第 1433 回例会

2016 年 9 月 20 日(火)12:30 開会点鐘 番伊にて

ロータリーソング「我等の生業」

クラブフォーラム「ふるさと七尾の歴史文化伝承プロジェクトについて」
新会員卓話

宮 川 輝 之

第 1432 回例会(9/13)報告
進行：中越 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田 会長
創立 30 周年記念大会およびカーメル・バイ・ザ・シ
ーRC との 25 周年記念植樹、ともに無事おえることが
出来まして、ありがとうございました。2 日のリハー
サル、3 日の本番、4 日の 3 クラブ親睦ゴルフ、5 日の
記念植樹と続き、大変お疲れさまでした。みなさんの
力の結集により、大成功のうちに幕を閉じることが出
来ました。改めて感謝いたします。
盛大かつ厳粛な式典に続き、講演会、祝賀会とスム
ーズに進んだ運営も、用意周到な準備のおかげであり、
とりわけオープニングの合唱は大変素晴らしかったと
思いました。
また、2 日～6 日にかけて滞在したナイストロム氏の
お世話をしていただいた姥浦昭二パスト会長さん、佐
味実行委員長さんには大変ごくろうさまでした。
さらに、全体の実行、調整の責任者の中越さん、細
部の詰め等を仕切っていただいた山田副実行委員長さ
んをはじめ、実行委員会の各委員長さんには改めてお
礼申し上げます。そして、連日の残業でがんばってい
ただいた事務局の増田さん、ありがとうございました。
あと、記念誌の作成にあたって、徳永委員長には、も
うひと踏ん張りお願いします。
今日は、大森さんの新入会員卓話、楽しみにしてい
ます。本日もたくさんの出席、ありがとうございます。
◎幹事報告 寺田 幹事 別紙配布
・地区大会の登録追加のお願い
・瀬戸北 RC さんより瀬戸焼のお土産を頂きましたので
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クラブフォーラム「ふるさと七尾の歴史文化伝承
プロジェクト(9/24 実施)」について
新会員卓話 宮川輝之 会員

配布します。カーメル市 100 周年記念バッチを頂きま
したので配布します。お持ち帰りください
◎ﾛｰﾀﾘｰの友９月号紹介 勝木雑誌 R 情報小委員長
横書き 40P｢日本のロータリー100 周年に備えよう｣
◎地域社会奉仕委員会より 松井委員長
・みのり園まつり(10/16)へのバザー品提供のお願い
・ふるさと七尾の歴史文化伝承プロジェクト(9/24)参
加のお願い → 回覧 / 詳細は幹事報告の裏面に記載
◎9 月度お祝い発表 辰田親睦活動小委員長
◎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 38 名
メイク
9/6 志賀 RC：間蔵
9/10 地区社会奉仕委員長会議：長
第 3 回理事会(8/23)承認分
・9/5 カーメル･バイ･ザ･シーRC 姉妹提携 25 周年事業
の植樹：戸田、姥浦昭二、佐味、伊藤、山田、今井、間蔵、
徳永、川島、木下徳泰、髙橋、長、寺田、大森
・9/5 カーメル･バイ･ザ･シーRC 姉妹提携 25 周年事業
記念祝賀ﾊﾟｰﾃｲｰ：戸田、姥浦昭二、佐味、山田、間蔵、
徳永、所司、中越、桑原、中出、木下徳泰、
髙橋、岡崎、茶谷
◎9/3(創立 30 周年記念大会)出席報告
会員総数 47 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 45 名
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ゲスト 天池合繊㈱代表取締役社長 天池源受 氏
18:30 月見夜間･３０周年慰労例会 (料理旅館七尾城)
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野外例会 希望の丘公園草むしり (みのり園生と一緒に)
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戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

◎ニコニコ箱紹介 田中 クラブ奉仕委員長
戸田、森、鳥畑、中野、伊藤、井田、三井、姥浦敏明、
魚岸、松井、勝木、西野、山本勝義、寺田、長、松野、
岡崎、長坂
30 周年記念大会ご苦労様でした。大森君、卓話楽し
みです。
佐味 皆様 30 周年お疲れ様でした。一致協力ありがと
うございます。大森さん、宮川さん卓話楽しみにし
ています。
中越 30 周年ご苦労様、みなとロータリーの力を見せ
た大会でした。誕生祝いありがとうございます。
徳永 記念誌委員会です。式典･大会におきまして撮影
やプログラム作成のご協力ありがとうございました。
姥浦昭二 カーメルクラブとの姉妹提携 25周年記念植
樹及び祝賀会に参加の皆様ありがとうございました。
新会員大森さん、宮川さん卓話楽しみにしています。
桑原 新会員お二人の若い意欲の程楽しみです
髙橋 先週スポンサーコンペで初優勝しました。戸田
会長はブービーでした。練習しましょうね!
茶谷 30 周年お疲れ様でした。ミリオンスターズ前後
期優勝おめでとう。10 月には金沢武士団のホーム開
幕戦が七尾であります。
奥井 14 日のうちのコンペに参加の皆様、ありがとう
ございます。晴れますように!
田中 親睦ゴルフコンペ、グリーン会お疲れ様でした。
皆さん、練習不足ですよ!
9/13 日計

30,000 円

累計 293,000 円

(8/9 累計で 2,000 円の計算ミスがあり、累計訂正しました。)

◎新会員卓話

大森幸弘

会員

皆さんこんにちは。この度七尾みなとロータリーク
ラブに入会させて頂きました、大森クリーニング商会
の大森幸弘と申します。どうぞ宜しくお願い致します。
今は先程何を食べたか思い出せない程緊張していま
す。私は何が苦手って、こいう場に立つ事しゃべる事
です。あとは嫁さんの機嫌をそこねることですかね。
こっちは苦手というより怖いの方ですね。私は七尾青
年会議所(JC)に入っていたんですが大した JC 生活を
送ってきませんでした。俗にいう幽霊会員ってやつで
すね。
私は山田産婦人科で産まれて、小中学校と大好きな
野球をしながら普通に過ごし、野球ばかりしていたせ
いではありませんが高校受験に失敗してしまい金沢の
私立高校に通うことになりました。なぜか今では野球
で結構有名な学校なのですが野球部に入りませんでし
た。金沢だけに他に楽しいことがあったんでしょうね。
毎日楽しい高校生活でしたが私立ということもあり学
費も高いし電車で通っていたので親は本当に大変だっ
たと思います。親の心子知らずの状態でした。高校を

次週予告
９月２７日（火）１２:３０開会点鐘 希望の丘公園
野外例会
希望の丘公園の草むしり(みのり園生と一緒に)

卒業後、家業のクリーニング
業の修行の為、金沢の(株)松
本日光舎に入社させて頂き
ました。大きな会社ですので
当時は就職で自分を含め 6 人
が入社しました。能登からの
方も結構いましてその年は 3
人が輪島と珠洲の方でした。
今はもう辞めてしまってい
ないと聞いています。
金沢にいるときに妻と出会い 24 歳の時に結婚しま
した。今はやりの出来ちゃった婚だったんですが、妻
は美容師で実家が床屋さんなんですね。三姉妹の長女
でして、小さい時から婿さんもらって跡継ぐ様に育て
られ、本人もそのつもりでいたので、色々すったもん
だはありましたが無事結婚することが出来ました。本
当にご両親には感謝しています。もしあの時子供が出
来なかったら絶対結婚できなかったので長男にも感謝
です。長女は桑原さんの病院でお世話になり未熟児で
生まれたのですが今は立派に育ってくれています。
私は野球が好きで今でも現役で草野球をやっており
ます。五年ほど前にチームメイトの一人が急にフルマ
ラソン走ると言い出しまして、じゃあ俺も走るはとい
うのがきっかけでマラソンに出るようになりました。
能登和倉万葉の里マラソンです。このマラソンを始め
たことで普通は健康になるもんですが、逆に体調が悪
くなってしまい二年間ほど苦しみました。大会が三月
ということもありどうしても冬の寒い時期に練習する
のでどうしても首をすくめて走る格好になります。肩
をすくめて背中を丸めて首を前に出すという肩こりの
原因になる姿勢で無意識で走っていたんです。そのせ
いで首、肩、肩甲骨周りがガチンガチンに凝ってしま
って、首の頚椎までおかしくなってしまい血流が悪く
なり、動悸やめまいがするようになってしまいました。
最初はただ首が凝ってしんどいんやと思い、病院で筋
肉弛緩剤をもらって飲んでいたのですがだめで、整形
外科に行ってレントゲンやら MRI やらで診察しても
らったんですけど原因がわからず、わらにもすがる思
いでカイロプラクティックに行ってみました。西洋医
学です。そしたら頚椎の骨と骨がくっついたような状
態になっていたみたいでそれをほぐしてもらったらす
ごくらくになり、仕事柄前かがみになることが多いの
でしんどくなってきたら治療してもらいに行ってます。
こんな他愛もない話しかできない私ですが、ロータ
リークラブを通じていろいろ学んでいければと思いま
す。今後ともよろくお願い致します。
◎閉会点鐘

〔週報担当:魚岸〕

今週の例会担当者： 田中、佐味、長田、
木下徳泰、藤本
(9/20)
次週の例会担当者： 木村、三井、永江、
(9/27)
川島、岡崎

