第 1452 回例会 2017 年 2 月 14 日(火) 12：30 開会点鐘 番伊にて ロータリーソング｢我等の生業｣
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きままカルテット
」

第 1451 回例会(2/7)報告
進行：姥浦敏明 副 SAA
◎開会点鐘
◎｢四つのテスト｣唱和 松井 地域社会奉仕委員長
◎会長挨拶 戸田 会長
松井君 おめでとうございます。幸せになって下さ
い。大変楽しい会でした。 今日はクラブ協議会、上
半期の事業・会計報告です。各委員長さんよろしくお
願いします。
ところで、皆さんは「1 万時間の法則」という言葉
を聞いたことがありますか？これは『天才！成功する
人々の法則』
（マルコム・グラッドウエル著）にある
話なのですが、いわゆる「天才」といわれるモーツァ
ルトも、ビートルズも、ビル・ゲイツも、1 万時間以
上の練習を通じての技術を磨いたから、そうなったの
だということを述べているのですが、この本の趣旨は
「天才」というのは、我々の既成概念にあるような、
生まれながらの「資質」と「才能」から出るものでは
ないということ。それより、むしろ、「その時代（生
まれた時期）の練習環境と、どんな人々とともにチー
ムを組むかのコミュニティ」が必要条件であると説い
ています。
もちろん、1 万時間の練習を続ける忍耐や、
それを楽しいと感じる才能は最低限必要であるとも
言っています。もしそうであれば、我々凡人でも、一
流はむりとしても、「二流の一番」ならなれるのでは
ないかとも思われます。
ちなみに、1 万時間とは、1 日 3 時間練習すれば、1
年でおよそ 1000 時間ですから、10 年頑張れば達成で
きます。わたしもゴルフの練習を頑張って「二流の一
番」をめざします。
本日もたくさんの出席ありがとうございます。
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◎幹事報告 寺田 幹事 別紙配布
・2/19「七尾で語ろう国際交流」七尾ｻﾝﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞにて
→チラシ回覧
◎米山記念奨学会特別寄付とﾛｰﾀﾘｰ財団寄付の表彰伝達

木下敬夫会員に第 1 回米山功労者の感謝状
戸田会員にポールハリスフェロー感謝状とピン

◎次年度組織の配布と協力お願い 多田会長ｴﾚｸﾄより
◎委員会報告
・ﾛｰﾀﾘｰの友 2 月号紹介 勝木 雑誌 R 情報小委員長
・2 月度のお祝い発表 長坂 クラブ奉仕委員
◎出席報告 浜田 出席小委員長
会員総数 46 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 32 名
メイク 2/2～3 ふるさと七尾の歴史文化伝承ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
の小学校への図書配布：松井、桑原、間蔵、姥浦敏明、
鳥畑、長、井田、茶谷
◎ニコニコ箱紹介 木村 ニコニコ箱管理小委員長
戸田 クラブ協議会各委員長さん報告宜しくお願い
します。
中野 松井君の結婚(予定)パーティー、進行ご協力あ
りがとうございました。
週報担当
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戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

森・伊藤・井田・間蔵・寺田・勝木・岡崎・久保
松井さんおめでとう。この間は楽しくお祝いできた
ことを喜んでいます。
松井 心やさしいロータリアンの皆さんお世話にな
りました。ありがとうございました。
姥浦昭二 昨日 2 月 6 日は 46 回目の結婚記念日でし
た。あと 4 年で金婚式を迎えます。松井さんはあと
50 年ですね。
山田 戸田年度、あと残り５ヶ月です。役員理事の皆
さん頑張って下さい!!
多田 三寒四温と云いますが、10 日近く寒さが続く
そうですね！体調に気を付けましょう!!
茶谷 30 周年記念決算、赤字にならなくて良かった
です。2 月 18 日(土)新酒｢花嫁のれん｣の利き酒会が
あります。
2/7 日計 17,000 円
累計 778,700 円
◎クラブ協議会「上半期事業会計報告」
（進行:寺田幹事）
上半期の事業報告を、担当の委員長(代理を含む)より
次の通り報告
◯SAA 中越委員長
基本方針通り、例会の厳粛化をすすめた。残り半年
間も引き締めて行う。
◯クラブ奉仕委員会 浜田出席小委員長
7/5 の初例会を皮切りに、7/12 長齢寺での早朝例会、
8/4 和倉の納涼親睦花火例会、9/4 にはあづみ野・瀬
戸北・当 RC での 3 クラブ親睦ゴルフコンペを行った。
9/13 新会員卓話では大森会員、9/20 宮川会員、9/27
ゲスト卓話では天池合繊の天池さんに［天使の羽衣］
を見せていただきました。10/11 は 30 周年記念行事
の慰労会を兼ねて月見例会が行われました。10/18 に
木下敬夫パスト会長の卓話、10/25 米山奨学生シン・
ウォンさん、11/1 茶谷会員、11/29 寺田会員さんの卓
話をいただきました。12／20 クリスマス親睦例会に
は七尾のゆるキャラが勢揃いし子供さん達は大喜び
でした。
ニコボックスには上期 648,400 円を投函いただき
ました。
＊会員誕生日にお渡ししたお楽しみ券は、早めのご使
用お願いします。
◯広報ニューメンバーズ委員会 森担当副会長
①ニューメンバーズ(会員増強)
今年度は会員数 45 名でスタートし、上期は 2 名(大
森さん、
宮川さん)の入会があり 47 名となりましたが、
途中 1 名の退会があり 46 名となりました。現在 2 名
増強の予定があります。
②雑誌ロータリー情報

次週予告
２月 ２１日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
年男会員卓話

松 井

聡

会員

毎月 1 回、勝木小委員長より報告している。
③広報・クラブ会報・インターネット
週報は委員の協力できちんと継続され、メルマガは
山本勝義小委員長が毎月発信している。
◯地域社会奉仕委員会 松井委員長
7 月のクリーンビーチではたくさんのご参加いただ
きました。
「ふるさと七尾の歴史・文化」伝承プロジ
ェクトは今年 3 年目にあたり 9/24（土）終了しました。
図書の各校への配布は 2 月初めに終わり、本の寄贈式
は 3 月 1 日に小丸山小学校で行われます。職場例会は
11/8 に花嫁のれん館見学で、高澤良英さんにお話をし
て頂きました。11/19 七尾特別支援学校すみれ祭出店
し、多くの会員さん協力頂きました。また事業計画に
なかった｢山の寺遊歩道の草刈り作業(10/16)｣にも早
朝より協力を頂きました。ありがとうございました。
下期は、ロータリー・アワードの推薦は 2 月 21 日
までにお願いします。3/12 能登万葉マラソンの給水
ボランティアにご協力お願いします。
◯国際奉仕委員会 所司小委員長
9/3 当クラブの 30 周年記念大会に、姉妹クラブの
カーメル ・バイ・ザ・シー RC の会長代理リチャード・
ナイストロム氏が記念式典と祝賀会に参加されまし
た。9/5 には希望の丘公園において、姉妹提携 25 周
年記念植樹が行なわれ、当日懇親会も開催しました。
創立 30 周年記念大会記念事業としてロータリー財
団に 3,000 ドル寄付、米山記念奨学会に 15 万円が寄
付されました。個人としてロータリー財団に 6 人が
800 ドル、米山記念奨学会に 7 人が 11 万円を特別寄
付されました。ご協力の皆さんありがとうございます。
10/25 米山奨学生 辛ウォンハさんによる卓話。
◯会計 中野会員
配布資料をもとに説明あり。
◯質疑応答
◎創立 30 周年記念大会実行委員会より
山田副実行委員長より、記念大会が順調に行われ式
典及び祝賀会が成功裏に終了したことの報告と、会員
に対しお礼の言葉があった。次いで大会決算報告が茶
谷会計担当よりあった。
質疑として、上期特別会計からの繰入れ額と 30 周
年会計の金額が異なる旨あり、30 周年記念大会会計
は、2015 年 11 月～2017 年 1 月までの決算で、2015-16
年度と 2016‐17 年度にわたるためと説明。
＊お願い：創立 30 周年記念大会決算表に期間の追記
「2015 年 11 月～2017 年 1 月」
◎閉会点鐘

〔週報担当：魚岸〕

今週の例会担当者： 木村、三井、川島、
岡崎、永江
(2/14)
次週の例会担当者： 辰田、中越、久保、
長坂、大森
(2/21)

