＜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 1418 回例会

2016 年 5 月 31 日（火）12：30 開会点鐘 於 番伊

クラブフォーラム

「創立 30 周年記念大会について」

職場例会〔第 1417 回例会(5/24)〕報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
17 日の創立会員(三井、姥浦、須曽、佐味パスト会長)
と入会 5 年未満の会員 14 名の内 11 名参加の懇談会が”
北山"で行われました。会員から事前に質問が出されて
いたため応答形式で進められ、時間が超過するほど盛
り上がったとても有意義な事業になったと報告を受け
ています。入会年度の浅い会員に創立当時の貴重な事
柄を改めて知ってもらうことは、これからのみなとロ
ータリークラブにとっ
て必ず生かされていく
ものと確信いたします。
創立会員の皆様大変あ
りがとうございました。

になりました。そして、翌 21 日は瀬戸北 RC の方との
観光組と私を含む 15 名は穂高カントリークラブでゴ
ルフ大会に出場し、木下副会長が優勝をはたしました。
前日に薬局に寄って腰が痛いと煙幕を張っていました
が何だったんでしょうか？ 私も久方ぶりのゴルフで
したが高橋プロの指導よろしく 92 回でまわり安堵し
ました。帰りは遅くなりましたが、二日間時間をフル
に使っての意義のある旅になったことを皆さんに感謝
します。
今日は職場例会として高橋会員の能登島ゴルフ＆カ
ントリークラブにお世話になります。民事再生を果た
され昨今の若者のゴルフ離れという逆風下の中しっか
りした経営をされています。ハーフをすでに回ってき
たメンﾊﾞｰもいるようですが、なかなかゴルフ場の職場
見学という機会はありません。興味深い例会になるこ
とを期待をし挨拶とします。

また、20 日(金)の七
尾市国際交流協会総会
にて、間蔵信行会員が
モントレー派遣事業に
尽力してきたとして表
彰されました。おめで
とうございます。

◎出席報告 今井 クラブ奉仕委員
会員総数 46 名(内､出席規定適用の免除者 3 名) 出席者 30 名
メイク 5/21 あづみ野 RC 創立 30 周年記念式典：
木下敬夫、木下徳泰、松井、姥浦昭二、佐味、山田、
伊藤、今井、所司、間蔵、中越、桑原、戸田、多田、
姥浦敏明、川島、田中、岡崎、髙橋、藤本

次に、この 21,22 日(土,日)に 21 名の参加をいただい
てあづみ野 RC 創立 30 周年記念式典及び祝賀会に出席
してお祝いをして来ました。21 日早朝に立山黒部アル
ペンルートを通り黒部ダム経由で安曇野へ入り、
午
後 4
時から記念式典が行われ 13 もの記念事業の発表に驚
かされました。かつてみなとロータリーが寄贈した七
尾の樹木の整備も記念事業のひとつとして発表して頂
いたことに対し、改めて交流の歴史と、そして七尾み
なと RC との関係を大事にしていることを感じる機会

◎ニコニコ箱紹介 茶谷 クラブ奉仕委員長
木下敬夫、須曽、井田、久保、岡崎
能登島ゴルフ様、本日はお世話になります。
間蔵 七尾市国際交流協会の小田会長から表彰状を頂
きました。皆様のご支援の賜です。ありがとうござ
いました。
髙橋 能登島ゴルフにての例会有難うございます。ゴ
ルフプレーの皆様暑い中有難うございます。
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姥浦昭二 能登島ゴルフ&カントリー様本日はお世話
になります。あづみ野 RC30 周年事業参加の皆様お
疲れ様でした。
所司、戸田 松本生辰支配人の卓話楽しみにしてます。
木下徳泰 穂高カントリーでのコンペ、ハンディに恵
まれ優勝できました。ありがとうございます。
桑原 あづみ野 30 周年式典参加、お疲れ様でした。ア
ルペンルートも感激でした。他の観光も瀬戸北さん
のメンバーと一緒で楽しかったです。能登島ゴルフ
での例会お世話になります。よろしくお願いします。
山田 能登島ゴルフ&カントリークラブ様、いつもお世
話になります。今日は特別に!!
姥浦敏明 あづみの参加の皆さんご苦労様、楽しい旅
でした。本日能登島 G&CC の皆様お世話になります。
川島 能登島 G&CC さんお世話になります。髙橋社長
さんいつもありがとう!
今井 爽やかな天気です。アウトドアを楽しみましょう。
佐味 髙橋さん有難うございます。良いコースです。
中越 いつもと違った雰囲気、良いですね。
中野 久しぶりのゴルフです(10 日ぶり)。当組の中越
君ウデ上げましたネ。君に教えることは何もないよ。
茶谷 昨夜金沢武士団感謝の会に参加しました。本日
は職場例会楽しみにしています。
5/24 日計 24,000 円 累計 1,228,100 円

◎職場例会
皆さまこんにちは。私は当能登島ゴルフ＆カントリ
ークラブの支配人松本生辰と申します。本日は職場例
会にご利用頂き、誠に有難う御座います。
それでは、能登島ゴルフ場の沿革と概要を簡単にご
説明致します。昭和 59 年に旧能登島町と石川県の間
で、過疎化防止対策（町おこし）の検討が行われゴル
フ場案が浮上。翌 60 年、町議会で第 3 セクターでの
ゴルフ場を提唱。62 年にゴルフ場設立の為の石川県
観光余暇資源開発公団発足、３セク参加企業が決定し、
7 月に能登島リゾート開発（株）設立（13 出資団体）
。
昭和 63 年会員募集、ゴルフ場工事開始。平成元年 11
月 6 日ゴルフ場開場。
平成 9 年筆頭株主の日東興業
（株）
が和議申請、同社 66％の株を能登島町と㈱のとじま
が取得。平成 16 年能登島町と七尾市が合併、七尾市
が株を保有。平成 22 年 12 月民事再生法申請、裁判所
管理下となる。翌 24 年 3 月能登島ホールディングス
㈱が株取得。新生能登島ゴルフ誕生しました。平成
26 年 3 月ゴルフ場としては最短で民事再生終結し現
在に至る。
次に概要に入ります。ゴルフ場用地面積は 37 万坪
でクラブハウス床面積は 1,147 坪。ロッカー数は 321
次週予告
６月７日（火）１２：３０開会点鐘 番伊
ゲスト 永谷誠行 石川第 3 分区ガバナー補佐

個で駐車場は 290
台、ヘリポート 2
機分、練習場は 20
打席です。ゴルフ
場の従業員数 47
名（派遣、バイト
含 む ）。 会 員 数
1,206 名（平成 28
年 5 月現在）で、
オープン当時平
成元年は 1,550 名
でした。ちなみに七尾みなとロータリーさんからは、
24 名の方々がメンバーになって頂いております。
続きまして来場者数ですが、バブルの最高調だった
平成 4 年が 48,062 名（過去最高）で、平成 12 年には
33,000 名に平成 17 年には 22,249 名（過去最低）ま
で落ち込みました。民事再生後の平成 25 年では
26,421 名まで回復し、昨年 27 年は新幹線、能越道路
開通もあり 31,000 名来場され前年比 17％増となりま
した。最後に株主ですが、能登島ホールディングス
83％、七尾市 15％、和倉温泉旅館協同組合２％です。
これでゴルフ場の概要説明を終了しますが、地元のゴ
ルフ場としてより良いサービスを提供してまいりま
すので、今後とも宜しく御願い致します。

◎閉会点鐘

〔週報担当:髙橋〕

今週の例会担当者： 茶谷、西野、魚岸
多田、木村
(5/31)
次週の例会担当者： 森、徳永、
(6/7)
長、長坂

