＜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 1415 回例会

2016 年 5 月 10 日（火）12：30 開会点鐘 於 番伊

新会員卓話

藤 本 真一郎

◎５月度のお祝い発表
〈会員誕生日〉
〈ご夫人誕生日〉
1 日 浜田雅文さん
13 日 浅野 環 さん
1 日 藤本真一郎さん 20 日 寺田美恵子さん
5 日 井田松円さん
8 日 松野公俊さん
31 日 近藤栄美さん
〈結婚記念日〉
2 日 茶谷義隆・陽子 ご夫妻
4 日 松野公俊・恭子 ご夫妻
5 日 西野二郎・京子 ご夫妻
18 日 永江典之・直美 ご夫妻
27 日 山田外志勝・真由美 ご夫妻
おめでとうございます!!
第 1414 回例会(4/26)報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
皆さんこんにちは。気候の方もやっと暖かくなって
きましたね。午前中に能登島へ行ってきたところ、も
う田植えが始まっていました。いよいよ春ですね。さ
て、4 月 14 日に発災した熊本・大分県の震災は、震度
1 以上の余震が 912 回を数え、未だに収まる気配があ
りません。49 名の犠牲者をだしている現状に政府も激
甚災害の決定をきめました。犠牲者のご冥福と１日も
早く復旧・復興することを望みます。ガバナー事務局
から義援金の依頼がきております。９年前の能登半島
地震の折りに私たちも全国から支援をいただきました。
少しでも協力していきたいと思いますので皆さん宜し
くお願い致します。22 日の七尾 RC の物故会員追悼法
要に参加の皆さんご苦労様でした。1961 年から始めら
れているということで、こうした事業を長年続けてお

◎幹事報告 中出 幹事
あづみ野 RC 創立 30 周年記念参加の旅(5/21-22)・
親睦旅行(島根 6/3-5) → いずれも最終確認
◎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 30 名
◎ニコニコ箱紹介 長 クラブ奉仕委員
木下敬夫 戸田エレクトいよいよ始動、頑張って‼
間蔵 次年度、戸田会長予定者とスタッフの皆様１年
間頑張って下さい。
中越 イースト菌発酵のごとく、最初から全速力で！
戸田 地区協の報告および次年度の方針を発表します。
シッカリと聞くこと。
姥浦昭二 姥浦敏明さん、姥浦建設３代目社長就任お
めでとう御座います。今後のご活躍を期待しており
ます。
茶谷 もうすぐ｢でか山｣ですね。賑やかになります。
5/8(日)ミリオンスターズ戦も宜しくお願いします。
髙橋 何も書くことがありません。
山田、魚岸、山本勝義、勝木、松井、寺田、岡崎、松野
戸田年度の皆さん頑張って下さい‼
グリーン会 強風の中ゴルフをしてきました。普通で
ないメンバーとわかりました。
4/26 日計 27,400 円 累計 1,150,100 円
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られることに敬意を表したいと思います。みなとクラ
ブも７名の物故会員のご冥福を改めて祈りたいと思い
ます。ところで、4 月 29 日から始まる花嫁のれん展や
5 月 3,4,5 日に行われる青柏祭でか山で市外からのたく
さんの観光客によって七尾の街が賑わうことを期待す
るものです。今日の例会は次年度の為のクラブフォー
ラムです。戸田一明会長エレクトの方針を楽しみに待
ちたいと思います。本日も宜しくお願い致します。
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ロータリーソング「四つのテスト」
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◎クラブフォーラム
(進行:寺田次年度幹事)
○戸田会長エレクト 基本方針発表
RI 会長テーマ ｢人類に奉仕するロータリー｣
Rotary Serving Humanity
ジョン・ジャーム RI 会長
（米国 ﾃﾈｼｰ州ﾁｬﾀﾇｰｶﾞ RC）
・会員の維持・増強
重点項目 ・ポリオの撲滅
・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
ている点にあります。世界にむけて、｢よいこと｣を推
進し、固い決意と熱意でポリオ撲滅を成し遂げようと
しています。
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です。
国際ロータリー第 2610 地区テーマ
「語り合おう ロータリー」 岡部一輝 ガバナー(南砺 RC)
・「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。社会のニーズを捉え、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
オ撲滅資金として寄付をお願いしたい。
七尾みなと RC 会長方針 テーマ「つながるロータリー」
ロータリーは職業奉仕を基盤に、人格の向上を学ぶ
組織であり、単なる寄付団体・社交団体・ボランティ
ア団体ではない。
・創立 30 周年記念事業の成功
・例会の充実 … 毎週の例会は、クラブ奉仕の立場
から個々の友情・親睦を図るとともにお互いに役割分
担をしながら、クラブの管理運営をすることが重要で
あり、とりわけ卓話がメインとなります。特に今年度
は月 1 回程度、職業奉仕活動の一つとして、みなと RC
メンバーが自分の職業に因んだ卓話をすることにより、
職業奉仕の理念を理解する。
・地域・社会とのつながり …「ふるさと七尾の歴史・
文化の伝承プロジェクト」の総仕上げ及び各委員会に
は事業の見直しをかけて「変えてはいけないこと」
「常
に変え続けなければならないこと」を見極めて、社会
のニーズを捉える。
ロータリー活動の原点は、個々のロータリークラブに

あり、RI や地区は管理運営上の単なる集合体である見
地から、ロータリークラブの繁栄は個々のクラブの活
性化・充実がカギとなります。七尾みなと RC も主体
性をもって、ロータリーの奉仕理念の研鑽と奉仕活動
の実践に邁進しましょう。
◎4/10(日)地区研修協議会報告
○第 1 分科会報告
寺田彰 次年度幹事
第 1 分科会では柳生ガバナーが「クラブの強化と継
続性」でお話をなされました。クラブのサポート強化
ということで、ロータリークラブの強化とは？「元気
で明るいクラブ」を育てることである。では「元気で
明るいクラブとは？それはクラブがどのような目標を
持ち実践活動を行えばよいか」等を皆で話し合い行動
に移していくことであると話されていました。その他
には、日本のクラブの女性会員の低さを話され、日本
では女性会員 5.8%に比べ、アメリカ 10.5%や韓国 30%
超えに対して少なく、女性に対しても会員の勧誘を進
めてはどうかということでした。その後、砺波 RC 会
員から、女性会員が入ってくるが途中で退会をするが
どのように女性に働きかけをすれば良いかとの質問。
柳生ガバナーのアドバイスは根気良くロータリークラ
ブの良さを語っていけば解かって貰えるのではないか
との事でした。各クラブが工夫しながら会員の増員や
魅力あるクラブに育てて欲しいとの事でした。
○第 2 分科会報告（国際青少年交換・RA・IA・社会奉
仕・国際奉仕・ﾛｰﾀﾘｰ財団） 松井聡 次年度委員長
「人道的奉仕の実践」をテーマに各委員長より提案
や報告が発表された。主な提案は、
｛奉仕を実践するに
あたっては、具体的な必要である｝、｛奉仕の基盤とし
て、地域の若者を国際社会へ送り出す支援を行うこと
が重要｝、｛青少年が奉仕を行う機会を設けることによ
り、奉仕活動の意義を浸透させたい｝
。最後に舟木いさ
子氏より、"ロータリークラブのネットワークを活かし、
ロータリー財団を活用することにより、効果的な人道
的支援、奉仕が可能である"とのまとめの言葉があった。
○第 4 分科会報告 長坂和人 会員
第４分科会には長坂会員・浜田会員・藤本会員が出
席し、テーマとして“ロータリーの魅力について”最
初に岡部一輝ガバナーエレクトによる講演が行なわれ、
ロータリーとは多種多様な業種が集う"人材の森"であ
る、お互い一緒の時間を共にする事で人生の師匠、一
生の友人が出来、様々な気付きを得ることができたと
表現されました。
その後３人の委員長がそれぞれ言葉は違いますが、"
魅力と言うのは一言では表せない、とにかく出席する
事が大事"という事を強調されています。この後、質疑
応答に移り、木村委員長の終始和やかな雰囲気の内に
閉会となりました。
◎閉会点鐘

次回予告
５月１７日（火）１２：３０開会点鐘 番伊
ロータリーアワード顕賞
人形劇団 ZOO の皆さん

(代表

丑谷敏子 氏)

〔週報担当:山本勝義〕

今週の例会担当者： 森、徳永、
長、長坂
(5/10)
次回の例会担当者： 田中、松野、中越
(5/17)
姥浦敏明、藤本

