＜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 1421 回例会

2016 年 6 月 21 日（火）12：30 開会点鐘 於 番伊

ロータリーソング｢それでこそロータリー｣

クラブ協議会「次年度事業計画案・予算案」
第 1420 回例会(6/14)報告
進行：浅野副 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
北陸地方も梅雨入りして寝苦しい季節を迎えますが
風邪などひかず体調管理に心がけてください。今日も
たくさんの出席に感謝申し上げます。先週は、８日に
次年度理事会が開催され、戸田会長の年度がいよいよ
スタートしました。役員の方々もそれぞれ素晴らしい
事業を計画されると思いますが、成功するかどうかは
会員一人一人の協力があってこそです。私に賜ったご
支援を戸田年度もぜひよろしくお願いします。
私は、親睦旅行に引き続き 10 日から 12 日にかけて
また島根県へいってきました。父親の３回忌の法事が
あり、行き帰り飛行機を利用したのですが、小松・羽
田年便に羽田・出雲縁結び空港の往復とも満席状態で
した。小松東京便が不振というニュースばかりが強調
されますが本当かなぁと思います。出雲便は若い女性
が多く出雲大社に縁結びの願いをかけに行くのかなと
感じました。その折りには皆さんには大変お世話にな
りました。ありがとうございました。それから、次次
年度の多田年度の幹事が田中哲君に決まったと報告を
受けましたのでお知らせいたします。
最後に、今日の卓話は姥浦パスト会長にお願いして
あります。みなとロータリークラブの創立記念日にま
つわる話をして頂けると思います。姥浦パスト会長に
よろしくお願いいたし会長の挨拶といたします。
◎幹事報告 中出 幹事
・熊本地震義援金送金報告(2610 地区)11,516,869 円
・第 5 回日台ロータリー親善会議の礼状、珠洲 RC50 周
年記念大会の礼状
・中島 RC 健康フォーラム案内
6 月 26 日(日)10 時から 12 時 中島コミュニティセンター
⇒ 参加希望者は事務局まで

◎佐味貫義会員へ、
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 4 回の
バッチ伝達
◎初例会の案内
7 月 5 日(火)18:30 開会
加賀屋にて
＊会員・ご夫人の参加お願いします
ﾊｶﾞｷにて別途案内 (田中次年度ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長より)
◎出席報告 奥井 出席小奉仕委員長
会員総数 46 名(内､出席規定適用の免除者 3 名) 出席者 34 名
メイク 6/8 中能登まほろば RC：中野
6/10 七尾 RC：須曽、井田、中野
6/10 日本ロータリーE クラブサンライズ：佐味
6/10 日本ロータリーE クラブ 2650：佐味
◎ニコニコ箱紹介 長 クラブ奉仕委員
木下敬夫、木下徳泰 姥浦パスト会長、卓話宜しくお
願いします。
姥浦昭二 明日、6 月 15 日は 30 回目の創立記念日で
す。本日は｢認証状伝達式｣と｢友好クラブ｣に付いて
の卓話をさせて頂きます。
井田 今週の土曜日、日曜日の午後 2 時より映画「地
上」の上映会があります。ぜひご覧ください。パト
リア４階ホールです。
中出 梅雨ですね、洗濯物はぜひランドリー君へ。
土曜日ゴルフ、今シーズンベスト出ました。
髙橋 中出君、土曜日 83 回おめでとう。いつも良いス
コアーが出ると思わず、練習に黙って励んで下さい。
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・モントレージャズフェスティバルｲﾝ能登(7/30)の前
売券(5,000 円)があります。クラブで是非ご購入下さい。

桂撤男石川第 3 分区ガバナー補佐訪問
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今井 私は今日が最終例会です。スミマセン！
桑原 梅雨に入りました。毎年の事とはいえ、この時
期うっとうしいですね。負けずに行動するのみと
徳永 姥浦パスト会長、本日卓話ごくろう様です。先
日、京都で親戚の結婚式に参加。華やかでした。
中越 姥浦さん、卓話ありがとうございます。みなと
ロータリー設立時よりの楽しいお話ですか。
間蔵 姥浦さん、レジェンドとしてのお話楽しみです。
是非とも引継いでいきたいです。
山田、佐味、魚岸、戸田、山本勝義、森、勝木、松井、
寺田、岡崎、奥井、長
姥浦パスト会長、今日は卓話ごくろうさまです‼
6/14 日計 26,000 円 累計 1,312,100 円

◎会員卓話
『クラブ創立 30 周年を迎えるにあたり』
第 6 代会長 姥浦昭二 会員
皆さんこんにち
は。沢山のニコボツ
クスでのエール有
り難う御座います。
明日 6 月 15 日は
クラブ創立記念日
で満 30 年目を迎え
る日であります｡本
日は 30 年間在籍し
た者の責務として､
皆様に色々言い伝えておきたい事の中から、「七尾み
なと RC 認証状伝達式」と「あづみ野 RC と友好クラブ
締結の経緯とその後の交流」についてお話をしたいと
思います。一部用意した当時のスライドを見て頂きな
がらレジメに従って進めて参りたいと思います。
◎認証状伝達式
日時 昭和 62 年(1987 年)5 月 17 日
場所 和倉温泉観光会館
1)式典（司会)幹事 姥浦昭二
(ｱｼｽﾀﾝﾄ)元北日本放送ｱﾅｳﾝｻｰ 中村政子さん
2)出席会員 39 名
創立会員 33 名 坂本賢一特別代表
S.62 年 1 月 1 日付け入会会員 5 名
(※山田外志勝･桑原正樹･北原喜代司･
飴谷吉郎･松尾学）

3)式次第
①開会点鐘 坂本賢一特別代表
②開会の言葉 山本敏久認証状伝達式実行委員長
③国歌斉唱･ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「奉仕の理想」唱和･
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 桑原正樹
④来賓紹介 坂本賢一特別代表
⑤参加ｸﾗﾌﾞ紹介 田村一夫認証状伝達式副実行委員長
登録者総数 737 名 七尾 RC(全員登録)112 名
あづみ野 RC(地区外ｸﾗﾌﾞ最多登録)30 名
⑥ｸﾗﾌﾞ設立経過報告 坂本賢一特別代表
⑥-1 設立数年前から歴代ｶﾞﾊﾞﾅｰから七尾 RC に対し
て分割拡大の要請あり
⑥-2 数回のﾊﾟｽﾄ会長会議を経て S.60.12 のﾊﾟｽﾄ会長
会議で決議→ｸﾗﾌﾞ総会で決定
⑥-3 S.61.2.4 桜井ｶﾞﾊﾞﾅｰ七尾 RC 訪問→正式報告→
ｶﾞﾊﾞﾅｰ了承
⑥-4 移籍ﾒﾝﾊﾞｰ選考､移籍依頼交渉 難航したが 13
名が移籍
⑦RI 加盟認証状伝達
三谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ→佐々木会長
⑧ｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶
三谷長八郎第 261 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ
⑨ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞ会長挨拶 宮川常五郎七尾 RC 会長
⑩会長挨拶
佐々木鐵牛会長
⑪会員紹介
佐々木鐵牛会長
⑪記念事業発表
⑪-1 七尾市へ七尾ﾏﾘﾝｼﾃｨ構想模型作成費用 90 万円
※製作後七尾市役所 1 階ﾛﾋﾞｰに展示された
⑪-2 261 地区へﾈﾊﾟｰﾙ国旗寄贈
“ｻﾝｶﾞｲ･ｼﾞｭﾈ･ｺﾗｰｷﾞ”(何時でも､何処でも､誰にで
も､善意で何かを)
※佐々木鐵牛初代会長ﾃｰﾏ
⑪-3 ﾛｰﾀﾘ財団へ基金寄付
⑫来賓祝辞 七尾市長
石垣 宏
七尾商工会議所会頭 高沢英一
⑬祝電披露
⑭ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「我等の生業」唱和 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 桑原正樹
⑮閉会の言葉 田村一夫認証状伝達式副実行委員長
⑯閉会点鐘 坂本賢一特別代表

4)記念講演

講師 ﾛｰﾀﾘｰの友委員長 加藤進治氏)
ﾃｰﾏ「発想の転換」21 世紀へむけて
※七尾みなとのﾈｰﾐﾝｸﾞが素晴らしい。
※七尾港は物流港から観光船の寄港地へ転換し、交流
人口の増大と観光客誘致を計り地域経済の活性化を図
るべきである(提言）
※21 世紀はｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対策が重要である。(予言)
…まさにその様な 21 世紀となりました。私は
加藤進治さんの先見の明に感服しております。
※最後に外国の詩人の言葉を披露しました。
『私は 1 人の人を見た。彼は地平線へ向かって走り
続けていた。果てしもない地平線へ向かって駆けた
行った』
→目的に終わりはない。
→人間には未来に対する情熱を持ち続ける事が
大切である。
との意味を含んでいるとの事でした。
5)祝賀会
場所 サンかがや
(司会）三井清壮 ｱｼｽﾀﾝﾄ中村政子さん
次第
①七尾まだら
②開宴挨拶
佐々木会長･三谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ
③乾杯
桜井直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ
④開宴
⑤最多登録ｸﾗﾌﾞ感謝状贈呈
(地区内：全員登録:新湊 RC･地区外:あづみ野 RC30 名)
⑥余興
⑦手にてつないで
⑧万歳三唱
伊東ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ
⑨閉宴挨拶
山本敏久副会長
◎あづみ野 RC と友好クラブ提携の経緯とその後の交流
①当クラブ認証状伝達式を控えて他ｸﾗﾌﾞを参考にと思
い「ﾛｰﾀﾘｰの友」を見ていて、あづみ野 RC の認証状伝
達式(昭和 61 年(1986 年)9 月 28 日)を知った。
②山本敏久さん(第 3 代会長)、田村一夫さん(第 4 代会
長)､三浦政弘さん､初代幹事の姥浦の４人が登録､参
加。

③遠方からの参加に感激したあづみ野 RC が返礼として
当ｸﾗﾌﾞの認証状伝達式に会員家族を含めて 30 名が参
加。七尾の海､宿､食､眺望などに好印象をもった。
④その後双方の会員間で個人的な交流が始まった。
⑤1991 年～92 年(姥浦年度）になってあづみ野 RC から
友好提携の提案が有り、当時のあづみ野 RC 三澤幹事と
当ｸﾗﾌﾞの佐味幹事の間で話を進め､両ｸﾗﾌﾞの理事会の
承認を得るに至った。
⑥あづみ野 RC(矢島会長･三澤幹事)から姥浦年度に調
印式をとの提案があったが、私は就任早々にｶｰﾒﾙ RC と
の姉妹提携調印をしたので、調印式を次年度(七尾みな
と RC:高橋会長･長坂幹事･あづみ野 RC:神谷会長･斉藤
幹事)に行う様提案。
⑦1992 年 10 月 10 日和倉温泉加賀屋にて両ｸﾗﾌﾞ会員及
び家族が出席する中で調印書を取り交わした。
⑧あづみ野 RC では、記念植樹を姥浦年度にとの意向で
1992 年 5 月 16 日､4 名(三澤､大倉､斉藤､清水口氏)が木
曽 5 木を運搬し､植樹完了。
⑨※その後相互交流は別紙交流記録通り。32 回の相互
訪問交流が行われて来た。
⑩1995～1996 あづみ野 RC 木暮揚初代会長が 2600 地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰに就任｡長野市での地区大会に佐々木さん夫妻
と佐味､姥浦参加。座席場所などの配慮､おもてなしに
感激。
⑪あづみ野 RC の木暮さん､中島さんの葬儀に私はｸﾗﾌﾞﾒ
ﾝﾊﾞｰ数名と参列。
清水口さんの葬儀に会員有志参列。
⑫佐々木さんの葬儀にあづみ野 RC から 4～5 名の会員
参列。
⑬能登沖地震の際あづみ野 RC から多額の義援金拝受。
《飲水思源》
七尾みなと RC とあづみ野 RC の今日の強い友好関係
樹立に尽力頂いた､故木暮揚初代会長､故中島栄一初代
幹事並びに､木曽５木の植樹に来尾された､三澤､斉藤､
大倉､清水口の４氏に私はいつも感謝の気持ちを持ち
続けています。
お陰様で親兄弟にも勝るとも劣らないお付き合いを
25 年間続けて来る事が出来ました。

「能登はやさしや土までも」と言いますが､信州あづ
み野 RC のﾒﾝﾊﾞｰも負けない位の人情厚い方が大勢いる
事を実感しております。
新しい会員の皆様も個人的な友人を造られて友情を
深めて頂ければと期待しております。
最近あづみ野へ行く度に皆さんと別行動を取ってお
りますが､佐味さんと一緒に｢友好提携」に尽力頂いた
旧知の方とお会いし､食事を共にしながら､当時の事を
語り合いながら旧交を温めております｡今後も末永い
友好関係が続くことを期待しております。
◎閉会点鐘

〔週報担当:伊藤〕

親睦旅行(6/3-5)

足立美術館

水木しげるロード

鳥取砂丘

次週予告
６月２８日（火）１８：３０開会点鐘 番伊
2015-16(木下敬夫会長)年度 最終夜間例会

今週の例会担当者： 山田、奥井、須曽、
今井、浜田
(6/21)
次週の例会担当者： 2015-16 年度
(6/28)
クラブ奉仕委員全員

