＜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 1379 回例会

2015 年 7 月 14 日（火）午前 6:30 開会点鐘 於 長齢寺
早朝例会（法話・座禅・朝粥）

ゲスト

長齢寺

住職

第 1378 回例会(7/7、初例会)報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎｢四つのテスト｣唱和 鳥畑 職業奉仕小委員長
◎ゲスト紹介・会長挨拶 木下敬夫 会長
七尾みなとロータリークラブ第 30 代会
長を務めさせていただきます木下敬夫です。
歴史と伝統を重ねてこられた諸先輩に敬意
を表わすとともに改めて身の引き締まる思
いです。
親クラブの七尾ロータリークラブより佐
田味会長、政浦幹事にご臨席賜わり誠にあ
りがとうございます。本日は役員理事のご尽力により初例会
を迎える事が出来ました。どうぞ宜しくお願い致します。
今年度ラビンドラ RI 会長と柳生第 2610 地区ガバナーのテ
ーマ｢世界へのプレゼントになろう｣のもと、会員一人一人が
持っている能力を社会に奉仕して頂きたい。昨年度から 3 年
間取り組む地区補助金を活用した｢ふるさと七尾の歴史･文
化｣伝承プロジェクトを始めとする予定している事業と、近
年会員拡大の成果として入会頂いた会員はもとよりクラブ
メンバーの資質の磨き上げ(ブラッシュ アップ)を図ってい
きたいと思います。
また、来年度は創立 30 周年記念の式典を迎えるため、佐
味パスト会長を実行委員長に決定して頂きました。しっかり
とした計画立案をして成功に導いて頂きます。
今年度は、山本敏久パスト会長を名誉会員として、本日長
君、木村君の両会員の入会により 45 名でスタートいたしま
す。目標 48 名を掲げ会員拡大に取り組みたいと思います。
皆様のご協力お願いします。
終りに、私は、今の明るく和やかな七尾みなとロータリー
クラブの気風を大事に運営に努めていく所存です。入会 20
年を数えますがロータリーに精通しているとはとても言え
ません。会員お一人お一人のご支援･ご協力をお願いして開
会の挨拶を終ります。一年間宜しくお願い致します。

長 高英 会員
北陸電力㈱七尾支社
支社長

◎地区委員紹介､ 委嘱状伝達
・今井会員…職業奉仕委員
・中越会員…ﾛｰﾀﾘｰ情報委員

◎役員･理事紹介

◎直前会長･直前幹事へ感謝状･記念品、直前副会長記
念品 贈呈、桑原直前会長挨拶

・直前会長･幹事の感謝楯の四字熟語:
桑原直前会長…雲中白鶴(うんちゅうはっかく)
意味：雲間を優美な姿で飛翔する白鶴のイメージから、品性の優れた
高尚な人物、婦人をさす言葉

木下直前幹事…同心戮力(どうしんりくりょく)
意味：心も力も一つに会わせること
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18:30 納涼親睦家族例会 (ゆけむりの宿美湾荘)

木村静夫 会員
新日本テックス㈱
専務取締役

よろしくお願い致します!!
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◎年度(2014-15)例会 100％出席者名の発表
・ホーム例会 100%出席、
例会 15 年 100%出席
記念品贈呈

◎幹事報告 中出信行 幹事 別紙配布
◎委員会報告と出席報告
茶谷 クラブ奉仕委員長
会員総数 45 名 出席者 40 名
メイク 7/3 七尾 RC 初例会：木下(敬)、中出
7/4 地区社会奉仕委員長会議：寺田
7/5 ｸﾘｰﾝﾋﾞｰﾁななお：木下敬夫、姥浦昭二、山田、伊藤、
今井、所司、間蔵、中野、戸田、魚岸、姥浦敏明、松井、
山本勝義、川島、西野、神前、中出、岡崎、寺田、長
＊7/20(月･祝日) 石川ﾐﾘｵﾝｽﾀｰｽﾞ野球観戦(城山球場)と
チケットについて… 詳細は別紙幹事報告の裏面
◎ニコニコ箱紹介 神前 小委員長
七尾 RC 佐田味会長 七尾みなとクラブさん、お招きありが
とうございました。今日はよろしくお願いします。
七尾 RC 政浦幹事 初例会おめでとうございます。皆様のご
活躍をお祈り申し上げます。
木下敬夫 初例会よろしくお願いします。佐田味会長、政浦
幹事ようこそみなとロータリーへ。ありがとうございます。
中出 初例会です。一年間幹事として粉骨砕身尽力しますの
で、会員皆様のご支援、ご協力よろしくお願い致します。
松井 今年度は副会長です。少し違った松井で頑張ります。
木下徳泰 いよいよ、木下敬夫丸の出港であります。今年度
は副船長として来年６月に無事帰港出来るよう頑張ってい
きます。皆様どうかよろしくお願い致します。
山本敏久 木下丸の出航を祝して、一年間ご苦労様ですが頑
張って下さい。名誉会員に推挙され光栄の至りです。昨日
で満 84 才になりました。
姥浦昭二 先月末に「日本丸」で１泊２日のクルージングを
楽しみました。木下丸の門出を祝す様な穏やかな快適な船
旅でした。
三井 木下丸出航です。会員全員で盛り上げましょう
桑原 木下会長いよいよ出港ですね。楽しい航海となります
様に期待しております。
中野 木下新会長並びに執行部の皆様おめでとうございま
す。一年間ご苦労様です。また、戸田会長エレクトもいよ
いよ来年ですね。心身清めて長生きして下さい。
中越 木下会長以下、理事役員の方、私も含めてガンバッテ
下さい。無駄な支払は致しません
今井 今日は七夕です。木下さん一年間頑張って下さい。来
年スッキリとして会いましょう
伊藤 木下会長、中出幹事、他役員理事の皆様、一年間お世
話になります。

間蔵 木下会長、理事役員の皆様、一年間みなとロータリー
の良き伝統を踏まえて頑張って下さい。
山田 初例会、木下敬夫会長をはじめ、理事役員の皆さん一
年間元気で頑張って下さい。加賀屋さん今日はよろしく!!
井田 木下会長、１年間頑張って下さい。
所司 七尾みなと RC の活動に木下敬夫会長のリーダーシッ
プをお願い致します。
戸田 木下年度初例会おめでとうございます。全力で突っ走
って下さい。
徳永 新年度 SAA として双子の孫を持つ私と、双子の子供
さんを持つ浅野さんとのコンビで努めます。よろしくお願
い致します。
茶谷 今日は七夕ですね。皆様に良い出会いがありますよう
にクラブ奉仕委員会に協力をお願いします。
田中 木下会長、一年間頑張って下さい。着いて行きます!!
浅野 新年度、木下敬夫会長楽しみですね。クラブ奉仕委員
長茶谷さん頑張って下さい。
勝木 七夕初例会です。彦星と織姫が年に一度逢える日です。
ロマンチックな夜になるといいですね。
鳥畑 役員、理事の方、一年間頑張って下さい。初例会楽し
みましょう
長 これからよろしくお願いします。
須曽、森、松野、山本勝義、久保、岡崎、姥浦敏明、寺田、
魚岸、近藤
木下新会長１年間よろしくお願いします。
グリーン会一同(6/28) 気持ち良く投函します。
神前 早いもので入会してから本日で１年間経過しました。
木下丸を支え、今年度はニコニコ箱担当として頑張ります。
7/7 日計 79,000 円
◎閉会点鐘

〔写真:井田、岡崎〕

◎懇親会スナップ写真

次週予告

７月２１日（火）１２:３０開会点鐘

◎記念写真撮影

番伊

臨時総会（ 前年度事業･決算･監査報告、今年度事業･予算承認 ）

今週の例会担当者： 茶谷、西野、魚岸、
多田、木村
(7/14)
次週の例会担当者： 神前、森、
(7/21)
徳永、長

