第 1470 回例会

2017 年 6 月 27 日(火) 18：30 開会点鐘 ロータリーソング「奉仕の理想」番伊にて

2016-2017(戸田一明会長)年度 最終夜間例会
」

第 1469 例会(6/20)報告
進行：中越 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田 会長
今月はロータリーの基本的なことを話すことに
しております。
ロータリーは親睦が大事であると言われており
ます。七尾みなとロータリークラブでも毎年、
「炉
辺会合」
（Fire－side meeting）の予算を計上して、
親睦活動を奨励しておりますが、国際ロータリーの
定款では、今は「家庭集会」
（Informal meeting）
という名称に代わっているようです。本来、奥さん
も交えた家族同士の付き合いを深める目的で始ま
った会合であり、家庭に友人を招き、胸襟を開いて
話し合うという趣旨でスタートしましたが、近年は、
外の料理屋などで会合を持つなど、少し当初の目的
とは変わってきているようです。
また、S・A・A について、日本語訳では「武装
した護衛官」などと硬い役職名がついていますが、
その役割としては例会場の設営や秩序維持といっ
た重要な存在であり、例会の要であります。同時に、
品位を保ちつつ、例会を楽しい場にする役目も担っ
ております。例えば、会場の雰囲気を盛り上げるた
めに、歌を歌う演出をおこなっていますが、これも
その一環であると思います。残り 2 回の例会が楽し
い会となることを期待しています。
本日もたくさんの出席ありがとうございます。
◎幹事報告 寺田 幹事
・モントレージャズフェスティバル in 能登 (7/29(土))前売
券(5,000 円) クラブで是非ご購入下さい。
月

日

曜

プログラム

◎勝木会員へ、ロータ
リー財団寄付マルチプ
ル･ポール･ハリス･フ
ェロー第２回のバッチ
の伝達

◎委員会報告
岡崎 次年度地域社会奉仕委員長
クリーンビーチななお(海岸ごみ拾い)参加のお願い
７月２日(日) 集合 8:30 実施 9:00～
能登島マリンパーク海族公園
→回覧
(第 1 回理事会にメイク承認済)
◎長坂会員より、一言ごあいさつ
◎出席報告 浜田 出席小委員長
会員総数 49 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 38 名
◎ニコニコ箱紹介 木村 ニコニコ箱管理小委員長
戸田・姥浦敏明 クラブ協議会です。次年度の事業
計画予算案よろしくお願いします。
木下敬夫 予算案にご理解よろしくお願いします
中越 田中君一年ガンバレ。ついでに岡崎も。
松井 岡崎委員長がんばれ。来年１年ついていきます。
中野 田中幹事、あなたを応援します。
田中・森・久保・勝木・岡崎・魚岸・西野・間蔵・
山本・井田・寺田・長
なんか秒読みが始まってそうですね、みんなで頑
張りましょう。お願い致します。
6/20 日計 20, 000 円
累計 1,276,650 円
週報担当
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2016－17(戸田会長)年度最終夜間例会 (18:30)

今井富夫
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2017－18(多田会長)年度初例会
送迎バス
(18:30 ゆけむりの宿美湾荘)
会議所前 17:45
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広報ニューメンバーズ委員長
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会員卓話 吉井 治 会員

浅野
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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)

川島
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火

早朝例会 (法話･座禅･朝かゆ) (6:30、長齢寺）
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鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

◎次年度クラブ協議会「事業計画案･予算案」
進行:田中幹事

1）会場監督 間蔵 SAA
SAA（会場監督）は、ロータリアンの基本の一つ
である。例会出席の場を、楽しく、秩序正しく運営
されるよう、常に心を配り、気品と風紀を守り、会
合がその使命を発揮できるように、設営監督する責
任を有する。
具体的には、
①例会の進行、
②例会時の入退席許可、例会場の開・閉門、
③早退、遅刻の承認や
⑤卓話時間の励行、
⑥例会場の秩序を乱す行為に対する警告と退場命
令、
⑦例会場の設営、テーブルの配置、座席の指定、食
事の献立
2)クラブ奉仕委員会 長坂小委員長
創立 30 周年の節目も終わり、さらなる「広がる
ロータリー」をテーマに例会では個々の友情・親睦
を図るとともに役割分担をしながらクラブの管理
運営を行い、職業奉仕の理念を理解する。
事業として、
①例会の出席率を高め、
②誕生日・結婚記念日のお祝い、
③初例会（7/4）
、月見例会･花見例会、
④七尾鹿島 4RC 合同新年互例会(1/12)、
七尾 RC との合同例会(10/13)、
⑤あづみ野 RC・瀬戸北 RC との親睦事業、
⑥七尾 6 クラブ交流事業、
⑦家族納涼花火例会(8/3)、
クリスマス親睦家族例会(12/19)、
⑧プログラム、
⑨ニコニコ箱管理、
⑩その他事業 など実施。
3）広報ニューメンバーズ委員会
姥浦敏明委員長
ロータリークラブの理念と活動を広報すること
によって会員の意識向上を図るとともに、広く社会
にロータリークラブを理解していただくことによ
って会員拡大に繋がるよう委員会活動を行う。
①ニューメンバーズ(会員増強・会員選考・職業分
類）では、純増２名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では、月 1 度の「ロータリー

の友」の紹介、新会員のオリエンテーション、③
広報・クラブ会報・インターネットでは、ホーム
ページ、メディア、週報を通じて奉仕活動を地域
にアピールする。
4）地域社会奉仕委員会 岡崎委員長
ロータリアンとしての自覚を持つ自ら進んで地
域社会に貢献し、七尾こども未来プロジェクトを通
して青少年にふるさと愛と未来に向かって歩む人
材育成を目指す。
事業計画では
①職業奉仕、
「四つのテスト」
「ロータリーの行動規
範」の唱和、
②新世代「七尾こども未来プロジェクト」実施、
七尾特別支援学校との取り組み(11/18)、
③社会奉仕では、クリーンビーチななお（海岸清掃、
7/2）、野外例会、山の寺清掃（10/15）、みのり園
との交流、能登和倉万葉マラソン給水ボランティ
ア（3/11）など
5）国際奉仕委員会 久保委員長
国際交流事業を通じて、国際理解を深め、世界
平和に貢献する。
①国際交流、
②国際社会奉仕では、粗食例会を年に何回か実施、
③友情交換では、カーメル・バイ・ザ・シーRC に
9 月訪問予定、
④ロータリー財団では、一人 150 ドル以上の寄付の
推進、ロータリー米山記念奨学会では一人 1 万円
の寄付の推進を図る。
⑤米山奨学生ハリーセイザー君の世話クラブ
6）会計 木下敬夫会計
一般会計、特別会計共に別紙配布資料により説明。
7）魚岸副会長・中出副会長より
ロータリーの基本理念である「奉仕の理想」は思い
やりと助け合いが大切です。
さらに奉仕の実践には皆様のご協力が大変重要で
す。宜しくお願い致します。

次週予告
７月 ４日（火）１８:３０開会点鐘 ゆけむりの宿美湾荘
2017-2018 年度 初例会
(送迎バスは 17:45 七尾商工会議所前より出発)

← 2017-18 年度
国際ロータリーテーマ

◎閉会点鐘
〔週報担当：魚岸〕

今週の例会担当者： 2016－17 年度
(6/27)
クラブ奉仕委員会全員
次週の例会担当者： 2017－18 年度、
(7/4)
クラブ奉仕委員会全員

