＜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 1419 回例会 2016 年 6 月 7 日（火）12：30 開会点鐘 於 番伊
ロータリーソング｢奉仕の理想｣ 「四つのテスト」唱和

ゲスト

石川第 3 分区ガバナー補佐

◎６月度のお祝い発表
〈会員誕生日〉
〈ご夫人誕生日〉
1 日 戸田一明さん
5 日 山本尚美 さん
12 日 松井 聡さん
29 日 茶谷陽子 さん
30 日 永江直美 さん
〈結婚記念日〉
3 日 奥井道太郎・佐和 ご夫妻
12 日 間蔵信行・町子 ご夫妻
15 日 姥浦敏明・寿美江 ご夫妻
おめでとうございます!!
第 1418 回例会(5/31)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。今日で 5 月も終わりです、今
年度も残りひと月となりました。最後までよろしく
お願いいたします。
この 29 日(日曜日)に珠洲ロータリークラブ 50 周
年記念式典に中出幹事と共に出席して来ました。県
内外からおよそ 80 名が集い、記念事業として“珠洲
からオリンピック選手を”を目標にウエイトリフテ
ィング競技のすずドリームクラブを指導している浅
田久美さんに支援金が渡され、加えて、市民に公開
された講演も行われました。浅田さんは 2004 年、
2008 年にオリンピック女子監督を務めた方で縁が
あってすずドリームクラブを指導されています。平
成 27 年度女子で 4 回の中学新記録を出した選手や
中学校選手権大会を制した選手など優秀な選手がた

◎幹事報告 中出 幹事
・あづみ野 RC、瀬戸北 RC より礼状が届いています。
(回覧)
◎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 36 名
メイク
5/29 珠洲 RC 創立 50 周年記念式典：木下敬夫、中出
◎ニコニコ箱紹介 長 クラブ奉仕委員
木下敬夫 クラブフォーラムよろしくお願いします。
姥浦パスト会長、日台親善会議みなと代表で出席あ
りがとうございます。

日

曜

6

7

火

ゲスト 永谷誠行石川第 3 分区ガバナー補佐

井田

6

14

火

会員卓話 姥浦昭二 パスト会長

伊藤

6

21

火

クラブ協議会 (次年度事業計画案・予算案)

川島

6

28

火

2015－2016(木下敬夫会長)年度最終例会 (18:30)

5

火

2016-2017(戸田会長)年度初例会(18:30、加賀屋)

様

くさんいます。夢のあるとても素敵な記念事業と感
じました。記念式典の中で入会 50 年の会員が 4 人
在籍されていることにも驚かされましたが、懇親会
の万歳の発声を 74 歳でロータリークラブに入会し
御年 94 歳の竹澤平和吉さんがされたことがとても
印象に残りました。さて、同じ 29 日のソロプチミス
ト能登チャリティーゴルフコンペに 15 名のみなと
のメンバーが参加ということで大変ご苦労さまでし
た。この週末は親睦旅行で出雲・但馬地方へ行って
まいります。機会があれば報告をいたします。
本日の例会は 9 月 3 日に行います創立 30 周年記
念式典のためのクラブフォーラムです。私も今年度
は七尾ライオンズクラブに始まり珠洲ロータリーク
ラブ 50 周年まで多くの周年事業に出席しましたが、
今度は私たちの出番です。みなとロータリークラブ
らしく楽しく立派な式典になることをお願いいたし
挨拶とします。
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7

プログラム

永 谷 誠 行
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木下徳泰 30 周年に向けて、がんばりましょう。
永江 お気遣いありがとうございました。例会に出席
してお礼を言いたかったのですが。
佐味 実行委員会報告タイムを頂きありがとうござい
ます。
姥浦昭二 創立 30 周年記念事業委員会の皆様お世話様
です。｢実り｣ある式典になる事を期待しております。
山田 9 月 3 日は全員で 30 周年成功させましょう‼
近藤 ご無沙汰しておりました。よろしくお願いしま
す。あ！今日、43 歳になります。
間蔵 本日は都合により欠席致します。中越さん、ソ
ロプチミストチャリティコンペ 140 名参加の名誉あ
る第 2 位おめでとうございます。
中越 ゴルフを 15 年ぶりにはじめて 1 年と半で 100
を切った山田さんおめでとうございます。
井田、魚岸、姥浦敏明、戸田、山本勝義、久保、
西野、勝木、松井、寺田、岡崎、松野、長
みんなで創立 30 周年記念を盛り上げましょう。
5/31 日計 28,000 円 累計 1,256,100 円

◎クラブフォーラム
「創立 30 周年記念大会について」
・中越事務局長 本日は 30 周年に進行状況について
報告させて頂きます。
・佐味実行委員長 本日はこのような時間を頂きま
してありがとうございます。委員会より報告させて
頂きます。
・登録委員会(久保さん)、式典委員会(三井さん)、
事業委員会(木下徳泰さん)、記念誌委員会(徳永さ
ん)、祝賀会委員会(松井さん)の順で発表後、質疑応
答。
○開催趣旨
「飲水思源（永続への感謝）と原点回帰（大河の源流）」
○日時 平成 28 年 9 月 3 日(土) 場所:加賀屋
受付 13 時、式典 14 時～15 時、
記念講演 15 時 15 分～16 時 45 分
講演者：ティム芦田 氏 、テーマ:未定
祝賀会 17 時(終了 19 時予定)
○登録関係 未定部分あります
・招待予定
石川県知事、七尾市長、七尾市議会議長、
七尾商工会議所会頭、七尾ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ会長、
国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ能登会長、七尾青年会議所理事長、
田鶴浜ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ会長
次週予告
６月１４日（火）１２：３０開会点鐘 番伊
会員卓話 姥浦昭二

パスト会長

・ロータリー関係招待予定
地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ、地区幹事、石川第 3 分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、
石川第 4 分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、前山 PG、久保 PG、
あづみ野 RC 会長･幹事、
石川第 3 第･4 分区会長･幹事(七尾･富来･志賀･中島･
羽咋･中能登まほろば･輪島･珠洲･能都･内浦･穴水)
・登録予定
七尾 RC 会員、あづみ野 RC 会員･家族、
瀬戸北 RC 会員･家族、七尾みなと RC 会員･家族
○式典 (司会：桑原 式典委員長)
次第は別紙配布配布
○記念講演 15:15～16:45 (司会:木下徳泰会員)
講師：ティム芦田 氏 (テーマ未定)
○記念事業 ジュニアウィングスへの
協力金(寄付)予定
○記念品
現在考慮中
○祝賀会

17:00～19:00

○当日は次第･設立経緯等クラブプロフィール・招待
登録者名簿等記載のもの配布
(B4 の３つ折り、両面使いの P6 仕立カラー)他、
懇親会の席次表は協議相談の上、加賀屋さんに作
成予定
○記念誌(冊子)と DVD 製作、保管
・発刊予定 2016 年 9 月中旬～10 月上旬
・配布 10 月上旬～中旬見込み
※記念誌作成にあたり、会員の皆様のご協力を
お願いします
○登録料 15,000 円
○その他 会員のネクタイを準備します
○2 つの質問があった。
◎閉会点鐘

〔週報担当:辰田〕

今週の例会担当者： 森、徳永、
長、長坂
(6/7)
次週の例会担当者： 田中、松野、中越
(6/14)
姥浦敏明、藤本

