＜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 1410 回例会

2016 年 3 月 29 日（火）12:30 開会点鐘 於 番伊 ロータリーソング｢R-O-T-A-R-Y｣

ゲスト

七尾税務署署長

第 1409 回例会(3/15)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。先週は 3 月議会の一般質問の
日で欠席して申し訳ありませんでした。先日の 13
日の能登和倉万葉の里マラソン給水ボランティアに
参加の皆さんご協力有難うございました。天気も良
く無事終えることができました。
当日は 10 キロの部
に木村君、フルマラソンの部に茶谷君が参加されま
した。お疲れ様でした。来年は他のメンバーにもぜ
ひ参加していただきたいと思います。
そして 12 日には姥浦パスト会長の息子さんの結
婚式が行われ私も出席させていただきました。明る
い笑顔の素敵な人柄と一級建築士の資格を持ってお
られるということで万々歳です。和やかな披露宴に
加えて満面の笑みをたたえた姥浦さんの表情が印象
的でした。おめでとうございます。
また、私もかねてより要望してまいりました能越
自動車道七尾インター・病院西インター間 3.4 キロ
の事業化がほぼ決定いたしました。95 億円の予算で
進めていきますが一日でも早い開通を望みたいと思
います。
本日は長坂会員の新会員卓話です。よろしくお願
いします。
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◎幹事報告 寺田 副幹事
・日台ロータリー親善会議の案内
・あづみ野 RC 創立 30 周年記念式典参加の旅の日程
表配布 → 出欠予定を回覧に記入ください
◎姥浦昭二会員より、ご子息結婚の御礼挨拶
◎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 38 名
メイク 3/13 会長エレクト研修セミナー：戸田
(第 9 回理事会承認)3/8 七尾特別支援学校卒業式：桑原
(第 1 回理事会承認)3/13 能登和倉万葉の里マラソン
2016 給水ボランティア： 木下敬夫、松井、木下徳泰、
山田、伊藤、今井、所司、 中野、間蔵、中越、桑原、
川島、岡崎、奥井
◎ニコニコ箱紹介 長 クラブ奉仕委員
木下敬夫 マラソンボランティア参加ありがとうご
ざいました。長坂君、卓話楽しみです。
姥浦昭二 3 月 12 日の大安吉日に長男の結婚式が執
り行われました。木下敬夫会長にはクラブを代表
して出席くださり有り難う御座いました。
創立会員のお父様を想い浮かべながら２代目会員、
長坂和人さんの卓話を聞かせて貰います。
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12:00 七尾・七尾みなと RC 合同例会
(物故会員追悼法要、本延寺) (ﾎｽﾄ:七尾 RC)
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浅野 長女が先週の火曜日の例会終了後、大学に合
格したと連絡がありました。長坂さんよろしくお
願いします。
木村 娘が大学に合格しました。そして先日、万葉
マラソン 10km に参加しました。皆さんの励まし
のおかげで無事完走できました。筋肉痛がひどい
です!!
茶谷 万葉マラソン無事完走しました。本日は長坂
様、よろしくお願いいたします。
中越 マラソン大会で８０歳の方の参加を見て、自
分の私生活をあらためて考えました。来年 10km
チャレンジしたいです。
松井 マラソンの給水ボランティアに参加のみなさ
んおつかれさまでした。最初は 14 人いたのにな
ぜか最後は 8 人でした。
髙橋 今週は天気いいですよ。元気よく芝刈りしま
しょう。練習も大切です。
中野 長坂くん卓話ありがとうございます。お父上
との楽しい思い出がなつかしいです。
佐味 和人さん、おとうさんを凌ぎましょう。
井田 久しぶりです。長坂さん卓話ごくろう様です。
山田 ２階の法人会に出席しますので失礼します!!
多田 春がすぐそこまでと言いながら、寒い日が続
きますね！皆様体に気を付けましょう!!
桑原 温かい日がめぐってきましたが、三寒四温の
日々はしばらく続きそうですね。長坂新入会員、
卓話ごくろう様。フレッシュな心意気期待してい
ます。
今井、三井、伊藤、間蔵、魚岸、姥浦敏明、戸田、
山本勝義、久保、勝木、寺田、岡崎、松野、藤本、
長 長坂さん卓話ご苦労様です。
3/15 日計 34,000 円 累計 1,022,500 円

非常に興味
が湧き、即レ
ース用の車
を購入し練
習に励みま
したが未熟
なせいか１
ヵ月で転倒
しラジエー
ターを壊し
ました。へこ
たれず即修理して、３か月後念願のダートラレース
デビューを果たしたが成績はビりの方でした。翌年、
更なる戦力アップの為、パーツ強化して練習してい
たが、未熟なせいか又々転倒。車も壊したが、自分
の足も壊し半年棒に振りました。復帰後レースに３
年間出場したが５～７位ばかりでした。或る日友人
に車両の戦力不足を指摘され、再び次の車を購入し、
へこたれず改造し仕上げました。新車両で氷見の海
岸線で 100Km 以上で練習していたら未熟なせいか
再度横向きでぶつけました。流石に今回はへこたれ
ましたが、頑張って修理しレースへ。しかし何かが
足りず５，６位ばかりでした。悩んでいる時にダン
ロップからニュータイヤが出たと聞き即購入しまし
た。このタイヤは私のマシーンと私の腕にマッチし
たのかレースが一変しました。次のレースで北陸の
チャンピオンになり、中部オールスターの出場権を
取得。しかし練習中にまだ未熟なせいか転倒。へこ
んでいる暇なく修理し、レースへ出場したが５位に
甘んじました。中部で色々な人と出会い、色々な提
案を受け、マシーンを同メーカーの超ハイパワーバ
ージョンに乗り換え、北陸で再度優勝し、中部選手
権でも勢いは止まらず、初優勝をしました。その後
はレースに出るが優勝は無いので再度車両を変更。
常にトップ争いをするが優勝は出来なかった。そし
てマシーン、腕、レースと一通り納得がいったので、
きっぱりと辞め引退致しました。こんな経歴を持っ
た私ですが、今後とも宜しく御願いします。

◎新会員卓話
長 坂 和 人 会員
私の生まれは母の実家の輪島市です。以降七尾の
殿町で育ちました。幼少の頃から機械物が好きで、
中学校の時には動力がついた機械に非常に興味が湧
き、農機具ではなくバイクや自動車です。高校に入
ると農作業を手伝う傍ら、無免許で自宅の軽四を乗
り回してました。ある日いつものように軽四を乗っ
ていたらスピードを出し過ぎ転倒し、廃車にしてし
まいました。代わりに中古の軽四が来ましたが、こ
の車が後の私の運転のベースとなりました。中古の
軽四が納車してから軽四暴走族或いは競争族と化し、
家にも帰らず運転に明け暮れ、特に雪が降ると楽し
くて一晩中走りまくっていました。城山で走ってい
る時に地元タイヤショップのオーナーに声を掛けら
れ"ダートラレース"を初めて知りました。レースに
◎閉会点鐘
次回予告
４月５日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
新会員卓話 浜 田 雅 文 会員

〔週報担当:髙橋〕

今週の例会担当者： 田中、松野、藤本
姥浦敏明、中越
(3/29)
次週の例会担当者： 山田、奥井、須曽、
(4/5)
今井、浜田

