＜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 1422 回例会

2016 年 6 月 28 日（火）18：30 開会点鐘 於 番伊 ロータリーソング｢奉仕の理想｣

2015-2016 年度(木下敬夫会長)年度 最終夜間例会
第 1421 回例会(6/21)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、たくさんの出席を感謝します。
本日のプログラムは次年度の事業計画案・予算案の発
表です。戸田エレクトのスタートです、しっかりと役
割を果たしていただきたいと思います。昨日は今年度 3
回目の石川第 3 分区の会長幹事懇談会が中島の「五十
番」で開催され、私と中出幹事で出席してまいりまし
た。永谷ガバナー補佐の一年を振り返っての話のなか
で、ロータリー財団への寄付に対するお礼と、米山奨
学金の報告と増強 4 名とのことでおおむね目標に達し
たとのことでした。その後、各クラブひとりひとりの
一年のまとめを述べ、和やかに親睦を深めることがで
きました。
また、午前中
に国際奉仕委員
会の事業である
古切手 3,600 枚
余りを北陸中日
新聞七尾支局へ
近藤委員長と寄
贈してまいりま
した。きっと社会に役に立つことですので次年度以降
も皆さんの協力をお願いいたします。ところで、以前
から皆さんにお話ししてきました近藤会員がいよいよ
6 月一杯をもって寿退会することになりました。平成
20 年 7 月 1 日入会以来丸 8 年みなと RC に貢献して頂
きました。慶弔規定にはありませんでしたが、理事会
でお祝いを差し上げることに決定させていただきまし
たのでこの後渡します。無事に出産し幸せになっても
らうことを願い皆で送りだしましょう。

◎近藤栄美会員へお祝い
の贈呈と退会の挨拶
無事に元気な赤ちゃん出産と
幸せを願っています。
～会員一同より ～

◎幹事報告 中出 幹事
・熊本地震義援金送金に対
しての礼状が、第 2720 地区(熊本･大分)の野田三郎ｶﾞﾊﾞﾅ
ｰ、前田眞実ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄよりお礼のメールが届いています。
・モントレージャズフェスティバルｲﾝ能登(7/30)の前売券
(5,000 円)があります。クラブで是非ご購入下さい。

辞世の句
「散りぬべき 時知りてこそ 世の中の
花も花なれ 人も人なれ」 ～細川ガラシャ
◎出席報告 茶谷 クラブ奉仕委員長
会員総数 46 名(内､出席規定適用の免除者 3 名) 出席者 33 名
メイク 6/15 中能登まほろば RC：井田
6/16 金沢百万石 RC：佐味、6/17 七尾 RC：佐味
6/19 地区次年度国際青少年交換委員長会議：髙橋
6/20 石川第 3 分区会長幹事懇談会：木下敬夫、中出
第 11 回理事会(5/31)承認分
6/18 七尾 6 クラブ親睦ゴルフ：今井、中越、中出、
木下徳泰、岡崎、山田、間蔵、髙橋、所司、田中、
佐味、中野
◎ニコニコ箱紹介
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臨時総会(前年度事業･決算･監査報告､今年度事業･予算承認)

長 クラブ奉仕委員

木下敬夫 いよいよ、ゴール間近です。今日のクラブ協議
会、よろしくお願いします。
木下徳泰 いよいよ次年度戸田年度ですね。頑張って下さい。
姥浦昭二 いよいよ戸田年度のカウント･ダウンが始まり
ました。計画された事業が成果ある事を祈っております。
中越 次年度のＳＡＡの考えを発表します。
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間蔵 次年度戸田会長他、理事役員の皆様、御苦労様です。
次年度のご活躍をご期待申し上げます。
戸田 次年度事業計画、よろしくお願いします。
多田 梅雨なのに｢のと｣は良い天気ですね。気持ちが良いです。
茶谷 石川ミリオンスターズ前期優勝しました。後期開幕戦
は 6 月 25 日(土)です。応援宜しくお願いします。
山田 次年度の理事役員の皆さん、頑張って下さい。
伊藤、井田、魚岸、川島、山本勝義、久保、森、勝木、
西野、松井、寺田、長
いよいよ次年度の足音が聞こえてきました。次年度の活
動もみなさんで盛り上げていきましょう。
近藤 本当にお世話になりました。もっと気の利いたこと
が言えれば良いのですが。浮かびません。

6/21 日計 24,000 円 累計 1,336,100 円

◎次年度クラブ協議会「事業計画案・予算案」
進行:寺田幹事
１)会場監督 中越 SAA
SAA・会場監督は武装軍曹の意で、英国より始まり
米国の議会に導入され、それがロ－タリ－にも及んだ
ものだそうです。ロータリーにおける SAA は、クラブ
例会その他の会合において、気品と風紀を守り、会合
がその目的を発揮できるよう設営し監督する責任があ
ります。つまり、例会場において最高の権限をもつク
ラブ役員の一人です。この一年武装軍曹として気を引
き締めていきますので会員各位には何卒ご協力をお願
いいたします。

だき、会員増強に繋がる活動を行う。
①ニューメンバーズ（会員増強･会員選考･職業分類）
純増 2 名以上を目指すと共に、退会防止に努める。
②雑誌･ロータリー情報
・月一度｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣の要点を紹介。・新会員のオリエ
ンテーションの開催
③広報･クラブ会報･インターネット
ホームページ、メディア、週報を通じ奉仕活動を地
域社会にアピールする。
４)地域社会奉仕委員会 松井委員長
職業奉仕の理念の理解を深め地域社会に貢献。伝承
プロジェクトで地域の青少年に七尾の歴史文化の認識
を深める機会を持つ。
①職業奉仕…｢四つのﾃｽﾄ｣「ﾛｰﾀﾘｱﾝの行動規範」の唱和。
・ﾛｰﾀﾘｰｱﾜｰﾄﾞ顕賞 ・職場例会の実施…花嫁のれん館
②新世代…
・青少年を対象とした｢ふるさと七尾の歴史･文化｣伝承
プロジェクト(3 年間継続事業の 3 年目) 9/24(土)
・七尾特別支援学校との取組み(すみれ祭) 11/19(土)
・月間に例会での卓話 5 月
②社会奉仕…・ｸﾘｰﾝﾋﾞｰﾁななお能登島ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ海族公園
清掃(7/10)→第１回理事会にてメイク承認、・野外例会
の実施(希望の丘公園の清掃、10/4) ・能登和倉万葉の
里ﾏﾗｿﾝ給水ﾎﾞﾗﾝﾃｨ(3/12)・授産施設･作業所への協力。
５)国際奉仕委員会 髙橋委員長
国際交流事業を推進し世界平和に貢献する。
①国際交流委員会… 次年度にに向けての新世代交

２)クラブ奉仕委員会 田中委員長
会長テーマ「つながるロータリー」のもと個々の友
情親睦を図るとともに役割分担をする。
・出席… 前年度例会 100%出席にはバッチ、ホーム例
会出席 100%、通算 100%30･20 年出席者に記念品贈
呈。例会出席率を高めるよう連絡。
・例会運営… 例会が快適に運営されるよう委員会全員
で当番を決めて輪番制で設営に努める。
・誕生日･結婚記念日のお祝い… お楽しみ券を贈呈。
・初例会、月見例会、七尾鹿島 4RC 合同新年互礼会、
花見例会、七尾 RC との合同例会
・30 周年記念の翌日 9/4 に友好クラブとの親睦ゴルフ
・6 ｸﾗﾌﾞ交流事業に参加協力。
・家族親睦事業…家族納涼花火例会 8/4 日(木)ゆけむ
りの宿美湾荘、ｸﾘｽﾏｽ親睦家族例会 12/20(火)
・親睦事業 来年 3 月頃 に伊勢志摩へ親睦旅行予定
・プログラム… 月 1 回程度、会員が職業に因んだ卓話
をすることにより職業奉仕の理念を理解する。
・ニコニコ箱 目標額 140 万円

②世界社会奉仕
・粗食例会を実施し、剰余金を世界の「貧困･食料不足･
ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ」等に直面している国々の子供達に RI 日本支
局を通して支援する。
・書き損じ葉書や古切手等の回収に協力する。
③友情交換
・8/15 姉妹クラブ:カーメル・バイ・ザ・シーRC との提
携 25 周年を向かえ、記念事業(交流)予定(詳細未定)。
・年度初めに会長よりｶｰﾒﾙの会長に親書を送る。
④ロータリー財団･米山記念小委員会
・ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山記念奨学会への理解を深め、寄付の
推進を図る。ﾛｰﾀﾘｰ財団 100 周年記念しﾆｺﾆｺ箱より 5
万円をﾎﾟﾘｵ撲滅資金として寄付。ﾛｰﾀﾘｰ財団へは 1 人
100 ドルの寄付。米山奨学生の卓話 10/25 実施。

３)広報ﾆｭｰﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ委員会 代理 山本勝義小委員長
ロータリークラブの理念と活動を広報することに
より会員の意識向上を図り、社会に広く理解していた

◎閉会点鐘

換プログラム参加推進の為の卓話を行う。

６)会計 代理 中越 20015-16 年度会計
一般会計、特別会計ともに別紙配布資料により説明。
前年度繰越金･ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ等により金額変更があります。

次週予告
７月５日（火）１８：３０開会点鐘 加賀屋
2016-17(戸田一明会長)年度 初例会
〔送迎バスは、17:45 七尾商工会議所前より出発〕

〔週報担当:川島〕

今週の例会担当者： 2015-16 年度
クラブ奉仕委員
(6/28)
次週の例会担当者： 2016-17 年度
(7/5)
クラブ奉仕委員全員

