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出席報告　本日の出席　会　員　数　61名
出　席　数　　49名

出　席　率80．33％

前回の出席　前回出席率78・69％
修正出席数　　53名

確定出席率86．89％

欠　麻　者　阿部（公）君、阿部
（裏）君、荒明君、林
君、五十嵐（三）君、

窯谷君、中台君、大

野君、菅原君、鈴木

（善）君、高橋君、辻君

メークアップ　新穂君一酒田RC

小花君一大館RC

高橋君、鈴木（弥）君

三浦君れ鶴岡西RC

ビジター　佐藤吉三君、佐藤源治君
一酒田RC

金野松弘君

ソ　ング　君が代、奉仕の理想
リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

新会長就任の挨拶

今年度の会長として、今日から始めること
になりました。先程申し上上げましたように

素人でありますので、よろしく御願い申し上

げます。
昨年度の会長早坂さん、幹事の笹原さん、

各委員長の方々の御努力によりまして、無事
私達に、バトンタッチになりましたが、私は

学力もありませんし、何も会長らしい仕事も

出事ないと中上ましたが、今年一年間どうぞ
よろしく御蔽いしたいと思います。

先日大館市において第353地区協議会で、

教えられた事をお伝えして、就任の挨拶にし
たいと思います。

前年度RI会長のメッセージは、「ローダ



リーでよりよき世界を」のメッセージのもと

に、一年間運営して参りましたが、今年度は

Lロータリアンとしてあなたの資格を効果的1
このような、今年度のメッセージでありま

した。まづ今年度のRI会長の略歴を申し上

げますとルーサー・ハートウェル・ホツジス

という人です。米国のノースカロライナ州で

リークスビル・スプレイRC会員です。マー

シャル・フィルド社の副社長として、同社の

国内および国外繊維生産部問を担当。第二次

大戦中米国物価管理局の繊維部問最高責任者

大戦後西独再建のた鋸こ設置され、経済協力

局の産業部長。ノースカロライナ州の知事、
ケネディおよびジョソソ大統領の下において

商務長官を歴任されました。
今年度RI会長のメッセージは、
ロータリアンは、貴方の資格を有効的にす

るためにはどうすればよいか、それはロータ

リー活動を臼から進んで参加することであり

ます。
メッセージの手紙の中にこうかいてありま

す。
親愛なるロータリアン各位、ロータリー年

度のはじまりにあたり貴家、御家族に申上げ
ます私は1967年から68年度の地区並にクラブ

役員各位と共に又各員を通じて、全世界の同

僚、ロータリアン諸君と共に、奉仕すること

を熱望し期待するものであります。歴代国際
ロータリー会長は就任に際し、それぞれの固

性を繁栄すると同時に、ロータリー奉仕を協
調するプログラム、或はげきれいの言葉を発

表するのが慣例であります。私の協調するロ
ータリアンとして貴家の資格を効果的にとい

うメッセージはまったく感銘であり、しかも
ロータリーの綜合的プログラムと網領とがっ

ちするものであります。ロータリーは、その

初代国の水準において、クラブ数において、

又ロータリアンの数において、現在も尚進展

を続けております。創立後62ヶ年を得た今日
この成長力は、我々の各人の奮起せしめるも

のであります。私は各位がまづクラブ範囲か

ら始めて、ロータリー奉仕に対し一層深い感

心をもつことを切望致します。

我々は、こんきよく奉仕活動をいたしまし

ょう。何故ならば我々の個人的接触、ロータ

リークラブ地域社会、そして国内の多くのな

すべき事が存在しております。申すまでもな

く他国人の人々に対する奉仕の欲求を機会も

又無現にあります。我々は、今年度が有意義
であり効果をもたらす、ロータリー年度とな

りますよう、協力致しましょう。私は最善の

努力をつくすと共に、各位におかれても同様
に決意されることを確心するものでありま

す。このようなメッセイジでありました。最

後に私は来るべき年度中全力を尽すことを誓
います、と結んであります。

今年度は、このようなRI会長の方針のも

とにやっていきたいと思いますのでよろしく

お願い致します。

それから昨年からの事務引継に会員の辻さ
んが、体の具合が悪く当分の間休会申し出が
ありました。近い内に出席出来るだろうと思
います。

就任の挨拶と申してもRI会長のメッセー
ジを引用致して、御挨拶にしたいと思います。

幹事就任の挨拶

佐　藤　　忠　君

今年度の幹事をおゝせつかりりましたが何

も出来ませんので、大変恐縮ですが、皆さんの

協力をえまして一年間やりたいと思います。

幹事は申すまでもなく、事務的な仕事が多い
ので皆様の御協力をおねがい致します。

金員誕生　嶺岸光害君、栗谷正夫君、
鈴木昭治君

奥様誕生　張生妹様、飯自安江様、小池英機
中台光子様、佐藤清子（忠）鼠
手塚定栄様、薮田涼子様

幹事報告　　佐藤　忠君
・チャターナイト

高畠　3月9日　高畠高校体育館
・年次大会案内

高岡（361地区）10月21日～10月22日
・事務所変更　①横手南②古川③本荘
・例会変更　東京日本橋
・会報　①能代②仁賀保③塩釜東④塩釜
・368地区年次大会記録誌

スマイル
・小池君、金井君

東北親善ゴルフ大会第一回
湯之浜カントリークプにて優賞

・張君　遅刻スマイル
・安藤君　早退
・会員誕生、奥様誕生
・酒田代表　佐藤源治君
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1967．7．日（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

阿　部　　　豪　君

次週は　　荒　　明　　君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary
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出席報告　本日の出席　会　員　数　　62名
出　席　数　　49名

出　席　率77・03％

前回の出席　前回出席率80・33％

修正出席数　　58名

確定出席数93．55％

欠　席　者　荒明君、長谷川君、
八丁自署、五十嵐

（三）君、金井君、松
田君、中台君、大竹

君斎藤（信）君、佐藤

（仁）君、佐藤（昇）君
辻君、平田（貢）君

メークアップ　阿部（公）君、阿部

（裏）君、荒明君、五
十嵐（三）君、栗谷君

中台君、鈴木（善）君
一鶴岡西RC

林君一束京銀睦RC

ビジター　荒井情君、村山三郎君、

本間義勝君一酒田RC
五十嵐（卓）君一鶴岡西RC

秋野健夫君

ゲスト　加藤紘一氏御夫妻
アイリン

ソ　ン　グ　それでこそロータリー

リーダー　三井（健）君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

・アイリンサンが来る14日9時にて帰国され

ます。会員の皆様、多数御見送り麒いま
す。

・先般大館の地区協議会に於いて、アイリン

サンが非常におもしろい事を話しておりま

した。日本はとても美しい、特に東北は素

晴らしい。男はとっても良く幼くし、日本
の男は一生懸命に遊び、次は日本の男はお

酒をのむのも一生懸命であるというような

挨拶でした。



アイリンのお別れの言葉

12日から一寸学校に行きました。ゆかた、

帯と全部もらって釆ました。それから私のロ
ータリーの送別会です。ものすごいブローチ

を貰いました。大変有難いと思います。

去年8月11日丁度11ケ月前日本に来まし

た。一年間とても楽しかったし、大変おもし

ろかったです。色々な目木の勉強日本人の習

慣の勉強、もちろんアメリカの習慣と一寸違
います。色々なよい事があります。たとえば

日本の風呂はよいです、生花、風呂敷、アメ

リカではちかわない。それから着物が大すき

です。食べものはすし、刺身、餅、豆腐、こ
んにゃく、アメリカでは何も出来ない。非常

に残念です。この一年間大変有難いと思いま

す。
もっともっと国際理解いります。このプロ

グラムはよいと思います。学生ロータリアン

もみなあります一年間大変お面自かった。楽
しかった有難うございます。

卓　　話　加藤紘一君

アメリカから帰国して

3日に帰り、8日に結婚式をあげ、昨日父

の墓参りと報告をかね鶴岡に参りました。

外務省に入って3年私は中国問題を選衡し
2年間台湾で過し、1年間ハーノしドで東洋

地域等を研究し、おもに中国の問題について

勉強して来ました。此度香港の総領事で色々
中国と国交を開く場合にどうするかその下研

究と準備です。ロータリアンの皆様香港にど

しどし来て、香港の遊び場や食べもの等を研

究しておきます。
私が今日此処で報告しなければならないの

は鶴岡クラブと姉妹クラブのニュープランズ
・ウイックに立寄って来ました。鶴岡にも来

たクラーさんという方とおあい出来ましたし

非常に歓待されて参りました。
ニュープランズ・ウイックという処は人口

が10万、そ三匹蛙三三二ゼ且二王塑＿組立毀太＿

∴∴十：∴二一∴・．∴十！二
供給している田舎の都市です。姉妹都市とし
て鶴岡と非常ににていると思います。ニュー

ブランズ・ウイックは田園都市が今では工業

都市として発展しています。

そういう処でロータリー活動があり、うま

く出来ないじゃないかと思います。それは、

工業都市になりますとニュ・一≡トークが近い関

係上色々が人が集り、通勤者等が多くなり、
ただその人達の寝る場所にすぎなくなりま

す。

そうなると、コミニケとしての一つの町と

して、この活動がなくなる。そうなると鶴岡と

姉妹都市としての関係を結んでも当クラブが

考えているようなイメージの交歓の関係が非

常にむづかしくなるじゃないかと思います。
では姉妹関係を重 ＿三」エ．二＝Lフ」四一

ランズウイクの市長とか、若い人達にあう磯

会がなかったが、鶴岡市が田園弧属与
＿ラ曝今上工業都市と血旦〇三里
から姉妹クラブと聖阻唾を考える場合に鶴岡＿
の方が一生懸命でないと姉妹繭係の危険性が

∴
と思います。

後向こうの新しいロータリークラブの実
マネージしている人に仲きかけないと、

こq匪昼と与、うも＿のは形式的なものになると

思います。私も一寸がっかりして参りまし

た。
これからは、鶴岡の若い人達とニューブラ

ンズ・ウイックの若い人達と次の世代の人達

と交流を考えなければならないと思います。

幹事報告　佐藤　忠君

会報到着　郡山西RC、米沢RC、
東京周報

例会場変更　山形西

萱料の改定　450円（山形西）

会津坂RC　チャーター伝達式9月17日

登顔料3，500円

スマイル

労伐基準局長、個人表彰本間君
田体表彰庄内交通荒明君

献　　立　刺身　大魚

アユ

煮物　平目、ナス、ササギ
吸物　石もち、トー7、ネギ

ノ

）



荒　明　　　勝　君

次週は　五十嵐三郎君

◎会報
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1967．7．18（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内（参5775

ロークリ7ンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective
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卓話　吾国のエネルギー問題　池内万平君

出席報告

本日の出席　会　員　数　　62名
出　席　数　　47名

出　席　率75．81％

前回の出席　前回出席率79．03％
修正出席数　　宛名
確定出席率9仇32％

欠　席　者　千葉君、平田（圭）君、八丁自
署、小池君、五十嵐（八）君、

嶺岸君、黒谷君、松田君、労

網君、斎藤（信）君、佐藤（伊）
君、佐藤（仁）君、高橋君、辻
君、薮田君

メークアップ　長谷川君、五十嵐（三）君、於

田君、中台君、佐藤（昇）君
一鶴岡西RC

金井君一東京西RC

大竹君一酒田RC

ビジター　菅原和助君一酒田RC

佐藤拡君、原田行雄君
一鶴岡西RC

ソ　ン　グ　奉仕の理想リーダー三井（俸）君

司　　会　会長　斎藤（得）君

卓　　請　書国のエネルギー問題

近代社会に於けるェネルギーの消耗は莫大

なるものがある。吾国に於ても戦后の国民生

活向上並びに産業界の急激な発展により、エ
ネルギーの消耗は急速に増大し今后も亦過去
に於けると同様な速度で増加するであらうと

想像すると同時に之からの増大するェネルギ
ーを如何にして確保して行くかと云うことが

重大問題である。

吾国のエネルギーの需要は過去10年間は毎

平均11％の割合でめざましい伸びを示し、そ
の過程でェネルギーの需要構造も大きく変っ

て屠る。



第1表
各エネルギー源　昭和30年度　昭和40年度

電　　　力　　24．0％　　26．8％

石　　　炭
コ　一一　ク　ス

石　　　油

都市ガス
其　の　他

総エネルギ
ー石油換算

30．8　　　　　6．9

6．4　　　　　6．2

19．7　　　　42．2

2．0　　　　　　2．1

17．1　　　　　8．7

5，125万丘β14，575万たβ

（2．8倍）

此の10年間の推移を見ると、稔エネルギー
の増加は2・8倍にもなり、石炭エネルギーが

急激に低下し、石油エネルギーの増加が著し
い事に気付くのである。

此需要構造の変化は一言でいえば石炭から
石油へ之はつまりェネルギーの流体化と云う

ことである。

つまりこの10年間に需要は石油換算で9，40

0万たβ増加したのであるが其の内65％が石油、

28％が電九　6％がコークスによって占めら

れ石炭は逆に6％減少を示している。

第2表　最終エネルギー需要の推移

（需要部門別石油換算1000丘の

昭和30年度　　昭和40年度

千丘β　　　　千たβ
鉱工業部問26，559　52％74，618　51％

（鉄　　鋼）（6・290）　（22．707）

（其他鉱工業）（20，309）　（51，911）
エネルギー部門3，466　6・8％　9，349　6％

運輸部門　7，97515，5％20，71414．5％

農林水産部門1，3512・5％　3，413　2．5％

民生其他部門11，192　22％27，44120％

非ユネルギ再　6711・2％10・2217・0％
部

合　計　51，254100％145，7う6100％

上記の表中で伸びの大きいのは非エネルギ
ー部門の倍、鉄鋼の3・6倍である。

非エネルギー部門というのは石油化学用の
ナフサ（石油化学の原料となる粗製ガソリ
ン）需要とか自動車用潤滑油とか肥料製造の

ための原油需要などェネルギー物質をエネル

ギーとして使うのでほなく、原料として使う

部門を云う。
このように非エネルギー部門が伸びたのは

自動車の普及による潤滑油の需要の増大など
も考えられるがなんと云っても石油化学田の
ナフサ需要の増大によるものである。この結

果各部門の構成比を見ると第2表でわかる様

に30年度には鉄鋼を含む鉱工部門と石油化学

工業を含む非エネルギー部門を合計して53％

だったが、40年度には58％に増加しているの

に反しその他の部門はいずれも少しずつその

％が低下している。つまり吾国のエネルギー

需要の伸びは主として鉄鋼等と石油化学工業
の生産増大を反映してきたことが了解出来る

電気エネルギーについて少し考察して見る

と吾国に於て過去、現在共エネルギー源とし
て重要なる位置を占めている電力の発電量と

其内訳を示すと次の通り

第3表（昭和40年度発電量1，676億
KWH）

水　　力　　42％
石炭火力　　26％
石油火力　　32％

電力の需要はこの10年間に2倍に増え、昭

和50年度には発電量3，940億KWHになると

推定されている。

第　4　表

発電電力量に占める各エネルギー割合

年　　　　度
50　　60

21％13％

17　　　9

55　　48

7　　30

100　100

（次号に続く）

幹事軍告
会報到着　本荘RC、能代RC、

会津坂下RC
例会場変更　能代RC

－能代営林署後谷地事務所

日時変更　　7月28日12．10～13．10

寒河江RC　7．20　後5．00
8．10　後6．30

役員理事通知　大江RC、浦和RC
登録料改定　上山RC（500円）

新馬浜南RC l1月26日
認証状伝達式予算案内

第369区年次大会　倉敷RC
l0月21．22．23日

第359区年次大会　横須賀RC
l0月19．20．21日

クラブ・フォーラムの開催

7月25日（火）午後6・30分　美園グリル

会費1，000円
新会員は勿論のこと、会員多数の御出席
をねがいます。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②う775

五十嵐　三郎　君

次週は　五十嵐一郎君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

5媚晶澄 十一・▲・－∴廿：十㌧一・！ 43i

出席報告
本日の出席　会　員　数　62名

出　席　数　　47名

出　席　率75．81％

前回の出席　前回出席率75．81％

修正出席数　　うう名

確定出席率88．71％

欠　席　者　阿部（裏）君、荒明君、本間君

高橋君、辻君、金井君、三井

（徹）君、中台君、平田（貢）君
斎藤（信）君、佐藤（仁）君、佐

藤（昇）君、菅原君、鈴木（弥）
君、佐藤（寅）君

メークアップ　佐藤（伊）君・高橋君一酒田RC

千葉君、小池君、嶺岸君、完
網君、薮田君、五十嵐（八）君

一鶴岡西RC

ビジター　五十嵐単三君、原団行雄君
一馬岡西RC

菅野和助君一酒田RC

ゲスト　高橋先生御家族

ソング　我等の生業リーダー安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君
・酒田青年会議所、鶴岡青年会議所合同の

認証式に際しての御礼状が参っておりま

す。

卓　話　ハワイの現状

高　橋　先　生

今日は、家族共々クラブ例会に、御招待あ
づかり有難う御座いました。

私達三年間ハワイに居て、鶴岡の事を話さ

ない日はありませんでした。こうして鶴岡に

参り、本当に倹しい想いであります。
アメリカは、みんな移民の人達で出来てお

りますポーランド係、イタリアン係、アイリ

ス係、スパニス係、ハワイは日本人一世とそ



の子供達が大く住んでおります。たいていの

人は、ハワイに参りますと、顔は日本人、話

も日本語日本と同じだと申されるかもしれま
せんが、然し社会心理的には簡単には、そう

もいえないようです。私達の二世は、親から
日本の事を聞きます。又学校で受ける教育は

全部アメリカの教育です。

（婦人の友）の記者山室徳子氏がハワイに
参りまして、世界の婦人を訪ねての主題で彼
女は旅に出たんですが、彼女は、典型的な日

本人のお母さんに、あわせてくれといわれま
して、或る日本人のお母さんに、貴方は、子

供を育てるのに、どんな日本的な教育をしま
したかとたづたらそのお母さんは喋々として

家の子供は、毎日6時間アメリカの学校に行

き、それから一時間は日本人学校に行って、
日本の教育を学びました。

家の子供達は、アメリカの精神が、6つあ
るとすれば、日本人の魂は1つ位はあるでせ

うねといわれました。そのお母さんは自分の

育った国に対し感謝をもつような子供にした
い、私も同席して、感銘を深くしました。

アメリカの教育の根本にあるのほやはり、

国を愛するということが、すべての教育の根

本になっているように思います。第2次大戦
で二世はアメリカを祖国として、立上りまし

プログラム委員会（19678－12）

今年度上半期卓話予定表

1　各委員長の事業計画

8

15

22　三　井

五十嵐

平　田

千　葉

森　田

仝

飯　白　裕　倍

大　竹　理一郎

体育の　日　休
高　橋　栄五郎

薮　田　誠　樹

斎　藤　信　義

手　塚　林　蔵

佐　藤　　　昇

嶺　岸

平　田

本　間

笹　原

長谷川
八丁目

士
［コ

舌

清

正

た。あたって砕けろの合言葉で祖国に忠誠さ　幹事報告　佐藤　忠君

れました。これが極めて、自然的で、親もみ
とめ、子供達も当然と受取ったのです。この

尊い血と、祖国えの献身によって、ハワイに
於ける日系人は実に尊敬されて参りました。
然し、三世となりますと、完全にアメリ人で

あります。彼等の祖国はアメリカなのです。
この日本人の子供達は、お爺さんや、おば

さんの国を何時かみたい、日本人という、意

識が全々ない、アメリカの国に育った孫達は

人種別というものをいだいていない。同じ境

遇の中で、アメリカの教育を受け、民族的に

違っても社会意識的に彼等は、区別がない、
私はアメリカ人は心の広い人達であると思い

ます。
アメリカは、移民の国であります。それぞ

れの国の伝統と文化等をもってはいる事を喜
んで歓迎する心の広い国民です。日本が本当

に民主的な国家になる為に広い心をもって行

くことを私は確信して、瞑うものですロータ

リークラブも非常に大きな貢献をするだろう

と思います。

会報到着　石巻東RC、能代南RC
八戸RC

第352地区年次大会案内
10月8日．9日．10日

仙台電力ホール

国際ロータリークラブ

第353地区リーダーシップフォーラム

ホストクラブ　秋田東クラブ

8月20．21日

場所　秋田ニューグランドホテル

登録料　3，000円

阿部公一君

私母の死去に際しクラブより多額の御香

嚢を頂戴し厚く御礼申し上げます。

スマイル　松田君　孫さん誕生

新穂君　ネクタイをつけられて

今間君、五十嵐（八）君
柏戸優勝して

献　　立　スジコ、肉汁
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五十嵐　一郎　君

次週は　石黒慶之助君

THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

誘阿ロータリー

第413号

1967・8・1（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②577
5

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

川晶．∴－．・．∴．∴－いし

卓　　話　吾国のェネルギー問題（2）

池内方平君

出席報告
本日の出席　会　員　数　　62名

出　席　数　　48名

出　席　卒77．42％

前回の出席　前回出席卒75・81％

修正出席数　　うう名

確定出席卒88．71％

欠　帯　老　荒明君、長谷川君、本間君、
今問君、中山君、鈴木（昭）君

君、菅原君、新穂君、笹原君

高橋君、津田君、辻君、薮田
君、金野君

メークアップ　阿部（案）君、荒明君、金井君

、三井（徹）君、中台君、鈴木

（弥）君、高橋君一鶴岡西RC

ビジター　伊藤博司君、東本敏直君、五十嵐

卓三君　　　　　　一鶴岡西RC

ソ　ング　我等の生業リーダー三井（健）君

司　　会　会長　斎藤得四郎君
・此の度会員の八丁目さんが、福島に栄転

になりました。出発は8月4日午前8時21

分月山号で出発されます。都合のつく方
は、多数御送り願います。

・八丁目さんの挨拶

此の度福島放送局勤務を命じられまし
た。これまで皆様の御熱心な、しかも温

い、御鞭撞をいたゞき、2年半本当に楽

しく過ごさせていただき、厚く御礼申し

上げます。

会員の皆様には、お体を御自愛いたゞ
き、会の発展と皆様方の御幸福をお祈り
し、御挨拶と致します。

・先般、20日に全役員及び理事多数の出席

を得て、今年度の計画及び予算について

説明がありました。その内容について、
二三申し上げます。

第1に、会員の種類の選衡です。今年
度は定款に基いて、実行したいと思いま



す。（シニヤアクチブ会員）これは、定

款第5条第9節によりますと年令65才以

上の正会員で5年以上1クラブ、又はそれ

以上の正会員であったもの、いかなる正

会員も自動的にシニヤアクチブ会員とな
るものとす。

シニヤになりますと、病欠の場合等で

も、理事会に届けますと、クラブの出席
にも関係もなく、出来るだけ、こういう

ような得点を利用された方がよいと思い

ます。当クラブには10人位の方が該当者

がいるようです。

第2　プログラム委員会

今年度は全会員のスピーチの実行、自

分の職、又自分の趣味等、10分～30分位

半期の予定も組んでありますのでよろし
く願います。

第3　国際車仕委員
姉妹クラブ、ニューブランズ・ウイッ

クRCで、日本人墓地の清掃をやった事
につき、当地の何か心のものを向うにお

送りしたいとの事でした。

第4　広報委員

昨年度は、あまり広報活動も、活発で
なかったが、今年度は、新穂君にお隣い
して、活発にやってもらいたいと思いま

す。
第5　会計

現在会費の値上りについては、考えて
いませんが、但し、これから、物価が著し

く、変化した場合或いはクラブで多額の
出費があるような場合、値上する場合も
あると思いますので御了承願います。

卓　　話　吾国のエネルギー問題（2）
池内方平君

第　5　表

将来のェネルギー需要

（石油換算最終需要でみる）
40年度　　50年度　　60年度

電　　力　　　27％　　　30％　　　34％

石　　炭　　　7　　　　1　　　1

コークス　　　　6　　　　　5　　　　　3

石　　油　　　49　　　　57　　　　58

其　　他　　11　　　7　　　　4

第■　6　表

第一次エネルギーの供給見通し（石油換算）
40年度　　50年度　　60年度

上記の蓑を詳細に検討するに将来の吾国の
エネルギー源として期待をかけることの出来

るものは、石油エネルギーと原子力ェネルギ
ー以外にはないと断定せざるを得ない。

然し吾国に於ては、石油も原子燃料たるウ
ラソ鉱も殆んど皆無と云ってよい程僅少であ

るので、今后は益々海外に依存せざるを得な
いのが現状である。此状態は日に関する限り

永久に続くものと考えざるを得ないので、吾　）
々ぼ削こ不安を抱かざるを得ない。

最近、中東に起きたイスラエルとアラブ連

合との紛争は、吾国の如く中東に石油の90％
を依存せる国に於ては大きな不安を与えるの

も当然である。吾々は今后のエネルギー確保
について、官民一団となって根本的に再検討

を加え、中東一箇所に集中することなく、数
ヶ所より求める様に努力すべきである。

叉、東南アジヤ、カナダ、北カラフト、ソ

連等出来るだけ広範囲に亘り．石油源を求め
ると同時に、吾国の力で海外池田を開発すべ

きであると思う。　　　　　次号につづく

8月の会員誕生安藤定助君、早坂源四郎君、
三井徹君、三井賢二君

奥様誕生　三井章さん（健）佐藤奈津子
さん（佐伊）

年間皆出席　7年　三浦岩治郎君、4年　五
十嵐伊市郎君、3年　林茂助君

幹事報告　　　佐藤　忠君
・会報到着　米沢RC、郡山RC、石巻東R＼J

C、秋田RC、東京RC

・国際ロータリー加盟認証状伝達式

長野東RC　9月17日

・例会日変更　石巻東RC　8月10日

スマイル　林茂助君　東北六県下高専スポー
ツ競技会で全種目にわたり

優秀な成績を上げた

斎藤信義君
五十嵐三郎君　会報に似顔絵掲載

献　　立　刺身鯛、湯あげハタハタ、味噌
汁え貝

％4
1
0
7
5
1
0
　
1

％7
1

5

7

3

2

2

％1
1
2
7
発
0
4

力
炭
油
力
他

子

水
石
石
原
其



例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

石黒　慶之勒　君

次週は　五十嵐八郎君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

叫今週の卓話　　　　　　　鈴木昭二君

卓　　話　吾国のェネルギー問題（3）

池内方平君

出席報告　本日の出席　会　員　数　61名

出　席　数　　44名

出　席　率72．13％

前回の出席　前回出席率77．42％

修正出席数　　53名

確定出席率85．48％

欠　席　者　阿部（裏）君、荒明君

長谷川君、平田（貢）

君、林君、海東署、
金井君、小池君、金
野君、黒谷君、中山

君、斎藤（信）君、佐

藤（仁）君、鈴木（善）
君、佐藤（責）君、高

橋君、辻君

メークアップ　薮田君、津田君、今

間君、本間君
一鶴岡西RC

新穂君　一酒田RC

ビジター　原田行雄君　　　一鶴岡西RC

斎藤一郎君　　　　一酒田RC

ソング　我等の生業リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤（得）君

・今年度の事業計画を各委員長さんにおねが

い致します。
・国際奉仕　　　　張君

ニュープランズ・ウイックのクラーさんよ

り、前に送った小学生の絵が大変よろこぼ
れました。新学期に向かうの絵を送ってく

るそうです。その一端として日本人基地の

清掃をしたとのことです。
アイリンさんよりスイスランドのルーセル

から便りがあり、大変元気で楽しく旅行を

しております。大変御世話になり有難うご

ざいました。
・出席委員長　　石黒君

出席率があまり良くありません。なんとか



地区の平均までもっていきたいと思います

今年度はシニヤ、アクチブ会員の制度を早

く実行したい。メークは当日前後6日間の

計算になりますが、1日や2日位のづれを

運用面に於いて緩和される方法があるよう
に思います。

職業分類委員長　　飯自著
計画書の中の足達市長のシニヤ・サービス
のところを消していただきます。職業分額

に関しては、早急に分類を調査し、内容に
ついては、誤りがあればその都度訂正して

行きたい。

会報委員長　嶺岸君
今年度R・Ⅰの目標の中に会報に重点がお
かれております。まず興味をひきおこし、

出席を改善する為に次回のプログラムを発

表し、興味ある記事をのせ、面白い会報に

するAう版になりましたので、スピーチを

カットする場合もあると思います。御了承

麻います。

会員選衡委員長　三浦君
退会された会員の補充選街を速かにやる。

特に円満な協調出来る人、又毎例会その他
の会合に出席出来る人を重点的に選衡した
い。会員を御推選なられる場合には、以上

申し上げた事を考慮していただきたい。

広報委員長　　新穂君
ロータリークラブというものが、あまり一

般の人々に認識されていない。ある程度認
識を改めさせ、地域社会に密着した広報活

動をしたいと思います。
NHK、荘内日報、山形新聞を利用して広

報し、皆様からも協力をいただいてニュー
ス、ソースを広報委員会に提共してもらい

たい。

社会奉仕委員長　五十嵐（三）君
地域社会をよりよくする様に努めたい。時

間の励行と美化に努め、併せて交通安全の

為に大いに協力したい。消防署の望楼の愛
の鐘の自動化を行なう。体育館前の植樹。

毎年の継続事業として
1・ロータリー傘の点検、補充

2・赤い羽根募金に協力

3・歳末たすけあい募金
4・思恩園に特別寄附金を寄贈する
5・盲学校に対する協力

この他によい案があればお知らせ願います

卓　請　書国のエネルギー問題（3）

池内方平君
又、原子力発電も現在欧米で商業ペースで

の使用を進めている程度であるが、日本では
10年以上も遅れているので、当分は余り期待

出来ないが出来るだけ努力して早く欧米に追
付くべきである。

そんな事情でこれからの急増するェネルギ
ーは石油に頼る外なく、昭和45年頃には石油

の消費量は1億6千万朋、昭和60年には3億

5千丘βの石油が必要とされている。こうなる

と石油は100％輸入であり、現在のペースで

いってもその中の85％は中近東から供給を受

けることになり、常に紛争の危機を抱いてい
る中近東に依存する日本の経済は、何日何時
マヒ状態に陥らないとも限らないのである。

従って中東紛争を遠い国の戦争と考え、香
気なことはいって居られないわけで、日本に

取っては中近東の平和こそ希求すべきである
日本国民は戦後の発展に気を良くし、重大

なるェネルギー問題を忘れているように考え

られたので、薮に国民的な反省を求めるため

注意を換起した次第である。

筆者　鶴岡国際電気株式会社社長

幹事報告
・会報到着　能代RC、本荘RC、郡山RC
・例会場変更　花輪RC（秋田銀行花輪支店）

・例会場、例会時間臨時変更

酒田RC　8月16日午後6．00
・例会日臨時変更　村上RC

8月17日を8月18日に
・チャーターナイト御案内

尾花沢RC l0月10日申込〆切
8月20日　於市民会館

会津坂下RC　9月17日申込ク
8月15日　於体育館

横芝RC l0月8日申込ク
8月20日　於体育館

仁賀保RC l0月10日申込ク
8月15日　於東京電気化学KK

大子RC l0月15日申込ク
8月20日　於中学体育館

板梢RC l0月15日申込ク
8月20日　於中学体育館

・1966年国際ロータリー第352、353地区連合

年次大会、昨年郡山市で開催の記録誌到着

スマイル　似顔掲載され　五十嵐（三）君

献　　立　サンドイッチ、冷コーヒー、盛合
せ－エビ・フライ、ロースチキン、

サラダ



例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

五十嵐　八郎　君

次週は　三浦岩治郎君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

6璃晶澄讐

出席報告

本日の出席　会　員　数　61名

出　席　数　45名

出　席　率73．77％

前回の出席　前回出席率72．13％

修正出席数　　51名

確定出席率83．61％

欠　席　者　荒明君、張君、長谷川君、早

坂君、五十嵐（三）君、小池君

黒谷君、松田君、完網君、中
山君、大竹君、斎藤（栄）君、

斎藤（倍）君、佐藤（仁）君、鈴
木（昭）君、辻君

メークアップ　阿部（襲）君、長谷川君、海東

君、小池君、鈴木（善）君
一鶴岡西RC

林君、高橋君一酒田RC

ビジター　佐藤書三君、伊藤三右工門君、

方谷伊右工門君一酒田RC

本間庄一君一村上RC

ゲスト　インターアクトクラブ

会　長　小林幸夫君
副会長　本間　要君

ソング　我等の生業リーダー安藤君

司　会　会長　斎藤（得）君

会長報告

●クラブ登銀料の借上400円に決定なりま

した。
・会員辻君から、医師の診断書を添えて今

漸く静養が必要とのことです。

インターアクトの大会を見て

三　井（徹）君

8月4日5日6日に東北大会があり、私も

参加して参りました。その報告を申し上げま



す。
8月4日十和田湖に於いて前夜祭があり、

5日6日青森市の市民会館で大会がありまし

た。

西高インターアクトクラブからは、会長、

副会長以下3年生が6名、2年生が4名、12

高が出席され、総数は93名でした。その内女
子生徒が30名程いましたこれは今後の話題に

なることと思います。来賓が17名顧問教官が
12名、ロータリーアンが41名、合計163名の大

会でした。

会の状況は、若い力が溢れ、インターアク
トは、1・2年の経歴ですが、皆んなが頑張っ

ておりました。

・西高インターアクトクラブ会長　中林君

インターアクトクラブの国際理解グループ

の国際理解を探める事は、まづ言葉の違いを

なくすることによって、真の国際理解が出来

ると思います。それには世界共通語の英語を

自分のものにして、国民みんなが、我々がこ
れから日本を背負って立つ青年の当然の義務
であります。

まづ、中学で3年高校で3年毎日のように

英語を勉強して釆ました6年間も英語を勉強
して来て片ことの英語も話せないということ

は、本当に残念だと思います。それには、学

校での文法臥英語の勉強法にあると思いま
す。まづ英語力の弱きをどのようにしたちょ
いか

第一　英語をよくしること

第二　チャンスをつかむこと

第三　コミニケ一・シ／ヨンの利用

第四　英語と日本語の文体をしること

第五　単語を多く自分のものにすること等
以上文化会で話合った事を簡単に話しました

私達インターアクトでは出来るだけ多くの

外人と直接話しあえる機会をもつこと、これ
から私達の目標として国際相互の活動を一層

深めて行きたいと思います。

・副会長　本間　要君

クラブ運営の内容について話してみたいと

思います。まづ例会の運営方法について、各
学校がどのようにして例会をやっているか…

例会は1、週間に1度やるところや、月に1度

やるところ、さまざまでした時間は30分から

2時間話しあいの内容としては活動報告等が

おもでした。

それから会費の問題ですが、入会金と月々
の会費をとるところ入会金だけとるところ、

それに全々会費なしのクラブもありました0

それは生徒会の方から10万円位補助してもら

うようでした。活動としては、週に1回か2

回位のところが普通でした0
西高で（プログラムの作成について）の議

題として、出しましたが、これについては、

あまり話しがなかったようです。これは決論

的に少々準備が必要であるとのことでした0

今後の活動のあり方については他校との交
流が大切だとのことでした。全国年次大会の
開催について、今のところ、地方大会もやっ＼一
ていないので、現在では、無理であるとのこ

とでした。

地区内に5校のインタークトが結成出来ま

すと、インターアクトカバナーを作っても

よいとのことでしたが、地区に3校しかない

ので、無理のようでした0

幹事報告　佐藤忠君

例会変更　伊豆長岡RC
伊豆ホテル（毎週土）

例会日及時間場所臨時変更
天童RC　8．14后6・00　滝の湯ホテル

能代RC　8・25后12・10　日吉神社長床

新庄RC　8・28　　　　新庄ホテ′レ

会報到着　村山RC、新庄RC

登録料変更　酒田RC　￥400

国際ロータリー加盟認証状伝達式
361区伊勢南RCll・12神官会館

365区高石RC ll・12新東洋ホテル

スマイル

今間者　荘内日報に（夏の健康法）の新聞
掲載全国勤労者陸上競技大会、県
大会綜合優勝

金井君　港内日報に（夏の健康法）の記事
中プロ顔負けのゴルフのフォーム

を披露して

金野君　8月8日トヨペットゴルフ大会優勝

献　　立

洋食盛合せ、ライスカレー、ナス漬
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838
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三　浦　岩治郎君

次週は　飯自　祐倍　君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に
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卓　話　吾国のェネルギー問題　¢）

池内方平君

出席報告

本日の出席　会　員　数　　60名

出　席　数　　44名

出　席　率　73．33％

前回の出席　前回出席率　73．77％

修正出席数　　　51名

確定出席率　83・69％

欠　席　者　阿部（嚢）君、長谷川君、平田

（童）君、高橋君、本間君、金
井君、小花君、嶺岸君、五十

嵐（八）君、黒谷君、三井（健）
君、松田君、中山君、斎藤

（得）君、佐藤（仁）君、金野君

メークアップ　張貫一酒田RC

長谷川君、五十嵐（三）君、

芸網君、早坂君一鶴岡西RC

大竹君一宮内RC

ビジター　本間義勝君一酒田RC

佐藤喜助君一長井RC

菅彰三君一尾花沢RC

手塚芳雄君、原田行雄君
一鶴岡西RC

ソ　ング　それでこそロータリー

司　会　部会長　三井賢二君

卓　話　吾国のェネルギー問題　¢）

池内方平君

第18世紀の後半の産業革命

英国に産業革命が始まった。産業革命は人々
の手作業を枚械に置きかえるとともに、その

機械を動かす新しい動力機を生み出した。こ
の動力機として最も有名なのは英国のジュイ
ムスワットの蒸気機関の発明で石炭の持って

いるェネルギーを蒸汽を媒介として運動のエ

ネルギーに変えることに成功した理です。



第19世紀後半の技術革命

英国のファラデーによって運動のェネルギー

を電気のェネルギ一に変える原理が発明され

ドイツのシーメンスはこの原理を応用して発

電機を発明しました。又米国のエジソンは電

気エネルギーを光に変えることにより白熱灯

をつくることに成功した。

こうして水力あるいは石炭を使って電気を発

生しこれで電灯をともすようになったのです

が、更に19世紀末に電気エネルギーを運動の
エネルギーに変える電動機が発明され、電気

は動力源として工場生産に用いられるように

なりました。

又19世紀後半には石油を使って動かす内燃検

閲が発明されていますが、これはとくに第一

次大戦に戦車や飛行機となって発達している
この第1次大戦を契槙としてェネルギー問題

が世界各国で重要視されるようになり、エネ

ルギー資源の合理的な開発利用について1924

年（大正13年）第1回世界動力会社が開かれ
ている。

この時代には自動車の急速な普及をみた米国

ではガソリンを中心とする石油の利用がふえ

ますが一般には石炭が主たるエネルギー資源

であり、そのままの形であるいは電力となっ

て工場生産か家庭生活に使われてきました。

その後国際間の雲行きが怪しくなると軍鑑や

飛行磯の動力源として重要な石油をめく鴫って

各国の対立が激しくなり、それが又戦争の一
因ともなったのである。

エネルギー革命の出現

第2次大戦後、中近東地域で原油の大規模開
発発見が続いた結果、石油の価格はしだいに

下がり、これ迄石炭が占めていた地位に取っ
て代わり、エネルギーの流体化とかェネルギ
ー革命といわれるものがこれで昭和34年末か

ら始まり百日をこえる大争議へと発展した三

井三池炭鉱ストはこうした追い詰められた石

炭の悲劇を象徴するものでした。
更に昭和30年代には新らしいェネルギー源と
して原子力が注目されて来ました31年に日本

原子力研究所が誕生して以来32年には日本原

子力発電会社が発足し、英国からコールダー
ホール型原子炉を輸入して40年5月には遂に

原子力の灯が灯もされた20世紀も後半にはい
ると原子力の平和利用が進み、今世紀末には

発電の大半は原子力でまかなわれる見通しで

ある。

特に新しい塾の原子炉が出来ると投入する燃
料よりも多くの燃料を再生することが可鱈に

なります。この外天然ガスなど新しいェネル

ギー資源の発見、エネルギー技術の進歩もあ

って、エネルギー事情の将来はェネルギーの

種類は変わり、従って新しい機械が真のエネ
ルギーに適応して発明されれば何とか切り抜

けることが出来るであろうが、それが出来な

ければ20年後、30年後に日本はェネルギー問

題で窮地に追込まれることを覚悟しなくては

ならない。日本人は今迄外国の技術に依存す
ることしか出来ない民族である。之からの日

本人は自分で自分達の将来を打開して行く考
えを強く心に誓って行く覚悟を持つべきであ　J
ることを痛感する次第である。　　　以上

幹事報告

○例会場並びに事務所変更

仁賀保RC

会　場（秋葉）
事務所（斎藤宇一郎記念館内）

○例会場及び時間臨時変更

本荘RC　8月25日（村岡旅館）

天童RC　8月30日午後0・30

（滝の湯ホテル）

○会報到着

本荘RC、石巻東RC、台南RC

Oチャーターナイ†案内

第355区　古河RC　11月5日

第355区　柏崎東RC10月22日

第370区　延岡東RCl0月22日

〇第369区年次大会御案内

倉敷10月21日、22日、23日

スマイル　斎藤栄作君≠欠席

荒明勝君一似顔掲載され

献　　立　焼物一鱒、おろし

煮物一事えび、さゝぎ

味噌汁一豆腐、著荷
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窮伺ローギリー

臨　自　祓　倍　君

次週は　大野　武雄　君

例会場

第417号

1967．8．29（火）暗

鶴岡市本町二丁目　ひさごや
②0707・2838

事務所鶴岡市馬場町商工会議所内②5775

ロータリアンとしてのあなたの
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7媚晶竪
7月の出席率は41位の90・32％になりま

し

へ＼

＼－＼＿ノ

た。もうお2人の出席で、平均率に到逢しま

す。御協力下さい。（出席委）

卓　話生命保険会社の現状鈴木昭二君

本日の出衛吉孟簑‡諾

出　衛　率　80・00％

欠席　者　林君、平田（圭）君、本間君、
金井君、黒谷君、松田君、
大野君、斎藤（信）君、佐藤
（仁）君、佐藤（寅）君、津田君
平田（貢）君

前回の出席　前回出席率　73・33％
修正出席数　　53名
確定出席率　88・33％

メークアップ　阿部（襲）君、本間君・金井君
嶺岸君、三井（健）君、五十嵐

瑞訂警靂琴嘉脚。
高橋君一酒田RC

ビジター　菅野和助君一酒田RC
五十嵐正雄君一鶴岡西RC

ゲスト　高橋薫一君

ソ　ング　それでこそロークリ‾
リーダー　安藤君

司　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告
○前会員八丁目君よりクラブ会員の皆様にお

礼状が参っております。

○会員中山君が病気快復され、本日より出際
されております。

○会員辻君は9月から例会に出席されます。
○リーダーシップ・フォーラムに参加して

8月21日リーダー∵ンップ・フォーラムに参

加して、その内容を御報告致します0
まづ、情報関係では、ロータリーはただ昼

飯をたべに行く所だとか、3粉聞出麻すれば
よいとか云われておりますが、会員一人一人

にロータリーを認識させる事でした0

プログラム関係はもっと力のあるものを考



えて、例えは職業の話とか、討論会に参加す

るとか、会場を変えてみるとか、情報委員会

と連絡をとってやる、職業分類は今年度から

大分類がなくなり、小分類だけになりまし
た。うつの新しい分類が増えるとの事です。

職業分類は定款による規約をなるべくいかし
て、会員の拡大をはかる。年々会員が減少す

る向きもあります。クラブ会長会では

第1に各委員会はRI会長のプログラムを
実行する方法

第2　全会員を社会奉仕に参加させる方法
第3　職業奉仕の強化方法
第4　世界社会奉仕
第5　ロータリー強調のプログラム

第6　新しい職業分摂　以上でした。
この中で特に強調されたのは敬業奉仕の強化

方法、貴方の職業に成功を治めることにより

指導力を発揮すること、貴方の地域社会や国

家に対して忠誠を捧げ、あらゆる機会に奉仕
すること、此のような事をもっと認識しても

らいたい。

職業奉仕の強化法は、何にをすればよいか
これはあまり活動の方法がない。聴業奉仕と

は、各自の職業に忠実であることが第一で、
ロータリアン一人一人が誇りと自信をもって

やる、これが職業奉仕のようです。職業奉仕
の活動方法がむずかしいが、これを特に強調

されておりました。

卓　　話　生命保険会社の現状

鈴木昭二君

①　日本に於ける生命保険会社の現状
㊨　保有契約高にて42年3月末で30兆円台

となり、国民所得を上廻りました。41年

度の新契約高が約9兆円余りで昨年の20

％増加となり、10年前の10倍の生産で

す。総資産にて約2兆7千億余です。資
金の特色としてほ、大部分の資金は将来
の保険金支払いのための責任準備金であ

ります。

社会的役割としては、日本における重

要産業のための設備資金として、例えば

鉄鋼、電力、造船、化学工業、交通等の

資金として又、住宅建設資金として（住
宅公団資金の41％までが生命保険会社か
らの資金です）その他国債の引受団体と
しても協力しております。金融機関とし
ての地位も、全国相互銀行、信用金庫、

農協と同じ位のところまでに到っておりま

す。普及度においては国民所得を上廻って
106％、1人当の加入金額が31万円です。

加入世帯の全世帯に対する比率は全部含め
て70％までの普及です。

②　日本の生命保険会社と諸外国との比較

「21世紀は日本の時代」という米国のハド
ソン研究所長ハーマン・カーン氏の論文、

又、「昇った太陽」と題して、エコノミス

ト誌の日本特集、諸外国日本経済成長の見

方が生保会社にも当はまるであろう。保有
契約高において世界4位（アメリカ、イギ
リス、カナダ）国民1人当り年て10位であ

り、この面で遅れをとってます。（41年度　、／

国民所得統計によると、総所得は世界4位

（アメリカ、英、西独）1人当りの所得が
ベネズエラ並みで20位）保険料（謝金）は

世界一安い、特に予定利率が高いため又、

契約者配当率が良いため、例えば30年、30

才100万の場合、日本￥26，800円、イギリ

ス（プルデンシャル）￥37，300円と聞いて

おります。

⑨　生命保険の必要なる要因
先ず寿命の変化（男68才、女74才の平均寿

命）生活様式の変化（独立小世帯中心）夫
婦単位の姿となっておる点、又、生活設計
の必要性、各種保障との関連（社会保障、

企業保障）
（彰　どんな保険に入るべきか

保障重点は昔の養老保険から、2倍保障、
3倍保障、保険に入るべきでしょう。安い

掛金で大きな保障が得られます。貯蓄重点
にてほ年金保険であろう。新しい保険では

住宅保険、海外旅行保険、法人向けでは、
企業年金保険（従業員の退職年金）団体定

期保険（掛すて保険で保障のみの保険です
掛金は、ずっと安くなります）

幹事報告　　佐藤　忠君
○事務所変更　八戸RC

青森県八戸市城下2丁目11～1
合同酒精株式会社八戸場内

○会報到着　米沢西RC、新発田RC
石巻東RC

O例会日変更　東根RC
9月1日～8月31日6時

スマイル　三浦君　似孜を掲載され

献　　立　盛合せ（ハン／ミーク・エビフライ
・鳥コキール・野菜サラダ
ナス漬）



ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

7堰姦農業地象塁間報是531

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名、
出　席　数　　　45名

出　倍　率　72．58％

欠　席　者　荒明君、千葉君、長谷川君、
平田（圭）君、高橋（無）君、金
井君、小池君、三浦君、大竹

君、大野君、斎藤（信）君、佐

藤（仁）君、菅原君、佐藤（寅）
君、浮田君、金野君、三井

（徹）君

前回の出席　前回出席率　80．00％

修正出席数　　　うう名

確定出勝率　91・67％

メークアップ　平田（圭）君、本間君、金井君
黒谷君、大野君、平田（貢）君

一鶴岡西RC

林君一京都西RC

ビジター　工藤繁雄君一鶴岡西RC

ソ　ング　それでこそロータリー、君が代

リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告

・鹿児島西RCより水害の見舞が参っており

ます。

・第353地区内の水害のあったクラブに見舞

の電報を差し上げました。米沢、米沢西、

寒河江、宮内、上ノ山、白鷹各クラブ、当
クラブで新潟震災に御見舞を頂戴しており

ますので、クラブとしては150万円位送り

たいと思います。1人会員が2，000円、残

りはクラブで負担、これを会員全員了承さ

れました。

9月会員誕生

池内君、小池君、菅原君、手塚君

会
報
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ご
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奥様誕生
千葉喜代様、三井糸様（徹君）、三井順子
様（賢二君）、平田菊野様（貢君）、五十嵐

多摩子様（八郎君）

8月100％出席（41名）

阿部（公）君、安藤君、阿部（裏）君、張君、
千葉君、早坂君、飯自君、池内君、石井君
石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五
十嵐（一）君、海東君、加藤君、小花君、今
間者、嶺岸君、三井（徹）君、三浦君、三井
（賢）君、三井（健）君、森田君、中台君、労
網君、大竹君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、
佐藤（昇）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木
（弥）君、佐藤（忠）君、谷口君、手塚君、鷲
田君、薮田君、五十嵐（八）君、林君、本間
君、大野君

幹事報告　佐藤（忠）君

会報到着　石巻東RC、仁賀保RC
米沢RC

事務所変更　三沢ロータリークラブ
（三沢市黒田ビル内）

チャーターナイト御案内

第369区　大磯RC
11月5日　大磯ロングビーチホテル

会員の種類

①　正会員（アデイショナル正会員を含
む）

②　シニヤアクチブ会員

③　バストサービス会員

㊤　名誉会員の4種類
会員たる資格は個人に尾するものであっ
て、会員が代表する会社又は法人のもの

ではない。

○シニヤアクチブ会員と盲ま

①　一定の資格に逢した正会員は自動的に
シニヤアクチブ会員となる場合

②　一定の資格をもつ正会員、バストサー
ビス会員は本人の希望により単に幹事に

その旨申し出ることによりシニヤアクチ

ブ会員になる場合

③　一定の資格を持つ各正会員を任意にシ
ニヤアクチブ会員に選び得る場合等

（詳細はクラブ定第5粂第9節を参照）

○′ミストサービス会員とは

敬業から引退した会員は当然正会員権を失
うが、その会員が5年以上何づれかのRC

正会員であった場合は、′ミストサービス会

員に選ばれることが出来る。バストサービ
ス会員は、職業分現を持たぬこと以外は絶

て正会員と同じ権利義務を持つ。

○アデイショナル正会員とは

クラブの正会員は同じ会社、協会等から同

じ職業分類の下に1名のアデイショナル正

会員を推薦し、クラブはこれを会員とする
ことが出来る。又元他クラブの正会員でそ

の戦場が本クラブの地域内にあるものは、

同じ職業分類で、本クラブの正会員の承諾
ある場合に限り、アデイショナル正会員に

選ぶことが出来る。

○名誉会員とは
ローータリーの理想推進に著しい貢献をした　4

人で、クラブの地域内に居住するか、若し

くは昔てその地に居住して居ったもので、
その地域と密接な縁故を有するものは名誉

会員に推せんすることが出来る。入会金、
会費は不要、職業分輯投票権は持たない。

毎年7月1日クラブ理事会は、その資格の

継続を確認させなければ資格は自然消滅す
る。（ロータリー情報委員）

○例会欠席による失格規定とは

1．毎半期間を通じ、60％以上の出席率が

なければならない。
2．正当の理由なくして4回引続き例会を

欠席したものは失格する。

○出席の補填

1．所属クラブ例会に欠席した場合、その

例会当日又は、その前後各6日間に他ク
ラブ例会、又は仮クラブ例会に出席した

場合、又他クラブ例会に定刻におもむい

たが、例会が臨時に変更されて出席の目、）

的な逢せなかった時は当刻クラブ幹事又
は当人の証明を得れば出席が補填される

2．国際大会∴国際協議会、国際地区大会

地区大会、地区協議会及び正式に発表さ
れた都市連合協議会に出席した場合等。

（出席委員）

スマイル　辻　君　病気快復して

疲自署　似顔掲載され′

献　　立

／煮物一鳥ひき肉、さといも、いんげん

焼物一婦、玉子焼　汁啓一長いも、焼のり



会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

崩問ロータリー

第419号

1967・9．12（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

大　竹　　　鍾　君

次週は　池内　方平　君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

7媚晶笠誓紳輔銅鐸蕊是531

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名

出　席　数　　　47名

出　倍　率　75．81％

欠　庶　者　千葉君、高橋君（無）、石黒君
菅原君、五十嵐（伊）君、小池
君、嶺岸君、津田君、三井

（徹）君、窯谷君、中山君、五
十嵐（八）君、斎藤（信）君、佐

藤（伊）君、佐藤（仁）君

前回の出席　前回出席率　72．58％

修正出席数　　　52名

確定出席率　83．87％

メークアップ　長谷川君一新発田城南RC

大野君一高畠RC

三浦君一仙台北RC

金井君、小池君、三井（徹）君

大竹君一鶴岡西R（コ

ビジター　本間庄一君、土田高之丞君
一村上RC

佐藤兼三君一酒田RC

栗本敏直君一晩岡西RC

ソ　ング　我等の生業

司　　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告

・米沢ロータリークラブよりクラブに水害

見舞の御礼状が参っております。

・鹿児島西ロータリークラブに水害見舞の

返礼としてお礼状を差上げました。
・会員大野君のところで火災にあり、大事

なくすみました。
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リーダーシップ・フォラームに参加して

プログラム委員長　鈴木（善）君

●プログラム部会に出席して

1．例会に会員が白から進んで出席する為
に、会員のスピーチをやる0

2．会員の話し合いの磯会を多くつくる0

（なごやかに食事をとりながら話し合う）

3．良き例会とはどういうものか。（会員

の友情を深めること、食事がよいこと、

よいプログラムを作ること）

4．プログラムを効果的にする。よいプロ

グラムを作成して、例会に会員を多く参

加させること。これは委員会でも色々計

画しておりますが、いろいろな行事があ
り、効果的なプログラムを作るのに現在

では、色々苦心しております。それから

会員の討論会等もどうか。委員長の講習
会をやったら、必らず実行した事を報告
し、均衡のとれたプログラムの作成、ま

ずプログラムの供給源を考えてプログラ
ムでロータリー精神を強化せしめる。会

員の増強、会員ゐ出席、プログラムをう
まく実行すれば出席がよくなる。一年の

例会のヲ須ま会員のスピーチ、宛は会員外
のスピーチ、宛は教育に関するプログラ

ムを入れたらどうかとの事でした。

当クラブの半年の計画をたてております
が、会員のスピーチを入れ調和のとれた

例会にする。会員外のスピーチもおりこ
んで、よりよい例会に盛り上げる。会員

外のスピーチの方には、会報とお礼状を

差し上げる。

・職業分類委員長　飯自祐倍君

戦業分環で、今までは大分類と小分類と
わかれておりましたが、今後は大分類がな

くなり、小分類だけとなりました0

新しい職業が出て参りましたので、その

地域人で職業を選ぶ権利があります○
職業分数の原則として、4つの原則、つ

まり製産、配布、販売、サービス、この原

則を忘れないで、新しい分類を作るように
との事でした。

池　内　君

よく就職の依頼や求人の依頼があります

が、こういう場合我々クラブの会報を利用

して、求人や就職の依頼するにしても、そ
の本人の概略等を会報にのせたらひかくて

き広い範囲に効果があるではたかろうか0
こういう事は私だけでなく、殆んとの人

が求人や就職の依頼を受けるだろうと思い

ますし、紹介する事の価値を皆様の御賛同

あれば、会掛このせたら如何程でしょう
か。

幹事報告

．会報到着　郡山西RC、東京RC、

宮内RC、石巻東RC、
村山RC、仁賀保RC

．例会休会　能代RC、新庄RO、

本荘RC　9月15日祭日の為

・RI加盟承認ご挨拶

沖縄　浦添RC

．認証状伝達式の延期　新発田城南RC
l0月12日開催予定を水害の為、

明春5月頃に延期

スマイル

早退　本間君
日産自動車ゴルフ大会優勝　新穂君
出火にさいして　大野君

似複掲載され

献　　立

焼　物一小鯛

むし物一舞茸、おろし

味噌汁一肉、里芋、生揚げ、コンニャク



交換留学生
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会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

品岡ロータリー

特　別＿号
1967．9．12（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

一般化することは出来ない

Generalizationisimpossible

外国に一年間生活する計画をたてることは

魅惑的な神秘であります。特に外国人があま

り行かないところにゆくとすればなおさらの

ことです。そのため私はこの大冒険のために

準備しなければならなかったわけですが、私

には東北について責かれている数冊の本から

得た知識だけしかありませんでした○

古い伝統が必ずしも引き継がれてはいない

が今なお尊敬され既存されている地域の人々

にとけこむことはなんと率運なことでありま

しょう。又旅行者達が騒音をもってこない地

域紅とけこむことは本当に最高の幸運です。

ところで私は東北で、そして東北の最も良

い場所で1年を過ごしました。私は今まで書

かれたすべてのどの太よりも沢山のことを日

本について知ったと思います。

どんなに作家が賢くともその地域の独特の

出来事の完全な印象や独特な知識は本の上で

は表わせないのです。又芸術家がどんなすぼ

らしい才能をもっていでもまのあたりの光景

の輿雀を紙面にとらえることは出来ません。

又どんな作家も交換学生が経験できるよう

な経験をすることはとうてい期待出来ませ

ん。

叉どんな旅行者で奉ってもその土地の住人

達が得られる親密な個人的友達関係をつくる

ことはできないし、叉その土地の住人達はた

くさんの違う町々で話すことを求められる交

換学生と同じくらい多くの旅行は不可能であ

ります。

大人たちは学生達と同等な立場での人間関

係を持つ与とはほとんど出来ないし、一方学

生達はロータリーの様な組織の大人と接触は

ほとんど持っていません。

今、私はこの一年を終えるにあたって私が

習得した大きな印象をまとめてみようと思い

ますが私にはそれは全く不可能であると気が

つい－ています。というのは私の受けた印象を

r般化するにはあま－りにも多すぎ、例えばア

メリカ合衆国に於ても良いものと悪いものと

が存在することと同じです。

然し私は日本を好きだということは卒直に

）
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おせじ族きに云うことが出来ます。又私はア
メリカの家に居ると同じように気楽に過ごし

ました。どうぞ日本のみなさん私を忘れない

で下さい。私は決して日本を忘れません0

／一′′‾‾－『＼→＼

遍し　　感

＼ヽ

日本に来る前には私は庄内地方の事は何も

知りませんでした。叉日本の他の地方の事に

就いても少ししか知りませんでした。古い本
には芸者や人力車のことなどが載っていま

すよ

ぎしかし新しい、色々な某誌には巨大な企業
の事が書いてあります。私は日本という国が

わからなくなってしまいました0
‘今では日本の人達はお茶たてたり、友達と

礼儀を尽すには忙し過ぎるようになっモしま
ったか、私は知りませんでした。しかし今、

私は生花やお茶、日本舞踊等を習って、日本
人が此等のことをまだ忘れていないのだとい
うことを知って非常に嬉しく思います。

私がアメリカに帰ったら友達は皆日本式の

花の生け方や日本の踊りやお茶のたて方等を
見たがるでしょう。叉私自身も毎日家に花を

飾ることが出来ますし、叉今ではコーヒーや

紅茶、食事さえも前よりもずっとしとやかに

出すことが出来るようになりました0それは

何故なら日本の琴術を学んだからです。
多分私がアメわヵに掃ってから、本当に日

本舞踊を踊ったり、お茶をたてたりすること
はない‾でしょう。

しか－し私は生涯此れ等の芸術から得た情渚

は忘れることが出来ないでしょう。それは日

本の情緒のほんの一部なのゼす。

‾　漢　　　学

私の父は始めて日本の新聞を見た時‾「まる／
で沢山の小鳥の足跡のようだ」と言いまし

た。父は唯の一字も読むことが出来ませんで

した。

英語の勉強をするにはむしろ易しいことで
す。たったの26字しかないのです。その26字
‾を覚えたら英語、フラ＿ソス語、‾スペイン語、

ドイツ語、イ＿クリヤ語のどんな単語も読むこ

とが出乗るのです。多分発音が少しは違いま

す。しかし共時は辞署を使うことが出来ま

す。
然乍ら若し私達が日本語を習おうと思った

ら2千以上もの字を覚えなければならないの
です。1850の当用漠字と呼ばれる基本的な漢

字があり、＿又其の一つ一つかこ幾つかの読み方

があるのです。時々且本人でさえ日本語を読
めないことがあります。

此等の漢字を習うには一つ一つ覚えなけれ

ばなりません。何回も何回も繰り返し練習し

なけれ峠なりません。丁度英語の単語を習う
のと同じです。之はとてもむづかしく、長い

時間を費やします。
多くの外国人が日本語を習いたいと思って

いると私は思います。しかし漢字があまり難

かしいので多くの人はがっかりしてしまいま

す。之は残念なことです。しかし事実なので

す。

若し日本語がローマ字か、少くとも平仮名
で書かれていたら、もっともっと多くの外国

人が日本語を勉強するのではないでしょう
か。

しかし現在では、他の国の普通の人々は決

して日本語をマスターすることは出来ないの

です。

みなさんこんにちわ．′

もちろんうちにかえってきました。います
ごくいそがしいです。いろいろなえんかいに

いきます。それからだいがくのじゅんびいり

ます。だいがくのべんきょうはむづかしいこ

ととおもいます。

せんしゅうの土曜日真島敬一先生は私にで

んわしました。‾だからこんどのやすみ「9月　）

1日から4日まで」あのひと私のうちにきま

す。たのしいでしょ与。
ヨーロッパのりょこうはたのしかったです

けど日本より－おもしろくない。ローマであつ
かったです。スイスの山と湖がきれいですけ

どイギリスでもスコットランドでもほんとう

にさむかったです。しかしイギリスのりょこ

うはかんたんです……　みな英語でしゃべり

盲す。
みな様によろしくおねがいします。
一　昭和42年8月31日

ア　イ　リ　ソ
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　62名
出　席　数　　‾39名

出　席　率　62．90％

欠　席　者　荒明恵、長谷川君、池内君、
石井君、海東君、五十嵐（伊）

君、五十嵐（享）君、金井君、

黒谷君、三井（健）君、芳網君

大竹君、大野君、佐藤（仁）君

佐藤（昇）君、菅原君、新穂君
佐藤（寅）君、津田君、辻君、

薮田君、平田君、金野君

前回の出席　前回出席率　75・81％
修正担席数　　52名

確定出席率　83・87％

メークアップ

石黒君、五十嵐（伊）君、黒谷君

嶺岸計洒由RC－鶴岡西RC
佐藤（伊）一乗京銀座RC

ビジター　平野井辰茂一秋田RC
弦巻作治君、小松君一酒田RC

ソ　ン　グ　我等の生業　リーダー安藤有

司　　金　会長　斎藤待四郎君

会長報告

0水害の見舞御礼状が参っております。

長井RC会長さん了長井市長さん、高畠町
々長さん、新発田RC、宮内RC、寒河江

RC、白鷹RC
o酒田東仮RCが発足なりました。＿

09月17日田川地区高等学校弁論大会が開催

されました。当クラブより団体、個人賞に

カップ、楯をお送りしました。
0西高校インターアクトクラブ会員が山形県

の水害地に見舞品をロータリーの会員の皆

様から衣類、文具の品々を頂戴したいとの
事ですので、御意志のある方は商工会議所
まで連絡していただければ御家庭に参上致

会
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します。
0駅前のアーケードをインターアクトクラブ

会員が清掃するとの事です。

0シニアアクチブ会員となられる方

当クラブとして、この度9名の会員の方々

が、シニアアクチブ会員としての資格を得
‾られました。これは年令65才以上の正会員

で、クラブにう年以上の正会員の万々です

これは長くロータリ＿－奉仕に尽された功労

に報いられたもので、誠におめでとうござ

います。

来月からほ菅原主純君がこの資格を得られ
ます。

池内方平君、石井貞古君、今問壮太郎君
三浦岩治郎君、医事伊和治君、鈴木善作

君、手塚林蔵君、辻敬幼君、賀田克己君

以上9名

早奴君

9月14日に沼田真読RCの創立総会に摺か

これ、酒田RCがスポンサーとなり、急速に

創立の運びとなりました。これは創立会員
を地区大会に出軒させたい一念で手洗を早
めたようです。地区は国道7号線を境界に

して．東部を新クラブの地域とし、会長さ

んは内科医の吉田金蔵さん、斡事は大泉敬

治郡さん、分管は食料品小売になっており

ます。会員は21名で、その内明治生まれが
4名、昭和生まれがう名、大正生まれが14

名、そうそうたるメンバーでした。特別代

表に石原先生でした。
私から何か祝辞と申されましたので、現在
庄内には3クラブありますが、この度十ク

ラブが増えて4グラブになり、現在各クラ
ブ共非常に出席が悪く、こんど火水木金と
メーク出来る日が達流しておりますあで、

何んとか平均点にどのクラブが到達するか
競争しようじゃありませんかと提案致しま
した。酒田新クラブにこのように申し上げ

て、本クラブに申し上げないわけにもゆき

ませんの＿で、皆様出来るだけ平均点に到達

する様お掟軌、申し上げます。

三浦君

NHX鶴岡放送局々長の
高橋無一君の招介

前会員八丁目君の後任として入会致しまし

た高橋君です。生まれは福島で山形にもお

住みになった事があるそうです。
東京早稲田大学法学部を卒業せられ、東京

熊本、札幌を経て現在に至りました。会員
皆様の御指導よろしくお願い致します。

0高橋無一君

此の度鶴岡に参りまして御拾遺いただき、
この‾クラブに入会させていただきました。

こちらに参りまして2ケ月しかたっており

ません。皆様のお顔も存じませんし、当分
の問は何かと失礼も多いかと存じますが、

ようしくお膳し、致します。尚私の出来る事

でしたら地元の人の皆様に出来る事ならい
かなる事でもいたしたいと考えております

大いに御利用浅いたいと存じます。クラブ
のしきたりや、又長い事お世話になると思

いますので、よろしくお隣い致します。

幹事警告　　佐藤忠君

C会報到着　石巻東RC、新庄RC

O例会日、例会場臨時変更

盛岡R C　9月28日　‾

盛岡グランドホテル

横手南RC　9月19日　ホテル望洋

米沢R C l0月1日　天元台ホテ／レ

仁賀保RC　9月21日
一　東京電化親和クラブ（家族会）

‾　0仮クラブ設立御案内

酒田東（毎週木）
（例会場、酒田商工会議所）

0チ七夕ーナイト御案内

八播西R C l1月5日

＿　古　河　R C l1月5日

一　東京板橋RC l1月8日

01968年度版ロータリーダイアリー御注文　　J

の方は至急幹事迄（芋600円）

スマイル

小池君　誕生祝
林　君　創立記念盛大に

松田君　店舗新装

献／立

サケのこむし
マイクケと大根おろし

味噌汁－ナメ汁
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　62名
出　席　数　　　46名

出　席　率　74・19％

欠　席　者　安藤君、長谷川君、林君、五
十嵐（一）君、嶺岸君、栗谷君

労網君、佐藤（伊）君、佐藤
（仁）君、菅原君、新穂君、佐

藤（責）君、高橋（栄）君、手塚君

津田君、五十嵐（八）君

前回の出席　前回出席率　62・90％

修正出席数　　　50名

確定出席率　80．65％

メークアップ　荒明君、平田君、長谷川君、

池内君、石井君、五十嵐（三）君

佐藤（昇）君一鶴岡西RO

海東君、五十嵐（伊）君、新穂君
一酒田RC

大竹君一新庄RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

菅原和幼君欄酒田RC

羽根田与太郎君、菅原隼雄君
一鶴岡西RC

ソ　ング　我等の生業　リーダー三井君

司　　会　会長．斎藤得四郎君

会長報告　第353地区年次大会の報告

9月23日、24日秋田県民会館に於いて第
353地区年次大会が開催され、当クラブから

ほ、会長、幹事、三浦御夫妻、佐藤伊和治御

夫妻、小花君、早坂君が出席されました。
大会の順序を申し上げますと、開会歓迎の

挨拶、来賓紹介、その後決議案について懇談

第14号議案を決議されました。

第1号議案　RI会長派遣に対し感謝の件

第2号議案　ホッジス議長の1967年から68

年の計画協力の件

第3号議案1968年～69年度国際ロータリ
ー会長として選挙せられた東ケ

一
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崎氏に対する祝意を蓑する件
第4号議案　ホストクラブ及び協同団体に

対する感謝の件
第5号議案　秋田市に記念品贈呈の件
第6号議案　第353地区直前ガバナー兼子

氏に対する感謝の件
第7号議案　国際ロータリー第3区副会長

アーサー氏御逝去に哀悼の意を

表する件
弟8号議案1968年に於ける連合地区大会

開催の件
第9号議案　世界社会奉仕に関する件
第10号議案　英　文

第11号議案　ロータリー拡大に関する件
第12号議案　国際ロータリー理事の地理的

構成に関する件
第13号議案　人頭分担金及び新クラブ加盟

料金に関する件
第14号議案　RI及びBIの関係に関する

件

その他碇案議題もありましたが、この中で一

番重要なのは分担金の値上の事だようです。
大会には、秋田県知事、秋田市長の挨拶があ
り、RI会長代理も出席され、22名の物故会

員に対して全員然清、これには前会員皆川署
もおりました。

出席優秀クラブの表彰、10年間皆出席者の

表彰、午後からは次年度のガバナーの紹介
（第353地区、米沢クラブの高橋与一さん）
の挨拶があり、RIの現況の報告があり、次
に（人生雑感）士いう題で講演会があり、私

達の期待したものがありました。
茄間別協議会には社会奉仕に私と三浦君が

職業、佐藤伊和治君が青少年、早坂君が国際

奉仕、幹事がクラブ奉仕に出席致しました。
私の社会奉仕部門ではまず交通事故防止に

ついて、秋田県警より交通事故の現状のフイ
ルムを映写しましたが、悲惨な場面が色々あ
りました。当クラブでも交通事故の恐しさを
運転する人、又は各家庭の皆様からも見てい
ただき、事故の防止に役立たせたい。
事故死の一例ですが、事故で一番死んだ人

が多いのは第1にタクシー、これもタクシー

会社で、個人のタクシーはあまりないそうで
す。第2にバス、第3に運搬車で事故が少
い。乗用車はあまりないそうです。私達一番
安全だと思うタクシーが一番危険だようで
す。
奉仕と寄附金の問題で討議されたようで

す。寄附とはどの位が適当か、それをみとめ

るかどうか、謂る国際奉仕的寄附が寄附であ
るのか、現在は負担金として頂戴している奉
仕とは自分のもっている技術、労力を掟供す
るのが奉仕だそうです。それを実行するにし
ても自分の身近からやることが理想である。
来年度の地区大会、第352地区、第353地区

適合して塩釜ロータリークラブが主催で仙台
で行ないます。
最後にガバナーの公式訪問が10月4日と申

し上げましたが、11月2日（木）に変更、1
日の晩に協議会をやり、2日に西クラブ合同
でやるそうです。場所はひさごや。
010月封日（火）の例会が11月2日（木）に

変更になります。時間は同じ。

牛事報告　　佐藤忠君
。会報到着　郡山RC、鹿児島西Re　　＼－

石巻東RC、大江RC
O例会場、例会時間変更

山形RC　9月27日午　後6．00於
千　歳　館

ク　ラブ奉仕　　　佐藤　忠君

協議会は例会、クラブ運営について特に会員
のロータリーに対する熱意をもり上げるには
どうすればよいかとの問題でした。その中で
1・出席率の問題
2・例会の問題
3・．■委員会活動の問題

以上の問題につき各クラブから発言がありま
した。その内容について出席に閑し100％ク
ラブから発表ありましたが、入会する場合に
とくに出席の事を協調して入会してもらう。
縫代クラブでは年度の始めに指針をたてゝ4
つの事項を決めた。それはクラブ拡大に皆ん
なの手で出席100％を更に続けよう、各委員
会活動を更に活発、例会は明るく、楽しくす
るの発言がありました。例会を欠席した方に
次の例会前に電話で連絡をとる。新庄クラブ
は、クラブの若返りが大切ではないか、例会
は楽しい雰囲気を作り、特にプログラムが重
要ではないかとのことです。五条目クラブで＼、－
ほ1ケ月を4遇にわけて、第1例会には会員
のお祝い、第2週は地域を知る為のスピーチ
第3遇は委員会活動をLる為のスピーチ、第
4遇はクラブ会員のスピーチ、以上のような
プログラムを組んでいるようでした。長井ク

ラブではライオソズクラブと共同で行事をす
る問題がどうかとの質問ありましたが、これ
は親睦的なものであればよい、奉仕活動はこ
のましくない、ロータリー独自の奉仕がある
はずだとのことでした。

献　　立

天ぷら一事えび、LL糖
焼　物一終味噌　汁一豆腐、署荷
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今間壮太郎君
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　40名

出　席　率　64．52％

欠　席　者　阿部君、荒明君、千葉君、長
谷川君、林君、平田（圭）君、
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君

金井君、黒谷君、中山君、大
野君、斎藤（信）君、佐藤（仁）君
鈴木（昭）君、新穂君、笹原君

佐藤（寅）君、高橋（栄）君、津
田君、辻君、平田（貢）君22名

前回の出席　前回出席率　74．19％

修正出席数　　　53名

確定出席率　85．48％

メークアップ

安藤君、五十嵐（一）君、嶺岸君、

新穂君一鶴岡西RC

林君一東京RC

佐藤（伊）君一秋田RC

手塚君一束京北RC

ビジター　荒井活君一酒田RC

半田茂弥君一鶴岡西RC

ソ　ン　グ　君が代、我等の生業

リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告

☆阿部（公）君の母堂の告別式に会長が参加
いたしました。

☆山形スバル（酒田営業所）の竣功式に祝
辞の電文を差上げました。

☆体育館前のシュロの補充をいたしました

地区大会に出席して

職業奉仕部門　三浦君

よりよき合理化の問題点。従業員教育と職
場に於ける人間関係。
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これはまずロータリアン各自がロータリー

精神に徹すること。旧い工場を改造したが、
我々従業員の待遇がよくないと一社員がもら
したことが、日共の耳に入り問題が意起し

た0此の場合RCとして介入せず、親しい友
人として個人的に事等で応援したが、アドバ
イザーとして、如何に考えられるかとの質問
に対し、個人として応援する方がよいと解答

されました。

花輪RC　中小企業に於いて人間関係改善
の為、具体的方法及び実例

これはまず自分の仕事に誇りを持つように

指導すること。誕生日に名前人のケーキを渡
して祝福する。或いは利益のカを配分する。
このような諸問題が出ました。これについて

私も発言を求めましたが我々も従業員に対し
ては色々と考えておりますが、このような事

は第1回目は喜んでくれるが、これが第2回

3回となりますと慣習になり、有難味も感じ

なくなる0私のところでは、一つの仕事の主

任者に特別手当を支給する、或は結婚の世話
をする等、結論として従業員に対して毎年同
じようなやり方は慣行になり過ぎて感激がう

すれ、常に新しいアイデァを考える必要があ
ると思われます。

国際奉仕部門　早坂源四郎君

ロータリーアンとしての国際感覚と海外ロー

タリーの実状
ロータリー財団の大学在学生の奨学金の問

題をとりあげ、今後RIとしてこれを継続す
るのか、どうかの問題についてR‡会長代理
のA。Bさんはこれを継続するし、1年以上

の延長はしないと解答がありました。もっと
ロータリー財団に対する理解が少い。ロータ

リー財団の文献には必らず会長、幹事、国際

委員長は目をとおしてもらいたい。（11月15日
のロータリー財団記念日）例会で必らず財団

に関するスピーチをするようにとのことでし

た。組合せクラブ（オーストラリヤ）との交

換のもよう等の話しがありましたが、各クラ
ブが非常に熱心にやっているスライドを送っ

たり、品物を送ったり、まだ返事も来ないと
いうところもありましたが熱心にやっている

ようでした。鶴岡RCから何か発言しろとい

われましたが、交換学生の1年は長いし、も
っと短期間で出来ないものかと質問しました

が、それは他クラブでもやっているから今後

考えてみたいとの事でした。

青少年奉仕部門　佐藤伊和治君

不良化防止の為の箆全なるグループ作りにつ
いて

青少年の不良化防止ということは、よく言
われるが次代を荷負う青少年の不良化が最近

特に目立っていることは、心痛にたえないこ

とである。これを如何にして防止するか、健

全なるグループを作り実行することが効果的
である。種村先生は青少年の不良化を防止す
る為には寧ろ前向きに青少年のモ健全なるグ
ループ寺を作ることが尤も大切だと考える。
ロータリーとしては、国際的連携のある青少

年グループ作りが主となると思う。インター
アクト、ボーイスカウト、ワンダーフォーゲ

ル等にしぼって進めて行きたいと思う。まづ

インターアクトから、比の地区で最初に結成

したのは飯坂RC、東北では仙台の育英高校
についで2番目に誕生したのです。この学校

は、私立のミッシ′ヨ：／スクールであるために

極めてスムーズに出来たようだが、飯坂RC
でどのようなことを行なっていますか。飯坂

RC年額2万円の援助、オルゴールの鐘、ブ

ラスバンドの寄贈、学生諸君の活発に奉仕活

動を行ない、相当の成岩をあげ好評を待てい
ます。　　　　　　　（次週へつづく）

相月金員誕生　五十嵐三郎君　欠平田貢君
奥様誕生　森田ふさよ様

斎藤滑子様（得四郎）
佐藤登久子様（昇）
菅原きくよ様

欠　新穂俊子様
鈴木須美子様（弥一郎）

幹事報告　佐藤忠君
0会報到着　米沢西RC、石巻東RC、

村上RC
O事務所変更　福島北RO

福島市大町1－13　長谷川商事㈱内
0例会日場変更

東根RC l0月7日（カナクザ山）
秋田東RCl0月9日（浜の家）

0例会場、事務所変更

岡崎RC明　治生命錯

献　　立
鯛塩焼、刺身－すずき、
お汁一舞茸、豆腐
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1967．10．17（火）暗

10．10日　休会

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
②0707・2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

佐　藤　忠　君

次週は　金井勝助君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary
membership effective

讐無位贋曇野鶴盈叫8哨晶翌

出席報告

木目の出席　会　員　数　　62名
出　席　数　　37名

出　席　率　59・67％

欠　席　者　荒明君、千葉君、長谷川君、
早坂君、林君、本間君、五十

嵐（一）君、金井君、小池君、
黒谷君、森田君、大野君、佐

藤（伊）君、佐藤（仁）君、菅原君
鈴木（善）君、今野君、笹原君

佐藤（寅）君、高橋（栄）君、手，′
塚君、津田君、辻君、鷲田君／／
平田（貢）君　　　　　　　J

前回の出席　前回出席率　64・52％
修正出席数　　　52名

確定出席率　83・87％

メークアップ

阿部（公）君、中山君、鈴木（昭）君

林君、大野君一鶴岡西RC

千葉君、栗谷君，高橋君一酒田RC

新穂君、五十嵐（一）君一酒田東RC

五十嵐（伊）君一山形西RC

長谷川君一乗京銀産RC

ビジター　渡辺邦三君一鶴岡西RC

村山三郎君、佐藤吉三君一酒田RC
川漱国雄君、西丸正丸君一山形RC

鈴木重吉君一山形西RC

沢田幸男君一仙台東RC

ソ　ン　グ　それでこそロータリー
リーダー　安藤君

司　会　会長J斎藤得四郎

会長報告

′占南米のペルーの首都リマ（ 入会）よ

り庄内のスライド、記念品の寄贈の依頼が

ありました。
●ニューブランズウイヅクの日本人墓地清掃

の方々にイブメ子人形を送りました。
0今蓼会員金井勝助君がらんじゅほう賞をう

けちれました。本人は勿論のこと、当クラブ

会
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としてもこの上ない名誉な事で、親睦委員

会で祝賀会を開催致しますので、多数出席
願いたいと思います。場所、時間は後日お

知らせ致します。
011月1日ガバナーの公式訪問がありますが

各委員長は勿論の事、会員多数御出席験い
ます。協議会は16時から18時まで終了後懇

親会を兼ねてやります。

会費1人1，000円、場所鶴岡ホテル

三井（徹）君

酉高校のインターアクト会員が駅前アーケ
ードの清掃をやります。クラブより5，000円

の補助をもらいました。これは今後も継続し

て行きたいと思います。作業衣も取りそろへ

ましたし、今後も何か良い掟案でもあればお

知らせ噴いたいと思しこ匪叫、

阿部（裏）君　〆〆

南采のペルーの首都であるリマには日本

がたくさんいますが、特に山形県出身の方が
いかれてから50周年になりますのでその為視

展をひらきたい、何にか山形の想い出になる
7rような記念品を送ってほしいとの事で、当ク

ラブより庄内のスライドを送る事にいたしま

した。それからニューブランズウイックの笹
－クリークラブの中で、日本人墓地の清掃を

するコミティーが出来て清掃が終った写真と
報告が参りました。その御礼としてイヅメ子
人褒賞の方々に送りれた。一′／′

‾、．・‥■－l M一一一■1　－

小花君

前酒田に屈任しておりました神父さんがリ
マに転勤なられ、その方から話がもちこまれ

て釆ました山形県人会が出来て丁度50周年に

なりますので、今年11月に記念行事をやるの
に山形の何か想い出になるものを送ってくれ

と提案されました。当クラブに幸いスライド

がありますので、それを便わしてもらう事に

しました。県内各地から出身者が居りますの
でその地域々々のものを御寄贈隣う事になっ

ております。

地区大会の奉仕部門　　小花君

本年度からロータリーフェローが、今まで

大学を出て大学院在学中クラスの人が行って
おりますが、こんど大学在学中の学生に対す
る奨学金の制度がもうけられました。

来年の7月1日現在で18才～24才までの未

婚の男女、大学の2学年に課程を終了してい
るもので、博士号等をもらっていない人とな

っております。推選するには、まづクラブの

ある市民、ロータリーアソか、近親者を除
くことが条件となっております。該当するも
のは、優秀な成績をもっている者、国民間の

友情のかけ橋として奉仕をしていただく一つ
の責任があります。そうしてその国の社会的

経済的、文化的生活の理解を深めることが任

務になっております。

奨学金は往復の旅費、登慮料、授業料、実

験室、その他の校費、書籍、教材費、食費、
部昆代、見学旅費、全部が出ることになって
おります。語学が困難な国は留学年限1ヶ年
ですが、3カ月間は語学を専門に訓練され、

経費はRIの方から出ます。

詮衡ですが各ロータリークラブは来月で締

切られ、2名を推選することが出来ます。地
区としては各クラブをまとめてその中から1

名を決めRIでは50名の人を来年発表されま
す。

幹事報告　　幹事佐藤忠君
0会報到着

能代RC、新発田RC、東京RC、仁賀
保RC、米沢RC、郡山西RC、八戸R
C、糸魚川RC、石巻東RC

o例会時間臨時変更

東京南RC ll月2日
東京ヒルトンホテル
午後5時30分～7時30分

0事務所例会場変更

酒田RC（水）　事務所　酒田産業会館
酒田東RC仮（木）ク　　　　ク
岡崎南RC　岡崎明治生命会館

0地区大会開催についての御礼
（ガバナー大会委員長）

会員名簿配布について
○ガバナー公式訪問による例会日変更

（当クラブ10月31日を11月2日）
0クラブ協議会

11月1日　午後4．00～午後6・00

鶴岡ホテル　会費1，000円

スマイル　今問壮太郎君
職場の体育振興に対する文部大臣賞授賞
似窮掲載

献　　立

鮭鮭、刺身一鯛、お汁一大根おろし、豆腐
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成岡ロー写り一
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1967．10．24（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

金　井　勝　助　君

次週は　佐藤伊和治君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary
membership effective

8Jl出．・十一二号∴豆∴一二十1

出席報告

本日の出際　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　42名

出　席　率　67．24％

欠　席　者　阿部（公）君、安藤君、荒明君
長谷川君、石黒君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、五十
嵐（一）君、海東君、三井（賢）

君、大竹君、大野君、斎藤

（信）君、佐藤（仁）君、佐藤

（昇）君、新穂君、笹原君、津
田君、平田君、金野君

前回の出席　前回出席率　59・67％

修正出席率　　52名

確定出席率　83．87％
メークアップ　千葉君、長谷川君、早坂君、

手塚君、五十嵐（一）君、小池君

黒谷君、森田習、大野君、鈴木

（善）君一鶴岡西RC

鷲田君一池袋RC

高橋（栄）君一酒田東RC

佐藤（伊）君一束京北RC

本間君一東京江北RC

林君一酒田RC

ビジター　阿達考君、半田茂弥君、五十嵐単
三君、羽根田正吉君一鶴岡西RC

本間庄一君一村上RC

佐藤源治君一酒田RC

ソ　ン　グ　それでこそロータリー

リーダー三井（健）君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

10月31日例会は11月2日に変更になりま

す。前日は協議会4時～6時までその後窓親

会を行ないます。委員長や役員、会員多数の

御参加願います。

（場所鶴岡ホテル、会費1，000円）

五十嵐（八）君

今は釣も最盛期ですが、山形県も海岸線が

短い為、県外からの入荷する魚の量は労、県
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内からとれる量も労の比率になっておりま

す。とれる魚は時期的に違いますが、主に関

東、関西方面に送られております。
話はちがいますが、毎年粟島の大網に行き

ますが、築地の魚市場の佐藤さんが来られ、

粟島に案内しました。宿での雑談での中で、
八戸から来たお客さんが、時計を買いたいと
いうので銀座の日本堂に案内しました。そこ

で6万円か8万円位の時計を買ったそうです

が、時間が正確でないので交換しに交渉した

そうです。

そこで日本堂の主人が2階に通したので、
みると2階には菊の紋の入った貴金属が沢山
ありました。又或るお客さんがみえて、その

人は原一平という明治生命の社員で、契約高
では世界で一番だ人で、アメリカのグランプ

リー賞を受賞されたそうです。
目本堂の主人が翌日私の案内する所に来て

くれというので行った所が宮内庁の賢所に行
ったそうです。賢所を参拝して菊の御紋のつ
いた酒と煙草をもらい、手のついたものは自

分がもらい、手のつかないものをお士産にも
らって来たと話され、その人は秋田か山形の

方で、親が魚売りをしたというので心当りを

聞いたのですが、その人は秋田の方だようで
した。

39年に20，000万円のダイヤが盗まれた事が

ありましたが、それが日本堂時計店であった
ので、私も概会があれば賢所に案内してもら
いたいと依会を伺っておりましたので、去年

上京した際に日本堂に立寄り、賢所に蒙拝さ
せてもらう事が出来ないものかとお煩いした

ら、宮中で何か儀式でもない時は案内しても

よいというので、日本堂の主人の案内で賢所

を参拝して釆ました。
そこの社務所の所で休憩している内に自分

の妹が酒井さんの奥さんになっているという

話で、自分も松嶺の酒井さんかなあと思いま
した。宮中の色々な儀式場をみられ、日本堂
の主人は色々と親切にしてくれ感銘して参り

ました。

国際奉仕　阿部（裏）君

オーストラリヤのロータリークラブから当

クラブに両クラブの理解を深め、更にお互い

が知り合う事を酸いたいと手紙が参りまし
た。
会長は役所の議員で色々な要職にある方で

自分の町には小学校がう・6校もあり、そこで5

才から12才頃までの子供がおりますが、それ

以上のセコソダリースクールが3校あるそう

です。その子供達と鶴岡の子供達と文通を焼
いたいとあります。そうして子供を通して理

解を深め、生来の親睦を探めたいので返事を

待つという事です。

張　　君

・前会員吉村君が胃かいようの手術をされま

したが、その見舞に行き会員の皆様に心配
をかけてと申されて居りました。クラブ会
報を送ったら非常によろこぼれ、クラブの
例会の事を想い出されておりました。

・前会員八丁目さんがこんど福島クラブの会　　一

員になられ、活躍されております。福島は
競馬がさかんで競馬の事を一生懸命勉強さ
れているそうです。

職業奉仕　松田君

会員事業所内で、優秀な従業員、功労のあ
った人、アイデアの掟出者、発明者、会社の業

績発展に貢献した人に感謝状を贈呈したい。
これに該当する人を氏名、勤続年数、男女

別推選者の名前を記して凍出方麒います。
取業奉仕の委員の方にお膜いいたします。
（奉仕こそ我がつとめ）これをもとにして、

例会後10分か20分位酉クラブの職業奉仕委員
と共同討議して研究したいと思います。

小　花　君

・南米のペ′レーのリマで山形県人会の50周年

事業に県下各クラブよりスライド、観光パ
ンフレット、その他をお送り致しました。更

にリマにあるロータリークラブにも楽しん

でいただき、県下のクラブと友情を温めて
両国の理解を深める為お送り致しました。

・ニースの大会での9クラブのバナーが送ら　　－

れて参りました。鶴一中の学校祭で借りた
いとの事で、学生始め、家族の方々に国際
理解を深めてもらいたいと思います。

幹事報告　佐藤忠君

会報到着　本荘RC、台南RC
例会休会通知　東根RC

l1月3日（文化の日）

酒田RC例会場は従来通り（清水監）

献　　立

カレーライス、えびフライ、卵、サラダ
盛合せ



ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　62名
出　席　数　　45名

出　席　率　72．58％
欠　席　者　阿部（裏）君、林君、平田（圭）

君、金井君、今間君、嶺岸君
劣網君、大竹君、大野君、斎
藤（栄）君、佐藤（仁）君、佐藤
（昇）君、菅原君、高橋（栄）君
、浮田君、辻君、金野君

前回の出席　前回出席率　67．24％
修正出席数　　　54名
確定出席率　87．10％

メークアップ　阿部（公）君一酒田RC
五十嵐（一）君一酒田東RC
海東署一函館RC
安藤君、石黒君、五十嵐（三）
君、五十嵐（伊）君、三井（資）君
大竹君、佐藤（昇）君、新穂君
平田（貢）君一鶴岡西RC

ソ　ング　奉仕の理想　君が代
リーダー　三井（健）君

司　　会　会長斎藤得四郎君

10月31日の例会はガバナー公式訪問の為11

月2日に変更になり、前日は4時から6時ま
で協議会を開催、委員長さんや、役員の方の

多数の参加を得ましてガバナーを囲んで有意
義な協議会を終了し、その後懇親会を開催し
ました。

おわび11月2日ガバナーの公式訪問の際ガ
バナーより好評を得ましたお話しが、マイ

ク故障の為今まで延々発行が遅れてました
今度ガバナーより別原稿を頃戴し、掲戴す
ることになりましたので会員の皆様方に深
くおわび申し上げます。（会報委員より）

明治百年と二人の偉人

バストガバナー　村上正徳君

今年は1968年、明治百年である。そして百

年前の1868年は明治元年であることは言うま

でもない。然し明治元年は恰かも慶応4年で

その年9月8日の改元であるから、それ以前
は慶応4年と呼び、それ以後が明治元年と言

うわけである。
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さてこの1868年には吾々にとって忘れんと

して忘れることの出来ない2人の偉人が生れ
ている。即ちロータリーの創設者ポールハリ

ス氏と吾国ロータリーのパイオニーヤ米山梅

書氏の2人である。
このお2人の生い立ちとロータリー発祥の

歴史は、昨年の公式訪問の際或は例会のスピ
ーチでお話したかと思うので、詳細は省略致

すとしても、この両者の問には奇しくもかず
かずの類似点を見出すのである。

先づポールは幼時両親に別れ道地の祖父母
の許で厳格な教育を受け、苦学力行してバー
モンド大学で哲学を、アイオワ大学で法律を

専政し、23才で卒業したが、卒業後の5年間
に各地を漂流して様々な敬を求め、人生修業

を行なっている。先づ新聞記者として社会を

知り、次いで学校の教師となり、或は労偽者
として果樹園で放き、又或る時は行商人とな

って大理石を売ってみたり、後には船員とな

って二度も英国へ渡っている。かくして世を

知り人を知って、始めて28才でシカゴで弁護
士の職についたのである。

米山も赤明治維新の変革の波に立って日本
の将来を想い、国際的視野を拡め世界の情勢

を把まんとして、20才にして単身渡米し、皿

洗いや労功など苦学8年間、ウェスレアソ大
学、シラキュースの2大学を卒業して帰朝し
これも亦28才にして初めて日本鉄道会社（今
の国鉄の前身）に入社したのである。

ポールは漂流の5年間に各地を旅行し、様
々な人と知り合いを得て、奉仕の哲学を悟っ

てロータリーを創り、米山は在米8年間の苦

学で人を知り世界を知って、日本にロータリ
ーを取り入れ、これの拡大強化に一身を捧げ

たのである。

不幸にも世界は第2次欧州大蛍より太平洋

戦争にまで発展し、日本のロータリーは脱退
の止むたきに至り、昭和20年日本の敗戦で漸

く終止語を打ったが、米山は数戦の翌年昭和
21年4月28日混乱の中に、日本の将来と日本

ロータリーの行方を安じつつ79才で逝去され

た。ポールも亦その翌年1947年1月27日　し昭

和22年）世界のロータリーの前途を憂い、あ
の有名な遺訓も最善はこれからだ寸の名著を

残して、これ亦奇しくも79才の生蓬を閉じた
のである。

今に残る輝かしい「ロータリー財団」の偉

業と、「米山奨学会」の隆昌は共に世界の将

采を荷負う青少年育英の為の尊い国際的ファ
ンドとして世の蓑望の的となっている。そし

てポールの故郷バーモンド州のウオーリング

フォードには、己に「ロータリー記念館」が

建設され、米山の故郷沼津市近郊長泉村には
「米山記念館」が目下建設中であり、期せず
して東西共似の偉人を忍ぶドームとして未来

永却に輝やかしく残されるのである。

（昭和43年1月15日記　明治百年成人の日）

ll会員誕生

平田圭三君、三浦岩治郎君、鈴木善作君、
高橋栄五郎君、薮田誠樹君

奥様誕生
平田和子（圭三）様、本間小静様
阿部清（案）様、中山きくせ様
早坂左枚子様

年間連続100％出席者

5年連続　新穂光一郎君

10月！00％出席者　48名

阿部（公）君、安藤君、阿部（嚢）君、張君、
千葉君、早坂君、林君、高橋（無）君、本間
君、飯自若、池内君、石井君、石黒君、五
十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君
海東君、加藤君、小花君、小池君、今問君
嶺岸君、三井（徹）君、三浦君、栗谷君、三
井（賢）君、三井（健）君、松田君、森田君、
中台君、芸網君、中山君、大竹君、斎藤
（栄）君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤
（昇）君、鈴木（昭）君、鈴木（善）君、新穂君
鈴木（弥）君、佐藤（忠）君、谷口君、高橋
（栄）君、手塚君、鴛田君、薮田君、五十嵐
八郎君

幹事報告

会報到着
米沢西RC、村山RC、米沢RC、
天童RC、東京RC、秋田RC

例会日時変更通知
新庄RC l0月31日12・00～13・00

於　新庄ホテル
須賀川RCl1月12日　午後4・00～

峰らん亭
11月22日　0．30～

東邦銀行須賀川支盾
宮内RC　11月8日　午後5・30～

南陽市宮内「世界」
休会通知　東根RCl1月3日（文化の日）

献　　立

刺身一鯛、醗物一鮭、味噌汁一油揚、トーフ
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　62名
出　席　数　　43名

出　席　率　69・35％

欠　席　者　阿部（公）君、林君、高橋（無）
君、五十嵐（三）君、五十嵐

（伊）君、金井君、松田君、中
台君、斎藤（信）君、佐藤（伊）
君、佐藤（仁）君、笹原君、佐

藤（忠）君、辻君、鷲田君、薮
田君、菅原君、佐藤（嚢）君、

谷口君

前回の出席　前回出席率　72・58％

修正出席数　　　49名

確定出席率　79．03％

メークアップ　林君一束京銀座RC

今問君一鶴岡西RC

嶺岸君一中条RC

大竹君一酒田RC

ビジター　村上七五三夫君一酒田東RC

ソ　ン　グ　それでこそロータリー

リーダー　三井健君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

0先日公式訪問のバストガバナー村上先生か

らクラブに御礼状が参っております。
。鶴岡交通安全都市推進協議会々長足達さん

から交通安全運動にさいし、奉仕と御協力

に対し御礼状が参っております。
0村上ロータリークラブより御礼状が参って

おります。

ディック・モアー君の招介　　三井徹君

ディック・モアー君はオハヨウ州の方で、

今年9月に仙台に交換学生として参られ、又
インターアクトの会員でもあります。

お父さんは自動車部晶を作る会社の重役で

兄さんと2人の兄弟だそうです。

今年6月頃に30名位のグループで西ドイツ

その他の国をまわられ、非常に純情な青年で
又スポーツマンでもあります。日本に来て2

ケ月程なりますが、日本語が非常に上手です。
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3日に鶴岡にこられ、西高校の歓迎パーテ
ーや授業参観、湯之浜、善宝寺、湯殿山等を

見物され、又北高校の記念祭では黒川能をみ
て印象にあったようです。

こちらにディクが参られて地域の人々が外

国人に積確約に親睦を深めるような傾向で
す。

ディック・モアー君の挨拶

鶴岡のロータリーの皆様、私は交換学生と
して釆ました。私は庄内では大変幸せです。

庄内は大変美しい、庄内美人はとてもきれい
です。御招待いただき感謝します。私は鶴岡
の人の親切は忘れません。

私は仙台に9月につきました。そうしては

じめは中村さんの家族と共にすみました。私
は去年の交換学生の家に釆ました。どちらの

家族も私に親切です。

私は2ケ月は日本語を学ぶ事が出来る小学
校に通いました。殆んとの日本人は私と英語
を話す事をのぞみ、日本語を覚える事は大変

むずかしい。小学校の小さな子供は日本語だ

け話します。
私はたくさんの友達をもっています。友情

の印として貴方達に旗を送る事をのぞみます

私はあなた方がお世話してくださることに感

謝します。
Dick Noore

3668Not壬1WOOd Driue se，

lVanen．Ohio．u．S．a44484

バストガバナーと同伴して　早坂君

0この前村上バストガバナーが参った時に新

庄の例会、酒田の協議会、鶴岡西協議会に

同伴して感じた事を申し上げます。

今月26日に鶴岡、鶴岡西、酒田、酒田東、

新庄、うクラブのフォーラムを計画されて

おります。是非これには新しい会員の方の

出席を蔽います。酒田クラブがホストクラ

ブになり計画されております。当クラブか

らはクラブ奉仕のモデレーターとして三浦

君、池内君が出席されます。
0新庄クラブに参り、村上先生が例会の前に

最北木工会社を見学され、その社長さん赤

松さんが新庄クラブの会員で、そこの従業
員の仕事振りをみてきびきびとしている。
それは会社の標語にあります様に

第1によりよい品をより安く、より多く

という標語です。

第2は、最北は限りなく前進を続ける。

第3は、注意一つが大きな貢献、これが

増産にむすびつく。
これが謂る職業奉仕である。先生は強く話

されておりました。新庄クラブは明後年が
10周年にあたり、色々な計画をたてられて

いるようです。

酒田グラブの協議会では、国際委員で計画
されている外国船が来た時に御殴まりを送

っているようです。この話に関連してソ連
船に対してどうしているかとの話に、先生
は人と人との接しょくにかわりないではな
いかといわれておりました。日下の処、予
算の関係で西洋に限られているようでした
社会奉仕で交通関係の問題で煙草をのみな
がら運転を止めましょうとい
印刷して運転者の注意をかう
しろい考えだと思います。酒

ポスターを
これはおも
りも煙草で

も運転してほならないという事を地域社会
にうったえようとの計画です。親睦委員会
では酒田、鶴岡合同例会と、合同家族会を
計画されておりました。
ロータリー情報の荒井さんからの提案でロ
ータリーに関する庄内のスライドの共同購

入の提案がありました。プログラム委員会
では、鶴岡クラブと交換をしたいという話
がありました。鶴岡酉クラブの媛議会では
創立1年の経過で立沢な計画を建てられ、
当クラブでも参考になる事もありました。
まず会報は月報ですが内容が充実し、良く
編集され、非常にはめていたようです。散
業奉仕では鶴岡クラブと共同研究会を開催
する計画だようでした。青少年委員会では
スポーツ少年団に援助する計画を発表され
ました。これは小・中学校の生徒がやって
いるスポーツ少年団で、市の公民館活動の
一つで、現在ハイスクールの生徒に対する

少年運動はやっていますが、はりさげて小
・中学校の生徒に対する活動を開始する、

これはロ・－クリークラブの限度もあります
ので、委員会で検討するようとの事でした。

幹事幸毘告

会報　本荘、鹿児島西
例会変更　山形西11月20日→11月17日

11月より　登蜃料500円

仮クラブ設立
東京荏原仮クラブ　水曜日

東京観光ホテル12・30→13．30
P一一タリーダイアリー

希望者は事務局迄1部￥600

献　　立
鯛味噌漬、刺身一鯛、豆腐やきふ汁

ら
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辻　　敬　幼　君

次週は　本間順書君
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10月儲晶翌警舞位置粥空調盈521

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　43名

出　席　率　69．35％

欠　席　者　阿部（嚢）君、長谷川君、高橋
（無）君、金井君、嶺岸君、黒

谷君、三井（健）君、森田君、
大野君、斎藤（栄）君、斎藤
（信）君、菅原君、谷口君、津
田君、金野君、佐藤（仁）君、
斎藤（得）君、中山君、松田君

前回の出席　前回出席率　69・35％

修正出席数　　　52名

確定出席率　83．87％

メークアップ　阿部（公）君、五十嵐（三）君、
五十嵐（伊）君、中台君、薮田

君一鶴岡西RC

佐藤（忠）君一酒田RC

佐藤（伊）君一酒田東RC

鷲田君一束京銀座RC

ビジター　村山三郎君一酒田RC

ソ　ン　グ　それでこそロータリー

リーダー　安藤君

司　　会　副会長　三井賢二君

副会長報告
0ガバナーノミニー高橋さんから挨拶状が参

っております。
011月26日酒田於イソクーシテ一に会員多数

の御参加を瞑います。

ロータリー財団について

小　花　君

ロータリー財団が誕生してから今年で50周

年になります。1917年の6月18日アメリカの

ジョージア州のアトランタで閃かれた国際大

会の際でありました。
その時の会長アーチ0・クランプさんが慈

善的、教育的その他の部門で世界の福祉につ
くす為、ロータリー基本金を設定することの

可能性について注意を換気したのであります
漸くロータリー財団がめはえ、その考えが

次第に成熟してその目的や運営方法を心みる
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までは長い年月をようしたのであります。こ

れが実際に実行に移されるまでは30年間もか
かったので、始めて第1回のロータリー財団

大学院課程奨学生18名が海外に派遣されまし
た。その後20年間に2，000名以上の青年男女

が他の国で1ケ年間大学院課程の研究をいた
しました。これらの留学生は70ヶ国から選ば

れた人で、ほゞ同数の国々に留学していきま
した。

このロータリー財団が奨学生制度を進めて

いくもっとも基本になった精神はロータリー

綱領の第1問にあります奉仕の一つの機会と
して知り合いをひろめて行くこと、この一点

に最も尽したありかたとして多くの人々を海

外に派遣して、他の国の人々と深く知り合い
になることが出来ました。財団が活動してい

る事業の中に大学院課程の奨学金制度、これ
が最初に実行された活動です。

今年50周年記念として更に大学課程中の学

生に奨学金を授与する制度が出来ました。大
学2学年を終了した18才から24才までの学生

男女に利用されます。本年は11月15日にクラ
ブに申請が提出される必要がありましたので

申し上げた事がありました。大学院課程の奨
学金の補足的な意味をかねて、大学在学中の

学生に広く他の国に行なって大学課程の研究
をすることが出来るようになりました。

この故会に大学院課程の奨学生を申します

が、20才から28才までの未婚の人で、学士号

或は同学以上の学位をもっているという条件
で、各クラブは1年おきに妖術者を2名推選

することが出来ます。その奨学金は往復旅費
一定限度の旅行費、生活費、教育費全額支給

されます。大学の学生におくられる奨学金制

度においても同様です。
ロータリー財団事業の中に専門的訓練補助

金という制度があります。これは若い枝工専

門家に他の国に行って指定された各々の専門

分野の研究訓練所に行って1年間を限度に訓
練をうけさせるのです。21才から35才までの

独身叉は既婚の男子に授与されます。そして
、本人の旅費、生活費一切が支給されます。
研究グループの交換という制度があります

その目的の為に組みあわされた地区どうしの
間で、青年事業家及び専門的職業人のチーム
を作ってそれを交換する為の旅費を支給する
制度であります。これは25才から35才までの
6名で優秀な青年チームを作って交換するわ
けでこの研究グループの交換は期間が2ケ月

間、他の国の地区に参り、クループとしてそ
の地域の家庭、社会、学校、事業場、官庁そ
の他の機関を訪問して個人対個人の接触して
多くのことを学ぶのであります。つまり大学
院課程の奨学金の通過として言語の習得する
のにむづかしい国々に留学する場合にもうけ
られた2年間支給される制度がありましたが
これはこんどは廃止になりましたので御承知
ねがいたい。
財団が計画しておりますプログラムの中で

一つの新規の活動があります。これは恐らく

財団の活動中もっとも興味をそそるものと思
います。すなわち、ロータリークラブ又は地

区が掟唱する慈善乃至教育的計画で、国際理
解の増進というロータリー財団の目的に順応
し、且また試みられていないものに補助金が
授与されるのであります。
各クラブ、又は地区の独創力を発揮させる

すぼらしい活動であります。斬新な企画と実
験の枚会が提供されております。世界中のロ
ータリアンはその基準に合致して、その補助

金をうけるのにふさわしい計画を創案するよ
う激励されております。

0例会欠席による失格規定

①　毎半期問を通じ60％以上の出席率がな
ければならない。

（参　正当の理由なくして4回引続き例会を
欠席したものは失格する。

。例会休会

例会が国の祝祭日に該当した場合、或い
はクラブ会長の死去、或いは全市に影響
ある伝染病又は災害等の理由ある場合は
例会を休会とし出席記録より除外される

（註）日本に於いては1月1日は勿論である
が、2日、3日も休会してもいいことに
RIの諒解を得ている。例会が大晦日に
当った場合は、例会日を変更することは
あっても休会は認められない。

幹事報告　　佐藤　忠君
。会報到着　秋田（綜合）、仁賀保、本荘

郡山、寒河江RC
O RI加盟認承　酒田東、岩沼RC
O例会休会通知11月23日　村上、仁賀保

高畠RC
。例会時間変更　天童RCl1月18日うPM
O山形県北西地区インターシティ・

ゼネラル・フォーラム御案内
ホスト～酒田RC
日　時～11月26日　登録前9．30
場　所～酒田産業会館

スマイル　辻君、佐藤伊和治君一似顕掲載され

献　　立　天ぷら、エビ、キス、ウドゥ、ピー
マソ、すまし汁、豆腐、三つは、酒
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　62名

出　席　数　　43名

出　席　率　69．35％

欠席　者　阿部（公）君、安藤君、林君、

平田（圭）君、本間君、池内君
石井君、三井（健）君、中山君
大竹君、大野君、佐藤（仁）君
佐藤（昇）君、菅原君、佐藤
（寅）君、谷口君、高橋（栄）君
薮田君、平田（貢）君

前回の出席　前回出席率　69・35％

修正出席数　　うう名
確定出席率　80．65％

メ‾クアップ　阿部（裏）君、中山君、長谷川

君、大野君、嶺岸君、谷口君
恩谷署、三井（健）君、森田君

一鶴岡西RC

高橋（無）君一新潟RC
金井君、斎藤（得）君

一東京西北RC

ビジター　小泉次郎君一勝山RC

五十嵐正雄君一鶴岡西RC

ソング　それでこそロータリー

リーダー　佐藤忠君

会長報菖　　1

0金井君は多年に亘り金融界につくされた事

と、産業振興に尽された功績に対し監授褒

賞を得られ、心から御祝いを申し上げます
0駅前ハイヤー乗場のアーケードの補修をや

ります。
0名札は各自指定された所に取付けられます

アクリスマスの件につき、SAA、親睦、広＼報し会計、幹事の居残り願います。

0例会後理事会開催

明日からの健康法

金　井　君

今日は私の為にお祝いをしていただき有難
うございます心から御礼を申し上げます。

医学評論家、石垣純二氏の明日からの健康
法についてお話しを申し上げます。
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1・まず毎日出来るだけ歩くこと。できるだ

け辛を使わないこと。事は棺桶串みたいな
ものです。まず歩いて両方の足が健在であ
る限り心臓が丈夫であり、足がもつれ出し
たら、間もなく黒ワクと考えなければなり

ません。1日8キロ位は歩きなさい。幸い
ゴルフ場も近いのでメンバーになっていな

い人は是非ゴルフのメンバーになって下さ

い。

2・太らないこと。皮下脂肪がふえるとそれ

だけ心臓を養わなければなりません。これ
は心臓に対する負担であり、男性は35才以

後は絶体に太らないという決意が必要です
3．ミカンを食べること。ミカンはカロリー

が非常に低いのでそれで各種のビタミンが

豊富であります。
4．牛乳をお茶がありに。北海道の町村啓貴

さんという牧場主がおりますが、84才であ

りますがお顔にしわ一つありません。耳も

全然遠くありません。彼の健康法は毎日牛
乳を1升飲んでいるそうです。1升はとて
も牧場主でない人達には無理のようですが
コーヒーを1杯飲んだつもりで牛乳を出来

るだけ飲んで下さい。
5．朝食に充分な栄養のものを。1日3食の

中で一番大切なものは朝御飯であります。

魚や肉現、ハム、ソーセージとかベーコン

肉類等を朝御飯に召し上がるのがよい。そ

れにみそ汁です。みそ汁もどろどろのみそ

汁、特に粕煮汁は特によい。
6・酒は健康の一つ。お酒は胃潰瘍に最もい

い予防薬であります。ここにいるお医者さ

んで胃潰瘍気があるからちょっと酒をよよ

しなさいともし言ったらその医者は薮医者

で、明治時代のお医者さんです。酒が体を

害するのは強い酒を毎日飲んで肝臓をいた
めるだけでそれ以外には害はありません。

胃潰瘍の原釦こもならないし、高血圧の原
因どころか、酒を召し上がりますと血圧が

低下し、非常に完全な状態になります。
7．できるだけ休みを取ること。1年間に2

週間か3週間位仕事を完全にはうり出して

休暇をしっかりとりなさい0
8．仕事に理解を持った家庭を。奥様に亭主

の職業に関心をもたせることが必要です。

日本の奥さんは亭主の持って帰るサラリー

袋しか関心がない。亭主の業務に興味と関
心をもたせること。

9・よく睡眠をとること。健康を維持します
一番大切なのはまず睡眠を8時間から7時

間位とるようにすること。
10．趣味を作ること。やはり趣味の生活がな

ければなりません。趣味道楽というものは
ほんとうは私は生産勘定に入れなければな

らないほど大切である。ゴルフとか碁、将

棋、麻雀、磯釣等1週間に1日は仕事を忘
れて完全にその遊びの中に没頭してしまわ

れる日が必要だと思います。
女道楽以外のすべての道楽をおすすめし

ておきます。明日から皆様の御健康をお祈

りしてますます御活躍の程を。

幹事報告　　佐藤　忠君
0会報到着　郡山RC
O例会休会11月23日　酒田東RC

o例会場変更12月6日　産業会館3階

0仮クラブ設立御案内

田島仮RC（福島県）
026日　於酒田インターシテーゼネラルフ

ォーラムの開催につき会員多数の御出膚
を願います。

スマイル

0加藤嘉八郎君　酒造株式会社醸

銘酒　大　　山

東北6県清酒鑑評会に於て首席優等入賞
仙台局長賞受蘇

0鈴木善作君　牛乳の愛飲が健康のもとの

スピーチがあり
。金井勝助君　藍授褒賞授賞
0　　ク　　似顔絵掲載

0金野松治君　湯の浜ゴルフ場第1回チャ

ンピオン

献　　立　洋食盛合せ
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　49名

出　席　率　79．03％

欠　席　者　荒明君、平田（圭）君、五十嵐
（伊）君、嶺岸君、松田君、中
台君、労網君、佐藤（仁）君、
笹原君、津田君、平田（貢）君
菅原君、佐藤（賀）君

前回の出席　前回出席率　69・35％
修正出席数　　　35名
確定出席率　85・48％

メークアグプ　阿部（公）君、安藤君、石井君
大竹君、薮田君、平田君、佐
藤（昇）君一鶴岡西RC
林　君一山形西RC
本間君一東京西北RC
池内君一酒田RC

ソ　ン　グ　それでこそロータリー

司　　会　会長　斎藤得四郎君

011月26日酒田産業会館に於いて、インター

シテ一・ゼネラルフォーラムが開催されま

した。出席会員は94名で当クラブからほ18

名の方が出席されました。来賓の万は渡辺

網彦さん、353地区のガバナー村上正徳さん

次期ガバナー高橋さん、分区代理として早
坂君、モデレーターとして当クラブの三浦

君（クラブ奉仕A）池内方平君（クラブ奉

仕B）新庄の岡田さん、尾野さん、酒田の

中村さん、内容はモデレーターの方から御

報告蔽います。
0来年のイソクーシテ一・ゼネラルフォーラ

ムは鶴岡西RCと決定しました。
0今年度クリスマス・パーテーを鶴岡西合同

で開催されます。
12月19日（火）例会を兼ねて開催されます。

会員、御家族多数の御参加願います。（委
員長三井賢二君、副委員長小池繁治君）

○クリスマスパーテー実行委員

S A A　委員長　五十嵐（一）君、五十

嵐（伊）君、五十嵐（八）君、
手塚君、中台君、鈴木君

親　睦　係　ク　　小池君、笹原君、本
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開署、今野君
名　札　係　委員長　会長奔藤（得）君
出　席　係　ク　　石黒君、鷲田君
プログラム　ク　　鈴木（善）君、嶺岸君
進行・余興係　ク　　早坂君、三井（賢）君、

高橋（無）君
受付接待係　ク　　五十嵐（三）君、新穂君

谷口君、佐藤（昇）君、松田
君

配　車　係　ク　　薮田君、荒明君
写　真　係　ク　　張君、佐藤（忠）君
会　　　計　ク　　黒谷君、千葉君

12月7日12時より実行委員長の方はミソノ

グリルに於いて第1回の打合せをやります

フォーラムの報告

三浦君モデレーター
（社会奉仕部門A）

私は社会奉仕部門のAを担当しました。S
AA、プログラム、親睦、出席のテーマとし

てやりました。

まず出席を良くするにはどうしたらよいか

地区の行事に出席を良くするにはどうするか
この2つの問題がありましたが、これを2つ

に分けて会の出席に適当な方法があるか質問

しましたが、どなたも応答がないので、クラ

ブを指名して解答を得ました。これには名案

がないと思っておりましたし、又結果もあり

ませんでした。地区大会に出席をよくする方

法としても、我々が考えているような成果は

得られなかった。
私が申し上げたい事は、来年は鶴岡西クラ

ブと当クラブ両者があいかたよってフォーラ

ムを開く事になるそうです。当クラブからも

1、2名のモデレーターが出ると思いますが

その方の為に申し上げます。

私の持時間が30分でしたが40分にしていた

だき、この40分でもなかなか詳しくやるとい

う事が非常にむずかしい。問頃について如何
ですかと聞いてもなかなか返事がない。そこ

で時間がたりない。そのかけあいがむずかし
い。私が実際に経験してこの点を充分お考え
になってもし返事がなければこちらから問い

合わせる位の用意が必要と思いました。
私が常に思っている事ですが何かの講演が

あるとか、そうしたら出席するではなかろう
か。実際に我々常識から判断して特殊なスピ
ーチがあるから出席するというような事はあ

り得ないと思います。
まず出席して皆様方と懇談しているあいだ

にロー∵タリーという有難さがわかってくる。

まず出席する事である。新会員も2、3ケ月
は相当無理かもしれませんが出席しますと、

自然に親しみが生じてくると、出席したくな
る。この関連を充分把握する以外には方法が

ないと思います。このように申し上げて来ま
した。

方法としては一人々々が考えてもらう以外
に方法がない。自分がロータリーアソである

という事を忘れないで出席をし、親睦をかさ

ねる以外にないと思います。

フォーラムの報告

池内君モデレーター
（クラブ奉仕部門B）

議題は（第1、県の北西地区に新クラブを
進めていく場合いかなる方向に、いかなる手
段で実施して行くか）の問題です。これは外
部拡大で鶴岡、酒田、新庄、各地区でプラン
を持っているか、持ってないか聞きました結
果、鶴岡では温海地区に一つの希望を持って
いるようです。今後温海地区の接渉に於いて
将来新しいクラブの結成すべき準備であると
の発表がありました。
酒田地区は飽海地区に新しいクラブを作り

たいという希望がありました。新庄地区では
向町か瀬見あたりの地区に新しいクラブを作
るとの事でした。その地区の人達も積極的で
一番早く結成するではなかろうかと思います

第2、内部拡大、クラブの会員を如何にふ
やして行くか、この外部拡大にしても内部拡
大にしてもRIから、はくしゃがかかってい
るそうです。会員拡大をどの様な心棒と方法
を進めて行くのが効果的であるか、各クラブ
現在の会員が何名いるか、将来どの位増やす
のか問いましたが、当クラブ会長は65名位に
したい考えでした。
他のクラブでも5名から10名位の計画でし

た。当然地区人の人口状態によりますが、会
員を増やすという事は質の低下というものを
考えなければならない。会員を増やしても会
場の問題もありますし、どの位の会員数が適
当であるか、当クラブでも充分研究され、将
来の事を念頭においた方がよいと思います。

今後会員拡大についても内部拡大について
も会員数のめあすもクラブフォーラムの時で
も検討された方がよいと思います。
第3、新しい職業分類表をいかに効果的に

活用されていますか。

献　　立

鯛の塩焼、マグロ刺身、お汁一豆腐、みつば
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名
出　席　数　　　49名
出　席　率　80．33％

欠　席　者　安藤君、長谷川君、五十嵐
（三）君、五十嵐（一）君、松田
君、労網君、中山君、大竹君
斎藤（栄）君、菅原君、津田君
辻君

前回の出席　前回出席率　79．03％

修正出席数　　　52名

確定出席率　83・87％
メークアップ　五十嵐（伊）君、嶺岸君、中台

君、－鶴岡西RC

ビジター　奥山源内君一山形RC

栗本安基君、桜井瑞男君
一鶴岡西RC

ソ　ン　グ　どこであっても、君が代

リーダー三井（健）君

司　　会　会長斎葉得四郎君

会員佐藤仁太郎君が長い間病欠しておりま
したが、今回退会することに決定いたしま
した。

0認諾豊で花で斉ナ鴻頂戴して

0私め学校でも来年から1年、2年の全療制

／磯をとることにきまりそうです。従ってイ
ノ　ンクーアクトを作る土台が出来たような感

じです。学校の定款にありますが、3年生
までしか入る資格がないのです。来年か、

その翌々年でも、私の学校を中心にインタ
ーアクトを作ってみたいと思っておりま

す。クラブでもこの点お考えになってもら

いたいと思います。

入学試験と就敬の現況について

斎藤（信）君

皆様方の御理解と御協力をお願する次第で
す。まづ、卒業生の就職が全部決まりまして

会
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その集計が出ました。最近、産業界の状況が

変ってきております。当校は3月から4月頃
まで、書面や求人側の方々が訪ねられ、或い

は人事課長さんとか参られ、推遷してくれと

参っております。

6月1日から採用試験がはじまりますが、

大企業の場合はきびしい条件もありますが、
決論的に申しますと、現場の方では高学部の
学部を卒業したものを使用することにしてお
ります。従って高専というものも、もともと

現場の方の中心となる技術者としての養生が
ねらいでしたから、高専を出た者と、高学を

出たものを現場におろして行くのが大企業の

推移のようです。お蔭様で、講評を得ており
まして大学を出たものより高専を出たものを

とりたいという企業が多いようです。

概略を申しますと、大企業の500人以上が
73．4％で100人から499人までが16．8％、100人

以下が3．7％となっております。尚2次産業

が一番多いようですそれから3次産業となり

ますが、電気関係でも必ずしもハードウェア
ーでなくて、ソフトウエヤーにもコンビュク

ーの問題とか、そういう点で相当な求人があ

ります。地区としては、京浜地区70％京阪神
12・1％その他が11．2％、山形県が7．5％の状

態です。初任給が最高が28，500円で最低が
24，000円となっております。

尚採用試験の状況ですが、大学の工学部を

出たものと一緒の会社が多いようです。特に

高専出を別にあつかっている会社もありま
す。適性検査に合格したものから更に採用試
験をやると会社もきびしくなっております。
これからの企業の性格からみても人間性を重

要視しているようです。

高等教育と大学教育を入れたうヶ年の学校
の年令をどうするかが、世界的な一つのこゝ

ろみだろうと思いますが、それについて文部

省では高専についての積極的な予算的措施な
り、行政指導の体制を整えているようです。
全寮制の問題となりますと、私達教官は小

・中校の宿日直廃止ということですが私達は

むしろ宿日直を犠牲にしても学生の教育にェ
ネルギーをそゝぐことになると思います。入

学試験の要項につきましては、〟〃打や各中学

校に案内しておりますが、地元の方の希望者
が非常に少いし、皆様方から御協力を願って

多くの学生の入学をおすゝめ靡いたいと思い
ます。

経費の面でも高業学校より月々の経費も安
く上がりますし、奨学生の問題も文部省で力
を入れておりますし、当校でも38％は奨学生
ですし、その他5％は授業免除があります。

来年度からは大学と同じような予算要求も
しておりますし、多くの生徒を御推選下さい
ますようお願い申します。

尚入学受付は43年2月1日から2月10日ま

でです。

日月It氾％出席者

阿部（公）君、安藤君、阿部（裏）君、張君、

千葉君、長谷川君、早坂君、林君、本間君
飯白君、池内君、石井君、石黒君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、海

東君、加藤君、小花君、小池君、今間君、
兢岸君、三井（徹）君、三浦君、黒谷君、三

井（賢）君、森田君、中台君、大竹君、斎藤

（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、鈴木
（昭）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君
佐藤（忠）君、手塚君、鴬田君、薮田君、五
十嵐（八）君　41名

年間t00％連続出席

2年間　斎藤得四郎君

12月誕生　会員　石井兵書君

加藤嘉八郎君
鈴木弥一郎君

鷲田克己君
津田晋介若

奥様　五十嵐政子様（一郎）

鷲田清子様

幹事報告　　佐藤忠君

0会報到着　郡山、米沢酉、村山、宮内
0例会日変更　上山RC12月13日

午後3．30　月岡ホテル
0例会時間変更　高畠ロータリークラブ

12月7日　午後6時　エビスヤ旅館

スマイル

平田君　ガソリンスタソド完成

笹原君　女の子誕生

林　君　校舎の完成



張　　紹　淵　君

次週は　千葉藤夫君
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　36名

出　席　率　58．46％

欠　席　者　安藤君、千葉君、長谷川君、
平田（圭）君、池内君、五十嵐

（一）君、海東君、金井君、嶺

岸君、松田君、森田君、労網
君、金野君、大竹君、斎藤

（栄）君、佐藤（伊）君、佐藤

（昇）君、菅原君、新穂君、笹
原君、佐藤（寅）君、高橋（栄）
君、辻君、薮田君

前回の出席　前回出席率　80．33％

修正出席数　　　うう名

確定出席率　90．16％

メークアップ　安藤君、五十嵐（一）君、中山

君、大竹君、津田君
一鶴岡西RC

五十嵐三郎君一新庄RC

ソ　ン　グ　奉仕の理想

り一ダー　三井（健）君

クリスマス実行委員長

三井賢二君

19日のクリスマス家族会のプログラムが決

定いたしましたのでお知らせいたします。

4時20分まで商工会議所前にバスの用意が

あります。5時に由良ヘルスセンター到着、

会場の登録は4時30分から5時10分まで、5

時20分に点鐘、ソングは奉仕の理想、5時25

分ビジター紹介、会長挨拶、銀婚式のお祝、

5時35分クリスマス聖夜、5時40分諸事お知

らせ、5時40分に乾杯、5時40分から6時10

分まで30分間第一部として森清糞さん、須田

健一君2人の歌謡曲、6時10分から20分まで

この間福引の予定です。

6時20分から第2部として7時30分まで1
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時間会員の余興です。7時20分に余興の成績

発嚢、審査員はう名位で、家族もふくめての

予定です。

約30分間飲む時間をもうけました。充分に

お楽しみ下さい。7時30分、ソソグ手に手つ

ないで、蛍の光、8時に解散、帰りは8時に

出発、鶴岡と大山と2台のバスに御乗車下さ

い。

張　君

040年10月に鹿児島西ロータリークラブ会長

他う名の方がおいでになりました。その時

の方で、河井さんのおくさんからミカン1

箱を1頁戴しました。桜島のミカンで小つぶ

ですが非常においし．いミカンですからおく

さま達に食べさせて下さい。
0デンマークのウワーテロータリークラブと

文通をしておりますが、こちらからカラー

フィルムのセットを送りました。今回お便

りがあり、向うのクラブで回覧してみてい

るようです。クラブの活動ぶりをみますと

11人の青年少女が夏休を利用して国際親善

をはかっているようです。デンマークでは

日木の製品が非常に評判が良く、トヨタの

自動車はたくさん売られているそうです。

価格も日本で買う価格よりもずっと安く買

えるそうです。

小花君

世界社会奉仕の仕事世界社会奉仕の仕事は

この地区としても実行しております。それは

インドの結核撲滅と教育という二つの面から

パトナという所の学校に教育資材をおくる件

と、マドラスのブランクリーへソスサービス

のミデカルセンターに結核撲滅の為に色々な

資材を送る件、この地区ではすでに決定され

ております。それに用する費用百数拾万円に

なると思います。大きい機械を送りますので

運賃などもかなりの高額になると思います。

各クラブ会員1人当1ロ500円以上の御援

助をいただきたいとの事です。地区内ではい

くつかのクラブでガバナーに送っているよう

ですが、当クラブでもクリスマス頃まで、お

願いしたいとのことです。世界社界奉仕の仕

事として、／くトナの学校に頗徴鏡6台とミク

ロトン1台、マドラスブランクリーヘルスサ

ービスのミルカセンターの方には疎放鏡3台

と結核菌の試験匿必要な一切の資材34品員が

送られます。手続の書類も出来て送っており

ます。こちらから荷物を送り出すについて又

お便りがあると思います。

幹事報告　　佐藤　忠君

0会報到着　新庄、米沢、東京、

鰭代、台南RC
O例会日及び例会時間変更

酒田、酒田東RC12月20日　午後6・00

クリスマス家族会～産業会館

東根RC　12月23日　午後5．00

クリスマス家族会

石巻東RC12月16日　午後5．30

大江RC　12月22日　午後7・00

セッセソプリ

スマイル

石黒慶之助一お嬢さん結婚

鈴木弥一郎－お孫さん誕生

献　　立

焼物一新鮭、刺身一鯛、ほうれん草－ひたし
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千　葉　藤　夫　君

次週は　鈴木善作君
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会長報告

出席報告

本日の出席　会　員　数　　61名
出　席　数　　　41名
出　席　率　67．21％　　　　　0

前回の出席　前回出軒率　81．97％
修正出席数　　53名　　　　　○
確定出倍率　86．89％

欠　席　者　本間君、松田君、佐藤（寅）君

霊還畏）宕発を謂篭芸　卓
君、佐藤（伊）君、津田君、林
君、三井（徹）君、鈴木（昭）君
辻君、平田貢君、三井（健）君
菅原君、金野君

メークアップ　安藤君、石井君、平田貢君
一鶴岡西RC

ン　ソ　ゲ　奉仕の理想

リーダー三井（鮭）君

先日19日のクリスマス・パーテーは皆様の

御協力で盛大に終了しました。あらためて
御礼を申し上げます。その時の歳末たすけ
あいの慈善鍋は、西クラブあわせて12，587
円翌日NHKにお届けいたしました。
NHX鵜岡放送局に毎年歳末たすけあい募
金10，000円をお送りしました。

来年は9日が第1回の例会です。
鹿児島西クラブより連絡があり、インター
アクトの3人の生徒が年末に鶴岡に雪をみ
にきたいとの事でしたが、3月に延ばす事
になりました。

会員の皆様、良いお年をお迎え下さい。

張　君

クリスマス家族会の写真が出来ております
1枚200円でお渡しいたします。尚カラー

写真は1月の例会でおみせいたします。

話　戦時中の私の体験　三井健二君

今から24年も前の事で、私の体験した戦闘
のもようをお話いたします。私はビルマのイ

ンパール作戦に約1年半参加いたしました。

イン′く－ルの作戦は全く無謀な戦封であった

の一言につきるようです。あの戦闘の始まっ

たのが19年3月6日この直前に軍司令官より

3つの訓示がありました。

1つは、夜は寝るものと思うべからず。2
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つは、飯は食うものと思うべからず。3つは

飛行棟は飛ぶものと思うべからず。これは敵
の飛行機でなく、日本の飛行機の事です。

このような訓示が軍司令官より発表なった

わけです。昭和12年7月10日支那事変が始ま

ったのですが、その時の司令官が、マレー攻

略戦からビルマ作戦で武勲を建たて牢田口中

将です。

当時の日本の国情は初戦のハワイ政略、或
はマレー沖の戦いで非常な戦果を上げ、国民

も有頂天になっていたのです。その後ミッド

ウェー海戦以来日々不利な戦況が続いたので

す。牢田口中将はどうしてインパール作戦を
やらなければならなかったかと申し上げます

と、自分は、この支部方面の作戦をかたづけ
なければならない義務があるんだと常々申し
ておりました。ビルマの北東部にレドという

町があります。この町を拠点として、支部方

面に援助物資を送っていたのです。まづこれ
を遮断する事が支那方面の作戦を終結する最

良の道であると考えていたようです。ついに

大本営もこれをみとめ、この作戦が許可され
ました。

昭和19年3月6日この時には、マレー攻略

に牟田口中将が師団長をしておった菊兵団が
ビルマに位置しインパールの北部には31師

団、これが随分問題になった師団で、これが

余目出身の佐藤幸徳中将のひきいる兵団であ
りました。バレルの要塞に向かって京都の15

師臥　それから南の方からは第33師軋　この
4師団で編成されていたのです。
インパールの攻略戦は31師団と15師団と33

師団、この3つで攻撃したのですが、丁度ビ
ルマの中央にイラワジ川があり、この支流に

チソドイソ川という川があり、この川巾も3

古米あります。これを渡河したのが19年3月
6日この日は相当なる抵抗を予想して万全を

期したのでありますが、実際に作戦したら、
なんらの抵抗もなく無血渡河に成功したので
あります。

これは後から考えてみますと、敵は相当後

退していたのです。そうしてインパールの東

方約20Ⅹ位の処にバレルという要塞があった
のです。この要塞が予想以上に堅固で、正面

から攻撃した15師団がこれを落とす事が出来

なかったのです。北から31師団、南から33師

団兵団と攻撃したのですがどうしても落すこ
とが出来なかった。従来の戦闘であれば夜間

包囲攻撃が非常に得意であったが、近代戦の

要素が変わり、イギリスの作戦は、これに対
しうまい対策をこうじていたのです。

この作戦は包囲された方がむしろ強かった

のです。昔は包囲されると食糧や弾薬等の補

給が困難であったのですが、この度の作戦は
包囲されている万は近くに飛行基地を持って
いて、落下傘によって兵籍や弾薬を投下して

いたのです。これが2ケ月、3ケ月とつづき

日本軍は益々食糧弾薬の欠亡をきたし、反対

に向こうは日に日に戦力を増強し、これがイ
ン㌧ペール作戦の大きな特徴だと思います。

31師団の1部は最初インパールの北方約

100Kの処にコヒマという町がありますがこ

のコヒマを占領しましたが、哉事、飛行樫の

爆撃により占領され、こうして次から次と人

命を失っていったのです。師団の兵力の半分
はこゝで失ったのです。

各自2週間位の食糧を携行したのみで、全
然補充のみこみがないし師団長も仕方がない
というので、軍司令官の命令通りにうごいた

ら、部下が餓死するばかりだし、とにかく食

糧のあるところまで下がろうというので、下

がって釆たが目的の地点には食糧はなく6月

から雨期に入り、約6ケ月間位雨が降りま

す。雨期に入ると道路が目茶目茶にこわれ革
は全くうごきません。

私達は方面軍直轄の車輌部隊の使命を果た

すことが出来なかった。一時は象を借りて物

資を輸送したり、或いは舟を借りて前戦に食
糧弾薬を送ったりしましたが、トラックで輸

送するような具合にもいかず第一線の兵隊に
は申訳なく思いました。

前に申した3つの訓示も最もな事で、僅か

数蔵の飛行機がラングンの飛行場にあるだけ
で、私も作戦間は1回も見なかったのです。
マソダレ一に下って来て、軍司令官の護衛の

為に3磯が飛んだというのが1回で、従って

向こうの陸、空共に豊富なものに対して全く

勝目のないものであるということが作戦開始

前から、はっきりわかりました。

幹事報告　佐藤　忠君
①　例会時間臨時変更

村上RC1月11日　午後4・30

②　チャーターナイト案内
佐世保東RC　3月17日

佐世保市民会館

スマイル　張君似顔掲載され
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　61名
出　席　数　　47名

出　席　率　77．05％

欠　席　者　阿部（公）君、千葉君、林君、
石黒君、五十嵐（伊）君、金井
君、三井（徹）君、斎藤（信）君
鈴木（昭）君、菅原君、高橋
（栄）君、辻君、鷲田君、金野君

前回の出席　前回出席率　65．57％
修正出席数　　46名
確定出席率　75．41％

メークアップ　林　君一東京品川RC

小花君一新庄RC
石黒君、海東君、三井（徹）君
佐藤（伊）君、平田（貢）君

一鶴岡西RC

ビジター　羽根田正吉君、佐藤拡君
一鶴岡西RC

ソ　ング　奉仕の理想、君が代

リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤待四郎君

新年の挨拶明けまして御目出度う御座いま

す。

皆様健康で新年を迎えられ本日明るい笑顔

を拝見致しまして心から御喜び申し上げま

す。

今年は明治も100年目に当りますので当ク

ラブも明治生、大正生、昭和生を調べました

ところ明治生れの方は30名約49％、大正生れ

は23名37％、昭和生れは13名13％となって居

ります。

明治100年の間には随分色々なことがあり

ました。明治の末から大正の末頃迄は割合表

面的には平和な時代であった様に思われま

す○明治は明治維新の変動期に始まり日清、

日露の戦争により一躍国威を発揚し、世界各

国の中間入りをし、第一時世界大戦によって
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戦後は日本にも大変な景気が来ました0

其頃成金と言う言葉が生れた程で男は毎日

酒色にひたり、肋き盛りの者が命を失うもの

もあった程で、其後急激な不景気が押し寄せ

てにわか成金が一瞬にして文無しとなり、も

とのもくあみと化した者も相当多かった○

其後長い不景気が続いて軍部の陵こする
ことになって大東亜戦争を引きおこし第2次

世界戦争に突入、日本は敗戦国としで惨めな

思いを尊め以来23年間今日の様な日本に立ち

上がった。しかり上り坂であった経済界も世

界的状勢と国内の政策の転換により非常にむ

ずかしい局耐こ来て居るものと思われます0

皆様もこの難局を乗越えて良き年になりま

す様御祈りして新年の挨拶と致します0

会員誕生

海東与蔵君、今問壮太郎君、三井健君、

芳網末松君、大竹鑑一郎君、佐藤伊和治君
6名

奥様誕生

荒明喜代野様、池内俊様、五十嵐とし様

松田まつ子様、完訳えみ子様、大野志浮様

谷口美代子様、浮田満里子様　　　9名

12月iO耶左出席者

阿部（公）君、安藤君、阿部（嘉）君、千葉君

早坂君、林君、高橋（無）君、飯自君、石井

君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君

五十嵐（一）君、海東署、金井君、加藤君、

小花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井

（徹）君、三浦君、栗谷君、三井（賢）、森田

君、中台君、中山君、大竹君、大野君、斎

藤（得）君、佐藤（伊）君、鈴木（善）君、新穂

君、鈴木（弥）君、佐藤（患）君、谷口君、手

塚君、鷲田君、平田（貢）君、五十嵐（八）君
41名

年間連続tm％出席者

8年間　安藤定助君、張紹淵君

7年間　賀田克巳君、嶺岸光害君

3年間　石井貞舌君

1年間　加藤嘉八郎君

幹事報告

0会報米沢、石巻私米沢西、東京RC

oチャーターナイト御案内

坂戸RC　4月7日（体育館）

0例会日時・場所変更

宮　内1月10日

天　童1月6日

長　井1月9日

酒　田1月10日

仁賀保1月11日

午後5．00

（いとや旅館）

午後6・00

（舞　鶴　荘）

午後う・00

（末広クラブ）

午後5．30

（相　馬　や）

午後6．00

（梅屋旅館）

能　代1月12日　午後う・00

（金　　勇）

山　形1月10日　午後5・30

（千　歳　飼）

献　　立

刺身一大漁、フライーえび、

お汁－みつば味噌汁



例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさどや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

松田真一君

次週は　嶺　岸　光　書　君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

10月儲晶翌讐誹2位l畠塁間雷髭52i

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　60名
出　席　数　　　40名

出　席　率　66．67％

欠　席　者　老松田君、小池署、早坂君、
長谷川君、千葉君、荒明君、
安藤君、五十嵐（八）君、金井
君、笹原君、斎藤（信）君、大
野君、三井（健）君、嶺岸君、
佐藤（伊）君、
原君、辻君、

前回の出席　前回出席率
修正出席数
確定出席率

メークアップ　阿部（公）君、

佐藤（買）君、菅
薮田君、今野君
78．33％

57名

95．00％

斎藤（信）君、千
菓君、鷲田君、早坂君、鈴木
（昭）君、石黒君、五十嵐（伊）
君、三井（徹）君一鶴岡西RC
林君一束京銀痙RC

ビジター　本間謙三君一本荘RC

原田行雄君、五十嵐正雄君、栗本

敏直君、佐藤拡君一鶴岡西RC

ソ　ング　我等の生業　り一ダー三井（健）君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

卓　　話　昭和43年の経済見透し

池内方平君

明治百年の新春を迎えた元旦、アメリカの
ジョンソソ大統額はテキサス州ジョンソン牧

場で記者会見し「国際収支に閑し国民へのメ
ッセージ」と題する強力なるドル防衛対策を

発表した。
その中でジョソソソ大統領は「米国民は自

由世界への責任を果たしドルの力を守るため

国際収支の改善に全力を挙げる」と述べたあ
と、対外投融資の直接規制を軸とした種々の

措置により年間30億ドルの国際収支の改善を

見込み、現行ドル価値維持の決意を表明して
いる。

その後間もなく国務次官のロストウを日本
に派遣し吾国の協力を要請している。引続い

て英国の外相ブラウソが来日している。斯の

如く昨年11月19日英国がポンドの14．3％切下
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げを実施してより各国に大きな反響を呼び吾
国の株式市場は67円の暴落をした。之に対し

世界の主要国は同時に公定歩合の引上げを発

表した。米国は4％から4・5％へ、カナダは
5％から6％へ、日本は昨年10月1日より1

厘引上げ1．6銭として居たので直ぐには上げ
なかったが今年1月6日に再引上げ、1厘を

して1．7銭とした。期の如く世界の主要国は

相次いで公定歩合の引上げを実施したので世

界的高金利時代を招来した訳で世界中がデフ
レ政策に踏切ったのである。

今度の英国の米価切下げは14・3％で1ポソ
ドが2ドル80セントであったものが、2ドル

40セソトに切下げ、公定歩合を8ヲ射こ引上げ

たと云うことは7％さえ危機レートと云われ

て居たレートを1％上廻って実施したことは

容易ならざる事態であることを意味する。

英国のポンドの切下げは今度が始めてでは
なく、既に3回目である。第1回目は1931年

第2回目は1949年にアトリー労相覚内閣の下
に30％切下げをやっている。第3回目が今度

で丁度第2回目から18年目に当り、第2回目

の場合も第1回目から18年目に第2回目の切

下げをやっているので英国の経済力の低下は

既に長期に亘って下降線をたどって屈たこと
を意味する。

第1次、第2次世界大戦で戦勝国側にあっ
た英国の経済が期の如く低下する原因は、特
に第2次世界大戦後甚しいのはかって太陽の

没することのない大国であった大英帝国が急
に弱体化した原因は丁度敗戦後の日本が農地

開放により昔の地主階級が其後没落の道を辿

った如く大英帝国も第2次大戦後の民族独立

運動によりかっての植民地は大方独立して英
国の権威は次第に失われたことは見逃すべか

らざる原因であるが、一方植民地よりの収入
に依って生活して居た英国が期の如くみじめ

た立場に追込まれたのは、チャーチル保守党

政権の13年の失政によると現ウイルソン労相

党政府はその責任を転化して居る。
一方保守党はウイルソソ政権の無能を非難

し、又経営者は労相組合の非協力、ヤマネコ
ストを責め、又労伐者は経営者の非能力、怠

慢を属しるといった罪を互に押しつけ合う無

責任な態度が一般化しており、国民的愛国心
が薄いことと、古い階級社会、強大なる労佃

組合、徹底した福祉国家というさまざまな要
素がからみ合う生産性の低さと云う体質は国

民的自覚の弱体による処が大きいだけに英国
の再建は将来に残された希望の薄い課題と云

っても過言ではない。
ポンドの切下げを転期としてドルの不安は

急に表面化した根本原因は米国の金の保有高
が最近急速に低下して居ることにその原因が

ある。それを数字で示すと1949年の戦後初め
てのポンドの切下げの時米国の全保有高は
249億ドルと自由世界の全保有高の70％を占

めていた。それが現在では130億ドルを下ま

わっている。
一方外国からのドル債務は200億ドルもあ

り、その中130億ドルは請求があれば直ぐ払
わなければならない外国中央銀行などからの

債務である。これまでポンドが一つの防壁に
なっていたが、今日ではドルに重荷が直接か
かっているからである。

又EEC（欧州共同市場）が1958年に発足

してから昨年まで10年間の発展を示す統計に

ょると、EEC、6ヶ国が保有する金外貨準

備は1958年の119・07億ドルから、1967年9月

末現在211▲．07億ドルに増大し、金が金外貨準

備に占める割合も58年の57％から67年は71・8

％に上昇している。之に対し同期間に米国の
金、外貨準備は205・82億ドルから142・77億ド

ルに減少している。英国の金、外貨準備も
30．69億ドルから27・33億ドルに減少している

以上の数字から見ても、アメリカの金、外

貨準備は急激に減少し国際通貨としてのドル
の信用が低下しつつある現状はアメリカに取

っては重大な問題である。雨もアメリカはベ
トナム戦争の見透しもたく莫大なる戦費を調

達しながらドル防衛に取り組まざるはめに追
い込まれた処にアメリカの藍大なる決意の意

義がある。　　　　　　（次週へ続く）

幹事報告

0会報到着一村山、石巻東RC
o例会日、例会場変更

酒田東1月7日午後6・00温海泉荘
山形西1月22日午後5・00中山囁月
高　畠1月18日午後う・00

山形銀行高畠支店
上　山1月19日午後3・30菊星ホテル

o RI加盟承認ご挨拶

美濃加茂RC、徳山東RC

献　立　焼物一平目、刺身一大魚、
味噌汁一豆腐、ねぎ
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嶺岸光害君

次週は　海　東　与　蔵　君
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membership effective

10哨晶豊　無位網野髭52】

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　60名
出　席　数　　　41名
出　席　率　68．33％

欠　席　者　阿部君、林君、本間君、池内
君、石井君、石黒君、五十嵐
（伊）君、五十嵐（一）君、嶺岸
君、三井（徹）君、大竹君、劣
網君、大野君、佐藤（昇）君、
平田君、菅原君、佐藤（寅）君
辻君、金野君

前回の出席　前回出席率　66・67％
修正出席数　　　47名
確定出席率　78．33％

メークアップ　安藤君、千葉君、早坂君、嶺
岸君、大野君、五十嵐（八）君

一臨岡西RC

佐藤伊和治君一日本橋RC

ビジター　荒井清君、斎藤一郎君、

菅原権吉君一酒田RC

ソ　ング　奉仕の理想リーダー三井（健）君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

手形交換について

千　葉　君

主として手形交換についての話をし度いと

思います。

皆さん御承知の通り今年の経済見通しは金

融財政々策面より見た場合、正月早々から不
況形と云われてるのはポンド引下げ或いは正
月早々米大統領の発表したドル防衛の影響で
此れは金額にして30億ドルと云われ、日本に

対しては2億～三億ドルと云われてる。此れ
は国内に於ては観光事業等に一番影響すると

思われる。叉企業面では自動車、電器製品の

輸出にも影響があると思われる。
それに加えて予算面では沈滞形と云われ、

その影響が現われるのは今春頃ではないかと

思われ、当然銀行の窓口にも貸付の規制、又
は引締になるものと思われる。そう云う関係
から、大企業は下受に対して圧迫を加える事
になるのではないかと懸念される。例えば受
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注の引下げや手形サイドが延びる事で中小企

業の金繰りは益々苦しくなるのではないかと

思われる。

都市銀行の貸出金利は引上げられる事にな
り、此れから企業は益々大型化される事を要

請されている。又、金融関係に於ても再編成
が委員会で検討されている。要は弱肉強食の

時代に入っていヾると云える。

此処に於て皆さんの企業も此れを乗り越え
る対策を講じなければならないのではないか

と考えられます。此れには経営の合理化とか

経費の節約をもって此れを乗り越えて行かな
ければならない。
比の様に不況になると益々手形取引が盛ん

になると思われるので、手形取引の身近な問

題で御参考になる事を申し上げたいと思いま
す。
手形取引制度が変わりまして前には市販の

ものであったのが2年許り前から銀行の統一

手形に変わった。小切手とか約束手形を決済
するには銀行に必ず当直預金口座を持って居
なければならない。従って比の統一手形用紙
は当座預金口座を持って屠る人のみに有償で

交付される。手形は一切当座預金からのみ決

済される。特に注意すべき点は普通預金等か
ら自動振替等で決済する事が出来ない事であ
る。必ず決済資金として当座預金の残高を把

起して貰いたい。
その外に統一専用約束手形と云うものがあ

る。此れは当座預金口座がなくとも（専）手形

と云って、例えば（専）手形を振出してあれば
期日前に銀行にその節を持参して（専）口座に

振込むと云う方法を取る。
此の統一手形は此の7月1日から完全に実

施される。次に不渡りであるが預金がなかっ
たとか又は決算資金がなかったとか、或いは

当座項引がないとか叉は銀行取引停止後の不
渡とか符箋をつけて処理する訳であるが、取
引停止となるものは6ケ月以内に2回不渡に
なった場合、即時引取停止となる。
以前には1年以内に2回であったものが半

年以内となったものである。従って1回不渡

を出したものは支払銀行にそれを振り出した

金額を交換日の2日後の交換開始時刻前に入

金しなければならない。此れを自分で買戻す
と云って屠る。

その他自店を支払場所とした場合（交換所
に持出さない場合）に不渡になった時は事実

上不渡が宣言されないと云う不合理があるの
で、その銀行より手形交換所に申し入れて手

形交換所の理事会の決議を以って取引停止の

処分がなされる。
次に不渡をした場合の救済はどうするかと

云えは取引停止後に著しく信用を回復したと
認められるべき事由がある時、又は相当の理

由があると認められた時は銀行が交換所にそ
の理由を具申して申請する事が出来る。例え

ば責任者の不在の時に事務員が間違って手形

を振り出したと云った場合にはその後の預金

取引の状況をデータに取って交換所に具申し
て取引停止を解除して某うと云った様にされ
て居る。又銀行が錯誤に依って不渡になった

場合等である。
以上が手形取引停止の救済方法であるが、

最も大きい問題になるのは手形を振り出して
から取引の不履行があった場合であるが、比
の場合でも手形の発生原因は問わない0

手形を振り出した場合はあくまでも責任を
持たなければならない。

然らば不渡をまぬがれるにはどうすれば艮
いかと云えは、交換所に手形金額と同等のも

のを預託して取引停止をまぬがれる事が出来

る。此れが一番問題になる事が多い様である

から特に注意して貰いたい。

鶴岡手形交換所に加盟銀行は市内う銀行と
なって郡部の銀行は入ってないが、旧市内の

手形は去年の12月には手形枚数は21，368枚、

交換高は332，000万円となっている。此れは

自店払いの決済資金は入ってなく、交換所に
掛ったものである。11月に289，000万円とな

り、大体1日1億2、3千万円の金が交換所
で決済資金となっている。此れに自店払い決
済資金は大体1億円位いあるようなので、飽
岡では昨年の12月には大体42、3億円になっ　　－
ていると思われる。（次号へつづく）

幹事報告　　佐藤　忠君
。会報到着　郡山、郡山西、仁賀保、本荘

石巻京、村上RC
oチャーターナイト御案内

①第360区　新城RC　43年4月14日
愛知県新城市　新城中学体育館

②第358区　小平RC　43年4月14日
東京都小平市　プリジストンタイヤ

東京工場体育錨

スマイル　早退　五十嵐八郎君

献　　立

川魚から接、焼物－カレイ、味噌汁一鰐汁
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさどや
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事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　60名
出　席　数　　44名
出　席　率　73・33％

欠　席　者　荒明君、林君、平田（圭）君、
五十嵐（一）君、松田君、中台
君、大竹君、斎藤（信）君、鈴
木（昭）君、佐藤（昇）君、平田
貢君、菅原君、手塚署、浮田
君、辻君、金野君

前回の出席　前回出席率　68．33％
修正出席数　　　52名
確定出席率　86．67％

メークアップ　阿部（公）君、嶺岸君、林君、
三井（徹）君、本間君、石井君
芸網君、石黒君、佐藤（昇）君

一鶴岡西RC

五十嵐（一）君一酒田東RC

ビジター　佐藤勒君一酒田RC

ソング　奉仕の理想リーダー三井（健）君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

連結事項

0張　君

デンマーク盟芝生男旦旦運旦呈生温呈＆．

＿主立畳からクラブ宛に46枚のスライドが送ら
れて釆ました。

0社会奉仕　五十嵐（三）君

＼先日、駅前のアーケードの管理問題につい
て、インターアクト委員長、西高校のインタ
ーアクト会長、熊田君、駅長助役、私と、色

々懇談いたしました処、インターアクトの生

徒がたえずァーケードの清掃をやる事に決め
ました。もし、予算があればアーケード骨組

も多少改修されたらよいと思いました。又、

駅韓内を立正公成会の方々が、毎朝早く′自

発的に清掃をしているそうです。この方々を

駅の方で表彰されたそうです。

0佐藤伊和治君
も自分の立場勺というものを皆様から了解

してもらうというので、お話を申し上げます

御承知の方もあると思いますが、参議院の白
井勇君の後援会を作るから、お前が会長にな
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れと指名されたが、私はむろん、その道にと
って暗いし、非常に不能力で、その任にあら

ずと申し上げ、おことありしましたが、白井

君は中学も同級生なんで、日頃親しくしてい
るし、その人から礼をつくして、頼まれてみ

ればことわるわけにも行かず、それでは私は

私なりの一つの条件をそえて、それで良かっ

たら引受ける事にしました。

その条件は今までの様に、後援会が選挙戦
に横滑りしているような事は私は絶対に出来

ません。今は、自由党も一本化されています

し、選挙戦そのものが後援会自体がやるんで

なく、その主流の方々ががっちりとした選挙

体制を作る、それが本流でございます。
そういう事であれば、後援会というものと

はっきり線をひいて後援会は物心ともに多少

考えを同じくする人が自分の身がらに金を出
して、自分の会費を出してその関連に於いて

清潔に後援することはあり得る。あえて云う
なら、他からの資金は後援会ではいりません

我々の金で出来る後援会ならいたします。そ
れが又、選挙戦に勝つ最大の道であり、大衆
の良識はこういう線でいけば受けるんで、後

援会が選挙戦であるなら、私は絶対出来ませ
ん。この事を絶対に守る事を条件にして後援

会の会長をお引受けいたしました。
我々の後援会がこういう後援会であるとい

う事を皆様方から御了解を得たいと思います

卓　　話　新卒の就職状態

鶴岡職業安定所
紹介課長　松　　浦　　氏

学年の職業紹介となりますと、一般の就職
と、大学から中学校までとなりますが、主に

直接やっていますのが、中学校の対照でござ
います。

高校、大学は学校のほうにまかしてありま
すし、中学校は全面的に安定所で紹介してお
ります。皆様方の事業所から求人をいただき
それを色々学校にピーアールして、その後求

人も頂きますのは、時期として昨年は6月1

日から受付しております。10月から11月にか

けて私の方から担当員が学校に参り。相談を

行なうわけです。一人々々の希望をみて、12

月中に選衡面接で決定するという順序になっ
ております。

最近は生徒が少いのに本人の方が娘1人に

辟8人という10倍もの求人があります。中学

生も、父兄も求人をどれがよいかというのが

大変苦労している状況です。その反面事業主
からみますと、それだけの若い労イカカを求め

るのに、並たいていの努力をしている。今後

特に参考になると思いますが、現在、中学校
、小学校の数をみますと、今後如何に苦しい
かと云うことがわかります。
42年3月の卒業生281人あったわけですが

丁度う0年になりますと2，972人の卒業生しか

ないという事になります。1，309名の減少に

なります。特に新学卒からみますと、衛同地

区は82％の新学卒をみております。今年度卒

業される方々の状況をみますと地元、県外あ
わせて2，901人という数字になります。それ

に対し、328名の就職決定という数字がでて

おります。41年の求人は2，630名に対しううっ名

という就職者がおったのからみますと、20〇名

から減っております。若い労功力はむづかし

いような状況です。

最近二地元に残りたいという人が多くなり
42年には地元に44．3％、県外はうう・6％でだい

ぶ地元に残る人が多くなっております。賃金
の面につき、年々上昇はみておりますが、地

元と県外との差がありますので、いくらか経

済的には県外に流れますが、この格差も年々

少くなっています。
41年の中卒は10，000円位のベースでしたが

現在は12，000円位、又地元に対する定着性で

すが、中には離職してくる人もあり、県外に
出た場合でも二、三の例がございます。本人
の我倭、素行、仕事があわないとかいう人が

3、4人位です。2、3年で身に技術がつき

ますと移るという場合もありますが、ごく少

い現況です。

事業主の方におかれましては、若年労力者
は得難いわけで、今まで勤務していた若い人

叉は中年層の方々の労務管理につきまして、

特に御配慮願いたいと思います。私達も出来
る限り地元産業に御車任したいと思います。

幹事報告
0会報到着
0例会場並

2月
0チヤタ

第3う9区
第353区

西RC
いさごや旅路

中学校体育館
C　　4月14日平市民会館

献　　立　天ぷら－えび、ピーマン
刺身一平目、味噌汁一豆腐、ねぎ
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小池繁治君

次週は　中　山　一三　君
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本日の出席宕農芸　宝冒老

出　席　率　　　65％

欠　席　者　阿部（公）君、平田（圭）君、三
井（健）君、菅原君、安藤君、
飯自君、松田君、新穂君、荒
明君、五十嵐（三）君、森田君
佐藤（忠）君、
嵐（伊）君、中
君、早坂君、
大竹君、三井

前回の出席　前回出席率
修正出席数

長谷川君、五十
山君、佐藤（寅）
五十嵐（一）君、
（賢）君、栗谷君
73．33％

51名

確定出席率　　　85％
メークアップ　林君一酒田RC

五十嵐（一）君、平田（貢）君、
中台君、大竹君、鈴木君

一鶴岡西RC

手塚君一東京西北RC

ビジター　本間義勝君一酒田RC
東本安基君、斎藤繁雄君、羽根田

与太郎君、石寺竜象君
一鶴岡西RC

ソ　ン　グ　君が代、それでこそロータリー
リーダー　薮田君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

卓　　話　沖縄返還と戦略

鶴岡合友会々長　芝田氏

佐藤総理が昨年訪米直前と帰国後衆参両院
での演説の沖縄に関する事「米国は沖縄をそ

うたやすく手放さないということは、一に極

東戦略にかかっている。」巨億を投じた不沈戦

艦たる沖縄は、政戦両略から見て、SEAJ
O日米、日華、米華、米韓、米比、アンザス

（米、濠、ニュージーランド防立条約）等の

諸条約の戦略的かなめとなっている。又地理

的にも中共に最も近い位置を占めている。攻

勢戦略点として中共にとっては痛い地点とな
っている。兵砧の面からも米国、クワム、沖

組へと連り、特に「日本、沖縄の米軍基地を
マリアナ諸島に引揚げる計画がある」と報じ

て、沖縄低下論が波紋を呼んだ。
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それは沖組のメースBの核弾頭付ミサイル
はぜい弱且つ旧式で、中立の核攻撃には近接

しすぎて戦略的価値低下を述べている。何づ

れにせよ施政権返還は核付きか、日本本土並
の基地とするか、日本が一層の防衛努力をし

ない限り米国が手放す時機は遅延するだろ
う。

11月5日の佐藤総理両院で行なった所信表

明演説の中で「国民一致して自からの国を自

からの手で守る気慨を持ち、現実的な対策を

考えるべきだ」と力強く強調した。即ち防衛
意識の啓発である。

木村官房長官は補足説明として
「首相の言う現実的政策とは、日米安保体制
の堅持と自主防衛力の整備強化である。然し

核の持ち込みや核開発を示唆していない」と
記者会見で語っている。政府の方針として、
防衛意識の高揚という精神面の啓発と共に我
国の安全保障と防衛に関する覚悟を明かにし
たものである。これは沖縄の返還という現実
の問題が返還によってアジアの防衛力なり戦

力を低下することを重要視する米国の圧力も
あろうが、佐藤首相がこの様な現象によって
従来政治家のロにすることを避けていた防衛
の問題を正面に押し出したことは、国民生産

が自由世界第3位の日本として国際政治・経

済問題に強い発言力を持てることになる。然
し自主防衛については今後大きな論争の的と
なろう。

沖縄返還の問題点

米倉雄膏君

沖縄は極東の防衛上最大の戦略要点である

米国はここに膨大な国費を投じ、各所に基地
を作り即時所要の陸海空の部隊を所望の方面
へ使用出来るよう訓練準備し万全を期してい

る。これが戦争の阻止力となり、日本が不安

なく繁栄していることは周知のとおりである

それと共産党や社会党のいうように即時全面
返還したらどうなるだろうか。

日本は中ソの核兵器の前に裸になる。また

韓国が赤化したら、大阪以西は、その空軍の
爆撃圏内に入りその圏内は空襲も奇襲上陸も
可能になる。

台湾が赤化したら、有事の際日本の南方貿
易は阻止される。日本は石油や鉄鉱石の9割
8分も同方面から輸入しているが、此が止っ

ただけでも、その産業や国民生活に与える打

撃は致命的だろう。東南アジアが赤化しても
っとも困るのは日本だろう。だから基地だけ
は絶対に残さねはならぬ。
・核持込まぬ政策の適用。沖縄は別に検討と

賀屋氏
ここ数年後に沖縄が返還された場合「核兵

籍持込み禁止」の原則をすぐに本土並みに適

用するのではなく、情勢の変化があるまで
B52戦略爆撃機の沖縄基地利用やポラリス潜

水艦の寄港程度は認めることを含みとしてい
る」

2月会員誕生

長谷川文清君、五十嵐八郎君、今野松弘君
中山一三君、斎藤得四郎君、笹原桂一君、
谷口晴敏君　　　　　　　　　　7名

2月奥様誕生

海東幸子様、金井百子様　　　　　2名

年間t00％連続出席会員

三井賢二君

大竹錘一郎君
ブよりの通算）

1月出席t00％会員名

阿部（公）君、安藤君、阿部（秦）君、張君、

千葉君、早坂君、林君、高橋君、本間君、
飯白君、石井君、石黒君、五十嵐（三）君、
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、海東君、加

藤君、小花君、今間君、嶺岸君、三井（徹）
君、三浦君、黒谷君、三井（賢）君、森田君
中台君、劣網君、中山君、大竹君、斎藤
（栄）君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、鈴木

（昭）君、平田（貢）君、鈴木（善）君、新穂君　、｝
鈴木（弥）君、佐藤（忠）君、谷口君、手塚君

鷲田君、五十嵐（八）君　　　　　42名

幹事報告

会報到着　郡山RC、鹿児島RC
例会日時変更のお知らせ

高畠RC　2月11日（日）午後5時

ところ　旅館　エビスヤ

スマイル　嶺岸君　写真掲載

献　立　刺身一鯛、えび　天ぷら－えび

肉、サラダ　お汁－タチ、のり
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　60名
出　席　数　　45名

出　席　率　75．00％
欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、千葉君

平田（圭）君、五十嵐（伊）君、
金井君、今間君、嶺岸君、森
田君、劣網君、斎藤（栄）君、黒
谷君、菅原君、常田君、今野君

前回の出唐　前回出席率　　65％
修正出席数　　　49名
確定出席率　81．67％

メークアップ　阿部（公）君、安藤君、早坂君
五十嵐（三）君、中山君、佐藤
（寅）君、佐藤（忠）君

一鶴岡西RC

五十嵐（伊）－東京東RC
大竹君一宮内RC
新穂君一酒田RC

ソング　我等の生業リーダー三井（健）君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

☆次期会長の選衡方法　前会長、現会長の方
々を選衡委員にたてて決定することになり

ました。

卓　話　昭和43年経済見透し

（435号につづく）

池内方平君

然しアメリカが如何に重大なる決意をした
からと云って、此ドル不安を解消することは

簡単ではない処に今彼の世界経済に発多の課

題が発生した訳である。

以上の如き世界状勢下にある日本経済の今
年の見透しほ一層難しく容易ならざる障壁の

前に立たされたことになりアメリカと変らぬ

前途である。

先づ悪い原因を拾って見ただけでも
ト　各国が高金利時代を迎え、デフレ政策

に踏切らざるを得ないこと。
2・吾国の輸出の延びなやみを覚悟しなく

てはならぬこと。

3・日本国民の消費生活は衰えないから輸

入は減らない。
4・国際収支の悪化による一層緊縮政策に

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



拍車をかける。
5・銀行の窓口規制が強化される。

6・中小企業の倒産は増加する。

政府は秋頃には国際収支もパラソスするか
らデフレ政策の手直しが出来ると楽観してい
るが少し甘い考えと思う。

今年の春闘も間近に控え総評は1万円のベ
ースアップを勝ち取ると豪語して居る。政府

は大衆消費税を値上げし、公共料金の値上げ

も計画して居る。物価は愈々本格的昂騰の体

勢を整えつつある。

之等を綜合して判断すると、日本も亦英国
の二の舞いを招来しないと誰が断言出来る
か。総ては英国民と同様、日本国民も国民的

自覚に依って官民一体となってこそポンドも
ドルも円も亦防衛出来ることと思う。

之からの日本の前途を皆さんと共に力を集

結して守ろうではありませんか。

北　朝　鮮　問　題

芝　田　君

1・東亜に於ける朝鮮の地位
2・朝鮮の地理と歴史特に日本との因縁東洋

平和問題点

（1）三韓征伐

（2）秀吉の朝鮮征伐

（3）西郷隆盛の征韓論

（4）日清役と日露役
（5）日韓合併と北韓の治安

（6）満州事変中北韓と東満の治安、金日成
々白頭山

3・終戦後の韓国

（1）対日本

（カ　南北韓の戦争

（3）休戦条約
4・中共の歴史

（1）中共の発生

（2）支那事変中

（3）終戦後全支那占餞更に北朝鮮及びベト
ナム等進出

中）日ソの関係「ソ」のアジア対策

（5）日米防衛関係と核問題
5・沖縄に於ける米軍基地（核基地）
6・沖絶返還

（1）防衛基地と経済問題

（2）施政だけの返蓬、特に教育問題
7・中共の謀略、過去と現在、代理戦争

（1）韓国に対するけん制。ベトナム（南北
に）対する謀略

（2）米国と北韓の謀略、偵察拠点航空機基
地

8．日本の立場

（1）日本の平和と安全繁栄と東洋平和の確
保

（2）無防備で平和は可能か。中ソの現実、
特に東洋に於ける現状は無防備で中立平

和は可能と思われない。

（3）憲法の平和主義は可なるも国家の独立

平和はそれ以前の問題。独立平和のため

兵備あり方已むを得ない場合は出兵も核
兵器も決定しなければならぬ。

（4）只米国の防備に依存し安心して居るは　＼ノ

永い将来は如何が世界の情勢も変化。連

合軍を作るとも云うが、それでも日本は

情況により出兵の責任を負わねはならぬ
（5）要するに理想として世界統一して一国

家になるにあらざれは永久平和は実現し
ないだろう。

（6）以上の如く最悪情勢も考えて最善の方
策を考えるべきだ。

9・現在の北韓事件は米韓争うことなく平和

裡に終ることを特に板門店会談の成功を望
む。

幹事報告　　佐藤　忠君

会報到着　花輪RC
米沢RC

東京RC
本荘RC

スマイル　似顔絵掲載されて

松田君、中山君、小池君　　　　　　代
アま‡孟讐孟誓えて　　　J

献　　立　刺身一鯛　焼物－さけ　お汁
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　　60名
出　席　数　　　45名

出　席　率　　75％

欠　席　者　平田（圭）君、本間君、海東君
加藤君、小池君、今問君、三
井（健）君、松田君、中山君、
菅原君、佐藤（寅）君、津田君
辻君、金野君

前回の出席　前回出席率　　75％
修正出席者　　　うう名
確定出席率　91．67％

メークアップ　阿部（公）君、森田君、荒明君
劣網君、千葉君、五十嵐（伊）
君、今間君、嶺岸君

一鶴岡西RC

驚田君一東京江東RC
金井君一東京西北RC

ビジター　斎藤繁雄君一村上RC

五十嵐卓三君⊥鶴岡酉RC

ソング　我等の生業リーダー安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

卓　　話　アメリカを訪問して

五十嵐一郎君

日産本社の主催で、北米並びにメキシコ等
の販売店視察と、金融関係の視察という名目

で行って参りました。日程によって、私の見

た事、聞いた事をお話いたします。
22日夜10時に羽田を出発し、ハワイ時間の

8時30分頃つきました。約5時間の時差があ

り、その時間に食事やら、なにやらで、あき
れる程食べさせられました。22日は内地です
ごし、翌日叉22日というかっこうで365日が

1日もうけ、1日長生きしたようなかっこう

です。内地時間で3時30分というのに、向こ

うでは8時半、ついてみると暑さにがっかり

しました。

11時10分ロスアンゼルスに飛んだわけです

が、これも又時間の差があり、約3時間半で
ロスアンゼルスにつき、ホノルル時間では15

時半でしたが、現地時間では18時半と暗くな
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っているかっこうで、寝る時間、食事の時間
が自分の体のかげんと、実際に向こうの時間

とあわないので体の調子がおかしかったよう
です。ロスアンゼルスについてまづ、広いと

いう感じがしました。

街路が整然とし、まったく果てしなく道路
がつづき、低空になってきて自動車の流れ、

赤黄のライトがはっきり見えました。1コスア

ンゼルスの広さは縦50マイル、横40マイル、

関東平野の3分の2位あるそうです。あまり

高い建物はなかったようですが、空から見た

夜景は実に素晴らしかった。
自動車に乗っても60キロ位で走っても、ノ

ーストップで走り、交通秩序が守られている

ようでした。

労仇条件として、米国日産から聞きました
が、高校卒の女子で月収350ドル、1年間位

で400ドル、それ以上はなかなか昇給は容易

でない。
カリフォルニヤは国全体が水不足で、飲料

水は400キロのところから水を引いている状

態でした。
23日は、ハリウッドやビバリヒルの高級住

宅地等をみて一日を過ごしました。24日はデ
ズニーランドに行き、こゝも駐車場の広さに

は驚きました。

ダットサン関係の販売店視察しながら、バ

スでサンデーゴに行き、25日アメリカとメキ

シコとの国境を越えてメキシコに入り、その

前に注意事項として、メキシコは貧富の差が
激しいので、特に日本人の観光客は金を持っ
ていることがわかっているので、財布から金

を出すのはやめてほしいと注意を受けました
こゝは又ワイロが非常にきく国で、少々の事

なら、金で解決するというような事でした。
このワイロも警官の収入の一部にみていると

いっておりました。

26日メキシコ日産の工場を見学、メキシコ

シティーから約90Kはなれた所に約40万へ－

レーの土地を買収して、そこで月産800台か

ら900台生産している。日本の技術者が10人

位で、あとは現地人700人位、日本人が外国

人を雇っているので一段えらくなったような

感じでした。
それからタスコという所で、スペイソ当時

の建物等を見、トカゲ等を売っている子供も
いたし、土産物を沢山売っていました。
27日はメキシコ日産の販売会社を訪問して

こゝでは金融関係がうまくいかない。それと

手形交換所もないし、期日に喉立に行かねば
ならないというので、販売には非常に苦労し
ているようでした。

28日は日曜日で、大学都市やオリンピック

の施設等をみて参りました。選手村も着々や

っていたし、日本のように国をあげているよ

うな事は見られなかったようです。特に世界
一の闘牛場で、闘牛をみて来ました。丁度6

回やるうち、3回牛が死ぬのを見て来ました
が、日本人の目でみて、残酷なようでした。
29日14時の飛行校でニューヨークにつき、

翌日30日米国日産の支店デーラーホーマに、

その日は雨でイン㌧ペイヤステートビルに登り

12階まで登りましたが下界は見えなかった。

夜はタイムズスクイヤーとかブロードウェー

等を見、その翌日31日ニューヨークを見て、

3時過ぎイースタソ空抗でワシントンに行き

ました。

2月1日ワシソトソ市内を観光し、ホワイ

トハウス、議事堂、アーリこ／トンの墓地、ケ

ネデーの墓地等を見て、やはりワシントンは

建物なり、環境なり、町全体が公国という感
じでした。

2日にデトロイトの販売店協会を訪問し、

販売方法や協会のありかた等や、日本の販売

等をきかれ、午後からフォードの組立工場を
みてきました。その日の午後からデトロイト

が吹雪になり、こゝデトロイトでは一寸の雪

が降ると約400台の自動車が道路に塩をまい
て雪を消すそうです。

これも日本では考えられない規模で、そこ

で自動車のボディがくきるというのでこぼし

ていました。その日の午後デトロイトを出発

して、その夜22時サンフランシスコに到着、

こゝも時間の時差があり、夜の8時になって　、－′

も暗くならなかった。　　（次号に続く）

幹事報告　　佐藤　忠君

会報到着　郡山西RC、仁賀保RC

能代RC
例会日臨時変更　鶴岡西

3月8日を3月6日

チャーターナイト案内

第361区　糞濃加茂RC　6月2日

献　　立　焼物一紅鮭刺身－えびお汁一蟹



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

成岡ロータリー
第441号

1968・2・27（火）晴時々小雪

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2・みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4・みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

うう‡

出席報告
本日の出席　会　員　数　　60名

出　席　数　　41名
出　席　率　68・33％

欠　席　者　阿部（公）君、加藤君、斎藤
（信）君、辻君、長谷川君、松
田君、黒谷君、平田（圭）君、
中台君、菅原君、平田（貢）君
劣網君、笹原君、海東君、大
竹君、佐藤（寅）君、金井君、
大野君、手塚君

前回の出席　前回出席率　　75％
修正出席数　　　名
確定出席数　　　％

23日西クラブの例会が大雪の為休会になり
メークが不能となり、正確に把握出来ませ
んので次会に修正させていただきます。

ソング　奉仕の理想リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告

先日の例会後次期会長及び理事の方の選衡
いたしました決巣を、小花君から御報告厭

います。副会長、幹事は会長が任命するよ

うな方式をとりました。

0小花君　先週例会後、前会長7名の方が集

まり次年度会長及び理事6名の方御推選い
たしました。

会長　石黒塵之助君、理事　現会長斎藤君
三井（徹）君、五十嵐一郎君、三井武君、高

橋無一君、中山一三君以上6名の方になっ

ていただくことになりました。

0早坂君　石黒先生が次期会長に御指命にな

られ、私も御引受するものと思っておりま

すし、私も一昨年はロータリーをやめよう

かと思いましたが、私個人の為にクラブに

御迷惑かけることもどうかと思い、1年間

務めさせていただきましたが、ロータリー
の会員には忙しくない人はないと思います

如何なる職業でもビジネスのお忙しい方で

ない人は、ロータリーアンの資格がないと
いう事をロータリーの友2月号に載ってお

ります。

川崎RCの浅見さんがクラブ例会出席、

世界記録を造る計画をした。例会数3に対
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し、34回の出席をして1・133％となった。

自動車は勿論、新幹線や飛行機、ある時は
フォーラムや家族会等に出席した。

2月の友にありましたが、地区の出席一

霹蒜蒜蒜提議淫訝
ますが、当クラブは少々みっともないよう

に思います。昨年11月庄内の4クラブで出

席競争をしようと呼びかけましたが、当ク
ラブがあまりに悪いので、是非60％の方は
70％、70％の方は80％以上になるよう努力

してもらいたいと思います。

小花君　私の処に365地区のガバナーシレ
ークーが来ております。まづ財団のパーセ

ントテージを御紹介致します。日本の地区

では365地区、この地区でございます。その

クラブの出席は86％が1クラブ、88％が3

クラブその外68クラブが90％以上でござい

ます。平均が96％、我々の353地区の出席

率は全体からみると良くあません。掛こ当
クラブは良くないようです。
365地区は、大阪、和歌山、奈良地区で、
ロータリー財団でも100％のクラブが一部

で、他は200％、300％、最高は800％、

1，000％になったクラブもあります。

この財団も我々ロータリーが考えており

ます世界奉仕につながることでありますし

その出席も他クラブにまけないよう我々会

員も考えて行かねばならないし、努力した
いものと思います。

）池内君　世界のロータリーの発展状況並び

に山形県のクラブ、当クラブが発足してか

ら8年半、この間のデークーを整理したの

で、御参考まで申し上げます。
1959年（昭和34年）当時世界に137カ国、

クラブの数が10，212クラブ、会員数477，00

0人、最近1968、2月でクラブ数が13，052、

会員数624，000人、8年半で世界のクラブ
の増加は2，840クラブ、延率が29t9会員

147，000人の増加30．8％、日本の場合1959年

7月298に対して現在825、527増えており

ます。これはクラブ数で、177％これから比

較しますと日本のロータリーの誕生する数
が非常に高い。会員数は1959年で12，313名

現在は39，520名になっております。会員の
延率は22・3％急速に増加しております。
日本の六大都市で現在東京クラブが346名
（34年）267名、現在大阪クラブ281名（34年）

185名、名古屋クラブ193名（34年）139名、京

都177名（34年）138名、神戸162名（34年）

横浜139名（34年）119名、山形県の場合をみ

遠詣：謝㌃
米沢、天童、上ノ山、村山のうち、山形西が
29名、山形42名、米沢42名、天童22名、上ノ

山31名、村山22名、現在山形酉は54名、山形
57名、米沢59名、天童31名、上ノ山46名、村

山36名となっております。この8年半に当ク

ラブは39名の増で最高です。

山形西25名増、山形15名増、米沢17名増、

天童9名増、上ノ山15名増、村山14名増、当
クラブの増大は著しいものがあります。

今後クラブの会員数はどの位が適正か、今

後のロータリーの発展を考えると日本の人口
がだいたい1億と仮足しますと、ロータリア

ンの数が4万、そうしますと現在日本の平均

で2，500人に1人の割合になります。鶴岡地

区は西クラブをあわせますと89名、鶴岡の人
口が100，000万人としますと、会員1人に1，1

20名となります。日本の平均の半分、住民の

数から比較しますと、会員の密度が高くなっ
ております。酒田地区は両クラブで75名、1

人の会員に1，335名となります。庄内として

も、日本全国からみますと急速に会員の密度
が高くなっております。

現在RIではクラブの内部拡大、外部拡大
を主張しておりますので各クラブの会長さん

もガバナーの指導によって努力されると思い
ます。鶴岡クラブは8年半に非常に拡大され
他クラブはそれ程でもないという事がいえる
と思います。

幹事報告
・会報到着　浜松南RC、台南RC
・認証状伝達式御案内

第370区　大牟田南RC　4月21日
（市民会館）

第361区　能都RC　5月26日
（中学校体育館）

第352区　平東RC　4月14日
（市民会館）

・第353地区　インターシティー●
ミーテソグ案内

ホストクラブ　米沢RC　4月1日（月）
14．00へ′18．30

スマイル　鷲田君、林君一似顔掲載され
斎藤（得君）一市体育功労
小池君－メークアップ

献　立　焼物一大漁　刺身一大漁
味噌汁「みつば、豆腐



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

成岡ロー々リー
第442号

1968．3．5（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

斎　藤　得四郎君

次週は　三　井　　徹　君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

1媚品澄誓須9位匿銅賢開基611

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　60名
出　席　数　　　47名

出　席　率　78．33％

欠　席　者　千葉君、長谷川君、平田（圭）君
平田（貢）君、本間君、小池君
三浦君、大野君、黒谷君、菅

原君、佐藤（寅）君、辻君

前回の出席　前回出席率　68．33％

修正出席数　　　亜名

確定出席率　81．67％

メークアップ　阿部（公）君、大竹君、平田

（貢）君、愚谷君、海東君、中

台君、手塚君、岩網君
一鶴岡西RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

栗本敏直君、五十嵐三郎右工門君
五十嵐単三君一鶴岡西RC

（2月27日出席修正）

出　席　数　　　45名

前回出席率　　　75％

修正出席数　　　うう名

確定出席率　88．33％

（2月27日メークアップ）

海東君、松田君、加藤君、中山君
小池君、今間君、佐藤（寅）君、三

井（健）君一鶴岡西RC

ソ　ング　君が代、奉仕の理想
リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告

0酒田東RCチャーターナイト6月16日開催

されます。会費3，500円　申込は3月15日

まで、多数御出席膜います。
0来年が当クラブの10周年記念になると思い

ます。次期会長さんがなにか記念行事を計

画されると思います。
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0353地区ガバナー渡辺さんが病気快癒され

3月1日以降ガバナーとして責任をとられ

ております。事務所、秋田市中通りうの2
2の1秋田グランドホテル内

次期会長石黒君の御挨拶

先週ほからずも次期会長の御指命をうけ、

速時御返事申し上げられなかった事を深く
お詑び申し上げます。
1週間考えてみましたが解決の方法がなく

現在私の能力からしても、会長は不適任と
思い、重大な会長をお引受することは私と
しても自殺行為ではないかと考えました。

前会長さん達の御荘告や、御支援がありま
して一歩もひけない立場になり、お引受け

することになりましたので、よろしくお願
い致します。

三井（徹）君

鹿児島酉RCインターアクト諮問委員長の

高井さんよりお便りがありました0
3月23日当クラブう周年には、インターア

クトの万だけでなくロータリーアンの方々

も、御都合がつかれましたらお出で下さる
ようお待ちしております。当地払丸インタ
ーアクトも3月に鶴岡に行くよう奨めてお

ります。

当地は2月20日頃寒さが厳しく、朝方は3
～40という日がありましたが、今27日頃

から春の陽気がただよいはじめて参りまし

た。3月下旬にはヒバリの声も聞かれるか

と思います。皆様によろしく、叉地震の影

響はありませんでしたというような手紙が

来ております。当地に来られるインターア

クトの会員は次期会長、副会長2名予定し
ているそうです。

張　　君

斎藤貢様（栄作）、辻豊子様、

高橋恒子様（無一）う名

2月l00％出席会員

阿部（公）君、安藤君、阿部（嚢）君、張君、

千葉君、早坂君、林君、平田（貢）君、池内
君、石井君、石黒君、五十嵐（三）君、五十

嵐（伊）君、五十嵐（一）君、海東君、小池君

今間君、嶺岸君、三井（徹）君、三浦君、五
十嵐（八）君、中台君、芸網君、中山君、大

竹君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君

佐藤（昇）君、鈴木（昭）君、鈴木（善）君、新

穂（光）君、鈴木（弥）君、佐藤（忠）君、谷口君
高橋君、手塚君、鷲田君、薮田君、森田君

41名

幹事報告

0会報到着　村山、米沢西、郡山RC
。認証状伝達式予告ご案内

第369区　徳山東RC
6月2日　下松市市民館

第361区　松任RC
5月12日　松任町総合福祉セ∴／タ一

第353区　酒田東RC
6月16日　酒田産業会館

献　　立

刺身一平目　焼物一鮭、大根おろし

お汁臍豆腐、もやし、みつば

・一・一　一・’‾　、■‾‾、‾・・、L＼1．

デソ弓－ク・VARDE ROTARYCLUBか
／ちスライドが送られて参りましたので、御

紹介致します。（約15分間位）

3月認生枕　会員

荒明勝君、五十嵐伊市郎君、大野武雄君、
斎藤栄作君、斎藤信義君、佐藤昇君、佐藤

寅之助君、佐藤忠君　8名

奥　　様

五十嵐甲様（伊市郎）、嶺岸豊子様
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三　井　　　徹　君

次週は　薮　田　誠　樹　君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

1哨晶避雷針9句会塁間開基61】

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　60名
出　席　数　　　47名

出　席　率　78．33％
＼▼）　　欠　席　者　千葉君、長谷川君、林君、平

田（貢）君、金井君、小花君、
松田君、嶺岸君、斎藤（栄）君
辻君、佐藤（寅）君、谷口君、
菅原君

前回の出席　前回出席率　78・33％
修正出席数　　　52名
確定出席率　86．67％

メークアップ　千葉君、平田（貢）君、小花君
一鶴岡西Rと

本間順吉君一東京西北RC
三浦君一世田谷RC

ソング　奉仕の理想リーダー安藤君

司　　会　副会長　三井賢二君

0会員の匝廼車重亘司が急死され、本日葬

儀を執り行なわれますが、生前の面影を偲び
ながら、本間さんの御冥福をお祈りして黙藤
を捧げたいと思います。
〇三滴君

先般、隣家の火災につきましては、皆様方
より御見舞を頂戴し誠に有難うございました
この席から厚く御礼を申し上げます。

先般上京した時に東京世田谷R Cにメー
クいたしました。そのクラブは誕生5周年を

迎えたばかりのクラブで、そのクラブは月の

始めに役員会を開き、会長、幹事、副会長の
前に名前が明示され、他クラブから来た方に
もはっきりわかるので大変良かったと思いま

す。
この附近には3つのクラブがあつまり、時

々ホーラムを開いているようでした。誕生祝

や結婿祝、その他の祝いは1人2千円のスマ

イルでした。この5周年記念の時に近所のク

ラブから20，000万円とか、う千円とかお祝い

をもらっているようでした。このような事も

当クラブも考えてみてはどうかと思いました
スピーチに産業大学の経済博士、早川徹堆

さんのスピーチがありました。（1970年安保

）
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改定と最近の学生運動）という興味ある話で
した。学生の防止というものはかぶるという

ものではなく、殴るものであるということで

したが、或いはそうかもしれません。学生運

動に対して成田、羽乱　佐世保と色々な運動
の資金が今日まで約1千万円といわれており

ます。佐世保の場合でも70万があったとか、
この運動に対して、けしかける個人や、団体

が如何に多いかということがわかりました。

これでは何時になっても争いが絶えることは

なかろうと思ってまいりました。中共ではそ

ういう学生運動には援助されない約束がある
ということも初めて知りました。

最後に1970年代においての米、ソの核弾頭

とか、核兵器とかの保有量からいうと反対に
なり、したがって1972年頃が最も危険ではな

かろうかという結論で、我々も政符も大いに
フソドッをしめてかゝらなくてほ、というの

が結論でした。

前会員書村さんにあって来ましたが、今で
は健康な体になり、近く停年退職されるそう
で、4月かう月頃にある会社に務められるそ

うです。会員の皆様によろしくということで

した。

○最近のNHKについて　高橋無一君

新聞等で話題になっているNHKの受信料
の値下げ問題につきまして、或いは受信料の

認可制であるとか会長を任命制にしたいとか
話題になっております。その端を発したとこ
ろはNHKが現在330円の受信料を値下げし

て新たにカラーをお持ちの方から150円の料

金を頂戴すると発表したのが事のおこりかと

思います。昭和37年に当時ラジオとテレビの

合計月額385円の料金でしたが、330円に値下

げしたわけです。ラジオだけの世帯は50円と
いうことで、値下げをしたわけですが、昭和
37年の330円というのは現在の260円に相当す

る日銀の物価指数は全部上がっているが、N
HKの受信料はそのまゝとなっております。

国際的にみますと商業放送各局もカラーの

設備に力を入れて参りましたし、外国でもカ
ラーを増強する懐向がありますので、NHK

もカラーの放送時間を増やす計画で5ヶ年問
の間に現在の倍近い案をもっているわけです

今年の4月からラジオだけの世帯からは受信

料を頂戴しないということになりました。そ

れで40億円位の収入減となるわけです。カラ

ーを150円新たに料金を頂戴出来ますのが、

8億円から9億円位、白黒テレビジョンの15

円の値下げとの影響が37億円収入減になりま
す。一方ラジオの方で9億円の収入がへりま

すので、差引すると40億円位収入がへること
になります。

37年から色々と場所の悪い所に放送局を作

ったり、出演費の値下げ、職員のベースアッ
プ等もありまして、この間受信者ののびとい

うのも勿論あったわけですが、どうしてもカ

ラーの料金を頂戴しないと、経営的になりた
ゝないということになったわけです。

現在カラーをお持の万は62万世帯位とみて
おります。年末には100万を越えるものと予

定しております。今後5年間の内にカラーの　）
のびはう70万から600万近い数字に普及するの

ではないかということです。

現在7時間40分カラーの番組を放送してい

ますが今年4月から10時間して年度を追って

最終的には、日本のカラー放送は1日1時間
位が適当かというので、計画をたてゝおりま

す。この間設備を拡張したり、直接的に経費
がかゝりますので、その経費は120億円位、

直接運営費が272億円合計392億円というのが
5年間の運営費としてかゝるわけです。

（次号につづく）

スマイル

阿部公一君　長男御結婚

鷲　田　君　西クラブメーク

三浦岩治郎君　近火御見舞

多忙につき早退・遅刻
三井徹君、三井健君、森田君

幹事報告　三井賢二君代行

会報到着　東京、米沢、新庄、石巻東、鹿
児島西

酒田RC　3月20日　春分の日の為休会
酒田東RC　3月21日を3月19日に変更
認証状伝達式案内
矢板RC　5月12日　矢板市体育館
井原RC　5月26日　井原中学校体育館

国際ロータリー加盟承認挨拶
小牧RC　毎週水曜日

於　東春信用組合本店
鹿児島西RC　創立う周年記念祝典御案内

3月23日　午後6時　於的鳴館

献　　立　焼物－カレイ　盛合せ－エビフライ

野菜サラダ　お汁一豆7、
しいたけ、三乗のミソ汁



薮　田　試　樹　君

ロータリアンとしてのあなたの
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出席報告

本日の出席合意芸　言語

出　席　率　73．33％
）　欠席者　阿部（裏）君、加藤君、斎藤

（得）君、早坂君、三井（徹）君
斎藤（信）君、平田（圭）君、三
浦君、黒谷君、石井君、大竹君
菅原君、五十嵐（伊）君、大野
君、手塚君、津田君、薮田君

前回の出席　前回出席率　78・33％

修正出席数　　うう名
確定出席率　90．00％

メークアップ　千葉君、嶺岸君、斎藤（栄）君
一鶴岡酉RC

長谷川君一新発田城南RC
金井君一東京西北RC
林宗一東京RC

◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOIくA

崩問ロータリー
第444号

1968・3・19（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

（診0707．2838

事務所鶴岡市馬場町商工会議所内②5775

ゲスト　日高一輝氏、鶴岡西校インターア

クト会長、副会長

ビジター　五十嵐卓三君、羽根田正吉君、

半田茂弥一鶴岡西RC

ソング我等の生業リーダー佐藤忠君

司　会　副会長　三井賢二君

達箔事項

RIから青年層の若人の為に新企の意義あ
るロータリー・プログラムが発足されまし

た。この新プログラムはロータ＿ア

Rotaract と呼ばれます。
クト

ロータ‾アクトクラブ会員は、提唱ロータ

リー・クラブの区域限界内に居住、通学、又
は就職している17才から25才までの青年であ

るとされています。提唱クラブの任意にて、

その会員は青年男子のみとすることもできれ
ば或いは青年男女とすることもできます。

ローターアクトの目的は、その地域社会へ

奉仕し、国際理解を増進し、知識を啓発し、
職業上の高き遺徳的基準（ロータリーの職業
奉仕）を採択することにあります。各クラブ
はこれらの各部門において、少くとも年に一
つの主要な奉仕活動を実施します。

、
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奉仕の理想に貢献する職業人としてロータ
リアン各位は青年層の若人の指導力を高め、

国民性を培う、この機会を歓迎されることを

確信いたしております。ロ・－クトーアクトは、

提唱クラブにとって財政的な負担にはなりま
せんが、会員の時間と労力と想像力の投資を

要するプログラムであります0
ローターアクトは、又過去5ヶ年問に59ヶ

国に2千有余のクラブの結成を蘭らした、中

等学校を水準とするイソクーアクト活動を継

続させる枚会を与えるものです。インターア
クトは、その地域社会への奉仕と国際理解の

増進の二つを目標とします。ローターアクト
．クラブはこれらの目標をもって結成され、

そして職業奉仕の原則を加えた青年の為の活

動です。

・68年度のクラブ役員、委員が別紙のとお

り決定なりましたので御了承鼠います0

．西高校イシ盲－アクト・クラブ活動報告

会長　安達信吾君

会員数は3年生は11名、2年生8名、1年生

／7名計26名です。奉仕活動は学校に対しては
′　一寸＿しこだ　　」仏′l▲、＿辿′†　ゝ＿｝

整頓、美化に奉仕する。
インターアクト・クラブ8回記念祝展を行

なった。中庭の管理を積極的に行なってい

る。学校が行なう行事に対して必要に応じて

奉仕活動を行なう。地域社会に対してほ、大
山公園の清掃、クズ箱の設定を続行してい
る。駅前アーケードの清掃の管理、月に1回

行なう。8月の羽越水害に対し、小国地域水
害にIC会員が3千円とロータリークラブか

らの慰問費を戴き、68Kを送りました。国際

理解親善、ICOを通して常に活動資金を送
って下さった他の高校生徒と交換している。

オーストラリア、アメリカとの文通、仙台

の育英高校、留学中のディックマートソ君を

11月3日～7日当地に招待し、地域各校の生

徒諸君と共に交歓会を開きました。10月28日
～30日の学校祭に対してはICの部室を設け

IC並びロータリアンに関する資料等を展示

し、一般生徒、家庭に印象を与えたと思いま

した。国内のICの親善はIC東北大会を8

月4日～6日青森西に於いて会員10名出席し

ました。

例会は毎月第2、4水曜、午後3時30分～
5時まで、出席率70％生徒会役員が多いので

会のもち方は非常にやりにくい状態でした0

。＿クリ【の会員の方のスピーチをいただき

大変有難く思っています0これが一年間の活

動です。

卓　話　日高一輝氏

略　歴
1．夙に世界連邦運動を提唱し、世界

連邦協会を創設0
2．世界連邦日本国会委員会事務局長
3．世界平和アピール7人委員会

事務局長

4．世界連邦世界協会（在′、・－グ）
理事を脛任し、現在世界連邦協会
々長（オラソダ、ガン）

5．日本バートラソド・ラッセル協会
理事

ニューヨークの国連本部に参りますと、沈

黙の間があります0中には、あまり大きくな
いヌードがおかれております○そこで静かに

心を沈めるという部星があります。私はそれ

を拝見して非常に感激しました0こうして、

色々重要な取にある人は特に心を沈めて深く

思いをいたすということが大事であります0
ことに今日のように国際的にも・国内問題

においても、経済事情においても、服装の乱

雑になっている場合は特に必要であろうと思
います。先年イソドに参った時1年間インド

教、ヨガ、仏教の研究にあたりれたが、沈
黙ということを特に重要な修業のコースにし
ております。私がついた先生はこヘル・′ミ／ミ

ジュという方で、この人は35年間沈黙を守っ

ておられます。　　　（次号に続く）

幹事報告

0会報到着　石巻東、八戸、米沢、東京、

鹿児島西、新庄RC
。チャーターナイト御案内

第352区大和RC　5月11日

第358区悪霊暴悪芸8）合同4月28日

於　東京ヒルトンホテル

0例会変更　新発田城南RC

3月28日を3月26日に変更

ガバナー公式訪問のため

スマイル　三井健君　遅刻
小池君　子供の誕生

献　立　焼物一鮭、刺身一平目、ハヤカ
ラアゲ　お汁一豆腐、みつば
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四つのテスト

1・真実かどうか

2・みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4・みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

1月僅且卿
叫　　卓　話　　酒　の　話

今野松広君
‾　出席報告

）　本日の出席　会　員　数　　59名

出　席　数　　45名
出　席　率　76．27％

欠　席　者　安藤君、荒明君、千葉君、長
谷川君、平田（圭）君、平田
（貢）君、飯自君、池内君、中
台君、斎藤（信）君、佐藤（伊）
君、黒谷君、菅原君、佐藤
（寅）君

前回の出席　前回出席率　73・33％

修正出席数　　56名
確定出席率　94・92％

メ■クアップ　早坂君、五十嵐（伊）
－酒田東RC

阿部（裏）君、石井君、三井（徹）君
三浦君、大竹君、大野君、斎藤
（得）君、黒谷君、手塚君、薮田君

加藤君一仙台RC

ー鶴岡西RC

ビジター　桜井瑞男君一鶴岡西RC

ソング　我等の生業

リーダー幹事（佐藤忠君）

司　会　会長　斎藤得四郎君

連絡事項
0故本間順舌さんの葬儀に際し、御礼状が

参りました。
0山形北ロータリークラブ設立総会の案内

日　時　3月28日（木）午前11時

登録開始　午前10時
場　所　山形市七日町

産業会館六階ロビー
登顔料　2，500円

0鹿児島西ロータリークラブ5周年記念に

メッセージと祝電を差上げました。

卓　話　　酒　の　話

酒は人類の祖先が造りだした絶妙至高の芸
術品である0伝える所によると、深山に猿酒
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というのがあって、これを飲んだと言われる
が、これは目的あって造られたものでなく、

たまたま樹の股あるいは岩のくぼみなどにた
めてあった果実が偶発的に発酵したものゝよ

うである。その後何万年もの間に改良に改良
をかさね、今日の洒となった。酒こそ万物の

霊長である人類の優れた智恵と工夫がうんだ
宝ものである。

1杯を飲んで甘露の味を喜び、3杯にして

頻が紅潮し、10杯を重ねて恍惚の境にいたり
1日の苦労を忘れる晩酌の気分、また、友人

とジョッキをあおり放談、豪語する快心も酒

なればこそである。仏教では、人を喜ばすこ
とを菩薩の行という。酒を造る人、酒を供す
る人は日常の生活の手段が即菩薩の行であっ
て、天下の人々に大変な功徳を施しているわ

けである。
ぶどう酒、これは聖書によると、アダムか

ら10代目の子孫ノアの時代ノアの箱舟で有名

な大洪水の時、自分とその一族と動植物の原

種をのせて、アララット山に着き、それから

生物が再出発したことになっている。この中
にぶどう酒の種があり、神がノアにぶどう酒
の栽培法とぶどう酒の遣り方を教えたといわ

れている。又キリストもカナの婚礼に自ら酒

を造ってすゝめ、十字裂に上る前の最後の晩

さんでは、ぶどう酒を自分の血だといって、

7人の弟子に与えられたと伝えられている。
ギリシャの神話では、バッカスがアジア地

方で叔母の女神からぶどうの栽培と酒造りを

教わったことになっている。いづれにしても
ぶどう酒は地中海沿岸地から起り、ギリシャ
ローマに伝わり、ぶどうの栽培とともに初の

暖かい南方に行われ、特に気候の寒いドイツ
ハソガリアなどに広がった様であります。

ビールの発祥はェジプトであろうと言われ

エジプトの神話ではオシリスの神がこれを教

えたとされている。エジプトとビラミットの

副葬品に酒雇をさゝげ持つ女の立像が見出さ
れている。

ウィスキー・ブランデー

蒸留酒は暑い地方で発明されたようである
暑いと普通の酒では腐敗するが蒸留しておけ
ば何日おいても腐る心配がない。
たぶん、イラン又はアラビアあたりが発祥

の地であるとされている。イギリスでは6世

紀の古い歌にみかん酒からとった焼酎のこと

が出ているから相当古くヨーロッパに伝わっ

たものであろう。

リキュール葉芽

ぎーPッパの寺院で造った強壮薬酒が始ま

りでフランスが本場であった。

日本酒

古事記では木花咲爺比売が米を噛んで酒を

遵つたとあり、これが最も原始的な酒とされ
ている0　　　　ゎに

応神天皇の時代には王仁と云う博士が渡来
して、文字が伝わり、種々の文化が大陸から

釆たが、このとき帰化人、スズユリがうまい

酒を造って天皇に献上した。天皇はたいへん

喜び、この男を宮中の造酒の司にしたと云う
酒を造ることを「かもす」と云う。太古に

は酒を造ることを「かむ」といい、それから

「かもす」に転じたと云う説がある。
米を噛んで酒が出来るかと疑う人があるか

も知れないが、麹の使用法の知らないころは

、麹のジァスターゼの代りに唾液の中のジァ
スターゼを応用するので、飯を口の中で長く

噛んでいるとだんだん甘くなる、いわゆる糖

化されるのである。これを吐きためておくと

自然に空気中から酵母菌がおちて来て発酵さ
れてアルコールになるのである。

平安朝時代は文化の花が咲いた時代である
が、酒も自然に発達して、白酒や、清酒も造
られていたようである。　　　（続く）

幹事報告

。会報到着　能代、石巻東、郡山西

0チャーターナイト御案内

第368区八幡浜RC　5月19日

松庵小学校講堂

第358区三鷹RC　6月1日

三鷹市公会堂

スマイル　中山君　新社屋完成

献　　立

ライスカレー、えび、鳥肉、トマト

、ノ′一一ノ
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Make Your Rotary
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　58名

出　席　数　　　45名

出　席　率　77・59％

欠　席　者　阿部（公）君、阿部（裏）君、平
田（圭）君、平田（貢）君、五十

嵐（三）君、小池君、三井（徹）
君、三井（賢）君、三井（健）君

松田君、大竹君、斎藤（信）君

菅原君

前回の出席　前回出席率　77・97％

修正出席数　　51名

確定出席率　86・44％

メークアップ　安藤君、千葉君、平田（貢）君

池内君、中台君一鶴岡西RC

ビジター　原田行雄君、和泉書巳君、五十嵐

三郎右工門君一鶴岡西RC

本間庄一君一村上RC

ソング　君が代、手に手つないで

リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

達緒事項

4月1日米沢RCの10周年記念に当クラブ

から5名が出席いたしました。来年は当ク

ラブも10周年に当りますので色々参考にな

ることもありました。10年間の間に亡くな

られた会員が8名、前会長、幹事への感謝

状の贈呈、急救車の贈呈式等があり、その
後、インターシイテ一・ミーテングがあり

ポールハリスが亡くなられてから丁度100

年目にあたります。詳細な事はロータリー

誌に掲載されておりますとの事でした。
1973年世界ロ・→クリー大会がロンドンに決

定になりました。

万国博が大阪で開催されるわけですが、ロ
ータリー会員1人300円を、3年間で1人

1，200円負担してもらいたいとの事でした。

こうしてみますと、当クラブも川周年記念
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をやるにしても、相当多額の経費がかゝる

だろうと恩いました。

※会員佐藤寅之助君から退会の通知が参って
おります。

整鹿児島西ロータリークラブ会長から返礼些

両殿下をお迎えして、4月6日当地におい

て明治百年祝典を行なわれるに先立ち、春

宵の一刻を刺し、当クラブ5周年記念の祝

典を催しましたところ、鶴岡西高等学校イ
ンターアクトクラブ員の御参加を頂き幸便

にて御祝詞を頂戴致しました。式場におい

て御披露申し上げ御祝意有難く拝承致しま
した。御心遣い誠に肝に銘じ感謝にたえま
せん。御蔭様にて祝典も成功裡に終了致し

新たな意気を以って次の前進を開始致しま
した。今後共姉妹クラブの盟約を愈々固く

致し、向上に努めたい所存でございます。

此処に貴クラブ、会長、会員の皆様の豊か
な御友情に対し謹んで感謝の意を表すると

共に御健勝を祈念して御礼の詞と致します
（原文）

昭和43年3月

会長　島　津　忠　丸

猿鹿児島西クラブ会長より、クラブのクリス
マスの家族会の写真に対しても御礼状が参

っております。

※鶴岡西高イソクーアクト会長の報告

3月21日、日本海で京都に向かいました0
22日京都附属高校の生徒達と話合いました

そこは最近出来たばかりで、インターアク

ト精神、奉仕活動等結成につき色々問題点

があったようです。叉先生方とも色々話合

いました。その結果問題点になった事は、

人にみせびらかせて、奉仕するのほいけな
い、奉仕というものは団体行動でやるのが

奉仕だけではない。先生方から集められて
あの人はこういうものにむいているんじゃ

ないか等、集められて作ったそうで、私達
の学校とはその点違っていたようです。そ

の夜、鹿児島に向かい、23日午後4時近く

西鹿児島駅に着き、すぐ例会に行き、そこ
で祝典に出席させていただきました。その

祝典で大変感じたのは、ロータリー賞とい
うものがあったことです。その賞というの

は学校で色々な事に従事している生徒、保

育など10年もやったという先生達にロータ

リー賞を授与して、5周年記念を盛大に行
なわれておりました。それから柴山さんの

家に行き、翌日インターアクト会員2名と

観光に行き、その中で色々と鶴丸高校の活

動内容等について話合い、大変ためになり
加ました。28日255回目の例会に出席して、

ゲストとして招待されました。その時中立

国の防衛という映画をみせてもらいました

鴇丸高校はクラブ活動はあまり活発でなく

進学だけに気を配っているようでしたが、
インターアクトの仕事に関しては充分やっ

ているように感じました。

会員誕生
林茂助君、松田亮一君、高橋無一君、
飯自祐倍君、新穂光一郎君、中台吾郎君

奥様誕生
阿部悦子様（公一）、小花春子様
笹原郁子様

年間皆出席
鈴木善作君　　8年
手塚林蔵君　　5年
石黒康之助君　　5年
佐藤　　忠君　　3年
阿部　　賽君　　2年

月100％出席

阿部（公）君、安藤君、阿部（襲）君、張君、
千葉君、早坂君、林君、平田（貢）君、池内
君、石井君、石黒君、五十嵐（三）君、五十
嵐（伊）君、五十嵐（一）君、海東君、金井君
加藤君、小花君、小池君、今間君、嶺岸君
三井（徹）君、三浦君、五十嵐（八）君、三井
（賢）君、三井（健）君、森田君、中台君、劣
網君、中山君、大竹君、斎藤（栄）君、斎藤
（得）君、佐藤（昇）君、鈴木（昭）、鈴木（善）
君、新穂君、笹原君、鈴木（弥）君、佐藤
（患）君、高橋君、手塚君、薮田君、金野君

44名

幹事報告

0会報到着　米沢西、仁賀保、村山、
酒田東RC

oチャーターナイト御案内

第355区新発田城南RC
5月19日　厚生体育館

第353区

第359区

左沢高体育館

山梨大学講堂
。第352区年次大会記録誌到着

献　　立　焼物一鮭　刺身－マグロ、平日
お汁一猛宗、油揚
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出席報告
本日の出席　会　員　数　　　59名

出　席　数　　　42名

出　席　率　71・19％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、張君、
千葉君、長谷川君、池内君、
金井君、森田君、中台君、雰
網君、大竹君、大野君、斎藤
（信）君、窯谷君、菅原君、浮
田君、辻君

前回の出席　前回出席率　77．59％
修正出席数　　　53名
確定出席率　89・83％

メークアップ　大竹君一米沢RC

阿部（公）君、阿部（裏）君、平
田（貢）君、五十嵐（三）君、小
池君、三井（徹）君、三井（賢）
君一鶴岡西RC

ビジター　佐藤源治君一酒田RC

原田行雄君、和泉書己君、斎藤繁
雄君一鶴岡西RC

司　会　会長　斎藤得四郎君

0この前の交換学生について、4日7時より

商工会議所で前会長、現理事、次期理事と
の協議会を行ないました。議題は交換学生

について鶴両校の鈴木君が希望したいとい

うので、皆さんの御意見を伺って例会で御

承認願いたいと思っておりましたが、その

学生が大学受験に合格したのでとりやめに
なりました。

今後の交換学生というものに対して研究会
をひらいて検討しました。これについて三

井（徹）君が交換学生について研究されてお

りますので、後程御説明願います。
。来年6月中に当クラブの10周年記念にあた

ります。相当多額の金も必要と思いますの
で今からその計画等をたてられたらと思い

ます。
）会員上林君の入会の挨拶（推選者小花君）

交換学生について　三井（徹）君

交換学生についてこの資料に基づいて、

皆様の御理解を得てもらいたいと思いま
す。私も交換学生の事について関係したの
で、私の感じたこと、考え方と申しましょ

）
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うか、個人的な水準において友情と理解を

深める個人的な水準というものが大事では
たかろうかと思います。

これからの世界の状態、宇宙時代におい

て、国際的な視野をもっていかねばならな

し
｛漸う榎会を与えて行くことが非常に

重要なことではないかと患います。RIの

プログラムの一つとして重要であることは

痛感しておりますが、高校の生徒を目標に
しております。この年令層が外国の家庭に

入って、その家庭にとけこんで、外国の生

活を理解していくことが、この年令におい
て重要に考えられます。

それから、具体的な問題として、受入体

制が問題になりますが、その前に基本的な
ことからつけくわえまして、お互いの理解

が深まって、そこに世界平和に対しての点

が出来る。その点のまわりに波紋が出来て

個人的な水準に於いての理解親善が出来る
ということですが、実例からしますと、最

近私の子供がオーストラリヤのバーチとい

う所の友人から手紙があり、この地区と交

換学生をやりたいから地区の意向を伺って
くれというような手紙が来ております。

又スミスさんの尽力によりまして、私の

娘も1年位看護婦の仕事を勉強に行く準備
をしております。鶴岡出身の真鳴さんが留

学しておりますが、アイリソの所にも招待
をうけ、大変歓待されておるそうです。書写

－‾一才サブポ茂市増援茫蓼耳管tでr当時の活

動状況を申し上げますと、こちらでクラブ
を訪問した数は23クラブ、学校は15校、旅

行は北海道から九州まで、日本のスライド
1，300枚、日本の紹介に頑張っているよう

です－．．▼‥一　　・一・‥‥・一　一・‥一・ハ・l一・1・

私共もアイリソに接して、アメリカの中

溌家庭の子弟というものは予想以上に健康
な生活をしているということを教えられま

した。彼等の世界的な視野をもって考えて
いるということを教えられました。北高の

校長とあい、アイリンの当時の実績を聞い
てみましたが、生徒に対しても非常に良い

影響を与えてもらったと感謝しておりまし

た。東北での弁論大会に、南高、北高とも

優秀な成麓を収めたということも出ており
ます。この地域の人々も、アイリンに対し

て愛想よくふるまい、国際的な理解にもや

くだったと思います。

交換学生の受入につきまして御参考まで

申し上げます。

居家　畳敦の日本間一室、同年令同性の子

弟と同室も可
言葉　基本的な日本語は一応習って来るか

らゆっくり話すとわかる。更に以心伝

心

食事　日本食がよい

便所　水洗、洋式でなくとも大丈夫
寝具　ふとんの方がよい

外出　旅行、行先き、同行者、時間、RC
及び学校との関係をキチンとする

通学　滞日理由の第一は通学である（入口
許可証の目的）而して厳正に

贈物　学生の身分をわきまえ、簡素な日本
的なもの

4禁止事項　飲酒、自動車運転、恋愛、喫煙
以上のように受入に関して、おっくうが

る必要がないと思います。向こうから訓練

されて来ますので、日本の生活にとけこん

で頑張るようです。出来るだけ接触してみ

ることが一番大切であるようです0

この基本的な考え方の中に地区、或いは

クラブがお世話下さるわけですが、会長自

身、家族が接触理解と親善をふかめ、国際
平和につくす枚会をもとめ、ロータリーの

奉仕と個人的に奉仕を行なうような事が基
本的なようです○

幹事報告

。会報到着　米沢、新庄、石巻東、郡山、部

山西、東京RC
o創立御挨拶　山形北RC

例会日時　木曜12時30分

例会場　産業会館7階
0チャーターナイト御案内

第369区　井原RC
5月26日　中学校体育館

第360区」、牧RC

6月9日　名古屋名鉄グランドホテル

献　立　刺身一平目、マグロ　焼物一鮭
お汁－こごめ、油揚



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

崩問ロータリー
第448号

1968・4．16（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

（∋0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2・みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4・みんなのた釧こなるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

珂　　　出席報告

本日の出席　会　員　数　　59名
出　席　数　　45名
出　席　率　76．27％

＼－ノ　欠　原　著　阿部（公）君、千葉君、長谷川

君、平田（圭）君、平田（貢）君
五十嵐（伊）君、森田君、大竹
君、大野君、男谷君、菅原君
谷口君、高橋君、津田君

前回の出席　前回出席率　71．19％
修正出席数　　54名
確定出席率　91．53％

メークアップ　長谷川君一乗京北RC

大竹君一酒田RC
阿部（公）君、荒明君、張君、
池内君、森田君、中台君、雰
網君、大野君、黒谷君、津田
君一鶴岡西RC

ビジター　斎藤繁雄君一村上RC

栗本敏直君一鶴岡西RC

ソング　手に手つないでリーダー安藤君

司　会　会長　斎藤得四郎君

卓　話　鶴岡織物構造改善について

劣網末松君

今年は明治100年祭だそうであります。明
治の始めに先覚者遠が日本に紡績という産業
を取り入れ、だんだん発展して日本の経済に

重要な地位をしめ、先進国のイギリスのラン
カシャの紡績を駆逐したのであります。鐘紡

東洋紡、日紡が株式界での花型であった事は

承知の方も多いと思うのであります。

大正11年頃には、生糸絹織物で、日本の輸

出の49％をしめているのであります。アメリ

カの婦人靴下用として40万俵（1俵は60キロ

16貫であります）の生糸を輸出したのであり

ます0郡是製糸、片倉製糸の華かな時代があ

ったわけです。

簡単に云えば生糸を輸出し、その金で綿花
を買い付け、綿糸絹織物に加工してこれを輸

出し、それによって得た外貨で鉄屑その他の

資源を輸入し、大正以来日本経済発展の基盤
が培かわれたといえると思います。

〕
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昭和の始めに日本で人網糸が興り、日本で
は人間道糸絹糸である。又欧洲では、芸術的

生糸として宣伝し、帝人、東レ、旭化成、倉

敷レーヨンがこれを生産に力を入れ、レーヨ
ン、アセテート、ベルベット、絹糸等戦争前

にはアメリカに次く小世界第二の生産国となり

輸出にも大きく貢献したのであります。
昭和11年アメリカのデュポン社が、ナイロ

ンを発明、発表したのであります。クモの糸

より細く、鉄より強い、石炭と空気と水から

出来た繊維と云う唄い文句で、織維界に新風
を起し、婦人用の長靴下は凡てナイロンにな

り、生糸の分野が完全に喰われてしまったの
であります。日本でも東レがいち早くナイロ
ンの製造を始め、今日の基礎を造り、日レ、

帝人、旭化成、鐘紡等相次いでナイロンを造

り、ナイロン時代が生まれたのであります。

今日では、ナイロこ／と云えは女物の代名詞
になり、ポクエステルのテトロン、ビニロン

アクリルの各々の長放物が造られて居り、又

それ等の異型糸、或は混ぜ合せた糸が出廻っ
て屠り、私共でもわからない程次ぎ次ぎに変

っているのであります。

過去輸出のおおむねをしめた生糸は、国内
に於ける和装のための消費が年と共に旺盛に

なり、又そのために生糸の値も高くなり、絹

織物の輸出は昭和35年をピークとして逐年減

って参りました。現在では全く微々たる数量
に減っているのであります。因に昭和42年度
の生糸の生産高は、日本が54％の3万5千俵

中共の26％15万俵ソビェト7％の4万俵であ

ります。

消費に於いて、日本が33万5千俵で全体の
58％、ヨーロッパは全部で6万俵で10％、ア

メリカ5万俵9％、日本の輸出全生糸絹織物

で2万3千俵ですが、輸入の方は生糸で2万

9千俵、絹織物で1万4千俵、かっての輸出

国から、輸入国に転落したのであります。
日本の女性は、世界一ぜいたくな衣料生活

をしているとのことです。一般に収入の増え

たことは望ましいことでありますが、永年輸

出の絹織物を製造して参りました。私共とし
ては、何かさびしいことに思えるのでありま

す。

簡単に大正から鞍経の移り変わりの一部を

申し上げたのでありますが、興亡の歴史でも
あります。

綿糸、綿布はイソド、パキスタソ、中共等

日本の紡績がラソカシャの紡績を駆逐したそ
の道に追上げられており、絹織物についても

同様に中共、韓国の安い貸金と立ち打ちが出

来ないのであります。因にアジア諸国の賃金
は20～30％、比較的高い香港でも60％と云わ

れております。参考に申し上げますと、中共

製糸は生糸、桐織物共に毛沢東の記録による
信仰的なもので、比較にならぬ程優れており
ます。又イギリス、フラソス、西ドイツ等の

先進国は政府の強力な助成策と輸入制限など

自国の織布業の構造改善を進め、急速に国際
競争力を高めている。

年々上昇するであろう物価とペースアップ
労務の不足、しかも海外市場で競争裸をどう
して乗り切っていくか、日本の織維業界は全

く困難な時代に遭遇しているのであります。
こういう事態でありますのて、昨42年8月特

定織布業構造改善事業法と云う、臨時措置法
が生じたのてあります。現在私共の網、化赦

織物の、織機台数245，000台、業者数28，000工

場、労務者200，000、1企業8・8台41％、老朽

化と云われております。
1．設備の近代化　　　6・取引秩序の確保
2．企業集約化、協業化　7・商品技術の開発
3．過剰設備の処理　　8・市場開拓
4．転廃業の円滑化　　9・労務対策
5・取引構造の改善

今後の構業の項目となっているのでありま

すが、その期する所は現在設備が過剰のため

過当競争が行なわれておりますので、設備台
数で2割を減じ、その代り近代化により需要
の伸びに対応させ、昭和46年に於いて、現在

より15％の増産を計り、業者数に於ても産地

毎に協業化やグループ化を進め、業者数も現

在の半分にへらし、商品の高級化により附加

価値を高め、体質の強化を期したいという方、一
針であります。

（449号に続く）

幹事報告

会報到着　石巻、石巻東、宮内RC
例会時間変更　天童RC　4月13日

午前7時30分　舞鶴文化会館
チャーターナイト案内
第365区大阪大東RC　5月18日大閤園
第352区前沢RC　6月2日町体育館

第365区年次大会御案内
10月19日～20日　新大阪ホテル

献　立　焼物一鮭　お汁



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

品岡ロータリー
第449号

1968・4．23（火）晴一

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

（診0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2・みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4・みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

叫出席報告

本日の出席　会　員　数　　59名

出　席　数　　43名

出　席　率　72・88％

欠　席　者　金野乱辻君、高橋君、菅原
君、斎藤（得）君、大野君、大
竹君、三井（徹）君、今間君、
五十嵐（一）君、五十嵐（伊）君

平田（貢）君、平田（圭）君、林
君、安藤君、荒明君

前回の出席　前回出席率　76．27％

修正出席数　　52名

確定出席率　88・14％

メークアップ　大竹君一酒田RC

阿部（公）君、長谷川君、平田
（貢）君、五十嵐（伊）君、森田
君、大野君一鶴岡西RC

ビジター　伊勢栄司君一小樽RC

ゲスト　小野寺　清君

ソンゲ　奉仕の理想リーダー安藤君

司　　会　副会長　三井賢二君

達緒事項

。親睦委員　5月7日の例会を湯之浜ゴルフ

場に変更。バスは商工会議所前日時30分出

発（家族の昼食代500円）七窪の思恩園を

訪問し、●チュクリップ畑をみて、三井（武）

君がチュウリップの切花を差上げるそうで

す。御家族揃って御参加願います。

卓　話　鶴岡織物構造改善について

（448号に続く）

織機を新しく入れかえる場合は、5割の上

積み廃棄が義務付けられているのでありまし

て、判り易く申し上げますと、例えば100台

入れかえるとすれば、古い織機を150台残さ

ねばならないのです。織機も日進月歩で進ん

でおりますが、100台で150台分稼げるものは

残念ながら無いのであります。そこに問題点

V
会
報
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族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



があり、悩みがあるのであります。

古い伝統を持つ、鶴岡市の織布業も遂事衰

微して居りますので、何んとかこれを守り抜

きたいということで、43年度から県や通産省

又商工中金等の審査も終り、県の指導援助委

員会もパスし、目下申請書叛の作製中であり

ます。今度の構業組合は、羽前織、松文、松

岡グループの3本立になっております。

全国509億の車から3倍の枠をもらうこと

に進めております。6％は国、10％は県から

低い金利で侍られ、2年据置きの10年償還と

いうことであります。残りの30％は自己調達

であり、建物等の附帯設備は自分の金でやら

ねはなりませんので仲々大変な訳であります

総額4億3千5石万円で、43年度は7千万円

ではじめることになっております。

御承知のようにポンドの切り下げ、ドル防

衛、海外の情勢は厳しく、現在の輸入課徴金

の問題で数量規制もすでに上院を通過してお

ります。国内に於ての金融引締の策で、全く

半恐瞳ともいうべき情況であります。どうか

皆様の御理解を頂き一層の御支援、御協力を

お願い申し上げる次第でございます。

幹事報告　　佐藤　忠君
0会報到着一鹿児島西RC

スマイル　松田君　早退

佐藤伊和治君　生コソの竣功式
新穂君　若い設計者の表彰

献　　立

刺身一平目　焼物一小鯛
お汁－あいたけ、生揚げ



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

戎岡ロータリー
第450号

1968．4．30（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

（診0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

三　井　賢　二　君

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

出席報告

本日の出席　会　員　数　　59名
出　席　数　　　47名
出　席　率　79・66％

欠　席　者　阿部（公）君、長谷川君、平田
（圭）君、五十嵐（三）君、今間
君、中台君、佐藤（昇）君、栗
谷君、菅原君、鈴木（弥）君、
高橋君、今野君

前回の出席　前回出席率　72．88％
修正出席数　　53名
確定出席率　89．83％

メークアップ　安藤君、五十嵐（伊）君、五十

嵐（一）君、今間君、三井（徹）
君、大竹君、大野君、斎藤
（得）君一鶴岡西RC
林君、平田（貢）君一酒田RC

ビジター　菊地幸助君、村上七五男君
一酒田東RC

石井幸雄君、五十嵐政雄君、原田

行雄君一鶴岡西RC

ソング　奉仕の理想リーダー安藤君

司　　会　斎藤得四郎君

会長報告

☆5月7日の例会は、家族会をかねて湯之
浜カントリークラブにて行います。商工

会議所前12時出発ですから、御家族、会

員多数御出席願います。

☆酒田東RCから6月の認証式に18名位追

加出席の御願いに参っております。

例会スピーチ　　　　　　早坂源四郎君

今日はプログラム委員長から突然スピーチ

のピンチヒッターの役目を仰せつかりまし

た。スピーチというものは重荷に感ずるもの

で御座いますが、私はロータリーに入会した

お蔭で少ししゃべれる様になりました。

あるガバナーの話ですが、ある時ライオソ
の好物の御馳走を前においてスピーチをする

なら食べてよろしいと云いましたら、そのラ

）
会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



イオンは御馳走を振り向きもしなかったとい

う話も御座います。さて、今日は昨年の夏の

話で恐縮ですが、私の親株で立教大学の講師

をしている人が、私の高等学校時代の漢文の

先生で東大名誉教授であられた高田真治先生
のお伴をして数人の漢学の勉強をして居られ

る学者の一行を、鶴岡に連れて来られました

事があります。
一行は湯の浜温泉で清談で一夜を過ごされ

て、特別の旅の目的もありませんでしたので
一日私も一行を鶴岡の致道博物館に御案内し

いう論文が御座いますが、当時の政府と南州

翁との対立に対し、中立的立場から福沢氏が

論評を加えているのですが、西郷さんの当時
の立場が諒解されます。

要するに西郷さんは単なる軍国主義者では
なく、征韓論は当時の一部の謀略であったと
いう事であります。

今日は雑然としたまとまりのない事ばかり

申し上げ恐縮で御座いましたが、古きを温ね

（たづね）新しきを知る事も亦興味ある事で
御座います。

ました。犬塚又太郎先生に大変お世話になり

ましたのですが、一行の中の学芸大学の教授　幹事報告

が申されたのですが、致道博物館の民具の蔵

を見られて岡山の倉敷の美術館にも民具を集
めているが、その土地の古い民具をこんなに

たくさん集められて居るのは、倉敷にまさる

実に立派な事である。鶴岡に来てホントに良
かったと云われました。実は私も再認識しま
した次第です。

私の親額は陽明学を勉強しているのですが

陽明学から西郷南州を学び、更に西郷さんか
ら鶴岡を知りまして西郷さんの勉強に鶴岡に

釆な訳です。
私は漢学は全く勉学して居りませんが、一

行中の若い学者が阻兼学を研究し荻生阻乗の

経済論を特に研究して居られました。徳川幕
府の学門は御承知の通り朱子学ですが、荘内

藩が特に幕府から許されて阻来学を致道館で
勉学した事をその折犬塚先生から伺った次第
です。

現代の若い人が昔の漢学儒学を熱心に研究
して居るという事実は誠に興味あるもので御

座いました。

さて皆様御承知の南州翁遺訓をひもどきま

すとその一節に「己れを愛するは善からぬこ
との第一也、修業の出来ぬも事の成らぬも過

を改むることの出来ぬも功に伐り（はしり）

既慢の生ずるも皆自ら愛するが為なれば決し
て己れを愛せぬものなり」亦西郷は「天は人

も我も同一に愛し給うゆえ我を愛する心を以
て人を愛する也」と説いています。全くロー

タリーの「没我」に通ずるものがあります。

南州翁と云えは征韓論を想い出しますが、
先年当クラブで艶児島との姉妹クラブの結び

付の時に心の中で一番抵抗を感じましたのは
この征韓論でした。然しこれは坂本盛秋氏の

「福沢諭吉の歴史的証言と西郷隆盛の死」と

0会報到着　米沢、能代南、石巻東RC

o例会休会通知

5月3日　能代RC、新庄RC
o例会日時変更

5月11日を5月8日　午後6時

於新庄億（アッセソブリー）

5月17日を5月19日午前8時に

東根RC（家族会）
0チャーターナイト御案内

第352区大河原RC
6月9日　中学校体育館

第350区長万部RC　5月26日
0年次大会御案内

第368区10月18日～20

第350、352、353地区10月5日

献　　立　鳥、サラダ、エビ、刺身－カレー
ワラビ、味噌汁一豆フ



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

戒岡ロータリー
第451号

1968．5．7（火）雨

例会場　湯之浜カントリークラブ

四つのテスト

1．真実かどうか

2．みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

3哨晶澄誓誹4嘩塁間露髄501

スピーチ　無　　　題　　佐藤伊和治君

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　38名
出　席　率　59．37％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、千葉君
早坂君、三井（徹）君、林君、
平田（圭）君、平田（貢）君、富
樫君、金井君、五十嵐（一）君
五十嵐（三）君、嶺岸君、中台
君、五十嵐（八）君、カ網君、
大竹君、斎藤（信）君、菅原君
新穂君、笹原君、浮田君、辻
君、手塚君、阿宗君、金野君

前回の出席　前回出席率　79・66％、
修正出席数　　　53名
確定出席率　89．83％

メークアップ

今間君一鶴岡西RC
阿部（公）君、五十嵐（三）君、中台
君、鈴木（弥）君一酒田東RC
長谷川君一郡山RC

ビジター　工藤繁雄、桜井瑞男一鶴岡西RC

ソ　ング　奉仕の理想

スピーチ　無　　題　　佐藤伊和治

あいにくの小雨とはいえ、湯の浜ゴルフ・
ハウスからの風光は雄大だ。今日の例会に陪

席された奥様達は嬉しそうだ。スピーチはと
きいたら、予定はないという。切角の奥様達
に何時もと違った例会ではと、ふとそんなこ

とを思いついた。僕でよければと言って仕舞

ってから、実は迷った。出たとこ勝負ともう

立ち上っていたから。

豊臣秀書が小田原城を改めおとして、天下
は一応統一したが何んとしても、無気味なの

は、家康の存在だ。近くにはおけない。論功

行賞．／家康おまえには関東全部をやる。秀

吉は家康が何んとかかんとかの文句を予期し
ていたが、家康は即座にそのまま受けた。虎

を広野に放ったことになる。

〕
会
報
は
ご
震
み
ん
な
で
よ
書
し
ょ
う
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関東は元来坂東武者の根城だ。平安朝は京

阪で没落の運命をたどった。武家政治は京阪
では膏だたない自明の理に気づかないで。平

家は京阪の地で滅んだ。源氏は関東の地で興
きた。

家康が江戸を中心に関東を押えたことが、
徳川300年の基礎になった。江戸幕府が栄え
ると、何時の世も同じで、衝々に遊び場が至
るところに出来た。人形町、茅場町等々と。
これでは困るというので吉原に一団地を作っ

て、全部こゝに移して公認した。栄えに栄え

た。吉原文化と称され、江戸文化の代表的な

ものとまで発展した。かくして青原遊女の問
に、厳然たるルール、慣習法が生れた。これ

は実に厳しいものだし叉面白い。平安の自拍

子のそれと対照するとき一段興味がある。

逆女は越後、東北出身者が多いようだ。芭
蕉に「一家に遊女も寝たり萩と月」の名句が

あるが「越後国新潟という所の遊女なり。…
ただ人の行くにまかせて行くべし神明の加護

かならずつつがなかるベレ…‥」彼は遊女に

対して無限の祈りを送っている。吉原の遊女
は遊郭の格子窓をへだててひやかしと見合う

特定すれば一室に入る。・t…・遊女自身、最
上位の遊女太夫でも自分で寝床を敷く。すば
やきこと電光石火の如し・＝…　みんなが笑い

出したので之れは脱線もよいところと気がつ
いたから、誠に残念だったが、続行を中止し

平家滅亡の原因は、清盛入道が14才の頼朝の

首を切らなかったからだ。清盛が頼朝を生か
しておく気拝は全然なかったが、妻君の時子
の懇請に動かされた。清盛入道自身多感な男

ではあったが。キ……然るにかの顔朝は、去

んぬる平治元年12月、父左馬の頭義朝が謀坂

に依って既に課せらるべかりしを、故地の禅

尼のあながちに欺きたまうに依って、生年14

才と申しし永暦元年3月20日の日伊豆の国北

条蛭が小島へ流されて、20余年の春秋を送り

迎う。年頃もあればこそありけぬ今年いかな
る心にて謀坂をば起されけるぞ。というに文

覚上人の勤め申されけるに依ってなり……」

と詮索しても致し方ない。

平家滅亡の困、時子の慈悲心にかゝるか？

猪相手の坂東武者と、自拍子相手の平家公達
との戦は余りにもきれいさっぱりである。

源氏一統は看、平家一門は左という言葉が
ある。何んのことはない、烏帽子の先端を平

家一門は左に傾け、源氏一統は右に曲げたか

らに過ぎない。

平家一門は伊勢から関西一帯源氏一統は関

東一円だった。我等は豪雪の地、日本海沿岸
の地、ここ庄内の天地である。

ここの砂丘地に育ったチューリップの花は

天下一品だ。三井君の好意で頂戴し、その夜

東京に持参した。東京の孫共喜ぶこと限りな
し。厚くお礼申し上げます。

会員誕生

阿部公一君、千葉藤夫君、金井勝助君、

小花盛雄君、辻敬助君

奥様誕生

長谷川美恵子様、林寿美子様、
鈴木富（善作）様、鈴木久子（照治）様、
石黒常様、加藤静江様、栗谷貞子様

8年皆出席

三　井　　徹　君

4年皆出席

中　台　書　郎　君

4月100％出席

安藤君、阿部（裏）君、張君、早坂君、林君
平田（貢）君、飯自署、池内君、石井君、石

黒君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、海東
君、加藤君、小花君、小池、今間君、嶺岸
君、三井（徹）君、三浦君、五十嵐（八）君、
三井（貿）君、森田君、量網君、中山君、大
竹君、大野君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君・

佐藤（伊）君、鈴木（昭）君、鈴木（善）君、新

穂君、笹原君、鈴木（弥）君、佐藤（忠）君、
手塚君、鷲田君、薮田君、上林君、阿部

（公）君、中台君、五十嵐（三）君長志望君　一

幹事報告

0会報到着　石巻東、東京RC
o例会時間変更　高畠RC

5月9日午後6・00家族会於山形銀行

献　立（洋食）
ハソバ＿クステーキ、海老フライ、ポーク

ソテー、野菜（ドレッシング）一盛合せ洋食
コ・－ヒ－



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

威岡ロータリー
第452号

1968．5．14（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2・みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

3媚晶澄 誓誹4位願闇藁鮎叫出席報告

本日の出席　会　員　数　　63名
出　席　数　　　45名　■

出　席　率　71・43％

欠　席　者　阿部（公）君、長谷川君、林君
平田（圭）君、富樫君、五十嵐
（伊）君、金井君、今間君、松
田君、森田君、斎藤（栄）君、
佐藤（伊）君、鈴木（昭）君、菅
原君、新穂君、高橋君、津田
君、手塚君

前回の出席　前回出席率　61．90％
修正出席数　　52名
確定出席率　82・54％

メークアップ　阿部（公）君、千葉君、五十嵐

（一）君、三井（徹）君、五十嵐
（八）君、中台君、斎藤（信）君

一鶴岡西RC

新穂君、早坂君一酒田RC
五十嵐（三）君一名古屋RC

林君一富山RC
大竹君一宮内RC
嶺岸君一新庄RC

ゲスト　鶴岡西高等学校校長
五十嵐　文蔵　氏

ビジター　五十嵐卓三君、桜井清君、

松田善三郎君一鶴岡西RC

ソ　ング　それでこそロータリー

リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

達緒事項

05月7日の例会は家族会とあわせて開催い

たしましたが、あいにくの雨で、出席率が

悪かったようですが、チューリップ畑をみ

る頃は、雨もあがり、会員三井健君からた

くさんのチューリップを頂戴し有難う御座
いました。厚く御礼申し上げます。

。酒田東口一クリークラブのチャーターナイ

トに10名位の追加希望がありますが、奥さ

ん同伴多数出席願います。
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0三井徹君　鶴岡西高等学校々長の五十嵐文

蔵さんの御紹介

先生は、昨年まで、酒田中央高校の校長
を歴任し、今年鶴岡西高等学校の校長に就

任され、ロータリー・インターアクトに関

し、深い御理解をいただいて御指導、御厚

誼をいただいております。ロータリーと親

睦を得てインターアクトの運営をやってい

ただきたいということで御招待申し上げま

した。

0鶴岡西校々長五十嵐文蔵さんの御挨拶

今年4月の移動で、鶴岡西高等学校に転

任になり、以前は、永年鶴岡家政高校に御
世話になり、当時は皆様に大変御世謡にな
り－、文今後更に公私共御世話になることゝ

思います。今後は地元の教育にたずさわる
ことが出来ました事は大変嬉しく存じてお

ります。なにしろ、微力なもので特に皆々

様の御支援をいただければ幸いと思います
本校にはインターアクトという組織があ

ることを聞いております。国際理解を目的
に又社会に奉仕するこうした心構を作る為

インターアクトの組織が非常に成果をあげ

られ、山形県にはまだ塵で、本校にこのよ

うなクラブを設けていただいたロータリー

の万々に感謝申し上げます。

現在会員は20名位、本年度からは女子会

員も入ることで御座いましたし、インター
アクトは阿部先生が担当しております。又

今年3月には、代表2名が九州に派遣して
いただき親善を深め、感激して参ったこと

の報告も受けております。

奉仕的な仕事としては、鶴岡駅前の清掃
や、校内に花を植えたり、今後私共も充分
インターアクトの精神を理解．生徒達と一

緒にたかめて行きたいと考えておりますの
で、皆様の御指導、御鞭蛭をお蔽いいたし

ます。

高等学校の諸問題について少々申し上げ
ますと、今年4月に高等学校の教育課程の

諮問が出されております。そうした重大な

時期にさしかかっております。こうした問

題がおきる原因としては、高等学校に入学
してくる生徒が非常に内容的に差のあるた
くさんの生徒がはいってきている。

戦前には、約20％位しか入学する人がな

かったのですが、今は全国で47％、鶴岡地

区等は95％以上も高校に進んでおります。こ

うした点で、質的に力のある生徒を引受ると
いう結果になったこと、予想もしない程進学

率ののびということで、質的な変革を要求さ
れていること、社会の進展に応じて教育内容
を多様化していかねばならない。更に小学校

中学校の教育課程が変りますので、それに一

括されたものを作る、この3点が教育課程の
改善の柱になるようでございます。

現在生徒数が774名、普通科が2学級、商

業科が3学級になっております。公立として
は、鶴岡南より、商業課程が酉校に移され、

田州地区では唯一の商業学校ということです

本校としても社会の期待というものが大き

くなっております0工業関係ですと磯械科、
電気科、建築科という種類の課程があります
が、商業では、商業科という一本でやってき

ました。これは時代の要求にあわなくなって

来ている。生徒の能力に応じた課程、つまり
経営科、貿易科に分れていくのがこれからの
方法ではないか、という傾向であります。家
庭科でも、和裁、洋裁、手芸、商業課程等こ

れが時代の要求なのかということも慎重に考
え、又あまりこまかすぎて、そこを出た生徒
が果たして職場で役立つかどうか充分研究し

なければならないと思います。

本校では商業課をどうしてもって行くかと
いうことが重大な課題で、それには設備も必

要としますし、県と接渉しながら、地域の皆
様に期待出来る学校にしたいと思います。
今年卒業しようとする3年生、進学希望が

普通課7割5分、2割5分が就職、商業課は
大分々5％位の進学で、後は就職です。今年
は県外就職が僅かで30名前後145名は地元就

職をしたい考えでおります。西校の卒業生を　、｝
よろしくお願い致します。

幹事報告

0会報到着　酒田東、大曲西、郡山、

米沢西RC
O例会場変更　能代RC

5月17日午後12．10　萩の台敬正寺

献　　立

刺身一鯛　焼物一鮭

味噌汁一鯛、ワラビ



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

品岡ロータリー
第453号

1968・5．21（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2．みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

50】

出席報告

本日の出席　会　員　数　　62名

出　席　数　　　42名

出　席　率　67・24％

欠　席　者　長谷川君、平田（圭）君、富樫

君、飯白君、石井君、小池君

今問君、松田君、森田君、芸

網君、大竹君、大野君、佐藤
（伊）君、鈴木（昭）君、谷口君
高橋君、浮田君、薮田君、金
野君、手塚君

前回の出庶　前回出席率　71．43％

修正出席数　　　53名

確定出席率　84・13％
メークアップ　阿部（公）君、林君、五十嵐

金井君一東京西北RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

相馬治一郎君一酒田RC

羽根田与太郎君、半田茂弥君
一鶴岡酉RC

ソング　奉仕の理想リーダー安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告

0社会奉仕委員より十勝沖地震に見舞金を差

上げたらどうか。皆様にお計いしたいと思
います。金額、送り先は理事会に一任する

ことにいたします。
0会員大竹君より告別式の御礼状が参ってお

ります。
。新会員の招介

阿宗文雄君　阿宗水道設計事務所々長

推薦者栗谷正夫君
職業分類　浄水装置製造

人を活かして使え

従業員にヴィジョン（目標、理想、夢）を
（伊）君、今間君、森田君、鈴　あたえること）従業員を活かすこと。従業員
木（昭）君、新穂君一鶴岡西RC　とともに企業があり、ともに発展するのだ、

会
報
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という心構をもち、それをあらわすだけで、
同じことがまったく反対の良い効果をもつ、

ということはほかにもある○

たとえば通性配置のやり方である0ある新

入社員に希望をきいてみたところ、その青年
は製図工として身を立てたい、という希望を

もっていたとする。しかし適性検査をしてみ

たところ製図工としての適性をもっていない

ことがわかった。営業関係のような職種は適

性よりも本人の熱意の程度の方が重要な職種
であるが、製図工という職種はいかに本人が

熱意をもっていても適性がなければ大成しな
い職種である。

したがってその少年に、君は製図工として

の適性をもっていないから駄目だ。営業にま

ゎれといって配置するのも適性配置といえる
かも知れない0しかしこれでは、本当の人を

活かした適性配置ではないのである0

その少年はたとえ不適当なものであったに
しろ、とにかく製図工というヴィジョンをも

ってきた。それを不適性だからといって営業

にまわしてしまっただけでは、本人のヴィジ

ョンを消してしまったことになる0だからヴ

ィジョンなり生き甲斐なりを消された少年は

やがて他の会社にかわるなり、あるいはカツ
コのよさにひかれて好ましくない職業に転落

してゆくかも知れない0

人手不足などといってさわいでいるけれど

も、じっさいにはこのように企業の責任で健
全な労幼力を社会から消していっている。つ
まり、人手不足は求職者が足りないというこ

とよりも、企業みずからがつくり出している
ことが多いのである0

このような少年を活かして配置するのには

どうすればよいか○それはその少年の消され
たヴィジョンにかわるヴイジョソをあたえれ

ばよいのである。この少年の場合なら、製図
工という職種は本人の熱意だけでは大成しな
い職穐であるから君が一生懸命にやっても失

敗することが多い。
それに対して営業は本人の熱意が非常に重

要な職種だから、君は営業には適性がないと
思っているらしいが、ひとつ考えをいれかえ
て懸命にやってみないか、そうすれば君も大

成するし、会社も君に期待するところが大き
いのだから、というように、本人にふたゝび

以前よりも適正なヴィジョンをあたえて、営

業に配置するのである○

適性検査をおこなったり、適性な職場に配

置するという点では、前のやり方と同じであ
る。しかしその少年のもっていたヴィジョン

を消したまゝにするか、それにかわるあたら
しいヴィジョンをあたえて配置するか、とい

う点に決定的なちがいがある。
前者は人を殺し、後者は人を活かす。適性

配置とはこの意味では適性をつくり出すこと
なのである○こういう配慮をしないで職能給
のような制度をつくって従業員の能率を刺激

しようとしても、それは根本的には従業員に

反感をもたすことになり・角をため牛を殺す
ことになる。

幹事報告

。会報到着　長井、石巻東RC
。チャーターナイト予告

第353区大曲南RC
8月24日　中学校体育館

0年次大会案内

第357区10月19日～10月21日　川越市

第361区11月15日～11月16日　伊勢市

菜…裾）連合10月19日～10月21日

献　　立

刺身一平目　焼物一鮭

お汁一豆腐、みつば



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

品岡ロータリー
第454号

1968・5．28（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2．みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4・みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

50ぎ

卓　　話　高専のことども　林茂助君

出席報告

本日の出席　会　員　数　　62名
出　席　数　　　47名
出　席　率　75・81％

欠　席　者　阿部（裏）君、千葉君、長谷川
君、平田（貢）、平田（圭）君、
富樫君、石黒君、五十嵐（一）
君、嶺岸君、中台君、劣網君
中山君、大野君、斎藤（信）君
鈴木（善）君

前回の出席　前回出席率　66．67％
修正出席数　　50名
確定出席率　80・65％

メークアップ　大竹君一東根RC

石井君、小池君、今間君、森
田君、鈴木（昭）君、高橋君、
薮田君一鶴岡西RC

ビジター　荒生春吉君一酒田RC

原田行雄君、栗本敏直君一鶴岡酉RC

ソング　我等の生業リーダー安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

☆十勝地雷で最も災害の大きかった八戸、八
戸東、三戸、五戸、宮古東、函館、釧路、

各クラブに対し、会員1人1，000円の御寄

附願います。
☆新会員の委員別分担表
S A A阿宗文雄君　委員長五十嵐一郎君
職業分類篠原一郎君　ク　飯自祐倍君
会報委員手塚林治君　ク　嶺岸光書君
広報委員小野寺清君　ク　新穂光一郎君
☆新入会員　手塚林治君　㈱手塚商店専務

推薦者　三浦岩治郎君、職業分類　鮮市場

卓　話　高専のことども　林茂助君

戦後の教育改革の指針とされた米国教育使
節団の報告書（昭和21年3月）には、初等、

中等教育については6・3・3の単一学校体

系をとるべきことを明確に提案しているが、

高等教育を4年制大学の一種のみに限定する
ことが適当であると勧告してはいない。上級

中等学校の課程を修了すれば実力ある卒業者
には、師範学校、専門学校及び大学予科入学

）
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報
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ご
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の資格を与えるべきであるといっている○

第二次訪日アメリカ教育使節団報告（昭和
25年9月来日）では、」日本はどれだけの高

等教育磯閑を必要としているか」、「日本は
どのような種類の高等教育蟻関を持つべき
か」等の問題については、たとえば高等教育

橙関の種鞍については、国家、社会の必要に
応じてこれを多様化すべきことを示唆し、ま
た日本の高等教育機関のありかたが、日本の

必要とする分野の専門職業の者を、必要な数
だけ養成するのに適したものとなるよう検討

すべきであるとしている0

6・3・3・4の単一学校体系をわが国の

実情に照らして再検討しようという意見は・
新体制発足の当初からあった。たとえば、池
田潔氏の「自由と規律」（岩波新書昭和25年

刊）参照。
昭和26年11月に公にされた政令改正諮問委

員会の答申には学校体系の例外として、囚中
学校の（3）と高等学校（3）とをあわせた6年制、

または高等学校のうちの（2）をあわせた5年制
の農工商等の職業教育に重点をおく高等学校

を認めること、および㈱高等学校（3）と大学の

（2）または（3）とをあわせた5年生（または6年

制）の農工商教育等の職業教育に重点をおく

「専修大学」を認めることを提案している○

中央教育審議会の答申に基づいて、文部省
は昭和33年3月に学校教育法等の一部を改正

する法律案（いわゆる専科大学法案）を、第
28国会に提出した。しかるに短期大学などか

らの反対で審議未了となった。第30、および

第31国会にも提出されたが、結局審議未了と
なった。

っいで修業年限を5年制の一本にし、教育

課私教育組織等についても前期は「高等学
校に準ずるものであるという考え方をとって
いない」、また学校の目的についても「深く

専門の学芸を教授し」とし、「研究」を学校
の目的とはしない点、大学との違いを明瞭に
した案を中央教育審議会の至酎5特別委員会に
提出し、その答申に基づいて高等専門学校制
度を創設するための学校教育法の一部を改正
する法律案が、昭和36年4月5日第38国会に
提出された。幸にして両院を通過し、ついで
法律第144号（学校教育法の一部を改正する
法律）、と法律第145号（学校教育法の施行
に伴う関係法律の整理に関する法律）が公布
施行されて、新しい高等専門学校が創設され
たのであった。

この高等専門学校は、深く専門の学芸を教

授し、職業に必要な能力を育成することを目
的とし、中学校卒業程度を入学資格とする5
年制の高等専門教育棟関であり、その創設の
主旨は、工業に関する中堅技術者を養成して
わが国の産業発展に寄与することにある0
昭和43年3月に決った高等専専門学校教育

課程の標準によると、高等専門学校の教育目
標は、「高等専門学校は5年（商船高等専門
学校にあっては5年6月）問、一貫した教育
により、豊かな教養と高度の専門技術を身に
っけた技術者を育成することを目的としてい
る」に改められた0

このたびの国会に提案されて問題になって
いるいわゆる教育三法のうちで、教員の宿日
直廃止問題に関する昭和43年度予算は次のよ
うなものであった。
市町村立の小・中学校において、教職員に

ょる宿日直の手当は都道府県が負担すること
とされ、その半額が国庫負担となっている○
小・中学校で宿日直を行っていない2，910校
と、宿直と日直のどちらかを行なっていない
学校、644校をのぞいた宿日直手当の総額64億
円の半額32億円を予定している。義務教育語
学校の施設、設備の管理に要する経費として
22億5千万円を計上している。宿日直を廃止
する小・中学校を9，000校と見込み、これら
の学校において耐火書庫、金庫、火災警報枚
防犯灯などの整備費として1校あたり50万円
とみて、その半額25万円を市町村に対し禰功
しようとするものである。
わが鶴高専では、今年度から1、2年生に

対して全寮制を実施し、24時間学生の教育に
あたることといたしました。従いまして、小
・中・高の宿日直廃止の方向とは逆に、高専

教育では教官の業務宿日直を行ない、学生と
教官が起居を共にすることを通じて人格陶冶
につとめております。入学と同時に約1週間
授業なしで基礎訓練をいたしました。教職員
一同、5年後には一層世のためになる青年技

術者を世におくることを夢みつつ精進いたし
ておりますので、何卒皆様方のご支援の程お
願いいたします。

幹事報告
0会報到着石巻、郡山西、石巻東、仁賀保、
鹿児島西RC

oチャーターナイト御案内

第350区旭川北RC　6月29日　拓銀ビル
。例会時間変更　東京南RC

6月20日　午後5・30～6・30
0第353区地区協議会　6月23日

午前9・00～16・30　米沢女子高校

献　立　天ぷら－あかえび、月山だけ、
さやえんどう　焼物一鮭
みそ汁－あかみず



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

品岡ローウリ一
第455号

1968．6．4（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2．みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effectiv占

4媚晶盈讐須2位朗報錮

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名
出　席　数　　　50名
出　席　率　79．37％

欠　席　者　阿部（公）君、長谷川君、平田
（圭）君、平田（貢）君、富樫君
五十嵐（三）君、五十嵐（一）君
金井君、中台君、佐藤（伊）君
鈴木（昭）君、辻君、金野君、
菅原君

前回の出席　前回出席率　75．81％
修正出席数　　　57名
確定出席率　91・94％

メークアップ　阿部（裏）君、千葉君、平田
（貢）君、石黒君、嶺岸君、中
台君、中山君、大野君、鈴木
（善）君一鶴岡西RC
五十嵐（一）一酒田RC

ビジター　斎藤一郎君一酒田RC

渡辺邦三一鶴岡西RC

ソング　君が代、奉仕の理想

リーダー　安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告

☆十勝地震の見舞金を宮古、函館、釧路、1
クヲブ1万円、八戸、八戸東、三戸、五戸

宮古東のクラブには7，000円を送ることに

なりました、皆様御協力願います。

☆盲ララあ葡壷記慈雨確和34年6月9日認
証式は6月27日ですが、今日記念日にあて
たいと思います。後程職業奉仕委員から、

職業に奉仕された方々の表彰を行ないます
それから最近入会になられました会員の方
は、ロータリークラブの定款第3条の剛領

を認知する。

次に4つのテストにならって実行してい

ただきたい。
RI会長から今年のメッセージにもあり

ますが、ロータリーアソとしての、貴方の

資格を効果的、1・ロータリーの活動に白か
ら進んで参加すること。2．貴方の職業に成

〕
会
報
は
ご
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み
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し
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功を修めることにより指導力を発揮するこ

と。3．貴方の地域社会や、国家に対し忠誠
を捧げ、あらゆる機会に奉仕すること04・

他国の人々の問題によく通じ、これが理解
を深めること。以上が今年度RI会長のメ

ッセージであります0ロータリークラブの

発端はロータリー手帳に書かれております

鶴岡ロータリークラブ創立記念日に際し左の

表彰者に記念品と表彰状を授与
進藤武氏三浦測量事務所取締役第一課長

表彰状　あなたは永年に亘り、土地測量に従
事し、困難なる構造改善事業の計画

書の作成に功顕され、更に後進の育
成指導に大いに寄与されました。当
クラブは、その功績を讃えこれを表

彰いたします。

佐藤俊夫氏　庄内交通株式会社バス運転士

佐藤万二氏　　　ク　　　　　ク

神林秀夫氏　　　ク　　　　　ク

佐藤栄士氏　　　〃　　　　　ク

表彰状　あなたは永年に亘りバス運転士とし
て30万粁無事故の記録を樹立され、

職業を通じ交通安全に寄与されまし
た。鶴岡ロータリークラブはその功

績を讃えてこれを表彰いたします0

☆RIアネルコソペソシまソに参加して
小　花　君

日本に一番関係のある大きい審議委員会の

協議事項は、議案の42号議案が否決されまし
た。内容は今まで1業種1人が会員となって

ぉりましたが、これを1業種3人にしようと

いう案。それからクラブのトイトリーに屠住

所があれば会員資格にしようということ。

次に会員の名称を今まで4つありましたが

全部アクチブメソパーにしようという案0そ

れから4つの議案でしたが、この議案を4つ
ともこみにして、撃号議案として上捜しまし
たので、その中のどれかは新しい国際ロータ

リーの情勢をみて、みとめてもよいものがあ

るだろうと思いますけれども、4つをこみに

した議案にしたので、どの1つでも否決され

ますと、全議案が否決となる為、42号議案は

全部否決されました。
それから次期RI会長に日本の東ケ崎さん

の演説があり、出席された方々に深く感銘を

与えました。メキシコは丁度月山の頂上位の

所で、向こうの人はなんとも感じないでおり
ますが、私共は色々と生理的な変化があり、

酸素は平地の70％だそうです0その後にベル
【に行き高度4千米の所にイソカ帝国の遺跡

がありますが、こゝは富士山の頂上位にあた

りこゝは更に酸素が少く50％歩くにもせつな
い程で、高い所に住むという生活用式という

ものを体験して参りました○
ベル＿のリマでは、鶴岡・酒田にいた神父

さんにおあいして参りました0こ」では山形

県人会の方が多勢来てくれ、昨年11月5日に

山形県人会50周年記念大会がありれたが、
張君の送ったスライドを皆んな楽しく観賞し

楽しかったと話しておりました0

会員誕生

阿部案君、張紹淵君、石黒慶之助君、五十
嵐一郎君、森田正一君、上林一郎君小野寺
清君、阿宗文雄君

奥様誕生
安藤美智子様、石井とめ様、今間よしへ様
三浦きよみ様、斎藤信子（信義）様

年間皆出席

9年皆出席　小花盛雄君

6年　〃　阿部公一君

5年ク　早坂源四郎君
2年ク　今問壮太郎君

5月100％出席　42名

阿部（公）君、安藤君、阿部（賽）君、張君、
千葉君、早坂君、林君、池内君、石井君、
石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五
十嵐（一）君、海東署、加藤君、小花君、小
池君、今間君、嶺岸君、三井（徹）君、三浦
君、五十嵐（八）君、三井（賢）君、三井（健）
君、森田君、中台君、中山君、大竹君、斎＋＼｝
藤（得）君、鈴木（昭）君、佐藤（昇）君、黒谷
君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、小
野寺君、佐藤（患）君、手塚（林蔵）君、鷲田
君、薮田君、篠原君、上林君

幹事報告

。会報到着　大江、鰹代、村山RC
O年筍貪笠置内10月8日～9日

ホストクラブ　桐生RC

献　　立

刺身一鯛　焼物一鮭　味噌汁一豆腐、ワラビ



THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

顔鰐口一々リー
第456号

1968．6．日（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
②0707．2838

事務所　鶴周布馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2．みんなに公平か

3．好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary
membership effective

讐須2位商量野君寵盈4昭島壁

出席報告

本日の出席　会　員　数　　63名
出　席　数　　40名
出　席　率　　63・49％

）　　欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、千葉君
平田（圭）君、富樫君、飯自署
、池内君、五十嵐（三）君、金
井君小池君、三井（徹）君、松
田君、鈴木（昭）君、黒谷君、
辻君、鈴木（善）君、新穂君、
浮田君、鷲田君、薮田君、金
野君、阿宗君

前回の出席　前回鱒席率　79・37％
修正出席数　　55名
確定出席率　87・3％

メークアップ　阿部（公）君、五十嵐（一）君、
金井君、中台君、鈴木（昭）君

一鶴岡西RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

相馬治一郎君一酒田RC

原田行雄君、斎藤繁雄君、栗本敏

直君一鶴岡西RC

ソング　我等の生業
リーダー　安藤君

司　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告

★十勝地震の見舞金の按分を次のようにいた
しました。宮古、釧臥八戸各クラブ1万

円八戸東、三戸、五戸、宮古東各クラブ7

千円、宮古、釧路、八戸クラブの1万円は
新潟地震に際し当クラブで頂戴したので、

多少額を大きくしました。これに、御見舞
状を添えてお送り致しました。

★来年度のガバナーノミニーの供補者の抵選
者は渡辺網彦さん、兼子俊一さん、村上正

徳さん、安斎徹さん、高橋与一さんこの方
々が委員になって、金沢与一さんを推遺し

たいとのことです。但し適当な方がいるよ

うでしたら候補者をたてゝ下ださいという

公文書が参っております。
金沢与一さんの生年月日明治35年3月10

日、65才、福島県会津若松市官町、学歴昭
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和2年3月東京慈恵医科大学、昭和10年3月

医学博士となり、昭和2年4月東京慈恵医科
大学研究科講師、昭和12年9月会浮若松に

於いて病院を開設、昭和27年7月会津若松
ローークリークラブ創立会員、名委員会委員

表、理事、会長分区代理を歴任されました

☆新入会員白井重贋君、鶴岡市助役、推薦者

林茂助君、職業分頸行政

新会員白井君のスピーチ

林先生から御招介いただいた白井でごさい
ます。皆様の仲間に入れていただき有難うご
ざいます。

昨年4月鶴岡に参りまして、その時にあら
ためて感じさせられた事を2、3申し述べます

私が県庁にいた時県内の経済分析をやり、そ
の当時の県民1人の所得水準が全国の所得に

比らべてみますと、その当時は78％～80％程

度の山形県の所得水準になっていたようです
それでは庄内はどうだろうと思い、分析した
ら91％～92％になっていたようです。100％

以上を先進都市とすれば、この庄内は中心県

といえる時代でした。県全体でみますと、後
進県でありますが、庄内が中心の所まで行っ
ているので私地元の者として非常に喜こんだ

ことがありました。

所得水準にも分配所得とか生産所得とかご
ざいます。その生産所得の方を申し上げてい
るのです。今はダウンしていますが庄内だけ

所得が下がったのでなく、他の方が急足にの
びているので、県の水準なみか一寸位下るよ

うな所に行っているようです。私が鶴岡に参
りまして市役所内部の思想的浣乱、これが非

常にはげしいということでした。その間スト

ライキの処分を鶴岡市だけがやった。

県庁でも他市町村でも処分はなかったが、
鶴岡市が処分したその時はやむな得なかった
というような事でした。鶴岡に参りますと、

間もなく水道料金の億上反対に革新系の人々
が毎日30人～4q人位市役所におしかけ、毎日

私がこれに応じました。1っほ鶴岡市の赤字
の問題です。40年までは病院も鶴岡市も赤字

でなかったが、41年の決算が病院の赤字、一

般会計の赤字があきらかになったのです。
これも非常におどろいた一つで、どうして

このような傾向が鶴岡市にあるのか、私には

理解が出来ない。鶴岡市はもともと山形、酒

田につぐ財政力をも〔ているのですが、赤字

になっている。又昔から鶴岡市は文教都市と
いわれ、教育が盛んな所で、そのせいか思想
混乱が出ている。その原因も解りませんが、
何にか因果開拓があるような気がします。

市の財政の赤字が40年まで赤字が出なかっ
たのかと申しますと随分財産をもっていたよ
うですが、その財産を売りつくしたというこ
とが大きい原因だと思います。それがら合併
がおゝらかにやられたのではないかと思いま
す。酒田は山間部、海岸部をはずして合併し
たが、鶴岡は山間部、海岸部全部合併してお
ります。そこの蔵員全部レベルアップをして
引受行政の合理化の為に合併したはずが、か
ならずしも実行されていない点に原因もあっ
たようです。
例えて申しますと鶴岡を中心とした平野滞

京田、大泉、栄、播磨、西郷この地域の1人　｝
当りの税負担は大体同で6千円～7千円その他
の所がその半分以下となっており、3千円～4

千円以下り、負担をしている。それが一緒に
なり合併した為に行政水準が上がったのでは
ないかと思います。それから所得水準が下っ
たというのは、もともとこの地方は農芸を中
心としておりますし、農家経済は非常に豊か
であります。

最近の庄内は土地生産性をある程度犠牲し
て、労相生産性を高める方法にしている。す
ると総体的な所得は上りません。土地生産性
を高れば、土地だけのものが上がってきます
が稲作だけでは半年は遊ばしている。労伐力
も遊んでいるような姿で、労伐生産性からみ
た稲作の生産性は非常に高くなっている。内

陸からみますと、おとっている感じです。や
はり稲作1本ではだめだろうということです

これが一番大きな原因で所得がのびなやんで
いる。このような鷲でした。

今後皆様がたのお力添をかりて立上がりた
とい思います。

幹事鶉告
43年6月11日

0会報到着　新発田、米沢、東京、米沢西
郡山RC

oクラブ創立ご挨拶
昭和・飯田川RC（秋田県昭和町）

O RI加盟承認ご挨拶
本巣RC（岐阜県）
東京荏原RC
東京目黒RC

。例会日時場所変更
山形西　6月15日（土）后5．00雅裳苑

（クラブ創立十周年式）
能　代　6月21日　后12．川きみまち坂

（家族会）
酒田東　6月2日を6月16日の

チャクーナイトに……



◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

威岡ロータリー
第457号

1968．6．18（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2．みんなに公平か

3・好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective
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出席報告

本日の出席　会　員　数　　64名
出　席　数　　　53名

出　席　率　82・81％

欠　席　者　阿部（公）君、千葉君、平田
（圭）君、富樫君、池内君、五
十嵐（三）君、金井君、劣網君
佐藤（昇）君、高橋君、金野君

前回の出席　前回出席率　63，49％
修正出席数　　　53名
確定出席率　82．81％

メークアップ　飯自君一酒田東RC

阿部（公）君、五十嵐（三）君、
三井（徹）君、大野君、鈴木
（昭）君、黒谷君、薮田君、鈴
木（善）君、新穂君一鶴岡西RC
常田君一束京成東RC
阿宗君一新庄RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

ソ　ング　奉仕の理想

リーダー　安　藤　君

司　会　会長　斎藤得四郎君

卓　話　明日からの健康法（428号に続く）

金　　井　　君

（1）寝巻は毎日取替える

寝巻は絶体に毎日交換していただきます。
寝巻は汗取りであります。汗取り以外に何に
も意味がありません。ですから素肌の上にさ
っと着て、陸眠中の汗を吸い取ることがから

だを冷やして熟睡できるのであります。汗と
いうのはクーラーでありまして、人間のから

だには3百万個はどクーラーがついている。

それが故障なく動いておれば熟陸できます。

そういうことで寝まきは汗取りであります。

ところが、皆さん方の奥さんは、あか取り

だと思っておりますから「あなた、汚れたわ

わ、襟が」なんといって換えてくれるのに3

日、4日、5日かかるわけです。あかという

のは、ふろ場で石けんつけてこすり落とすも
のでありまして、寝巻でこすり取るというの

は開聞以来聞いたことがない。3日も4日も
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5日も同じ寝巻を着せられるような人に、私
は命が情しかったら取りかえなさいよ、取り

かえなさいよ、寝巻でなくて奥さんのほうを

取りかえなさいよとよく言うのであります。

残念ながらきょうは、取りかえるにはあま

りにもおそ過ぎる方ばかりでありますから、
せめて寝巻を取りかえてもらわなければなら

ない。ですからどうぞ毎晩かわいた寝巻がさ

っと出るようでなければ文明人の生活でない

ということが申し上げたいことであります。

（2）まくらの使いわけ

それからまくらは何のために使っておるの

か。まくらというのはちゃんとした仕事をし

ているのであります。浅草の付近の婦人会で
したか、「先生、頭を少し高くしたほうが血
のめぐりがいいのじゃございません」こう言

った奥さんがあったも「さあ、まくらを高く

したら血のめぐりがよくなりますか、じゃ奥

さんすわって寝たらどうですか、すわって寝
たらたいへん頭が高いですよ」と言ったら、

たいへんお困りになりました。

まくらは血の循環をよくするためにするの
ではありません。あれはむし暑い日本の夏で

両方の肩をすかせて、通風をよくして、ここ
を涼しくして熟睡するために使いますので、

夏まくらは、小さくてかたい藤で編んだまく

らとか、あるいはもみがら、そばがらを入れ
たまくらとか、ときには木のまくらとか、瀬

戸もののまくらとかをして、首から肩にかけ
てすかせる。そうすると、涼しいから熟睡で

きる。家にはルームクーラーがあるからとお

っしゃるかもしれないが、まあルームクーラ
ーがあればともかく、普通は夏まくらは小さ

くてかたい納涼まくらでなければいけません

冬は部屋の中で氷が張るほど冷えるので、や
はり大きなやわらかい鳥の羽のまくらが一番

いいのでありますが、綿か烏の羽を入れて、

ふわっと首が沈んでそして両方の肩がカバー
される包まれるような、そういうまくらをし

なふナればいけないのです。

私の大学の同級生に、リューマチ神経痛の

日本的権威者がおりますが、彼は、もう患者
の肩を包むことに必死であります。日本人の

肩こりが多いのは、肩が冷えるからだ、こう
いうことを言っております。実際外国の医書

を見ますと、肩こりにふさわしい病名はあり
ません。症状名がありません。肩こりという

名前はあります。肩の緊張とか肩の痛みとい

うようなことばはドイツにもありますが、肩

こりをぴたっと言いあらわすようないいこと

ははありません。あれは日本人に非常に多い

現象であります。これは肩が冷えるからだ、一
だからまくらはどうしても夏まくらと冬まく

ら最低2種類要ります。お帰りになって押入
れにまくらが1つしかなかったら、あなたは

とても文明人ではありません。アフリカに住

んたほうがいいと思います。

そういう意味で、どうぞまくらは2種腰要
る。あなたは頭1つでしょう。まくら1つで

いいじゃありませんか、八岐六蛇でありませ

んから、一度に2つするばかはありませんけ

れども、春夏秋冬でかえろという意味であり
ます。

幹事報告　佐藤忠　君

会報到着　郡山西、石巻東、本庄RC

事務所変更通知　湯沢RC（内藤周蔵方）

献　　立

焼物一小飼味噌漬　野菜一山菜ゴマあえ
お汁一石持、庄内妖
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◎会報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

顔阿ロー写りー
第458号

1968．6．25（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内⑧5775

四つのテスト

1．真実かどうか

2．みんなに公平か　　　　妄・

3．好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

ロータリアンとしてのあなたの

資格を効果的に

Make Your Rotary

membership effective

4媚晶澄讐舞位l会那関配叫

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　52名

出　席　率　81・25％

欠　席　者　阿部（公）君、安藤君、阿部
（素）君、荒明君、長谷川君、
平田（圭）君、嶺岸君、佐藤
（昇）君、黒谷君、新穂君、笹
原君、金野君

前回の出席　前回出席率　82・81％

修正出席数　　　60名

確定出席率　93・乃％

メークアップ　芸網君一勝山RC

阿部（公）君、池内君、五十嵐
（三）君、金井君、佐藤（昇）君

手塚（林）君一鶴岡西RC

ビジター　五十嵐卓三者、半田茂弥君

渡辺邦三君一鶴岡西

ソ　ン　グ　奉仕の理想リーダー安藤君

司　　会　会長　斎藤得四郎君

会長報告

0新会員紹介

富樫良書君　鶴岡建設（株）常務取締役
職業分類土木建築　推薦者中山一三君

0十勝沖地震見舞にお礼状が参っております

五戸、三戸、釧路各RC

☆本日の例会を以って、私の任期の最終例会
です。

会　長　挨　拶

会長に就任してから、この1年間皆様方に
御迷惑をかけました事を深くお詫び申し上げ

ます。副会長、幹事、理事、会計、SAA、

各委員長、会員の皆様の御厚情に支えられ今
日まで大過なく務めました事を厚く御礼申し
上げます。

私のようなものが会長の名をけがす事に再
度御辞退申し上げました。私なりに出来るだ

けの事はやって来たと思いますが、就任して

〕
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からロータリー精神について私なりに多少勉

強して参りました。

例えばロータリークラブの第3条の剛領、

或いは、四つのテスト又は、今年度のRI会

長のメッセージ、いづれもりっはなもので、

その中で一番心にうたれたのは、四つのテス
†です。これを肝に銘じてやって来たつもり

です。然し実際に行なうのは、なかなかむず

かしい感じがいたしました。ロータリアンは

義務なり、徳点を与えられ、会員皆んなが友
達となり、手に手つないでお互に助け合い、

社会奉仕に、国際奉仕にロータリー活動につ
くして参りました。

それでは今年のクラブの活動はどうであっ

たか、一言申し上げますと、各委員会が非常
に努力され、内容においても皆様相当の成績

を上げられたものと思います。社会奉仕委員

会についても、昨年の新潟、山形の水害、最
近では、十勝沖地震等天災に見舞われ、社会
奉仕委員ともどもつくして参りました。駅前
のアーケードの補修、体育館前の樹木の補充

等、それから時間を守りましょうの掲示板設
置、高等学校の弁論大会等数多くの活動をさ
れたと思います。

後半に至っては、来年度のクラブ18周年の
お祝いの為に多少ひかえめにした点もありま
した。又クラブの記念日には職業を通して、

社会に貢献された方々の表彰、国際奉仕委員

会におきましては、ニコ一・一プランズ・ウイッ

クはじめ、クリスマスカードの交換、考産土＿

ルーのリマの山形県人会50周年記念大会にス

召詣発霊東雲需品窟宗を
いております。クラブ奉仕におきましても、

副会長、各委員長、各委員の並々ならぬ奉仕
に対し深く感謝申し上げます。尚クラブ・フ

ォーラム、家族会、クリスマスバーチーの開

催につきましても情報委員、クラブ奉仕、親
睦委員に対し心からの感謝申し上げます。

今年度はRIの方針により、会員拡大とシ
主ヤアクチブ会員の実施、現在ではクラブの

会員数も65名の大クラブになりました。353地

区でも郡山、秋田につぐ大クラブになり、こ

れからも益々ロータリー精神を発揮せられ、

質、量ともにクラブとしての権威あらしめる
ことをお供いいたします。

最後に今年の会計のことについて申し上げ
ますと、来年度の記念行事を考慮して、予定

よりも相当の繰越金がでたようです。大体一

般会計で現在546，800円、6月末の支払見込

額13万円位とおもいます。インターアクトの
20，000円は、去年からもちこし、スマイルは

約日5，000円これは多少余計になるつもりで

す。交換学生の繰越52，630円、今年度の概算

合計721，000円位と思います。6月30日には

はっきりした額もわかるだろうと思います。

昨年度の繰越金は676，927円でありました。

7月1日まで幾日もありませんが、次年度

の会長として最もふさわしい計画性に富んだ

持主、実行力のある新会長のもとに益々友愛
を深め、よりよい鶴岡ロータリークラブの発

展を心から祈願いたします。
この一年間会員の皆様の温い御同情により

まがりなりにも務められた事を心から厚く御

礼申し上げます。

幹　事　挨　拶

本日で、幹事の仕事を終らせてもらいます
が、何にもお役にたちませんで、皆様の協力

により、無事大過なく務めさせていただき説
に有難うございました。

幹事報告　　佐藤　忠君

会報到着　村山、石巻東RC
事務所変更　横手南RC
例会時間変更　山形RC

6月26日　午後5時　中山噴月

年次大会案内　第358区
日月9日～10日

ホテ′レ・ニュー・オータニ

チャーターナイト案内　大曲南

8月24日　大曲中体育館
チャーター予告案内　阿蘇RC

9月8日　阿蘇白雲山荘

スマイル　佐藤忠君、石黒君

献　　立

刺身一鯛、カニサラダ、旋豚
お汁－かぼちゃ、生揚げ
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