第 1438 回例会

2016 年 10 月 25 日(火)12:30 開会点鐘
ゲスト

番伊にて ロータリーソング｢それでこそロータリー｣

第 2610 地区 米山奨学生

辛

七尾 RC 辛さんのカウンセラー
第 1437 回例会(10/18)報告
進行：中越 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田 会長
16 日（日）
、山の寺の草刈り、お疲れさまでした。
天候にもめぐまれ、心地よい汗をかくことができま
した。その後、私は所用で金沢へ出かけたのですが、
金沢駅前、武蔵が辻、片町、中央公園、金沢城公園
など、どの場所にいってもなんらかのイベントをや
っており、その賑わいを肌で感じてまいりました。
七尾はもっと、もっと頑張らねばいけないと思いま
した。
さて、話はかわりますが皆さんの会社でも昔から
やっていると思いますが、
「5S」について話したい
と思います。
「整理」
「整頓」
「清掃」
「清潔」
「躾」の
頭文字の S からとっていることはご存じでしょうが、
具体的にはどうかと言われた場合、かなりあいまい
な部分もあるのではないでしょうか。
「整理」とは「いるもの」と「いらないもの」に
分け、
「いらないもの」を捨てること。
「整頓」とは
「必要なもの」を「必要な時」に「必要なだけ」取
り出せるようにすること。
「清掃」とはきれいにそう
じすること、さらに常に使うものを汚れないように
すること。
「清潔」とは整理、整頓、清掃した状態を
維持すること。
「躾」は整理、整頓、清掃についての
ルールを守らせること。といわれておりますが、今
一度みなさんも各々、見直しを図ったらいかがでし
ょうか。
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本日も、たくさんの出席をいただきましてありが
とうございます。
◎幹事報告 寺田 幹事
・10/23 地区大会の送迎バスについて
・ オーケ スト ラアン サンブ ル金 沢七尾 定期公 演
(11/20)チケット購入(￥3,000)のお願い(10 枚あり)
・七尾市民憲章より、
市民憲章運動推進
第 51 回全国大会七尾
大会(9/9-11)協賛への
お礼。
｢市民のねがい」の額
を頂きました。
◎委員会報告 田中 クラブ奉仕委員長
親睦旅行(3/18-19)案内配布
… 会員･ご家族様の参加お願いします。
◎出席報告 浜田 出席小委員長
会員総数 47 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 35 名
メイク(第 4 回理事会承認分)
10/14 おこぜの会お月見会：(ｸﾗﾌﾞ代表)中越、寺田
10/16 山の寺遊歩道草刈り奉仕：戸田、森、鳥畑、
佐味、伊藤、山田、中野、中越、木下敬夫、桑原、
姥浦敏明、川島、松井、魚岸、奥井、岡崎、長、
浜田、長坂、大森
◎ニコニコ箱紹介 田中 クラブ奉仕委員長
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戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

戸田 山の寺の草かりご苦労様でした。木下敬夫直前
会長卓話よろしく。
木下敬夫 本日はよろしくお願いします。
間蔵 木下敬夫さん卓話ご苦労様です。市長選の裏話
が聞きたいな！
魚岸 敬夫さん卓話ありがとう。あなたの力で七尾を
発展させて下さい。
多田 ぎりぎりでした。何とか出席できホットしてい
ます。木下さん卓話よろしくお願いします。
山田 木下直前会長、久しぶりの卓話、ご苦労さまで
す‼
今井 久しぶりの例会です。
川島 木下敬夫さん、楽しい卓話を楽しみにしていま
す。
桑原 木下パスト会長、卓話お疲れ様。楽しみです。
徳永 天気が不安定ですね。木下敬夫直前会長、卓話
ごくろう様です。
中越 季節の変わり目、かぜなどひかないようにして
下さい。私はカゼを皆さんにうつしにきました。
鳥畑 木下敬夫さん、卓話ありがとうございます。
姥浦昭二、三井、山本勝義、勝木、岡崎、姥浦敏明、
松野、寺田、伊藤、奥井、井田
木下敬夫直前会長の卓話、楽しみにしています。
10/18 日計 26,000 円
累計 414,000 円

◎会員卓話『会長だった 1 年を振り返って』
木 下 敬 夫 直前会長
「ブラッシュアップ・ロータリー」のスローガン、
継続事業を全て行いながら、検証・見直しをして磨
きをかけていく。そして、メンバー一人一人が持っ
ている才能を地域に奉仕していただきたい。そんな
ことを目指した 1 年でした。
結果として、ふるさと七尾の歴史・文化伝承プロ
ジェクト事業における図書の選定方法。ロータリー
の友への掲載にこぎつけることが出来たり計画した
事業すべて終えることが出来ました。また、会員拡
大にも大きな成果が上がり、そのことが出席率の向
上とニコボックスの投函額の多さに繋がりました。
みなとロータリークラブの明るく楽しそうな雰囲気
と勢いは他クラブの羨む存在となりました。これも、
役員・理事はもとより会員の皆様のご支援ご協力の
賜物と改めて厚く御礼申し上げます。

場の完成を見ることが
出来ました。連盟に所属
する 10 チーム約 150 人
の子供たちにより良い
環境を与えられ、野球を
通して立派な人間にな
ってくれることを願い
ます。学童野球は 4 月
から 11 月の長いシーズ
ンに地元の 6 大会に全
能登大会と今年から秋の石川県大会を誘致してこの
専用球場をどんどん活用するよう頑張ります。
2 つ目の成果として、
「花嫁のれん館」と「寄り合
い処みそぎ」の完成が実現したことです。私は市議
会議員 12 年目を迎えようとしていますが、一貫して
中心市街地の活性化を訴えて来ました。特効薬はあ
りませんが少しでも衰退を食い止める為努力します。
次に七尾市の政務活動費の現状を話します。七尾
市の金額は月 3 万円（年間 36 万円）で県内 6 番目
です。原則会派に支給され、支出に関しては領収書
提出と視察の場合は報告書を添付して後払いで清算
しています。第 2 の報酬と見なされた時代もありま
したが、多くの制約の中で事務局のチェックが入り
富山市議会のようなことはないと思いますが、ホー
ムページに掲載するなど簡単に閲覧出来るようにな
ると思います。1 円でも税金という意識で不正をし
ない様身を正して行く所存です。
「真実かどうか・みんなに公平か・みんなの為に
なるかどうか」永遠のテーマとして心に刻んで活動
していきます。
◎閉会点鐘

〔週報担当：勝木〕

地区大会
(10/23 砺波市文化会館)

さて、今年は私にとっても、これまで活動してき
た中で 2 つの大きな成果がありました。ひとつは、
今年 3 月に亡くなったどんたく前社長の山口さんか
ら引き継いで 8 年目になる七尾市学童野球連盟の会
長として、中島高校の跡地に両翼 70m の学童専用球
次週予告
１１月 １日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
会員卓話 茶谷義隆 会員

今週の例会担当者： 木村、三井、永江、
川島、岡崎
(10/25)
次週の例会担当者： 辰田、中越、久保、
(11/1)
長坂、大森

