＜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 1420 回例会

2016 年 6 月 14 日（火）12：30 開会点鐘 於 番伊

会員卓話

第 6 代会長

第 1419 回例会(6/7)報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎｢四つのテスト｣唱和 鳥畑 職業奉仕小委員長
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
本日のゲストは石川第 3 分区ガバナー補佐永谷誠
行様です。ようこそみなとロータリークラブへおい
で頂きましてありがとうございます。3 度目のガバ
ナー補佐の任期を無事終えようとしていらっしゃい
ます。本当にご苦労様でした。ソウルでの国際大会、
日台親善会議などを含めた苦労話など卓話をよろし
くお願いいたします。
大変良い気候が続いています。沢山の出席をして
頂き感謝いたします。私の年度もいよいよカウント
ダウンが近づき残り 3 週間あまりとなりましたが最
後までよろしくお願いいたします。さて、6 月 2 日
には能登演劇堂でロングラン公演を無名塾主催で行
っている俳優の仲代達也氏が昨年 11 月に文化勲章
を受賞された祝賀会が加賀屋にて行われ出席をして
まいりました。谷本知事始めおよそ 200 名の出席者
が仲代さんの受賞のお祝いと今後の活躍をお祈りい
たしました。また、3 日から 5 日にかけては、出雲
地方と但馬地方へ親睦旅行に行ってまいりました。
参加された皆さんお疲れ様でした。足立美術館、出
雲大社、水木しげるロード、鳥取砂丘、コウノトリ
公園、伊根の舟屋、天橋立など天気に恵まれてどこ
も印象深く、事故もなく無事に帰る事ができ本当に
楽しい旅行になりました。クラブからも会員の方か
らもご支援と餞別を頂き改めて感謝申し上げます。
機会がありましたら報告いたしたいと思います。そ
して、同じく 5 日には、金沢市において開催された
ロータリー日台親善会議に姥浦パスト会長が出席さ
れました。ご苦労様でした。後程その時の話をして
頂く予定になっていますので宜しくお願いいたし挨
拶とします。

姥 浦 昭 二 パスト会長
◎幹事報告 中出 幹事
別紙配布
・新会員候補者の件
・中島 RC 健康フォーラム案内
6 月 26 日(日)10 時から 12 時 中島コミュニティセンター
⇒ 参加希望者は事務局まで
・｢次世代へのまちづくり｣～ひとが輝く七尾 CCRC 構想～
6 月 28 日(火)18:30～20:45 七尾ｻﾝﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ
・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。
◎第 5 回日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議報告 姥浦昭二パスト会長
・会議会場：石川県立音楽堂コンサートホール
・懇親会場：ホテル日航金沢
・参加者：総計 975 名(日本全国 R 会員･家族 445 名、第
2610 地区 R 会員 247 名、台湾 R 会員･家族 283 名)
・日本開催=奇数会(過去は東京と京都で地方都市では初
めて 金沢は烏山頭(うさんとう)ダムの計画設計者であ
る八田與市の出身地である事が選ばれた大きな理由
・元 RI 会長田中作治氏と直前 RI 会長の黄其光(おうそこ
う)の 2 人の講演を聴くことが出来た。
・次会は 2018 年 3 月 31 日(土)台湾の高雄市で開催予定
◎委員会報告
・ロータリーの友 6 月号紹介 井田 雑誌 R 情報小委員長
縦書き P29｢歴史・文化・伝承プロジェクト｣記事掲載

・クラブ要覧･手帳の名簿確認お願い 寺田次年度幹事
・6 月度お祝い発表 田中 親睦活動小委員長
・創立 30 周年予算について 茶谷 30 周年会計担当より
◎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 34 名
メイク ・6/5 第 5 回日台ロータリー会議：姥浦昭二
・第 11 回理事会(4/26)承認分 6/3-5 親睦旅行：木下敬夫、
伊藤、山田、桑原、木下徳泰、中出、田中、茶谷
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・第 12 回理事会(5/31)承認分
5/13 元交換留学生ビード君来尾歓迎会：
姥浦昭二、所司、魚岸、桑原
5/15 等伯こども写生大会表彰式：木下敬夫
5/20 七尾市国際交流協会総会：近藤
5/29 チャリティゴルフ:中越、木下徳泰、西野、山田、
川島、今井、中野、久保、髙橋、姥浦敏明、
間蔵、長、鳥畑、魚岸、伊藤、桑原
◎ニコニコ箱紹介 長 クラブ奉仕委員
永谷誠行ガバナー補佐
一年間お世話になりました。
ありがとうございました。
木下敬夫 永谷ガバナー補佐様、本日はよろしくお願
い致します。親睦旅行参加の皆様おつかれ様でした。
姥浦昭二 ガバナー補佐の永谷さん、１年間お世話様
でした。6 月 5 日、金沢市での日台ロータリー親善
会議に出席して参りました。
今井 6 月に入りました。木下会長あと例会も４回です。
頑張って下さい。
伊藤 島根、鳥取の旅は楽しく大満足でした。
桑原 島根、鳥取親睦旅行、天候にも恵まれ、楽しく
無事に帰って参りました。ハプニングも多々あり、
語り草になりそうです。初めての山陰地方、興味深
く良い思い出になりました。
茶谷 親睦旅行参加の皆さん、お疲れ様でした。楽し
い旅行でした。永谷ガバナー補佐様、よろしくお願
いいたします。
山田、徳永、長田 永谷ガバナー補佐、今日はようこ
そ七尾みなと RC へ、ごくろうさまです‼
間蔵、井田、中越、中野、松井、魚岸、姥浦敏明、
戸田、山本勝義、久保、西野、寺田、岡崎、松野、長
永谷ガバナー補佐さん、ようこそ七尾みなと RC へ、
いつもありがとうございます。
6/7 日計 30,000 円 累計 1,286,100 円

◎ゲスト卓話 永谷誠行ガバナー補佐
最後の訪問に伺
いました。一年間
お世話になりまあ
りがとうございま
した。今ほどはニ
コボックスで多く
の皆様から歓迎い
ただき胸を熱くし
ております。七尾
みなとクラブさん
のニコニコボックスを大切にしているお姿は石川第
3 分区では群を抜いて素晴らしいと以前から感じて
いました。ありがとうございます。
過日行なわれた七尾 6 クラブ合同親睦ボウリング
大会では、ゲームの途中で肉離れを起こし、幹事の
七尾みなとさんには大変心配をお掛け申し訳ござい
ませんでした。1 ヶ月くらいで快復致しました。
5 月 27 日～30 日韓国ソウルで行われた国際大会に
参加してきました。出発時の羽田空港での航空機の
エンジントラブルで旅行社添乗員の転機のきいた対
応で新幹線に切り替え、羽田→金浦便に間にあいま
した。国際大会では、国家･国旗の入場時に大きな声
で応える姿が印象的でした。登壇者には全員起立で
大きな拍手でお迎えする姿に感動しました。
一年間ガバナー補佐として楽しく務められたこと
に感謝しています。ありがとうございました。
◎閉会点鐘

〔週報担当:井田〕

あづみ野 RC 創立 30 周年記念式典の旅(5/21-22)

次週予告
６月２１日（火）１２：３０開会点鐘 番伊
クラブ協議会「次年度事業計画案・予算案」

今週の例会担当者： 田中、松野、中越、
姥浦敏明。藤本
(6/14)
次週の例会担当者： 山田、奥井、須曽、
(6/21)
今井、浜田

