第 1462 回例会

2017 年 4 月 25 日(火) 12：30 開会点鐘 ロータリーソング｢それでこそロータリー｣ 番伊にて

ゲスト

桑原母と子クリニック
」

第 1461 回例会(4/18)報告
進行：中越 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田会長
16 日(日)の七尾みなと RC のグリーン会、お疲れ
さまでした。佐味一郎さん、佐味貫義さん、優勝、
準優勝おめでとうございます。
さて、皆さんも多少聞いていると思いますが、七
尾 RC との会員入会の件についての経緯と理事会で
の決定事項について報告します。ことの発端は、昨
年秋に、七尾 RC の元メンバーがみなと RC に入会
したいと申し入れがあり、当クラブとしては歓迎の
意向を示したのですが、七尾 RC から昭和 61 年 6
月 5 日に交わした「覚書」及び「合意事項」により、
入会を認めないとの連絡がありました。
「合意事項」
にはメンバーの相互の移籍は認めないことはあり
ましたが、すでに退会したメンバーについては、入
会は認めない事項はなかったため、2 月初旬から両
クラブの会長・幹事による話し合いを続け、時には
両クラブのパスト会長にも出席を願って、5 回にわ
たり協議を続けました。しかし、話し合いは平行線
のまま物別れに終わりました。その間、みなと RC
ではクラブ運営審議会（パスト会長による会議）を
4 回開催し、意見をお聞きし、打開策を協議し、新
たな対案等も作成し、七尾 RC に検討していただく
よう要望しましたが、返答はありませんでした。こ
れを受けて、クラブ運営審議会では、先の「覚書」
「合意事項」については破棄し、新たな「覚書」
（案）
についてはしばらく棚上げにするという結論にい
たり、理事会に委ねられました。そして今日、例会
の前の臨時理事会において、その提言をうけまして、
審議し、前述の決定に至りました。まさに「大山鳴
動して、鼠一匹」であると、いや鼠一匹も出なかっ
たと、忸怩たる思いです。
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
・故山本敏久名誉会員のご子息様より、ニコボック
スへと、お志を頂きました。(1461 週報ニコに掲載)
・でか山茶会(5/5、願正寺) 茶席券 1 枚 1,000 円
購入希望者は、4/28 までに事務局まで
・国際 ソロプチミスト能登チャリティゴルフコンペ
5/28(日) 7:30out･in 同時スタート →回覧
◎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 多田エレクト次年度方針宜しくお願いしま
す。臨時総会審議よろしくお願いします。
多田 皆さん本日はお時間を頂戴していますので
よろしくお願いします。
木下敬夫 昨日、谷本知事にでか山と花よめのれん
展のＰＲに行きました。沢山の観光客に七尾へ来
ていただきたいです。
姥浦昭二 カーメル RC のチップ
ス会長、ナイストロム及びアド
ルフ両パスト会長に開花した姉
妹提携 25 周年記念植樹の桜の
写真をメール送信しました。３
人からとても綺麗な桜の花だと
の返信がありました。
佐味 ４月 Green 会、親子でワ
ン・ツーいただき申し訳ありませ
んでした。深くお詫びいたします。
高橋 佐味親子ワンツーフィニッシュおめでとう
ございます。
山田・森・間蔵・松井・勝木・中越・久保・魚岸・
長・木下徳泰 ・中野 多田次年度会長ならびに役員
理事の皆さん１年間頑張って!!
グリーン会より 強風の中頑張りました。
週報担当
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ロータリーアワード顕賞

勝木

創立1986年6月15日
RI認証1986年6月26日
【国内第1721】

戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

4/18 日計

29 ,500 円

累計 1,087,650 円

◎クラブフォーラム｢次年度会長方針｣
戸田会長は、"つながるロー
タリー"を提唱され七尾みな
と RC を牽引されてきました。
これまでも当クラブは大変良
い雰囲気で運営されており私
個人的にも喜ばしい事と感じ
ております。
さて 7 月より 30 周年を終
えた七尾みなと RC を戸田会長よりバトンタッチす
るわけですから会長方針!?を会員皆様にお示しし
なければ、と言う事で少々お時間を頂きます。
先ず、私は戸田イズムを継承し、的確な表現であ
るかどうかは言えないかも知れませんが一言で表
現すると『広がるロータリー』と提唱させて頂きま
す。
先日の 9 日に 2610 地区の地区研修協議会で諸々
勉強をさせて頂きました。
次年度の RI(国際ロータリー)会長テーマは一つ「ロ
―タリー：変化をもたらす。
」です。
皆さん当然ご承知の事ですが、ロータリーは地域社
会との絆を育み、奉仕の精神を持って貢献すること
は基よりですが、出会いと友情を通じて個人の成長
と各自の企業会社が長をする事が大切な事であ
る！と改めてご教授頂きました。
第 2610 地区では、岡部ガバナーから加賀 RC の
下口幸雄ガバナーへとバトンタッチされます。本年
９月 26 日の例会でガバナー公式訪問があります。
下口 G が会議で協調されたことは、テーマと呼べ
るのは RI 会長イアン・HS／ライズリー氏が掲げる、
ロータリーは『どの様な団体か？』では無く、『何
をしているか』が定義されるべきである。と言われ
ている。ロータリーは 112 年の豊かな活動の歴史が
あり、その間、徐々に成長し、成熟し、会員と地域
社会の変わりゆくニーズに対応しながらある意味
で大きく変わりました。
2017－2018 年度、
「ロータリーは何ですか」という
問いに「ロ―タリーは変化をもたらす」というテー
マで応えます。RI 会長の言葉のお伝えをされまし
た。そして RI 会長のテーマに応えて行くことは前
提となりますが、下口ガバナ
ーはこれを受けて、各クラブ
の色をだしてください と言
われました。
次回予告
５月２日（火） 例会取消④
５月９日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
会員卓話
中野芳一 パスト会長

そして、重点目標を３つ掲げました。
１） クラブのサポート強化
２） 人道的奉仕の重点化と増強
３） 公共イメージと認知度の向上
以上がザックリとした内容ですが、先の私の提唱す
るカラーはズバリ緑色です。 植物は成長する象徴
としてミドリ色を発します。光を受け至第に濃くな
りますが、何か力強いものを感じてなりません。
進化論で有名なチャールズ・ダーウィンのことば
を紹介させて頂きますが、
強いものが生き残るとは言えない。
賢いものが生き残ることができる。
変化するものが生き残るのである。
時空を超えて重みを感じることばです。
七尾みなと RC は『広がるロータリー』で参りま
すので、会員の皆様宜しくお願い申しあげます。
○田中次年度幹事より、組織図と主な日程について
委員長を中心に、各々委員会を開催し、事業計画
◎臨時総会
[開会と議長選出] 中越 SAA より臨時総会開会と
SAA 一任にて木下敬夫直前会長を議長に指名。
木下敬夫議長より円滑な議事進行のお願い。
[定足数確認] 寺田幹事より、細則第 5 条第 3 節に
より、出席者 38 名で会員総数の 1/3 を充足して
おり、総会の成立を報告。
[議案確認] クラブ定款・細則・内規の改正の件
その他の議案：なしを確認
[議事録作成者指名] 週報の山本勝義会員を指名。.
[議案説明] 戸田会長より、10 日前までに配布した
定款･細則･内規の資料を基に、改正案を詳細に
説明。
[質疑応答] 議長より、質疑応答を求められたとこ
ろ、姥浦昭二会員より細則第 3 条第 3 節･第 4 節
について質問があり、後日訂正をすることで了
解を得た。拍手をもって議案は承認された。議
長より本日より施行する旨、報告。
◎閉会点鐘

〔週報担当：多田、山本勝義〕

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
髙橋カウンセラーと
指導教員 中野准教授と
米山奨学生ハリー君

(期間:2017.4 月～
2019 年 3 月まで)

(5/9 例会より出席予定)

4/22 高岡での
オリエンテーションにて

今週の例会担当者： 木村、三井、永江
川島、岡崎、佐味一郎
(4/25)
次回の例会担当者： 辰田、中越、久保
長坂、大森
(5/9)

