 田中、佐味、長田、
木下徳泰、藤本
(7/12)
次週の例会担当者： 木村、三井、永江、
川島、岡崎
(7/19)

