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＜友好クラブ＞あづみ野 RC

第 1381 回例会 2015 年 7 月 28 日（火）12:30 開会点鐘
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会員卓話

中村啓二郎 様・榎本いずみ 様
桑原了子 直前会長

第 1380 回例会(7/21)報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
北陸地方も梅雨明けしたと発表があり、暑い日が続
きますので皆さん健康には充分に気をつけましょう。
本日は初めて番伊でのﾎｰﾑ例会であり、臨時総会でも
ありますのでよろしくお願い致します。さて、18 日～
20 日までの連休中に様々な行事が七尾において行われ
ました。台風 11 号の影響もありましたが、19 日には
2,200 人参加の港まつり総踊り、北国花火大会、20 日
には｢海の日｣記念式典と海上安全祈願祭や当ｸﾗﾌﾞ会員
と家族約 30 名に観戦していただいた石川ﾐﾘｵﾝｽﾀｰｽﾞの
公式戦など沢山の行事がありました。お世話いただい
た茶谷君始めご参加ありがとうございました。
私は 19･
20 日の両日、城山･中島球場において読売新聞社に後
援して頂いている第 36 回全能登学童少年野球大会を
七尾市学童野球連盟会長として主管しておりました。8
支部 186 名登録の選手と関係者が集まり 11 ﾁｰﾑが熱戦
を展開し、特にﾍﾞｽﾄ 4 を決める 4 試合中 3 試合がｻﾖﾅﾗ
ｹﾞｰﾑという、最後まであきらめないこども達のﾌﾟﾚｰが
特に印象に残る大会でした。少子化やﾁｰﾑ数の減少とい
ったｱｹﾞﾝｽﾄの風の中で、野球をやりたいこども達の夢
を大切にしてあげたいと願うｽﾀｯﾌの力を結集して無事
大会を終えました。来年は中島の地に学童野球専用球
場が完成することを伝え再会を誓いました。国際ﾛｰﾀﾘｰ
のﾃｰﾏ Be a gift to the world に近づけるように自分の
経験してきたことが役立てばと思います。
◎幹事報告 中出 幹事
◎委員会報告
・北親会献血会の案内 松野会員
・雑誌｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣7 月号紹介 井田 雑誌小委員長
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・納涼親睦家族例会の案内 茶谷ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長
◎出席報告 奥井 出席小委員長
会員総数 45 名 出席者 33 名
◎ニコニコ箱紹介 神前 ﾆｺﾆｺ箱管理小委員長
木下敬夫 北陸地方も梅雨明けです。体調管理気をつ
けて下さい。臨時例会よろしくお願いします。
中出 夏本格始動、皆様｢熱中症｣にご注意を!! 岡崎君
は別の意味で熱くならないように!! 今日の総会よ
ろしくお願い致します。
桑原 熱中症になりそうな日です。今日は前年度のし
めくくりの報告会、よろしくお願い致します。
井田 雑誌ﾛｰﾀﾘｰの発表初ﾃﾞﾋﾞｭｰです。1 年間よろしく。
間蔵 今週末はﾓﾝﾄﾚｰｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｲﾝ能登です。皆様夜
風に吹かれてｼﾞｬｽﾞを楽しみませんか。先週の例会は
二度寝で欠席、申し訳ありません。
茶谷 野球観戦お疲れ様でした。観客総数 370 名内 30
名がﾛｰﾀﾘｰでした。ありがとうございました。
姥浦昭二 明日から 2 泊 3 日の入院で白内障の手術を
します。退院後は世の中がより明るく見える様期待
しております。
所司 無事に娘を訪ねて三千里の旅を終えて来ました。
今井 暑い日が続きます。野球を見るのも命がけです。
戸田 暑い! 昨日はたった 30 分で日やけしました。早
くｺﾞﾙﾌで日やけしたい。
勝木 暑さが増し、色白の私もいっぺんに日焼けしました。
高橋 雨不足です。芝が茶色に成ります。
松野 献血よろしくお願いします。
山田、木下徳泰 暑い日が続きます。熱中症には注意!!
いよいよ新年度動き出します!!
松井、久保、中野、中越、寺田、岡崎、西野、神前
毎日暑い日が続いています。熱中症に気をつけましょう。
7/21 日計 28,000 円
累計 144,000 円
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◎臨時総会
[議案] 第 1 号議案：2014～2015 年度 事業報告、
会計決算報告、監査報告の件
第 2 号議案：2015～2016 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]
徳永 SAA 一任にて中野パスト会長を指名。中野議
長より円滑な議事進行のお願い。
[定足数の確認]
中出幹事より、細則第 5 条第 3 節により、出席数
33 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]
中野議長より、週報担当の伊藤委員を指名。
[第１号議案]2014～2015 年度事業報告
①浅野 ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長
・
「ﾆｺ BOX」はｸﾞﾘｰﾝ会の貢献もあり、目標軽く達成。
・計 46 回例会の出席率は 91.6％と優秀な成績。
・卓話はｹﾞｽﾄ 14 名、ｽﾎﾟｰﾂ関係のﾘｸｴｽﾄが多く、内 2
名の方にｽﾎﾟｰﾂ関係の卓話をして頂いた。
・1 月七尾鹿島 4 ｸﾗﾌﾞ新年互例会をﾎｽﾄとして開催。
・2 月は鹿児島へ親睦旅行に行ってきました。
・4 月は七尾 RC との合同例会をﾎｽﾄとして開催。
・七尾美術館での例会では、国宝｢楓図｣等鑑賞。
皆様の広い心と御協力により、計画した諸行事を無
事に終えました事に感謝。
②戸田 副会長 (広報ﾆｭｰｽﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ委員長代理)
・ﾆｭｰﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ … 年度初 42 名ｽﾀｰﾄ、7 月 3 名･下期
2 名入会、長坂さんご逝去と転勤 1 名退会 1 名で、
純増 2 名の年度末 44 名でした。
・雑誌･ﾛｰﾀﾘｰ情報 … 月初め例会で、
「ﾛｰﾀﾘｰの友」
誌紹介。新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝを 2 回開催。新年を迎えて
の川柳を募集(特選 2 句､入選 5 句) 。｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣誌
を 7 ヶ所に配布
・広報･ｸﾗﾌﾞ会報･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ … 月毎例会案内を会員
にﾒｰﾙ案内。週報作成は委員会ﾒﾝﾊﾞｰ全員で取り組ん
だ。ﾃﾞｰﾀ原稿の提出の協力で会員の皆さんに感謝し
ます。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの活用と事業の広報(新聞社依頼)に
ついても、担当委員会のとの連携が今ひとつで新年
度は連携を巧くして欲しい。
③山本勝義 地域社会奉仕委員長
・職業奉仕 … ｢四つのﾃｽﾄ｣｢ﾛｰﾀﾘｰの目的｣の唱和。
ﾛｰﾀﾘｰｱﾜｰﾄﾞ顕賞 6/2(火)｢高階っ子安全委員会｣山岸
二六氏。職場例会実施 11/11(火)大田火力発電所。
・新世代 … 地区補助金事業の青少年を対象とした
｢ふるさと歴史･文化｣伝承ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（3 年間の継続)
9/27(土)七尾美術館鑑賞･山の寺寺院群探訪･長齢寺
で座禅体験の実施。11/4(火)図書寄贈目録贈呈式、
次週予告
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12/24 図書寄贈式(山王学校修業式で実施)。七尾特別
支援学校との取組みとして 10/19(金)すみれ祭に出
店(ｶﾚｰﾗｲｽ､ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ､いなり寿司販売)
・社会奉仕 … ｸﾘｰﾝﾋﾞｰﾁななお 7/6(日)能登島ﾏﾘﾝﾊﾟｰ
ｸ海族公園の清掃。山の寺遊歩道の清掃 10/26(日)
実施。野外例会 10/7(火)希望の丘公園でみのり園の
皆様と除草作業。能登和倉万葉の里ﾏﾗｿﾝ給水ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ 3/15(日)実施。授産施設､作業所への協力(納豆､ﾎﾟﾝ
菓子を購入配布)
④田中 国際奉仕委員長
7 月交換留学生のｴﾐﾘｰさん送別会、帰国(見送り)
10 月米山奨学生陳勝さんによる卓話
11 月七尾市国際交流協会 15 周年記念式典への参加。
粗食例会(ｶﾚｰﾗｲｽ)の実施。
1 月国際交流ｾｰﾗ･ｸﾞﾘｯﾌｨｵﾝさんによる卓話。
2 月国際交流水上小梅さんによる卓話。
書き損じ葉書 226 枚、粗食例会¥10,284 を地区へ送
る。七尾市国際交流協会で金沢へ視察。
3 月炉辺(広報ﾆﾕｰﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ、ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会合同）
6 月古切手 4,044 枚を北陸中日新聞七尾支局へ委託
⑤桑原 直前会長
各委員長さん方のすばらしい活動により無事計画が
達成されたことに感謝申し上げます。
2014～2015 年度会計決算報告
間蔵会計：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。
2014～2015 年度監査報告
所司監査：7 月 9 日事務所にて監査。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]2015～2016 年度事業計画
木下敬夫会長：新会員も増え非常に活性化した楽し
い例会となっており、最大限持続していきたい。
2015～2016 年度会計予算
中越会計：6/16 以降の会員数･ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ･前年度繰越
金の 3 項目の変更についての説明がありました。
議長より、質疑応答を求められたところ姥浦昭二会
員より創立記念例会を設けてはどうかとの発言があ
り、検討することで了承を受けた。次に拍手をもっ
て第 2 号議案は承認された。
なお、2015～16 年度の会計監査は間蔵会員に決定。
以上で、臨時総会を終了した。
◎閉会点鐘

〔週報担当:伊藤〕

今週の例会担当者： 田中、松野、
姥浦敏明、中越
(7/28)
次週の例会担当者： 山田、奥井、
(8/4)
今井、須曽

