第 1474 回例会

2017 年 7 月 25 日(火)午前 6:30 開会点鐘

早朝例会 (法話・座禅・朝がゆ)
ゲスト
長齢寺 住職 大 橋 紀 宏
第 1473 回例会(7/18)報告
進行：間蔵 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 多田 会長
お天気の話しですが、全国的には短時間集中豪雨が
暴れている地域もありますが石川県は梅雨明け宣言も
出ませんが毎日夏日の状態ですね。
夏と言えば、私は防水時計（ダイバーズ）が好きで
幾つか持っています。そのルーツを調べて見ると、1872
年懐中時計にポケット等の埃が入って故障するので防
塵防水ケースの特許が成立。これが始まりだそうです。
1915 年イギリスで腕時計が流行、そこから 1945 年の
30 年間は技術開発が進み防水性能は基より自動巻・日
付と機能が向上。1953 年ダイバーズウォッチとして、
あのロレックスが 100m 防水時計を発売（当時の潜水
記録は 170m）、1960 年ロレックスは潜水艇の外に取
り付け何と 10,911m を達成。人間が行けない世界まで
の性能を防水時計に持たせました。
現在はシチズンが飽和潜水用（潜水前に体内に減圧
によっておこる気泡・窒素などが血液中に融け混まな
い様、気圧の影響を受けないガスを体内に入れる技術）
ヘリュウムガス入りのプロフェッショナルダイバーズ
で 1,000m 対応だそうです。
私が伝えたい事がもう一つあります。お気付きです
か？防水時計における技術の進化は戦争によって起こ
っているのです。第一次世界大戦（1914〜1918）第二
次世界大戦（1939〜1945）の戦術の発展の為、懐中時
計はより機敏性、迅速性、正確性が要求され軍事用に
腕時計として開発発展します。そして、過酷な条件下
でも壊れない時計へと。現在もなお携帯電話と連動す
る画像や多機能な時計がありますが、これらも 20 年い
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や更にまえから軍事用に開発が進んで来たモノの様で
す。大いなる技術の革新が戦争目的遂行の産物とする
と悲しみを感じます。
ロータリーの活動の根幹には世界の平和が提唱され
ています。二つの歴史的大戦は、何れも経済恐慌等の
原因で社会不安が限界に達した事が引き起こしたと言
えるでしょう。私は防水時計における技術発展の中に
潜む一つの本質を垣間見た気がいましました。
この事からの学びは、技術開発や経済発展を遂げる
時に正しい方向を目指しているか？人の為になるか？
が大切であると感じました。
◎幹事報告 田中 幹事
・モントレージャズフェスティバル in 能登 (7/29(土))前売
券(5,000 円) クラブで是非ご購入下さい。
◎米山奨学生ハリー・セイザー君へ 7 月奨学金授与
◎出席報告
大森 出席小委員長
会員総数 50 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 42 名
メイク 7/16 日本ロータリーE クラブ：佐味貫義
◎ニコニコ箱紹介 長坂 ニコニコ箱管理小委員長
多田 暑い日が続きます。臨時総会で役員他皆様を長
い時間拘束しますがよろしくお願いします。
戸田 臨時総会よろしくお願いします。本日で昨年度
が全て終わります。よろしく
山田 理事、役員の皆さん１年間の長丁場頑張ってく
ださい‼
間蔵 臨時総会、皆様のご協力よろしくお願いします。
中越 臨時総会なぜか 2 回目です。なるべく質疑応答
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がたくさんあります様に。7 月 17 日第 49 回みなと
祭りヨットレース無事開催する事ができました。
木下敬夫 20 日、21 日と能越自動車道の要望活動で新
潟・東京の国土交通省へ行ってきます。早く開通を
望みます。
寺田・長・中野・川島・森・岡崎・勝木・久保・
西野・魚岸
暑いです。体調に気をつけましょう。
7/18 日計

19,000 円 累計 103,000 円

◎臨時総会
[議案] 第 1 号議案：2016～2017 年度 事業報告、
会計決算報告、監査報告の件
第 2 号議案：2017～2018 年度 事業計画、
会計予算の件
その他の議案：なしを確認
[議長選出] 間蔵 SAA 一任にて中越パスト会長を指
名。中越議長より円滑な議事進行のお願い。
[定足数の確認] 田中幹事より、細則第 5 条第 3 節に
より、出席数 42 名で 3 分の 1 以上でありの会の成立
を報告。
[議事録作成人の指名] 週報担当の川島委員を指名。
[第１号議案]2016～2017 年度事業報告
①クラブ奉仕委員会（田中委員長）
・初例会を加賀屋さん、月見例会、炉辺例会を美湾荘
さんにて、合同例会では 4RC 合同新年互例会、七尾
RC との合同例会、あづみ野･瀬戸北 RC 友好クラブ親
睦ゴルフも無事終えることが出来ました。
・家族親睦事業は、家族納涼花火大会、クリスマス親
睦家族例会では家族でゲームを楽しみました。親睦旅
行は伊勢神宮で内宮、外宮とも正式参拝をしした。
・最後にニコニコ箱ですが、目標金額には少し届きま
せんでしたが、今年度また皆さんのご協力をお願い致
します、ありがとうございました。
②広報ニューメンバーズ委員会（森 副会長）
・ニューメンバーズ(会員増強、会員選考、職業分類)
前年度(戸田年度)は 45 名スタート、最終的には 48 名
で事業計画純増 2 名以上を達成。 尚、内訳は新入会員
6 名、退会者 3 名で 3 名増であります。
・雑誌ロータリー情報…月に 1 度第一例会において勝
木小委員長が｢ロータリーの友｣を紹介。4 月に新入会
員の為のオリエンテーションを勝木小委員長の基、山
田パスト会長を講師に開催致しました。｢ロータリーの
友｣は図書館、郵便局、会員以外には山本眼科等にお願
いし第 3 者が閲覧できるようにしてあります
・広報,クラブ会報 インターネット…山本小委員長に
より月初めにその月の例会内容をメールに発信し例会
出席者の増に繋がるよう会員に呼び掛け致しました

③地域社会奉仕委員会（松井委員長）
戸田年度における事業については、ほぼ計画通り行
うことができ、予算についてもほぼ計画通りでした。
一年間本当にたくさんの協力有難うございました。特
に伝承プロジェクトについては、3 年計画の最終年度で
した事業内容も良かったと思います。会員の皆様方の
ご協力に感謝いたします。
④国際奉仕委員会（髙橋委員長）
・2016 年 9 月、創立 30 周年記念パーティー出席の為、
カーメル・バイ・ザ・シーRC よりリチャード･ナイス
トローム氏来日。同 5 日七尾みなと＆カーメルバイザ
シーの友好 25 周年を記念し希望の丘公園ロータリー
の丘にて植樹。
・2017 年 3 月米山奨学生 2 年間の受入れを理事会で決
定しカウンセラーに高橋志栄が就任。5 月米山奨学生
ハリー･セイザー君例会に初出席。
・2017 年 6 月使用済切手集計、新聞社に寄付。
・米山記念奨学会特別寄付 30 万円(11 名+30 周年寄付)
・ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付 6,082$(17 名+30 周年寄付)
⑤戸田 直前会長
佐味実行委員長のもと、会員の皆さんの協力により
創立 30 周年記念大会も無事終えることが出来、感謝申
し上げます。
2016～2017 年度会計決算報告
中野会計：一般会計、特別会計、総合収支計算書、財
産目録等の発表をした。
2016～2017 年度監査報告
井田監査：7 月 13 日事務局にて監査。結果適正妥当で
あると報告。
議長より、質疑応答を求め、賛成の拍手をもって第 1
号議案は賛成、承認された。
[第 2 号議案]2017～2018 年度事業計画
多田会長：クラブ要覧をもとに委員会事業を説明。
2017～2018 年度会計予算
木下敬夫会計：6/20 以降のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ･前年度繰越金等の
変更についての説明。
議長より、質疑応答を求、賛成の拍手をもって第 2 号
議案は承認された。
以上で、臨時総会を終了した。
◎閉会点鐘

次週予告
８月１日(火) ３日(木)に変更
８月３日(木)１８:３０開会点鐘

[週報担当：川島]

今週の例会担当者： 寺田、吉井、杉藤、
勝木、鳥畑
(7/25)

ゆけむりの宿美湾荘

納涼親睦家族例会(花火鑑賞) 送迎バス 18：00 会議所前より

次週の例会担当者： 今井徹、姥浦秀史、辰田、
山田、三井
(8/ 3)

