＜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 1384 回例会 2015 年 8 月 18 日（火）12:30 開会点鐘

於 番伊 ロータリーソング｢我等の生業｣

柳生ガバナー、ようこそ 七尾みなと RC へ
ゲスト

ガバナー公式訪問
国際ロータリー第 2610 地区 ガバナー
柳生好春
〃

石川第 3 分区ガバナー補佐

永谷誠行

様

〃

地区副幹事

中島雄介

様

〃

地区副幹事

織部秀一

様

ガバナー卓話

演題『 ロータリーの魅力 』

第 1383 回例会(8/6 納涼親睦家族例会)報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
本日は納涼親睦家族例会に会員並びに家族の皆様に
このように多数出席頂き誠にありがとうございます。
私は、この 7 月１日から来年 6 月 30 日まで会長を務め
させて頂きます木下敬夫です。どうぞよろしくお願い
致します。今日はいつもの例会と違って家族の参加を
いただいたということでとても華やかな会場となって
おり、花火まで心がワクワクしています。
さて、私たちみなとロータリークラブはここ数年来
の努力により新しく若い会員を迎える事が出来、その
結果として活気ある明るく和やかな雰囲気になりまし
た。永谷第 3 分区ガバナー補佐にも最も輝いているク
ラブであるとの評価を頂いております。私もこの雰囲
気を大事にしていきます。
七尾では今日明日の大相撲七尾場所や明日 11 時よ
り帆船｢日本丸｣も入港します。熱中症ぎみの会員の欠
席もがありましたが、連日の猛暑が続きこれからも更
に続く予報です。
花火というのをなぜか嫌いな人はまずいません。会
員のなかには長岡市の花火を見に行った人もいたとい
う事ですが、今夜の和倉の花火を見ている時だけでも
暑さを忘れていただければなぁと思います。本当に沢

◎幹事報告 中出 幹事
・8/11(火)例会は休会
・次回 8/18(火)例会は、柳生ガバナー公式訪問です。
七尾みなと RC らしく、ガバナーをお迎えしましょう!
◎地区広報委員長会議報告
岡崎 広報ニューメンバーズ委員長
○ 7/26(日)石川県地場産業振興センターにて
分区別グループディスカッション(石川第 3･4 分区)
1. 会員増強に繋げる広報活動とは
・穴水 RC…ホームページは持っていない。
理由：高齢化が進みパソコン等に馴染みがないので
ケーブルテレビや新聞等で広報活動を行っている。
・羽咋 RC…JC 等他クラブとの共同活動を行っている。
2. 地区に期待する事
・ホームページやフェースブックを活用する事は良い
が、個人情報を考慮してほしい。
3. 自クラブで行動できる事
・穴水 RC…米山奨学生の出前講座を行い、ロータリー
の活動内容を知ってもらう。
・七尾 RC…公開例会等で七尾 RC の DVD を流し、ロ
ータリーの事を知ってもらう。
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・野村広報委員長から … 今年度は柳生ガバナーから
広報委員会への絶大な期待が大変なプレッシャー
に感じていると挨拶で言われていました。
・柳生ガバナーから… 今年度広報予算は 100 万円、昨
年度 32 万円、一昨年 2 万円、その前は 0 円。

◎懇親会 進行:茶谷クラブ奉仕委員長
・開宴挨拶と乾杯 松井副会長
・食事と歓談
・大ビンゴ大会
・花火観賞

・地区委員長会議に出席しての感想
… 野村地区委員長挨拶と柳生ガバナーの広報予算
を考えると、今年度の柳生ガバナーの広報活動に
懸ける熱い思いが大変伝わり若干のプレッシャー
を感じています。
◎出席報告 茶谷 クラブ奉仕委員長
会員総数 44 名 出席者 30 名 (他、家族等 42 名出席)
メイクアップ 7/26 地区広報委員長会議：岡崎
◎ニコニコ箱紹介 神前 ニコニコ箱管理小委員長
木下敬夫 納涼家族例会ご出席ありがとうございます。
楽しみましょう
木下徳泰 納涼家族例会 今夜は妻由美子と花火を楽
しませていただきます。美湾荘多田社長お世話になり
ます。
桑原 花火例会楽しませていただきます。美湾荘様い
つもお世話になります。今日も宜しくお願いします。
戸田 昨日３人目の孫が生まれました。お蔭様で男の
子です。花火楽しみましょう
茶谷 9 日～14 日までフランス、イギリスに行ってき
ます。本日の納涼親睦会楽しみましょう！
姥浦昭二 9 人で花火を楽しみに来ました。
徳永 花火例会、美湾荘さんで楽しみます。
３尺玉を見てスッキリします。
中野 孫三人とやって来ました。
花火楽しみましょう
伊藤 美湾荘さんお世話になります。
3 尺玉楽しみです。
永江 楽しみにしていました。
寺田 今日はよろしく。
山田 多勢いでお世話になります。
さわがしくて迷惑かけます!!
間蔵 美湾荘さんお世話になります。
毎年ありがとうございます。
鳥畑 美湾荘さんお世話になります。
花火みんなで楽しみましょう
魚岸 松井、井田、岡崎、山本勝義
多田さんお世話になります。
花火楽しみましょう。
多田 本日は花火例会へようこそ!!
楽しんで行って下さい。
神前 多田さんありがとうございます。
美湾荘さんから花火を楽しませて頂きます。
8/6 日計 27,000 円
累計 237,000 円
◎閉会点鐘

〔写真:岡崎〕
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今週の例会担当者： 茶谷、西野、魚岸
多田、木村
(8/18)
次週の例会担当者： 神前、森、
(8/25)
徳永、長

