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四つのテスト

ー言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerntd？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

5月「謬7円立山記者隋補訂UJ／一叢庭l

出席報告
本日の出席　会　員　数　　64名

出　席　数　　　58名
出　席　率　90・63％

欠　席　者　薮田君、松田君、五十嵐（伊）
君、五十嵐（三）君、石井君、
長谷川君

前回の出席　前回出席率　81・75％
修正出席数　　　60名
確定出席数　93・75％

メークアップ　阿部（公）君、安藤君、阿部
（裏）君、長谷川君、佐藤（昇）
君、黒谷君、新穂君

一鶴岡西RC

嶺岸君一米沢酉RC

ビジター　富樫又太郎君一村上RC
西村石荘君一酒田東RC

原田行雄君、和泉吉己君
一鶴岡西RC

ソング　君が代、奉仕の理想
リーダー　安藤君

会長就任の挨拶
鶴岡RCは創立以来早くも9年目になり、

来年6月には輝かしい10周年を迎えようとし
て居ります。歴代会長、幹事に有能な人物を
得まして、年々成長発展し、会員数65名を算
える優秀なクラブになっております。

本日より、新しいロークリ1年度となり、
この歴史ある立派な鶴岡RCに、ふさわしか
らざる愚直な私が会長に就任することになり
ました。
私自身とすれば身に余る栄誉であり、大き

な感激をおぼえるのでありますが、私が会長
になったことによりロータリーに対してはマ

イナスとなり、皆様に対してほ御不満、御迷
惑をおかけするのではないかと今から案ぜら
れてなりません。

体だけは、90キロもある大人物ですが、人
間としてほ腹の出来ていない小者であります
ロータリーに入れて頂いているだけでも勿体

ないほどなのに、会長の重責を荷負うなど、
全く過分なことです。薮1ケ年間どんなこと
になるのか？前途に一抹の不安と恐怖を覚え
ております。会長がこんな確信のないことで
は、油に申訳けないと思います。
然乍ら、矢は既に弦を離れ目標に向って飛

び立ちました。もう泣き言を申しても始まり
ません。力の足りない欠点の多い会長ではあ
りますが努力だけは惜しまぬつもりでありま

す。
何卒1年間、皆様の御指導と御支援をお厨

いして曲りなりにも一生懸命会務を担当させ
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て頂きたいと考えます。どうぞ宜敷くお顧い
致します。
本日の挨拶で、大きくわけて3つのことを

簡単に報告させて頂きます。
（1）RI会長の新年度のメッセージ
（2）高橋ガバナーの新年度の方針
（3）最後に鶴岡RCの今年度のプログラム

と私の考えなどに言及したいと思いま
す。

（1）RI会長のメッセージについて

去る6月23日米沢市に於いて第353地区協議
会が開かれ、これに三井幹事、嶺岸会報委員
長、鈴木情報委員、小花元会長と5人で出席
し、兼子直前ガバナー、高橋インカミング地
区ガバナーのもとに全体講習会、部門別討議
会、会長特別代表、幹事、会報、情報、日本
人として最初のRI会長に東ケ崎潔先生を迎
えたわけです。泡にお目出度いことゝ思いま
す。その慣例のメッセージは「参加し敢行し
ょう」前会長ホッヂ氏の「ロータリアンとし
ての資格を効果的に」を補足強化するものだ
と説明されている。

「参加し敢行しよう」の参加とはロータリ
ー活動に参加することであり、自らスピーチ

する、ゲストをお連れする、委員会、理事会
に参加する、フォーラムに参加する、奉仕活
動に参加する、地区大会に参加する吾々は、
何かの形で参加する。

（2）第353地区ガ／ミナー高橋与一先生の新年
度への要望

高橋ガバナーは米沢市の方で外科医で、前は
山形県医師会長をつとめた万だそうです○お
話を要約しますと「自からのクラブを良く検
討して見なさい」ということ、ロータリーの

内外の拡大は非常なもので日本は近々世界第
2番目の国になるだろう。10年以上の歴史を
持つクラブも大部多くなって釆たが、その中
には会員の数の増加はあっても、質の向上が
ともなわないクラブがあるようで、心配であ
る吾々はこの際、決のようなことを検討すべ
きである。
0会員は果たしてロータリーに参加している

かどうか？
0睡っているバッジロータリアンは居ないか

？

0月桂樹の下でアグラをかいて休んでいる会

員はいないか？
東ケ崎RI会長のメッセージのようにロータ
リアン全体が「参加し、敢行しよう」協議会
での勉強を復習してみますと、私自身がロー
タリー精神の不徹底を否欠除と云った方が本
当かもしれないが、ロータリーは泡に難しい
ものだと思います。ロータリーの運営を余り
厳正にやれば堅苦しい会合になりますし、そ

うかと云ってルールを緩大にして延び延びと
やればロータリーの本質が失われてしまいま
す。

私の行き過ぎなどありましたら、どしどし
御忠告賜り、また居ねむりしている時は呼び
起して頂くようお願い致します。

（3）鶴岡RCの今年度のプログラム
就任早々で、新旧役員の事務引継ぎもや（て
いないし、各委員会の活動計画書及び予算請
求も出ていませんので、判っきりした数字や
明確な計画は申し上げられませんが、今年度
は極めて困難な問題が山積しているようです
若干この問題にも言及したいと思います0
来年6月9日は当クラブの創立10周年に当

ります。本クラブにとっても、全く不運であ
ったと申さねはなりません。「この行事を如
何に行なうか」については、今まで元会長さ
んに御意見を聞いたり、米沢RCの記念行事
に参加したり、山形西RCの行事を調査した
り、或る程度の資料を集めております0近々
実行委員会も発足し、資料を説明申し上げ、
皆様からも御意見を承わるよう準備して居り
ます。
叉クラブ会計予算も事務依託料の大巾な値

上げ、RIの人頭分担金の値上、更には例会
食費も余り安いようで、若干の値上げを考え
ねばとの声もあります。この点について、予
算案を作る際、更に皆様に相談やらお願いや
ら申し上げるつもりであります○
最後に一言、私は計らずも鶴岡RCの第10

代目の会長に選ばれ、然も国際中一クリ一会
長には日本人として最初の東ケ崎潔先生を載
き、更に353地区ガバナーは山形県人である
高橋与市先生を迎えている幸運に恵まれて、
非常に感激しております。

この一年間皆様と共に親睦し、皆様と共に
奉仕して＜ロータリーでよりよい社会＞を月
標に努力したいつもりであります○

幹事報告　幹事　三井　健君

会報　鹿児島西、大江、米沢
会場変更　7月8日　中山囁月　山形西
時間変更　6月29日　PM6時　天童
事務所変更　品川RC、在原RC
理事、役員通知　寒河江
地震見舞礼状　八戸市長、八戸東RC
チャーターナイト　羽島RC
360区地区大会誘い

スマイル　呵部（公）君、小花君、石黒君

献　立　ライスカレー、洋食盛合わせ
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconce′rhtd？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

出席報告
本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　45名
出　席　率　70・31％

欠　席　者　阿部（公）君、安藤君、長谷川
君、林君、平田（貢）君、富樫
君、池内君、石井君、金井君
三井（賢）君、松田君、中山君
大竹君、斎藤（得）君、斎藤
（信）君、佐藤（昇）君、黒谷君
笹原君、辻君

前回の出席　前回出席率　90・63％
修正出席数　　　63名
確定出席率　98・44％

メークアップ　長谷川君、石井君、五十嵐
（三）君、五十嵐（伊）君、
薮田君一鶴岡西RC

ビジター　本間義時君、斎藤一郎君、
佐藤善三君一酒田RC
五十嵐三郎右工門一鶴岡西RC

ソ　ン　グ　それでこそロータリー
リーダー　三井健君

会長報告
参議員の選挙も終り、新年度になって今日

はじめてしみじみと会長の責任の重大さを感
じました。食事も半分位しかはいらないよう
な状態です。今日は各委員長の今年の計画に
ついて御報告願います。

西クラブで交換学生を受入れることになり
ましたので、後程小花君より御説明願いま
す。交換学生については、前年度に当クラブ
でも受入れようかとの話もありましたが、現
在希望されている、西高のインターアクト会
員五十嵐君が留学を希望しております。

当クラブとしても私共の最も近い西クラブ
で交換学生を受入れることについて、西クラ
ブと協同でなく、あくまでも当クラブでも出
来るだけ御支援するというかっこうで御受け
いたしましたので御報告申し上げます。

★国際奉仕委員長　高橋無一君

国際奉仕という大役をおうせつかるとは考
えてもいませんでしたし、今年度当クラブも
色々行事があるようでございますので、先輩
の方々が実行されて来たような事を引続いて

実施して行きたいと思います。
まだ委員会もひらいていませんので、具体

的に申し上げることが出来ませんが、何んと
か努力して行きたいと思います。

★社会奉仕委員長　五十嵐一郎君

まだ委員会も開いていませんが、今年は10

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



周年という行事がございますので、この行事
とあわせて社会奉仕の計画を立てたいと思い
ます。

★出席奨励委員長　小花君

毎月の100％出席会員に′、ソケチをやって
おりましたが、今年度ほおあげしないことに
なりましたので御了承願います。欠席される
場合に、担当者に欠席の旨を通告すること
になっているわけです。無断欠席になります
と、食事も用意してありますので無駄な経費
になりますので、今年はこれを徹底したいと

思います。もし無断欠席者はニコニコボック
スに参百円のスマイルを実行するよう願いま

す。
尚クラブの出席を10周年を記念して平均よ

り上にもっていこうという強い意志で、会長
さんも特に強調されておりますので、今年の
うちに是非達成したいと思います。その為に
は、どうすればよいか、一つは出席というこ

との意義をはっきり考えていくことが大事で
ロータリー情報にもつながりますし、出席を

テーマにして、フォーラムをひらいて、皆様
の御意見等をきいて出席をたかめたい。
それからフォーラムに出席されない万にも

出席をよくするアイデァを募集したらどうか
。皆様の協力で出席をよくする方法もあろう
かと思いますので、良いアイデァを募集して
方法を考えていきたいと思います。

従来もやっておりました欠席の方々にクラ
ブの出席状況のお知らせ、次回例会へのおす
ゝめ、それまでのメーク家族の方々への協力

のお願い等を研究して、クラブの出席率を地
区の平均より上にもっていきたい。これを本
年度の念願にしております。

★職業分類委員長　早坂源四郎君

新しく入会されました会員の万で会員名簿
に大分類と小分類がございます。これを書き
こむのが職業分類ですが、現在地区の方で
353地区の職業分類の方針を作っております
が、2、3ケ月後には出来ると思います。そ
れが出来ましてから当クラブの職業分類を更
に検討したいと思っております。

現在の職業分類表は会長さんに提出してあ
り＼ますし、叉事務局の方にも提出してありま
す。会員の中で、職業の名称をかえられた人
がございます。出来るだけこれからは会員の
仕事にあった分類に訂正したいと思います。

尚地区の指針が出来ましたら更めて、クラ
ブの職業分類も訂正したいと思います。当ク
ラブにはシニヤ会員が目名になります。正会
員が53名、バストサービス会員が1名、計65

名となっております。従って、シニヤアクチ

ブ会員の職業分類が未充填になっております

☆交換学生について　小花君

鶴岡西高インターアクト会員五十嵐君が希
望者として出ております。この方は田川地区
英語弁論大会の高校の部で4位に入賞された
方です。私も父親ともおあいしましたし、本
人も非常に力を入れております。時期的に非
常に遅れましたが、ガバナーの方々に相談し
て、全力をそそぐ指示がありましたので早速
ェバンストンを含む644の地区ですが、この

地区から当クラブに申し入れのありました回
答として電報を打ちました。その日の内に手
紙が参り、交換学生の希望に応じてくれた事
に感謝しております。1＿大抵仙台ク＿ラブヱ受
入れることにな＿りまして、もう1人嬰女王局
校生をよこしたい期間が短〔、ので、日本語の
勉強が充分でなも、という問い合わせもありま
した。
この交換学生を受入れますと、西高校の英

語先生、阿部先生の処で普通の生活にたりる
まで日本語を勉強させ、ちくじ西ロータリー
の会員の万々がお世話してくれるから何んの
心配もないと返事してあります。向こうから
書類を早速送ってやる段階になっております
向こうから来る学生についても非常に期間が
なくなっておりますので8月中には、なんと
か受入られるようにと思います。向こうから
こられたら支援クラブとして皆様から特に御

世話になることと思います。

☆白井先生が参議員に当選され
佐藤伊和治君

参議員の選挙で、白井勇先生が皆様の御協
力で大差をつけて当選されましたので、山形
にお祝いにいって参りました。先生とは庄内

中学の同級生であっただけで、それで後援会
の会長を引受けろといわれ、微力で何にも出

来なかったのですが、どうやら選選できてほ
っとしております。山形に行って先生は非常
に喜こぼれ、これほど感激したことがないと
いうことで、皆様の本当の気拝から後援して
下さったんだから、庄内に帰って鶴岡、酒田
をまわってお礼の一言を申しとげる準備もし
ていたそうですが、なんかそのようなことは
よくないということで、当選してそれでよい

ということでなく、これからも自分も自覚し
て国政の為にまた郷里の為に時間をさいて御
奉公したいと申しておりましたし、皆様によ
ろしくいってくれと申しておりました。

幹事報告
会報到着　石巻RC、石巻東RC
例会変更　酒田東RC

7月11日　5時30分　湯の浜　大屋旅館

＼＼－・，＿ノ



報
’68∠ゝ

◎至轡　諾E，…3詔書：ACLUB

品岡ロータリー
第461号

1968．7．16（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerntd？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

5増野聖讐5両会拷駅爵前月牒l

準席報告
本日の出帯　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　53名
出　席　率　82・81％

欠　席　者　荒明君、長谷川君、富樫君、
松田君、中台君、呈網君、斎
藤（栄）君、佐藤（伊）君、笹原
君、辻君、金野君

前回の出膏　前回出席率　70・31％
修正出席数　　　59名
護定出席率　92・19％

メークアップ　阿部（公）君、安藤君、林君、
平田（貢）君、池内君、石井君
三井（賢）君、中山君、大竹君
斉要（得）君、斎藤（信）君、佐藤
毒こ責二妄君、栗谷君一鶴岡西RC

室井君一東京日本橋RC

ビジター　巨木清君一千葉茂原RC

五十嵐卓三君、栗本敏直君、

帯谷蓋笠君、和泉吉巳君
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　石黒慶之助君

会長報告

鶴岡ロータリークラブが10周年を迎えるに

あたり大変よろこぼしいことでございます。

十年一昔と申しますが、最近10年と申しても
テンポが早く、明治、大正ころの10年が現在

の2、3年位に匹敵するんじゃないかと思い

ます。鶴岡クラブの10周年を迎えるにあたり

会長、幹事さん御健在で他クラブでは10周年
を迎えた時に随分亡くなられた方が多いよう

ですが、当クラブでは皆んな健在で努目出度
いことと思います。

10周年に何か記念行事を行な

らないと考えますが、他の状況
した事を参考まで申し上げます

ノ宣
れはな
干調査

このよろこびを地域社会に、或いは国際的

にもわかちあいたいと思います。山形県で一

番古いクラブは山形クラブで、昭和26年6月
がチャーターでございます。それから7年お

くれて昭和32年上ノ山クラブ、 嬰弧
天童、雌翌年には県下にぞくぞくと
す言ラが設立しれた。聖建弧鶴岡が

T．一　一二‾・
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竃星慧禦器量書芸
てみますと、2ケ月早く10周年をやったよう

ですが、満10周年にはかわりなかったようで

す。
米沢、山形クラブの行事について説明申し

上げますと、米沢クラブは4月1日に現在ガ
バナー高橋与一先生の送行会やミーティング

を兼ねまして盛大に式典を行なわれました。

社会事業としてほ、米沢市に1，300万の急政

幸を送られたそうです。記念誌はまだ発行さ
れていないようです。これは満2ケ月たりな

かったことから編纂出来なかったものと思い
ます。

このような行事をやりましたが、会員負担

が大きく、臨時会費25，000円を徴収したよう

です。この内訳は、ガバナー事務所の開設、

記念式典10月に行なわれます。3地区大会が

塩釜がホストクラブで、米沢クラブも提携し
てその一担を責任を負うかたちで協賛の準備

金として25，008円との事だそうです。

次に坦形之ラブを申しますと、これは6月
15日に記念行事をやりましたが、満10年から

6ケ月おくれております。村山地方のクラブ

だけを御案内申し上げ、式典も簡素で、しか
し乍ら社会事業としては、あまり大きいこと

も出来ず10周年を起点として、3ヶ年の継続

事業として、3年後に記念をやろうというこ

とを考えたそうです。記念会誌は200冊、
450，000円をかけて非常にりっぱな会誌が出

来ております。会員の負担はどうかと申しま

すと、前年度に2，800円、今年度は5，000円、

その外に広告料として3，000円合計10，000円

が記念行事の特別会費となっているようです

それでは当クラブはどのようにしたらよい

か、4月4日に新旧理事者と旧会長さんでこ
の問題について討議いたしました。これには

早速実行委員をたて、研究してみようとの話
でございました。

当時の会長（斎藤得四郎さん）と私が準備
委員会を作るようにと命令されましたが、6

月6日に元会長さん8名の方からお集まりね

がい、新役員をまじえて式典についての御意

見を聞く会を開きました。この際に若干具体
的なものが出ましたが、例えば記念事業をや
るについては、会員総員できめたらどうかと
のお話しで、今アンケートの資料の中に例を

上げて記入いたしました云これはあくまで例

で、その外にもっと良い名案がありましたら

御記入蔽います。
それから会誌編纂につきまして、10ヶ年の

歩みをどうしても残そうというので、安くり

っはなものを作りたいという御意見がありま

した。10周年を記念して元会長、幹事さんを

表彰したらどうか、という意見を申し上げま
したが、これは私も非常に美しいものだと思
います。充分なるスマイルを頂戴しますと、

経費の面にはひびかないと思います。

予算の問題ですが、会誌、社会事業を含め
ますと、100万から150万円位どうかとの意見

もありました。150万円するにはどうしたら

よいかと申しますと、特別会費は会員1人
10，000円～15，000円戴きますと、昨年度の繰

越金、スマイルの残金、今年度のスマイルを

入れますと充分考えられると思います。6月
25日に新理事会並に役員会でこの問題を更に

研究し、協議いたしました。
一番問題は記念会誌、会費の問題、式典の

関係は来年6月でありますから、来年4月頃
でもまにあうと思います。会誌の原稿やら、

その資料の問題、社会事業の目標等を考えな

ければならない。
それで現在の理事が総務委員というかっこ

うで、記念事業の委員会には、社会奉仕委員
長の五十嵐一郎と思っております。これは現

役員と関係なく委員を選んでいただきます。
会誌については、嶺岸会報委員長が中心にな
って、委員を選出して編纂していただく、こ

れまで到達しました。

やはり記念事業をやってみたいというのが

理事の考えでありますし、配布した用紙に皆

さんの御意見を御記入願いたいと思います。

幹事報告

RI正式加盟承認の礼状
高崎北RC、山形北RC

チャーターナイト案内

象潟仮ロータリークラブ　8月4日

会報到着　石巻東RC、本荘RC、
郡山RC、村山RC

スマイル　海東君（鶴岡の殿様商法）
〟〃だ対談座談会

献　　立　刺身一平目、煮物－えび、君子

味噌汁一豆腐、署荷
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1968．7．23（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerntd？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

5月「竃旨才芸等」54年古記筈展1号㌫1月リノ」叢崖l

出席報告

本日の出蕉　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　52名
出　軒　率　81・25％

欠　席　者　長谷jiほ㌢、平田（圭）君、平田
（貢）君、五十嵐（伊）君、嶺岸
君、五十嵐（八）君、松田君、
養田君、鈴木（昭）君、栗谷君
小野寺君、薮田君

前回の出苦　言回出席率　82・81％
修正出席数　　　58名
手三宅出席率　90・63％

メークアップ　貢宗君、長谷川君、富樫君、

≠台君、斎藤（栄）君
一鶴岡西RC

ゲスト　篤≡警雲署長　奥　山　氏
薫妻一缶：氏
崇胃諾三三諜長　梅　津　氏
思雷喜空事長　小田昌氏

ソ　ング　奉崇の理想リーダー安藤君

司　　会　会長　石黒慶之助君

会長報告
・各委員長から活動計画を頂戴いたしました

が、本日でまとまりましたのでただちにクラ
ブ・アッセソプリーをひらきたいと思います

各委員長、理事、役員の方は是非お集まり下
さい。

期日　7月27日（土）　場所ひさごや
時間　6時より　アヅセンプリ一

・会費値上の件

会費をどうしても値上げしなければならな
い状態になりました。その理由を申し上げま
すと、年間36，000円のところ40，000円に値上

げしたい。1人4，000円を値上げしますと年
間で260，000円収入になります。第一事務手

続の値上げ、年間84，000円のところ、150，00
0円に上がっております。それにRIの負担

金後期は4ドルに値上げになり、年間で23，0
00円となります。地区負担金が600円のとこ

ろ750円に値上げになります。万国博覧会の
負担金も100円～300円上がり、これら事務負
担金が相当値上げになったことであります。

それから、食費の事ですが現在300円のと
ころ、350円位値上げしようという話もあり

ます。色々なものを合計しますと、各委員会
の予算をそのままにしても4，000円値上げし
ても、30，900円程赤字になる見込です。然し

乍ら前期に相当の繰越金が残されております
これを活用しますと、何んとか、この線でや
っていこうと思います。
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・前例会に創立十周年記念につきまして、色
々とアンケー†をいただいております。今年

は社会奉仕部門に相当な仕事がありますので
後程五十嵐一郎君より報告願います。

蜘監よ且⊥】全室秋鶴岡高専に
インターアクトが結成されることになりまし

面準備の為にインターアクトの委員を

＼

次の方に決定なりました。小花盛雄君、池内
方平君、佐藤伊和治君、三井徹君、阿部裏君
安藤定助君、斎藤信義君、林茂助君以上の方
を委員にお軌、いたします。委員長は委員会
で御抽選していただくことになっております

＼・宮城県の亘理RCがこの程27名を以って4
月27日に発足しました。この度バナーの交換
を希望しておりますので、当クラブのバナー
交換いたしました。
・小花先生の御尽力によりまして愈々交換学

生が決定になりました。次期例会にお話しを
願います。
車社会奉仕委員長
社会法人の思恩会の方より、後援会に入っ

てもらいたいという書面がありました。理事

会で検討いたしましたが、会員の中から後援
会に入ることは本当でないということで、例
年のように寄附のかたちでやったらどうかと
のことで、理事会の承認を得ました。各個人
が後援会に入っていただきたいという話があ
りますので、皆様方からよろしくお願いしま
す。会費は1人1，000円でございます。

防犯協議会に救急人工蘇生器をおくること
に決定なりましたので御報告申し上げます。

社会福祉法人思恩会の概要
思恩園理事長　小田　昌氏

☆社会福祉法人の思思会の概要につき、お話
し申し上げたいと思います。
この社会福祉法人というのは、社会福祉事

業法という法律が昭和26年に出来、この法律
に基づいた特殊法人でございます。これは民
間団体で今から約40年前、湯之浜出身の五十
嵐義蔵発生が、熱烈な宗教精神に燃えて白か
ら養老院と法人を設立した慈善事業団体であ
ります。時代が変り、財団法人となり、更に
社会福祉法人になったのであります。
慈善事業というのは、特定の恩情ある人が

特定の恵まれない人達に恵をあたえるという
のであります。然し時代はこうした個人的な
やりかたではまにあわなくなって来たという
ので、政府や公共団体が白からこれに取組む
必要にいたり、法律にもとづいて社会事業を
政府、或は公共団体が推選することになりま
した。従って、社会事業は本来は政府や公共
団体が白からやるべきたてまえであるが、現
在は財的な負担の面から民間で経営している
のであります。これに対して委託費という名

目で収容者1人いくらという経費を出してお
ります。

我々の思恩会という法人は、現在老人ホー
ムと児童ホームの両施設になっております。

ところが、両施設には政府からは金は釆ます
が、その範囲でまかないますが、法人という
ものに対してほ、金は一銭もきません。ただ
特点としてほ、法人は税金をかけないから、
何か収益事業をやって、それで不足分をまか
なえということになっております。これは政

府が一つの民間施設に対するにげ口実ではな
いかと私達は考えております。それで、思思
会自任の経費はどうなっているかと申します
と、第一に職員の退職金これが500，000円必
要です。それから公有地借地料、約270，000円
その他事務費、役員費その他臨時営繕費、合
計1，500，000円はどうしても必要であります。

現在鶴岡市からほ160，000円、酒田から50，
000円、その他庄内の12町村から約40，000円

助成金をいただいております。その他、思恩
会にありました協力会という団体から200，00
0円それから県の協同募金会から100，000円、

合計550，000円であります。どうしても600，8
00円は赤字になっております。今後の計上費
というものがどうしても不足するというので
今後の経費は不安定なのであります。
一昨年の秋に後援会を創立して、地域社会

の各方面からの御協力を仰がねばやっていけ
ないというわけです。今年の決算におきまし
ては、800，000円の御後援をいただきました

地元県会議員をとうして、県の助成を願いま
したが、県ではこれには、予算も計上してい
ないというので、知事個人として、60，000円
を頂戴いたしました。合計760，000円は3月
に御後援願っております。
民間社会事業というものは容易でないとい

うことを御理解いただき、何卒皆様からの御
後援を賜りますようお願い努々御礼申し上げ
ます。

幹事報告

○会報到着　鶴岡西RC、宮内RC
o認証式の御案内

千葉県船橋西RC
lO月27日　登録時間12時～13時

場所　船橋市　日本建鉄KK体育館
・例会変更　7月29日　秋田東RC

16時から　秋田クラブ

東京日本橋RC
8月中毎（火）の例会時間午前8時半から
朝食会　パレスホテル

献　　立　焼物一婦物　天ぷら－えび、アス
パラカス、茄子、いんげん

味噌汁一粕仕立
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

ー言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerntd？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

5増野聖讐叫会拷駅員前月豊臣r

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、阿部（裏）君、荒
明君、長谷川君、石井君、嶺
岸君、松田君、大野君、斎藤
（信）君、新穂君、笹原君、金
野君

前回の出膏　前回出席率　81・25％
修正出席数　　　60名
確定出席率　93・75％

メークアップ　平田（貢）君、五十嵐（伊）君、
嶺岸君、五十嵐（八）君、森田
君、鈴木（昭）君、小野寺君、
薮田君一鶴岡西RC

ビジター　三井　老君一駒ヶ根RC
旅河正美君一藤沢RC
菊地健蔵君一二ツ井RC
斎藤一郎君一酒田RC
原田行雄君一鶴岡西RC

ソ　ン　グ　我等の生業

司　　会　会長　石黒慶之助君

会長報告

0前年度の会計報告、今年度の予算案の説明

を申し上げます。
010年記念にたいするアンケートの報告
0長野県駒ヶ根RCとバナーの交換

0（三井徹君）
インターアクトの地区大会をひきうけてく

れという提案がありました。このような重要
な問題でもありますし、近くインターアクト

委員会をひらき、今まで、インターアクトの
設立にさいし、ご尽力下さった前会長さん、
現会長さんをまじえて、御相談申し上げたい
と思います。

卓　　話　交通問題と反則金制度について

鶴岡警察署長　奥山繁次郎氏

本題に入る前に一言御礼を申し上げます。

今回ロータリークラブの皆様から、水死事故
の防止に役立つ救急用人工蘇生器一式の寄贈

を賜わり、厚く御礼を申し上げます。

夏季における水死事故は年々増加し、昨年
は県内で64件、管内では14件の尊い水の犠牲

者を出している。交通事故による死亡者と水
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死事故による死者という点では、同じなのに
どうも、一般民の関心が案外に水死事故につ
いて関心が薄いのは遺憾に思います。

いよいよ海水浴のシーズンに入り、混雑が

予想される時、御寄贈の人工蘇生器の威力で
一人でも多く救助することができればと、そ

の活用に努力する考えです。

さて、折角の機会でありますので、交通問

題と反則金制度について若干御説明申し上げ
ます。

御承知のとおり、交通事故は発生件数、負
傷者数ともに倍加の激増を示めし、管内では
幸いにも死亡者数は昨年同比で、2名の減を
示していることは大きな成果であると思って
います。偏えに鶴岡市当局始め市民の事故防

止に対する関心の現われで、深く感謝してい

る次第です。

私は、11年前に鶴岡に御世話になりました

当時と、今の鶴岡を比校するともう雲泥の差
で、先ず表玄関の駅から市内を展望すると、

道路と住宅は近代ビルが立ち並び、ことに商
店街は活況を呈し、さすがに城下町鶴岡は庄
内の中心地にふさわしい一大発展を遂げ、観

光地としての役目を立派に果たしているのに

驚いています。
ことに車輌の増加が道路に溢れて、道路交

通の激増には目をみはるものがありますが、

依然として道路環境が整備されたのに、事故
が多発しています。今朝も三川町の国道で死
亡事故が発生している。私は、道路整備とと
もに安全施設が平行して充実化の必要を痛感
しています。

道路が良くなったのに、逆にこれを阻害す
るような買物客の自転車の乱雑な置き方や、

危険な乗り方では、何時恐ろしい交通事故の

犠牲者になりかねない有様で、警察では商店

主の協力を得て正しい自転車の置き方と、自

主整理をお隣いして、何とか事故の防止に懸

命に努力しているつもりです。
ローークリークラブの皆様も、何卒深い御理

解と御協力をお願いします。
さて、7月1日から施行の反則金制度であ

りますが、今まで交通違反をすると警察、検

察、裁判による即決制度で罰金を科せられま
したが、今年の7月からはいわゆる交通三悪

という、無免許酒よい、スピード違反（少年
は除く）などは除いて、比較的軽微な違反を

反則行為と定め、従来の刑事処分と区別した

制度で、反則著が指定日までに、郵便局や銀

行に反則金を納付すればこれで終結します。
しかし、納付しない時は、通告センターで

事情聴取され、通知書と納付書が交付され、

反則金を納付すれば終結となります。
どうしても出頭しない時は、本部長通告さ

れ応じない時は、従前のように刑事手続によ
り刑罰が科せられ、前科者となります。
これが反則金制度のあらましですが、始め

ての試みだけに取締る警察官と違反者の関係

或いは仮納付がされるかどうかと心配された
が、結果は上々で、8割以上が納付して終結
し、今までより手数が省けて良いと、好評の

ようですが、中には反則金額が「高いので負

けろ」と言って警察官を面くらわせ、または

喰ってかかったりしてくる反則者もいました

まずまずの成績のようです。

勿論、警察官は現金はぜんぜん扱いません

し、金額は1千円から最高1万円まで、ちゃ
んと定められていますので、負けろといわれ

ても「負ける訳にはまいりません」が、心配

されたトラブルもなくホッとしている次第で

す。
どうか皆様もこの制度を理解されて、適用

されずにすめばなお結構ですが、御指導をお

疾いします。

なお、警察行政全般について今後ともよろ
しく御協力をお願いして説明を終ります。

幹事報告

353地区リーダーシップフォーラム

9月8日　山形市雅裳苑　8・30登録

出席義務者　会長　職業奉仕委員長

会員選衡委員長　青少年委員長
会報到着　郡山西、寒河江、尾花沢
チャーターナイト案内

黒石RC10月20日　市立中郷中体育籍
￥4，000

職業奉仕委員長（中山）御挨拶
親睦委員長（鈴木弥）　ク

献　　立

うなぎ弁当お汁一豆腐汁
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

ー言行はこれに照してから〝

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

concerned？

「参加し、敢行しよう」

6増野讐響48位戸員警即諾l前月覗

出席報告

本日の出席

欠　席　者　阿部（公）君、阿部（嚢）君、長

谷川君、飯自君、海東君、金

井君、松田君、大竹君、黒谷

君、斎藤（信）君、高橋君、辻

君

前回の出帯　前回出席率　81・25％

修正出席数　　　59名

確定出席率　92・19％

メークアップ　阿宗君、新穂君一酒田RC

嶺岸君一酒田東RC

阿部（公）君、阿部（裏）君、石

井君、大野君、金野君
一鶴岡西RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

桜井清君、和泉舌巳君

一鶴岡西RC

ゲスト　ローバートソ御夫妻、篠原私君、

三井玉雄君

ソ　ング　君が代、それでこそロータリー

リーダー　安藤君

会長報告　会長　石黒慶之助君

☆8月6日丁度今から23年前の今日午前8時

15分院広島におそるべき原爆が投下された日

であります。市街は一瞬にして焼土と化し、

20数万人の生命がうはわれそれ以上の日本人

が後遺症になやんでいるおそるべき日であっ

たのです。私は当時広島から数粁はなれた大

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う

名
　
名
　
％

4

　

1

　

9

6
　
　
5
　
　
69

数

数

率

員
庸
　
席

会
出
　
出



竹海軍潜水医学研究所に士官として勤務し伊のが、国際をと。ロー一夕リー地区大会とな

ていたので、あの爆音やら、青白い閃光を身

を以って知ったのであります。死亡者の御冥

福と一日も早く全快をお祈りしたいと思いま

す。かかる惨事を二度と繰返したくないと、

なにびとも思っていると思います。

本日ハワイよりロベートソン御夫妻をお迎

えし、ロータリーの国際理解と親善の為にお

つくしいただき、本日の記念すべき原爆記念

日に御来訪下さいまして感謝申し上げます。

☆8月1日　市民憲章推進協議会

8月3日　鶴岡クラブ、鶴岡西クラブ、合

同のインターアクトの合同委員

会の開催

8月4日　象潟の創立記念に参加しており

ます。

☆定款1部変更につき定款第5条第2節今ま

では事業所が区域内にあるのが条件でしたが

居住所がこの区域内にあってもロータリーク

ラブの会員資格になるわけです。第5条第7

節公職者の場合これも特定の期間、前の職業

分額によって、そのまま分類されます。第8

条第2節終結の場合、2ケ月以内の特別賜暇

という制度がございます。

これは例えば銀行の支店長さんが米沢に転

任になった場合に米沢クラブにすぐ加入する

ことが出来ないとすれば、2ケ月の間鶴岡ク

ラブの会員としてメークし、顔なじみになっ

てはいる2ケ月の特別賜暇という制度があり

ます。

第8粂第5節に大会講習会の名称の変更で

ございます。これはロータリー国際大会とい

ります。10月開かれる地区連合の大会も地区

大会となります。更に地区ロータリー情報、

講翌会9月8日山形で開かれます。これがデ

ストリクト、リーダーシッ7、フォーラムに

変っております。

会員選衝に会員推進委員が新たにもうけら

れております。近くお手許に定款が配布され

ると思います。

☆インターシティ・フォーラムとガバナーの

公式訪問の日程が9月29日（日）フォーラム

は、西クラブがホストで、鶴岡市で開かれま

す。9月30日（月）10月1日（火）の両日は

ガバナーの公式訪問です。

☆10月5日、6日仙台にて、3地区連合の年

次大会がございます。これには多数の参加を

ねがい、特に新会員は大会に出席してロータ

リーを知ることが出来ますので是非参加して

いただきます。

ロ／ぐ－トソソ御夫妻挨拶

日本の印象記　Aller．Robertson

私は、日本の第一印象、ハワイの人口の

33％をしめる日本人の人々からうけました。

ハワイには盆おどり、桜まつり、茶会、神

社、寺等がある。又英語の訳のついたものや

つかないものもありますが、日本映画の劇場

もあります。日本語の番組だけを放送するT

Vのチャンネルもあります。それに人形造り

や、生花、日本語の教室もあります。日本の

食物も沢山あり、ノ、ンを使って食事をする故

会も沢山あります。

＼、．／
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日本は私達のいだいていたイメージとはそ

う違うものではありませんでした。然しもし

私達がアメリカの本土から来たら別だったで

しょう。

東京について筒の中のあまりに沢山の人々

や、汽車や車、それに東京のタクシーの運転

手に非常におどろきました。

アメリカは日本と比べて非常に若い国なの

で、私は美術や工芸が保護されているのに感

銘しました。又古い時代の歴史的な美しい神

社、寺、お城等も保護され、又改修されてい

ることにも感激しました。又私にとって男の

人達がステテコとハラマキで街の中を歩いて

いるのも印象的でした。又箱根のホテルで一

団の男の人達が皆同じ服装で朝食をとりに食

堂に入っていくのを見たこともおどろきまし

た。然し私はこれは最も快適な習慣だと考え

ます。アメリカ人は、このような快適な過ご

し方についてもっと学ぶべきだと考えます。

私達はすでにあなたの国の多くの素暗しい所

を訪ねましたが、ハワイに帰る前にまだまだ

沢山見るものが残っています。

私が最も感銘したことは、次の世代の人々

や世界中の人々が見て、楽しみ、感激するで

あろう。素暗しい文化の保護に努力をおしま

ないことです。

もし、すべての人々が他の国の文化や、そ

の背景を学ぶことができたならば、全ての人

哺お互いに感謝しあい、愛しあうことを

学ぶことができると思います。それが実現す

るならば全ての人々は、いつか平和の世界に

暮らすことが出来るでしょう。人々の自分の

知っているものを好みますが、逆に知らない

j些追蓋艶を昼じきす。日本の現代のことと

同じく古代の美術や工芸を知ることによって

このように素暗しい作品を生みだすことを可

能ならしめる限りない忍耐に感銘を受けてい

る。私の日本への旅行はmadein japanの

本当の意味を教えてくれました。これらのこ

とは、あなたたちが本当に誇ることができる

言葉です。
－．一一一一■一一一一一一一一‾

7メリカの教育　KlftyRobetson

私はアメリカ合州国の教育の傾向について

話します。アメリカで教育に関する法津は各

州毎に決められておりますので、州によって

相当の違いがあります。一般的に学校は9月

第1週に始まり、6月の第1遇に終ります。

その間に2週間のクリスマス、新年の休境と

1週間の春休みがあります。アメリカの子供

達というのは、6才から16才になるまで、又

高等学校卒業するまでは、学校にいなければ

ならないことになっております。アメリカの

幼稚園というのは、幼稚園教育に於いて三つ

の目的をもっております。

最初の目的は子供達が他の人達と協調して

やっていくように訓練すること。それから第

2の目的は本を読む準備段階です。このこと

はただ本をよむことだけでなく、文字をおぼ

えること、その文字を理解すること、それを

声を出してよむこと、それから活字体で書く

ことです。第3の幼稚園の目的は、数学的な

準備をすることです。

これは、リンゴだとかそれから人形とか、

茶碗等を使って実際の文字を計算したり、そ

れから数字の観念をつかむことです。

アメリカの教育というのは小学校の1年生



からはじめられます。団体行動をモットーと

していますけれども、最近の教育の傾向とし

てほ、個人の個性をのはすことに目標をおか

れております。同じ時に同じ事を大勢で習う

ということよりも、生徒一人一人が自分の能

力と自分の生長の度合いによって、異った内

容のことを勉強することが、今アメリカでは

盛んに進められております。

小学校の1年生においても、教室で使う本

だけでなく、他の書物を読むことが奨められ

ております。それから社会の勉強にいたして

も、いわゆる週刊誌のような毎週発行される

もの、ニューズミックとか勉強することが1

年生のときからはじめられております。

例えば、この秋には大統領選挙があります

けれども、この大統領選挙とか、それから合

州国、世界中からニュースに関する問題等が

この1年生の水準で彼等なりに、その本をよ

みデスカシ′ヨ：／が行なわれております。

自分で行ない、それから個人的に自分の能

力にあったような方法で勉強するのが、非常

に推奨されております。

現在新しい数学の教育方法が研究されてお

りまして、それによりますと、生徒に統計的

な分析等とか、それからコンピューター等を

使用するような、その前段階としての背景を

与えるような教育方法が行なわれております

小学校教育につぎ、中等教育も同様に変化を

きたしております。この教育における協調さ

れるポイントというのは現在でも、第一に大

学教育の為の準備期間だということです。

生徒一人一人の個性というものが大切に思

われております。あなた方はこの教育に於け

る傾向について不思議に思うかも知れません

然しこの傾向を個人の個性を大切にすると

いう傾向が米国で行なわれている第1の理由

は、アメリカ合州国が非常に将来に対して、

将来を大切に思っております。

現在、色々な変化が急激に起っております

技術革新、そこで米国の教育者達は、生徒の

毎日の生活から自分の生活をとうして、もの

ごとを早く学びとることが出来るということ

を信じております。もし一人一人の生徒が彼

等自身の生活からものを学びとるということ

を身につけるならば、今世界中我々の国はか

りでなく、世界中でおこっている急激な変化

というものに生徒が特に早く対象することを

信じているからです。

幹事報告

チャーターナイト案内

京都山科11月23日
瀬戸田　　日月3日

会報到着　石巻東RC、鹿児島西RC
酒田東RC、米沢RC

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（健）様、大竹志め尾様、
佐藤奈津子（伊和治）様、手塚峰子（林治）様

8年間皆出席　三浦岩治郎君
5年間皆出席　五十嵐伊市郎君
4年間皆出席　林　茂助君

7月100％出席

安藤君、阿部（裏）君、張君、千葉君、早坂
君、林君、平田（貢）君、富樫君、飯自君、
池内君、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、今問君、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、大竹
君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、鈴木（昭）君
佐藤（昇）君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、小
野寺君、佐藤（忠）君、谷口君、高橋君、手
塚（林蔵）君、津田君、鷲田君、薮田君、篠
原、手塚（林治）君、上林君、阿宗君、白井
君、阿部（公）君、大野君、石井君、嶺岸君
新穂君　　　　　　　　　　　　53名

スマイル　小花盛雄君

先般メキシコに於けるロータリー国際会議
に出席のナシ三ナル、マーガジン、ロータ

リー新聞に写実が掲載されました。

献　　立

グラタン　天ぷら－エビ、カキ、いんげん
お汁－なす

＼－．．′
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

COnCerned？

「参加し、敢行しよう」

6増訝警48位間断爵前月乾し

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　47名

出　席　率　73・44％

欠　席　者　阿部（公）君、安藤君、千葉君

長谷川君、平田（圭）君、嶺岸

君、三井（徹）君、松田君、大

竹君、大野君、佐藤（伊）君、

黒谷君、津田君、辻君、篠原

君、阿宗君、白井君

前回の出席　前回出席率　79・69％

修正出庶数　　　59名

確定出席率　92・19％

メークアップ　金井君一山形西RC

黒谷君一酒田東RC

阿部（公）君、阿部（嚢）君、長

谷川君、海東君、大竹君、高

橋君一鶴岡西RC

ビジター　五十嵐卓三君、帯谷義雄君

一鶴岡西RC

ソ　ング　奉仕の理想リーダー三井君

長　石黒慶之助君

岡西高に交換学生がこの20日羽田に到着

F・・′′・／

いたします。次会西クラブ会長さんから詳

しいことを報告ねがいます。

☆9月29日西クラブのホストで、インターシ

イテ－、フォーラムがあります。9月30日

18月1日がガバナーの公式訪問、更に10月

5日・6日、3地区の連合大会が仙台であ

ります、私も、西クラブの要請により、次

会、16日の例会に出欠して当クラブの考え

方等を申し上げて、意見の交換をしたいと

思います。

会
報
は
ご
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☆SAA

従来の300円の食費を50円値上げして、350

円の食費になりました。

☆出席委員会（小花君）

仙台に於ける、連合年次大会に会員の皆様

多数の参加を願い、私共ロータリーの会員

として、地区大会が一番大きい大会でこの

大会に出て、ロータリーを身につけ、多く

の人と交換し親睦をうる、絶好の機会であ

りますので、是非多数参加麒います。

一十‾　∴　－

戎が来ることになっております。今月末頃

は出発出来ると思います。向こうの学校

は9月4日から開校になっておりますし、

向こうから来る学生は、644地区のシカゴ

の南にあります。モネという町のお嬢さん

で、15才になります。お父さんは、建築技

師で、本人は、学校の成績もよく、ラテン

語を勉強しており運動は水泳もやっている

ようです。20日羽田に着くことになってい

ますし、西校も8月下旬に開校になります

ので、一番目にホストになるホームは西校

の英語の阿部先生宅に2、3ケ月お世話にな

ることになっております。

卓　　話　　赤川農業水利事業の概要

青竜寺川土地改良区

参事　阿部慶治郎氏

事業地区は、山形県鶴岡市を中心として赤

川の両岸に展開する面積13，000ヘクタールの

米作地域で、俗に庄内平野と称される地域の

大部分を占めている。

この地域田圃のかんがい用水の主水源は赤

川に求め、現在左右両岸より9つの井堰（取

入口及び水路）によって用水を確保しており

歴史は3百年乃至4百年前に人工によって掘

削された河川であります。

処が昭和初期に行なわれた赤川新川の閑さ

く（赤川は最上川の支流であったが、日本海

に直接開さくした工事）と、昭和31年、33年

に完成した赤川支流の大鳥川、梵字川の2つ

のダム築造（多目的ダムと発電ダム）による

影響及び砂利採堀によって赤川の河床が年々

低下が見られ、かんがい必要水量の取入が困

難になってきました。それにまた従来の取入

口の施設が老朽化によることゝ、また地域内

の水利状況は、原始的であって分水の不合理

用水路の断面狭少、又用排水兼用水路等がめ

だち、これによって、末端水路の不整備、農

地としての土地条件が不良（主として湿田

等）が大部分を占めている現状であります。

又赤川水系は、昔赤川乱流時代の沖積層で

あり下層土は砂礫叉は泥炭層が多く地下水が

極めて高い為に稲の根が横に這っており収穫

量は4石が頭打になっているので、この壁を

破るには地下水を全面的に60糎乃至1米低下

させる事が肝要であります。

再い条件の良くなった事は、主水源である

赤川の流量が増加した事である。これは昭和

9年に大鳥川の最上流にある大鳥湖（自然

湖）に制水門扉を築造したこと、又昭和31年

に山形県営事業として完成した、荒沢ダム

（治水、農業用水発電の多目的ダム）その他

発電開発にともなう水利協定によって、ほぼ

満足するようになっている。ダム築造前は赤

川本川に水が不足で、全区域に必要最少限度

の水量毎秒25立米にかかわらず毎秒1G立米以

下に低下した渇水が、たびたびあって、赤川

水系の分水に紛争が起きた事もあった。

以上の現状である私達の郷土の発展的に開

発する計画で赤川農業水利事業を着手（昭和

40年）したのであります。総事業費、国、県

団体（土地改良区）の3者常で200億を投じ

10ヶ年継続事業で実施しており、わが国でも

画期的なものの1つになっております。
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それでは次にこの事業計画目的を述べてみ

よう。

1・かんがい用水確保と末端用水供給

従来9つの井堰の内8つを統合し（朝日村

熊出地点）いわゆる赤川合口頭首工（取入

口）を築造し、取入水量最大毎秒46立米、常

時25立米の水量を確保する。この地点の河床

は低下しないよう固定する。この取れした小

量を赤川水系全地域に公平に供給する為に用

水系統を新に確立し、適正な用水配分計画を

樹立しこれを実施するには、新に水路を開き

くする必要から田圃の圃場整備に折込で末端

水路まで削さくする。

2・赤川合口事業は治水事業にも大いに貢献

統合する8つの井堰は、従来右岸に3つ、

左岸に5つに別れ各々自然坂入していた、し

かも羽黒橋上流一熊出地点迄で延長10粁区間

に位置し、この間は、用水取入の為の床止工

又は坂入口に流れが向くように水制工等を施

している為に、赤川堤防左右岸に河が極端に

よっており堤防護岸が洗剤され、破県する恐

れある水衝部が4ヶ所もあり危険な状態であ

ります。

これを統合することによって熊出地点より

の赤川下流は治水だけの計画で河床勾配を整

正し河心（河の流れる中心）を統制し水衝部

を無くすることが可能となったことである。

赤川は計画洪水量毎秒2，200立米が流下して

も安全なる対策は満全を期さねばならない。

3・農作物の増収を期すため用水、排水を完

全分離（乾田化）

前にも述べたように地下水を低下させるよ

うに、専用排水路を各田圃より直接排水され

るように掘削し、田面高より排水路床までの

深さを78短乃至1米30糎に計画して地下水を

田面より60短乃至1米まで低下させ、稲の根

を深く張るようにする。反収5石以上は期待

される。地下水が低ると、それだけに用水量

が増加するが充分確保ができる。それから用

水路の水位は田面より高い（15糎以上）所に

なければ理想としないので、3面コンクリー

ト水路とする。従来の水路はほどんと素堀の

為地下浸透や漏水等でロスが多かった。

4・農作物のコストダウンに

田圃の圃物を30アール（長辺100米を標準）

にするため全面的に大規模県営圃物整備事業

（用排水路、市町村道、農道整備も含む）と

して8，000ヘクタールの大面積を実施する。

（昭和43年度着手、52年度完了予定）

現在の状態は農家が耕作している耕地が平

均8ヶ所に分類しており、又田圃の区画が狭

少不整形、用排水兼用、水路が大部分で1部

には海流湛水がある。農道は曲折が多く巾員

せまく等々で、農作業上多大な無駄労力と浪

費となっている。ここに圃場を敷備し、用水

を円滑に配分し、掛水施設を完備し乾田化を

図り大型農業機械化を導入して、労力を極端

に節減するとともに、土地の高度利用、耕地

の集団化による協業化、営農集団の組級を強

化して、革新的な農作技術の導入と土地の高

度利用による経営の拡大を図り、近代化農業

経営を樹立しています。

これは、現在米1石生産費が1万円以上を

4千円乃至5千円程度に抑えて実農家所得の

向上を計ると同じに、米価の安定に寄与する

考え方である。現今日本の農作物の価格は、

国際水準の2倍になっており、わが国民はそ

れだけ所得より食糧に負担をかけておる事は

物価値上げの起因にもなっており、文化生活

向上に逆行していることであって、わが国経

済力をそれだけ低下させておることは、誠に

憂慮すべきである。国あげて国民の食糧を確

保すると同時に、徹底した基盤整備事業を実

施し、農作物のコストダウンに政策を注ぐべ

きであらう。今わが郷土は、農業に対等でき

るよう事業が実施しておるのであります。

5・今後の課題

理想的な計画で実施している基盤整備事業



が完成したら、それを又理想的に利用し、充　幹事報告　三井　健君

分効果を上げることに傾注しなければならな

い。それには第1に部落単位の協業化、企業

としての農家経営に大改革することである。

そして近く将来には農協単位に結集して会社

経営になるべきであろう。そして農作業を大

型機械化し、機械に合わせた農作業体形と労

力配分を計画的に均衡を計り、一年中楽な労

力で技術を延ばすことを考慮しなければなり

ません。

協業化の組織強化によって大型機械と近代

化施設を導入し機械・施設に合せた作付品種

の統一、肥培管理の合理化（早生、中生、晩

生の作付配分を合理化）して、労力配分計画

も合理化にする。そして余剰労力の配分計画

と関連した総合労力計画を立て、今後消費増

大（食生活の向上）する生産物（疏菜温室ハ

ウスによる速成栽培、高級果物、タンパク質

の畜産等）に力を入れることによって価格を

安くし、所得を上げることができる。又、流

通機構の改善として国道112号線の改修工事

は、圃場整備完了時に完成する予定（山形2

時間、仙台4時間、東京7～6時間で達する

予定）この国道を夜間トラック輸送で販路を

展開させる。消費増大の農産物（品種、品質

時期、数量等を改良）を大手メーカー、大都

市市場等と農協中心に栽培委託契約、協業組

合と達けいをとって生産計画をたてることが

肝要であろう。道は明るい見通しで開けてあ

る。これを一歩々々努力し、前進するだけで

ある。

以上の事業概要でありますが、わが郷土に

2百億の事業費を投ずることは、当地方全般

の経済が潤うことでもあり、建設業者は勿論

資材業者、金融会社等郷土の皆様に是非協力

して戴きたく御願い申し上げます。

この意味からも、鶴岡ロータリークラブの

皆様よりは是非共この大事業に御援助を得た

く心から御願い申し上げる次第であります。

0会報到着　能代RC、猪苗代RC、

新庄RC、郡山RC、米沢西

RC、村山RC、天童RC、

仁賀保RC

。例会変更　酒田RC

8月21日、午後6時

於　相馬屋

0チャーターナイト案内　岐阜県本巣RC

O福島北RCより（5年の歩み）会誌寄贈

0地区連合年次大会案内

10月5日6日　仙台東北大学記念講堂

スマイル

今間壮太郎君（柏戸後援会副会長）

五十嵐八郎君（柏戸実行委員長）

去る10日郷土出身横綱柏戸及びその一行

が後援会の招請により、鶴岡公園に於て

華々しく興行した。特に今回は、栢戸の

婚約者せつ子さんも釆鶴し、非常な盛況

でありました。地方開発のため誠におめ

でとうございました。

献　　立

サンドイッチ、盛合せ－エビフライ

トンカツ、グラタン

＼、
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

ー言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

6増既讐画会粥聞隠前月鰭

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　者　　　42名
出　席　率　65・63％

欠　席　者　阿部（公）君、阿部（裏）君、安
藤君、荒明君、長谷川君、林
君、平田（圭）君、富樫君、石
黒君、五十嵐（伊）君、金井君
嶺岸君、三井（賢）君、松田君
中台君、高橋君、斎藤（信）君
新穂君、笹原君、津田君、金
野君、阿宗君

前回の出席　前回出席率　73・44％
修正出席数　　　57名
確定出席率　89．06％

メークアップ　大竹君一宮内RC

阿宗君一酒田東RC
篠原君一新潟RC
阿部（公）君、安藤君、嶺岸君
三井（徹）君、佐藤（伊）君、栗
谷君、白井君一鶴岡西RC

ビジター　本間義勝君一酒田RC

ソ　ング　奉仕の理想リーダー三井健君

0委員会報告

国際奉仕　張君

交換バナーの写真を整理

交換したバナー　国内103クラブ

国外119クラブ

合計222クラブ
0交換学生の為の資料として．鶴岡西クラブ

に庄内のカラースライドを進塁
0インターアクト委員会一三井徹君

最近の活動状況の報告
0新委員長の挨拶

広報委員長　　　森田君

会員選衡委員長　斎藤栄作君
雑誌委員長　　　加藤嘉八郎君

幹事報告　　三井　健君

0会報到着　石巻東RC

o例会時間変更　鶴岡西RC　8月23日

5時より　ホテルニュー湯の浜
0仮クラブ設立の案内　善通寺仮RC

oボーイスカウト連盟よりお礼状が参ってお

ります

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



私は新入会員です。
私はあなたに例会であいます。ですがあ
なたは、ちっともミやあ－モとは云って

くれません。あなたは、いつも知り合っ
た人達と忙しそうにしています。わがク
ラブの全会員は、新入会員を歓迎し、古
参の人々に解介してあるく特権をもって
います。このことを忘れないで下さい。

ロータリー情報

新入会員同化の方法
新入会員の同化はクラブのロータリー情報

委員会の仕事でありますが、その推薦者はそ
の推薦した新会員の同化については重大な責
任を持たなければなりません。勿論、会長初
め会員全部が新会員を温かく迎え、墳会ある
毎に親切にロータリーを教えるようにすべき
であります。

良きロータリアンはその素質を備えていな
ければなりません。素質がなければ同化は困
難であります。その素質があるかないかを調
べるのが会員選考委員の仕事であります。し
かし推薦者はこれを心にとめて推薦すべきで
あります。素質があるかないかは普段の交際
で良く分るはずであります。

そこで推薦者は、この人ならば推薦しても
良いロータリアンとして同化できる人である
と見当をつけてから、初めて推薦すべきであ
ります。規定にもあります通り、推薦者は決
してその推薦せんとする人に予めその推薦意
志を表明してほならないのでありますが、意
中の人を友人としてクラブの例会に招待し、
ロータリーの雰囲気に親しましめ、その反応

を見ることは非常に効果的であります。その
際注意を要することは、その結果例えその友
人がロータリーに大なる関心を持ち、入会を
希望するようなことがあっても、決してその
人を推薦するという言質を与えることは勿論
その気配さえ見せてはいけないのであります

かくしまして、その人のロータリーへの同

化が可能と見たところで、その人に適当な職
業分類が開放されたならば、本人には知らさ
ないで正規手続をとってクラブに推薦するの
であります。幸いにして、職業分類委員会お
よび会員選考委員会が無事通過し、理事会が
良いということになった時に、推薦者がロー
タリー情報委員長なり他の適当な委員と共に
本人に会い、ロータリーの規則その他を説明
し、かつその人の推薦の経線を知らせ入会を
勧誘し、その諾否を求めた後、一般会員に公
表し、異議の申立てがないところで初めて正
規の手続を経て新会員となるのであります。

その前に出来ればロータリーに楕通した古い

会員と一緒に被推薦者を訪問し、ロータ！トー
のいろいろな出来事を話すのであります。そ
の際幹事から予め貰っておいた、「ロータリ
ーの大要」の最新版を渡し、次に情報委員会

が委しく説明に来るまでに、それを読んでお
くようにお顔いするのであります。
次に情報委員2人と共に推薦者はなるべく

新会員をその家庭に訪れ、夫人と共に話を聞
いて貰うようにします。この時は3人で予め

打合わせて話を分担し、簡潔明快にロータリ
ーの綱領、奉仕の理想、奉仕の四部門、ロー

タリー会員の特権と義務、当座のクラブ企画
を1人が話せば、他の人は職業分輝の理論を
説明し、また、他の人は出席規定の説明や会
員組織のことなどを話すのであります。この
際「ロータリークラブ出席規定「および「ロ
ータリーの冒険を渡すのも一つの方法です。

しかしこの「ロータリーの冒険」は会長と幹

事の署名したものを与えるのでありますから
新会員が初めて例会に出席し、会長が一般会
員に紹介する時に、他の資料なり記念品と共
に与える方が良いでしょう。

例会で会長が心をこめた歓迎の言葉と共に
会員に新会員を楕介し、会員がつとめて祈会
員と握手を交すことは同化上非常に効果的な
ものであります。額橡に入れたロータリーの
綱領、入会期日と新会員の名前を書き込み会
長および幹事の署名ある「ロータリーの冒
険」、会員証明票、例会用バッジ、および襟
につける徽章等の贈呈と同時に、クラブの親
睦委員会の1人に任命することは、新会員に
大いなる刺激となるもので同化に資するもの
であります。
親睦委員会ではその任務を説明し、票誓こ

当らしめるようにすること、雑誌委員会てこ三
つとめて新会員に特殊記事を知らせるようこ
し、プログラム委員はそのイニシェーション
・スピーチを出来るだけ早い機会になさしいさ

ること、理事会は機会を見て新会員に見学さ
せ、クラブ協議会にも陪席させてクラブ運営
の実態をのみ込ませることが大切であります
その他、推薦者または他の会員でもよろし

いが、近くのロータリークラブを一緒に訪問

する機会を作り、都市連合会や、地区大会こ
はぜひ参加するよう奨めるべきであります。
特にインターシティ一・ゼネラル・フォーラ
ムには新会員の出席が強調されていることを

知らしめ、出来れば同伴するようにすること
であります。

献　　立　鰻の蒲焼　精進揚－さつまいも、
かぼちゃ、なす、いんげん

みそ汁－さといも、油揚

＼　＿



錫虜嘲鵜城

’68∠ゝ

皐‥＝≡＿亨。
報

＼　　J

轡　諾ET…3三〇三；ACLUB

品岡ロータリー
第467号

1968．8．27（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707・2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

フ晴鴫触
／フβ物

ス71シとう句＼

四つのテスト

ー言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

7増麒警3両会錯網譜前月槻

出席報告
本日の出席

メークアップ

64名
48名

75．00％

阿部（裏）君、千
君．林君、富樫
加藤君、松田君
君、辻君、薮田
上林君、白井君

、長谷川
、高橋君
岡西RC

菅質権吉君一酒田RC
栗本安基君、阿部正男君

一鶴岡西RC

ゲスト　市長、桜井瑞男、阿部先生（鶴岡
西校）リーナ・マリー・レイン

（交換学生）
ソ　ング　我等の生業リーダー安藤君

司　　会　会長　石黒慶之助君

Leanna Marie Lane（リ～ナ・マリ，・

レイン）交換学生を鶴岡西校阿部先生が鶴
岡になれるまでホスト・ハウスを引受けて
下さいます。
8月16日、私が鶴岡西クラブにお招きされ
鶴岡クラブの今年度の計画等を申し上げて
参りました。
交換学生のリーナさんが20日羽田につき、
21日に鶴岡に参られ、23日湯之浜ににて歓

送迎会がありました。
西校からの交換学生五十嵐さんが、今日の
例会に御招待申し上げることになっており
ましたが、急に25日に出発されました。皆

様に連絡する機会もなく、会長、副会長、
幹事、国際奉仕委員長で御見送りしてまい
りました。当クラブより壱万円の餞別を差
上げましたことを御報告申し上げます。
札幌RCの斎藤清一郎さんから小花先生宛
に、西クラブ工藤さんに託され北海道の絵
葉書が参っております。この方は、当クラ
ブのチャーターの時に非常にお世話になっ
た方だそうです。
インターシティ・フォーラムについて、こ

れは西クラブが非常にお骨折願い、23日に
分区代理の高橋先生が湯之浜にみえられ、
御指示を受けて参りました。期日は29日の
予定でありましたが、9月22日に変更にな
りました。会場は湯之浜、登録は9時9時
半から夕方まで勉強していただきます。カ
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ウンセラーとして、兼子、安斉バストガバ
ナーそれにモデレーター5名をクラブ奉仕

部門AB、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕
の5つにわけるわけです。鶴岡クラブから
モデレーター2名を選出していただきたい

当クラブは、クラブ奉仕のBプログラム、
ライオンズとの関係の議題につきまして、
1人出ていただかなければなりません。又
国際奉仕の関係で1人、西クラブはフォー
ラムについて非常に難色を示しているよう
ですが、私どもも喜んで酉クラブに御支援
申し上げたいと思います。我々の最も協力
すべき事はまづ全会員が出席をたてまえと
思いますし、特に委員長さんや、新会員の
方は是非出席していただきます。

0村上バストガバナーより、インターアクト

の件につき書面が参っております。
鶴岡クラブがホス日になり、鶴岡西校イン
ターアクトがホスト校との事で、鶴岡市で

地区大会開催との御指示です。353地区で
インターアクトのクラブは福島、鶴岡どち
らかになるわけですが、この問題につき、
例会終了後新しいインターアクトの委員の
方に居残り頗い、再度御審議願いたいと思
います。

☆リーナ・マリー・レインさんの挨拶
皆さん、こんにちわ。すでに私は学校に通

学しております。アメリカの学校とくらべて
まったく色々と違っております。但し、日本
の学校の学生達ほ非常に私に対して友交的で
大変うれしく感じております。何回も繰返す
ようですが、日本に来たという事に対し、非
常に感謝でいっぱいです。たくさん勉強した
いと思っております。どうも有難うございま
した。

☆鶴岡西クラブ会長　桜井瑞男さん
西ロータリークラブも発足以来3年目にな

ります。今までは子供のように手を借り、足
を借りて参りましたが、今年で3年になった
ら一人歩きも出来るだろうと、ガバー事務局
よりもなんだかんだといわれております。今
年度は非常に忙しい年に私が責任をもつこと
になったわけですが、幸い会員の方もロータ
リーを理解していただき、私も心強く感じて
居ります。鶴岡クラブにもメークさせていた
だいて、最初の頃は60％位の出席率であった
が、最近は90％を越え、これも鶴岡クラブと
の接触の場があるためだと私なりに心強く感
じたわけです。このてん厚く御礼申し上げま
す。5年間我々が御世話になったことに対し
公式の場からの御礼をまだ申し上げていない
感じをいたしました。本日その御礼努々とい
うようなことで参ったわけです。
先程紹介ありましたリーナを当クラブで受

持つようになったのも、鶴岡クラブさんと西
校のインターアクトの結成が接近の場であり
その中に色々指導していただいた阿部先生の
熱意により、交換学生の話も優秀な子で希望
する生徒がいるんだというので、我々もその
ことにあたってみたり、どうも交換するとな
ると、向こうからも来るというので御世話を
するに色々とこまかな点を、小花先生、早坂
さんなりにお聞きしたり、三井先生の奥さん
をお招きして実際にそれを受入れる場合の家
庭での気づかい等を聞いているうち、会員の
中から仕方がないじゃないかということで決
意したように感じております。
今後のスケジュールは阿部先生から日本語

を教えていただいて、それから会員の家に1
ケ月～1ケ月半位お世話するわけです。リー
ナのお話をききますと何んでも見て帰りたい
気拝のようで、私のクラブの会員は28名で、
職業分類も多少かたよっているような傾向に
ありますので、鶴岡クラブさんからも、今後
リーナのスケジュールの中に鶴岡クラブの会

員の方の職場訪問というかたちで職場をみせ
ていただき、1日位皆さん会員の方と話をさ
せていただき日本の家庭、鶴岡をとりまく環
境を見せて帰してやりたい。

いまの段階ではこの様な計画であります。
鶴岡クラブさんはアイリンの御経験もありま
すし、今後我々も参考になることが多いのじ
ゃないかと思います。私の方の近況を申し上
げますと、インターシティ、フォーラムがあ
ります。これも今まで各地区大会とか協議会
に出席している関係上、今年引き受けたとい
うことでございます。会場のことも西クラブ
の地域に湯之浜温泉があるので、畳の上で硬
をすえながら勉強するようにもっていきたい
と思います。鶴岡クラブの皆さんも御出際褒
いたいと思います。

国際奉仕の面が非常に強くうかび出て参り
ました。今までは、社会奉仕部門に重点をお
いてきたのが、今年度は国際奉仕に重点を置
かれるじゃないかと思います。我々のクラブ
に今後御支援を贈ります様御願い申し上げ、
御礼努々私のクラブの近況をお知らせ申し上
げ、お礼の言葉にかえさせていただきます。

幹事報告　　幹事　三井　健君
例会変更　酒田東RC　家族納涼のため

9月5日～9月3日正午　吹浦とりみ荘
会報到着　寒河江RC郡山RC本荘RC
チャーターナイト案内

宮城県　中新田RClO／13
秋田県　昭和、飯田川R（〕10／27
市川東RClり17

献　　立　焼物一鱒、おろし
揚物－エビフライ、ヒレカツ
味噌汁一すゞき

ヽ－．
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顔阿ロータリー
第468号

1968．9．3（火）晴

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

ー言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

「参加し、敢行しよう」

丁町7h■芦■‾’二二

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　41名
出　席　率　64．06％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、千葉君
平田（圭）君、池内君、石井君
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君
金井君、今問君、嶺岸君、松
田君、篠原君、大竹君、斎藤
（栄）君、鈴木（昭）君、阿宗君
鈴木（弥）君、佐藤（昇）君、谷
口君、高橋君、手塚（林）君、

薮田君

前回の出席　前回出席率　75．00％
修正出席率　　　57名
確定出席率　89．06％

メークアップ　林君一束京北RC

上林君一東京RC
阿部（公）君、阿部（裏）君、富
樫君、加藤君、薮田君、篠原
君、白井君、一鶴岡西RC

ビジター　五十嵐卓三君、帯谷義雄君

羽根田正吉君一鶴岡酉RC．モ

ゲスト　鶴岡駅長　佐々木清松氏

ソング　君が代、奉仕の理想
リーダー　三井　健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

ロータリー情報

ロータリーとライオンズ

ライオンズクラブに対し、ロータリークラ

ブはどのような態度をとるべきでしょうか。
ロータリーの会員であって、ライオンズクラ

ブに入会している人が外国にあると聞きまし

たが、このようなことはできるものでしょう

か。

有用な活動をしている如何なる団体に対し
てもロータリークラブは、常に友好態度をと

っております。ライオンズクラブも立派な活

動をする奉仕団体の一つでありまして、我々
はこれに徒って、アメリカでは時に両クラブ

が交歓会合を行うことさえあります。

然し乍、国際ロータリーの方針は他の団体
の有用な活動に関心を持ちこれを受入るもの

であるが、如何にその活動が立派なものであ
っても、国際ロータリーそのものとしては、
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その活動に参与し、または、それを裏書きす

るようなことは、為さないということになっ

ております。

次に外国にはロータリークラブの会員でラ
イオンズクラブの会員になっている人がある

ということを聞くが、そのようなことができ

るかということでありますが、事実そういう

人は外国では見受けることがあるようであり
ます。日本でさえもそういう人のあることを

聞きました。しからばそのようなことができ

るかということでありますが、ロータリーの

規定にはどこにもロータリアンが他の団体の

会員になってははらないということはありま

せん。又このような規定は訪けられないもの

であります。
ロータリーはその奉仕の理想を拡めるため

には、同業組合のような団体にはロータリア

ンがつとめて入会するよう奨励しておる位で

あります。ただロータリーの理想を発展させ

るためにはロータリアンが、その精力を分散

させることなく、その関心をロータリーの奉

仕の精神に集中することを要求しておるので
あります。そして、ロータリーアンは、その

所属クラブが沢山の人の中からこの人こそと

して厳選してただ1人しか入れない職業分類
の下に入会してもらった人でありますから、

クラブとしてほ絶大の期待をかけておるもの

であまりす。

従って、1929年のダラスにおける国際大会
で「ロータリークラブ会員は他のサービス、

クラブに入会して、その関心と精力を分散す

ることは遠慮すべきである」ということを決

議しております。故に忠実なるロータリアン

は他のサービス、クラブ即ちライオンズクラ

ブとかキワニスクラブ等々に入会することは

遠慮すべきでありましょう。
1960～61年度理事会は、ロータリークラブ

に於ける会員の責任を果すためには、ロータ

リアンは他の奉仕クラブ又は同種組＿議の会員

となってほならないという見解を下しました

叉同理事会は他の奉仕クラブ又は類似団体に

おいてロータリアンが会員であること、及如

何なる会員の資格を終結せしめることができ
るという。

標準クラブ定款の規定に関しての国際大会
の処置およびクラブ白身がとったこれまでの

処置を考慮してロ【→クリークラブの理事会は

理事会の考えで、所属クラブ会員で他の奉仕

クラブまたは類似団体においてその会員を続

け所属ロータリークラブに対する義務を果さ

ないということは、その会員の資格を終結せ

しめるに十分の理由となると考えることがで

きるという見解をも発表しています。

0プログラム要員　海東与蔵君

今年度プログラム委員の活動計画も計画書
にありますが、今年は特にとりあげたいこと

は鶴岡市を中心とした或は庄内といいますか

地元の地域開発或いは産業振興なりというよ

うな面についてのスピーチを特にとりあげた
いと考えたわけです。同時に委員会等の報告

或いは、その他の時間をさくようなお話しが

ありましたならば事前に幹事なり当委員会に
連絡していただく。この間青竜寺土地改良の

阿部さんのスピーチも半分しか話していない

と思うのです。少くともスピーチをお聯いし

た時は充分時間を与えていただきたい。さま

ざまこの地域についての問題を多くスピーチ

をお願いしたいと考えておりますし、各委員

会の報告等は簡潔に1分か2分位ですませて
いただくようお願い致します。

会員誕生
池内方平、小池繁治、菅原主純、手琢林蔵

奥様誕生
千葉喜代、平田菊野（貢）
五十嵐多摩子（八郎）、三井糸（徹）
三井順子（賢二）

8月100％出席　　　　50名

阿部（公）君、安藤君、阿部（裏）君、完頭君
張君、早坂君、林君、平田（貢）君、冨整君
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、小池君、小花君、今問君、嶺岸君、
三井（徹）君、三浦君、五十嵐（八）君、三井
（健）君、森田君、中台君、中山君、大竹君
佐藤（栄）、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、鈴木
（昭）君、小野寺君、佐藤（忠）君、谷口君、
高橋君、手塚（林蔵）君、驚田君、薮田君、
篠原君、手塚（林治）君、上林君、阿宗君、
白井君、佐藤（昇）君、窯谷君、鈴木（善）君
新穂君、鈴木（弥）君、

幹事報告
0チャーターナイト　白石RClU用代将

徳島東RC
。会報　米沢西RC東京RC　尾花沢R（コ

献　　立　刺身一平目、まく・、ろ
焼物－かれい　味噌汁」ほうれん草
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品岡ロータリー
第469号

1968．9．10（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．　みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

7増野聖讐31位閣離籍前月緒

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、阿部（裏）君、平
田（圭）君、金井君、松田君、
斉藤（得）君、栗谷君、佐藤
（忠）君、谷口君、辻君、金野
君、上林君

前回の出席　前回出席率　64・06％
修正出軒数　　　57名
確定出席率　89・06％

メークアップ　五十嵐（一う君一大阪RC
斎藤（栄）君一山形西RC
阿　宗　君一新庄RC
阿部（公）君一酒田RC
石井君、五十嵐（伊）君、今問
君、嶺岸君、谷口君、大竹君
鈴木（昭）君、鈴木（弥）君、高
橋君、佐藤（昇）君薮田君

一鶴岡西RC

ビジター　本間庄一君、斎藤繁雄君
一村上RC

ゲスト　市長、前鶴岡放送局長吉村音巨次君

ソ　ン　グ　我等の生業　リーダー三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

章　二ト‥■　一・・1・‾

ります。第353地区では、3クラブ97名、近

く今年中には2校位が追加なります。近々日
のクラブが出来るだろうと思います。インタ
ーアクトクラブが福島に2校と鶴岡に1校あ

りますが、村上バストガバナーから御指示が
あり、1脚且鶴屋亘を会易とと宝、
ホス▲トク＿ラ之と上宝L塾担え三才、ホスト学

校として鵠周畠放霊鼠選墓室烏とのことで、
これについて、色々研究を重ね、受入るかど
うが目下わかりませんが、24日秋田に於ける
地区の委員会で決定になる予定です。
☆会員推選委員会が発足いたしました。委員
長に佐藤伊和治君、要員には、早坂源四郎君
谷口暗敏君、小池繁治君、3人の方を委員と
して御推選いたしました。

☆前会員吉村龍次さんは、4年前鶴岡をはな
れ、NHK中央放送局におられましたが、退
職され現在、プリントセンターの破折役をし
ているそうです。会員の中から是非懇談会を
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催したいとのことで、明日日日午後6時より
ひさごやで、吉村さんを囲んで懇談したいと
思いますが、希望者は、幹事まで御連絡して
下さい。

☆日月22日、英語弁論大会があります。例年
の如く、クラブからカップを贈呈することに
いたしました。

☆ボーイスカーウトに金20，000円を贈りまし
た。

☆8日山形西クラブがホストで、リーダーフ

ォーラムが開催され、午前7時から午後4時
まで、雅裳園で開かれ、323名が出席されまし
た。クラブからは、会長、中山（職業奉仕委
員長）、斎藤（栄）、会員選衝委員長、三井
（徹）、副会長、青少年委員長代理として、更
に小花さんが地区社会奉仕委員長、モデレー
ターには、横浜RCの白山先生。
議題として、職業奉仕の実践、クラブ会員

の増強、ロータリー財団について、地域社会

関係の評価、青少年の為の計画等、その前に
鶴岡西校交換学生リーナさんが会場にみえ、
拍手で迎えられ、交換学生への関心が高まっ
たように思われましたし、或いは、来年あた
りは希望校が随分ふえるんじゃないかと感じ
て参りました。午後から、グループ別の討論
会、クラブ会長部会、職業奉仕委員長部会、
会員選衝委員長部会、青少年委員長部会、3
地区連合年次大会組織委員会部会。
会長部会を申し上げますと、ロータリー財

団について、スライドで教育を受けてまいり
ました。年間の経費が超過してまいり、次年
度においてほ、寄付金では収支がとれないじ
やないかというむづかしい点にきているそう
です。当クラブは幸いに張先生のお骨折で、
現在300％ロータリー財団クラブとなってお
ります。まだ100％もあるそうです。当クラ
ブの300％クラブとして、私共誇るべきクラ

ブと思っておりましたが、中には、2，100％

というクラブもあります。世界第2位で横浜
クラブが1，100％このような熱心なクラブも

御座います。出来れば1人1ドルでなく、年
間2ドル位づゝ拠出しなければならない時期
がくるじゃないかと思います。

☆会長部会について
社会奉仕について、ロータリーの社会奉仕

は、まづ第1に伐きかけて、金でなく、能力
や智恵をもって色々な団体に佃きかけ、社会
奉仕をやるのが方法で、それが出来ない場合
は、僅かの出資でその目的を達成することが
第2の方法である。第3にはどうしても出来
なければ、クラブだけでもよいという事が原
則だそうです。私達は足と頭で奉仕するこの
ような指導でした。この問題は理事会でも話
しましたが、例えば駅前の施設にロータリー

のマークが果たしてよいかどうかの問題、こ
の問題については社会奉仕委員会で御検討飼
います。

次に無関心なロータリーアンはどうしたら
よいか。これは今年度RI会長の話のように
（参加し、敢行しよう）からしても、どうも

無関心な会員がいるので、なんとか激励して
参加し、敢行するような会員にしてもらいた
い。その方法等で色々検討もありました。次
に盾住所と事業所が、別々のクラブの地域に
ある場合、そのクラブに入るわけですが、居
住所でも、かまわないという新しい規則でご
ざいます。色々こまかい問題については参加
会員が分担しておりますので、後で御報告飼
います。

☆小花君
ロータリーを身につける為に色々な会合が

あります。一番大きいのは地区大会で、その
外、色々な会合がありますが、現在地区に3
つの県があり、県外地が主催となるとなかな
か出席が困難であります。
その実情を勘案して各県毎にやることにな

りましたが、それを又更に小分けをしてクラ
ブ会員が全員出席出来るよう、3つの県を更
に3つに分けて開こうとなったわけです。こ
のフォーラムを9回に分けて開かれるわけで

すが、この会議は全員出ていただく主旨で、
各委員会毎、出来れば全員の出席を厭います

☆張　君
22日開催のフォーラムに国際奉仕のモデレ

ーターとして、おうせつかりましたが、アソ

ケー下により、皆様の御意見や御援助をお蔽
いしたいと思います。

幹事報告

会報　郡山、村山、米沢、石巻東、天童
変更　石巻東　9月14日　午後5時半

つゝじ園

チャーター

福島　県田島RC lO月13日13時
於田島小　　￥3，500

宮城県亘理RC l1月17日　日時30分
於亘理小　　￥3，500

熊本県玉名RC l1月13日12時50分

於玉名市民館　￥3，500

献　　立

刺身一鯛　天ぷら、大根おろし
お汁一豆腐、茄子

＼－
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

willit build goodwi11and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

8増野讐讐43位閏警齢丹前月闊

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　43名
出　席　率　67・19％

欠　席　者　阿部（公）君、林君、平田（圭）
君、平田（貢）君、富樫君、金
井君、嶺岸君、松田君、大竹
君、大野君、斎藤（信）君、谷
口君、佐藤（昇）君、黒谷君、

笹原君、阿宗君、高橋君、津
田君、辻君、金野君、白井君

前回の出席　前回出席率　81・25％
修正出席数　　　58名
確定出席率　90・63％

メークアップ　上林君一束京王子RC

谷口君、阿部（公）君、阿部
（塞）君、黒谷君、佐藤（忠）君

一鶴岡西RC

ビジター　半田茂弥君、渡辺邦三君、
和泉書己君一鶴岡西RC
小松一君一酒田RC

ソ　ング　我等の生業リーダー三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

会長報告
0先般リーダーシップ・フォーラムに出席し

て、職業奉仕部門で（職業奉仕委員長中山一
三君）青少年については、三井副会長、会員
選衝については（会員選衡委員長斎藤栄作君）
から御報告ねがいます。
09月17日クラブ協議会開催、場所日産自動

車ホール、時間7時から開始いたします。9
月22日のフォーラムに対する予習というかっ
こうで、又30日のガバナーの公式訪問に対す
る準備という目的から今日の会合をもちたい
と思います。出席者は、今年度の活動計画書
とインターシティ・フォーラムのテーマのリ
コピーを御持参願います。各委員長さん、新

会員の方も是非御出席ねがいます。
。9月22日インターシティ・ゼネラル・フォ

ーラムに参加者が予定より少なく・、鶴岡西ク

ラブ会長より再度御支援を願がいたいと御連
絡を受けておりますので、都合のつく方は、
多数御出席ねがいます。
09月22日田川地区英語弁論大会に例年の如

く1位、2位にタテを贈呈いたしました。三
井副会長が贈呈式に出席しました。
0来る10月5日、6日三地区連合大会におき

まして、米沢から火絶銃の参加等もあり、松
下幸之助さんの御講演等あるそうです。その
外に自由討議として、青少年と秩序という題
で討議があるそうですd盛大な会になるそう
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ですので、今から御参加の方申込み願います

フォーラムに参加して（職業奉仕部問）

中山一三君

0職業奉仕部門こそ、あらゆる奉仕部門の源

泉であり、「クラブ」発展に期するところ大
であること。従って東ケ崎RI会長の提唱に
は、「職業奉仕に参加し敢行しよう」という
職業奉仕の冠がつくのが自然であることで、
明らかであります。
0「クラブ」では会員から職業奉仕のために

入会してもらったと言っても過言でない。し
かし、職業奉仕は何をやればよいか掃え難い
ために、従来は従業員の表彰位でお茶をにご
してきた処が少くないと反省を求められまし
た。
0又ロータリーの目標は

1・友情を深め知り合いを拡めること
2・職業活動を通じて職業奉仕の理想を適

用すること
この2つが四つのテストを言葉で表現したも
のであるとの事です。
。叉「奉仕こそわがつとめ」の冊子は職業奉

仕の意義を昂めるために記述されたもので、
新会員には入会のときに「バッヂ」とともに
渡すべきものであるとのことです。
0又経営上でも資力の上でも、余裕のある会

員から低開発の国々に1ケ月から4ケ月出か
けていただき、持っている技能を充分に活用
していただくことが、インターナショナル」
の意義を高めると要請されてきました。村上
バストガバナーが353地区で登録第1号との

ことです。
。また職業分類部門では「イノベーション」

その他で産業形体が刻々と変っている世代に
当るので、少くとも年に9月3日を含めた2
回以上分塀表をチェックして収拾選択して欲
しいとの要請があったので、当委員会の方々
にお伝え申し上げます。
。又選考を経て正会員以外に、アデシ彗ナル

会員一名を同一事業場から求めることが出来
るとのことでした。

もっとも、「アデシきナル」会員は正会員
退会の時、同時に退会する、正会員の代りに
正会員に推せんを受ける要あるとの事でした
元会員でも、他の地区で職業分類が同じ会

員で、同会員の了解を得た場合は、選考を経
て「アデシ三ナル会員になれるとのことです
このことについては「ロータリー手帳」に書
いているようであります。

又例会は職業奉仕活用の場であること、従
って「郡山西クラブ」でたてたような、年次
計画、月別実施計画は、例会場で討論してい
ただいた結果だとのことでした。

これについては「プログラム」委員長と関
係各位の格段の御支援を仰ぎたい事と存じま
す。このことについては、今晩の「クラブ」
協議会の席上において、改めてお願いしたい
と存じます。
以上の報告には観念的な表現を多く用いた

ことをお詫び申し上げます。
私はフォーラムに列席して、職業奉仕の何

んであるかについて、いささかでも洗脳を受
けた喜びをお伝え申し上げたいと存じます。
次に東ケ崎RI会長の談として、特に伝達

を受けたことを、お伝えしたといと存じます
（職業奉仕を通じて参加し敢行しよう）

会員の多くが、自ら潜在能力を持ちながら
何んらの発言も行動もしない会員がいる。

「クラブ」ではこのような会員がいないよ
う、潜在能力を発揮する場をつくり、協力協
調を得て、ロータリー精神の向上につとめて
もらいたい。そうでなくして傍観的立場をと
らず、言うべきことを言い、行なうべきこと
を行なえば、現在世上のヒンシュクを買って
いる学生の撹乱は発生しなかったであろう。
仮令夫々の属する地域社会がちがっていて

も、傍観者であってはならない。
ひたむきに言うべきは言い、なすべきはな

してもらいたい。そして青少年層との「コミ
ニケーシラン」に役立ててもらいたい。との

ことでした。

会員選考委員長部会報告　斎藤栄作君

従来会員選考委員会は単に会員の選考のみ
をこととし、積極的に会員を推選することが
砂くなかった為に、この度細則改正となった
のである。従って会員推選委員会は委員長以
下会員選考委員会から独立した委員会とし、
積極的に新会員の推選に努めることとなった
のである。新会員には若い人を入会させるよ
う努め、これによってクラブのマンネリ化を

防止する。

幹事報告

会報到着　酒田東RC、能代RC、秋田R
C、本荘RC、郡山西RC、鹿
児島西RC

新クラブ発足挨拶　鴻巣RC
チャーター案内　昭島RC

11月17日、11～12時登録

於　東京サマーランド　￥2，500円

献　　立　ハンバーク、サラダ、トマト

焼物一鮭、おろし
お汁一焼鉄、著荷

ヽ一一J
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

8増野聖賢43位閣若齢莞l前月糟l

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　的名
出　席　数　　　41名
出　席　率　62．50％

欠　席　者　阿部（公）君、安藤君、阿部
（裏）君、荒明君、長谷川君、
林君、平田（貢）君、富樫君、
石黒君、五十嵐（一）君、海東
君、小花君、松田君、大竹君
斎藤（得）君、鈴木（昭）君、黒
谷君、鈴木（善）君、笹原君、
辻君、薮田君、金野君、白井君

前回の出席　前回出席率　67・19％
修正出席数　　　56名
確定出席率　87・50％

メークアップ　大竹君一酒田東RC

林君一外国

阿部（公）君一山形西RC
平田（圭）君、平田（貢）、富樫
君、金井、嶺岸君、斎藤（信）
君、谷口君、高橋君、阿宗君
、栗谷君一帯岡西RC

ビジター　原田行雄君、高橋静夫君
一鶴岡西RC

ン　ンゲ　我等の生業　リーダー三井健君

司　　会　副会長　三井　　徹君

会長報告　副会長　三井（徹）君
22日湯之浜に於いてのフォーラムの参加者

は約80名位で安斎兼子バストガバナーがアド
バイサーになり活発に行われ、当クラブも非

常に活発な発言があり盛大に行われました。
その内容について各委員毎に御報告願います

◎職業奉仕委員会（中山一三君）
モデレーターは、酒田の石原先生でテーマ

の一番は東ケ崎国際ロータリー会長のプログ
ラムがあなたのクラブの職業奉仕委員会の奉
仕の方法にどんな変化をもたらしたか、この
ことについては酒田、新庄その他実際にやっ
ている。例えば、中卒或は高卒の生徒につい
て極力地元に就職してもらい、主として各ロ
ータリアンの職場をまわって印象を高めると

いうようなお話しがありました。

当クラブとしては、まだ実際的な活動はや
っていない。クラブ協議会に於いて、職業奉

仕として月の例会の1回の例会だけで15分位
の時間を職業奉仕の為にさいていただくこと
を申上げてあります。
それから1番のテーマの中に、それらの変
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化の中に対し、会員から反対意見が出た場合
どのように会員に納得させていくかどうかの
ことがうたれておりますけれども、これにつ
いては、モデレーターの方からも質問もなか

ったし、椰上みたいなかたちでした。2番目
はロータリアンになられたことが自分の職業

活動にどんな影響をきたし、その経験とか例
を上げて下さいとのことでした。
貴方の所ではどのようにしているのか問い

がありましたが、私の個人的なことでもよい
かと聞いたら、それでもよいんだとのことで

実際私の職場でやっていること申上げました
その内容については的させていだきます。3
番目については職業奉仕の新しい手引、じれ
い研究がプログラムにとりいれられて参りま
したかというようなことであります。これは

非常にむづかしいことでありますし、又対人
関係もありますので、このことは、どのクラ
ブでもやっていませんでした。当クラブの安

藤さんからロータリアンとして、多くの方々
にあうという機会を得、ロータリー精神を培
われて自分の事業或は健康に対しても、それ
によってすくわれたというような発表があり

ました。
尚ガバナーの講評にようするに職業奉仕こ

そがあらゆる奉仕運動の源泉である。その為
に各委員から、ロータリアンになっていただ
いたというような趣旨というものが充分に把

撞して、職業奉仕に務めていただきたいとい
うような話がありました。

◎国際奉仕部問　モデレーター　張君

私が国際奉仕のモデレーターになり、お粗
末ながら、自個流でやりましたが感じたこと
は、ガバナーも話しておりましたが非常に出

席率が悪いと話しておりました。どうすれば
出席率が良くなるのか今までのフォーラムの
やりかたを考えなければならないと思います
フォーラムというのは、どうもかたくるしく

なり、どうも試験場にでも入ったようで先輩
達はフォーラムというものは、こういうもん
だと意義をよくPRして愉快に話しあうとい

うことにしたらよいじゃないかと思いました
各会場の位置の配例等も考慮されたら各自

が自由にもっと意見を出されるじゃないかと
思いました。フォーラムというものは、お互
にいろんな意見を出しあって良いところをロ
ータリー奉仕にいかなる場合でも利用出来る

という特徴があるんじゃないかと思います。
おもしろく、親睦会みたいにみんなが出席出
来るようにもっと勉強しなければならないと
思います。皆さんからアンケートをとり、2
石数人の方からよせられ、会員が出席しない
人でも、国際奉仕のことがわかるような感じ
がします。中には全然返事がない人もありま

したが、解答がなくとも、それが一つのフォ
ーラムだと思います。今年の目標の参加とい

うことに対し、充分な意義があるじゃないか
と思います。会員のおくさんでも地域社会で
も国際奉仕というものが、わかるような感じ
です。アンケートをよせてくださった事につ
いて厚く御礼申上げます。

⑥三井副会長
インターアクトのことで結成の結果等を申

上げました。社会奉仕活動は色々の実績を各
クラブからお話しがありました。それから、

農村から会員侯補者を求め、又は農村えロー
タリー活動を利用して放きかける為にはどう
した方法がとられておりますか。これが話題
になりました。これこ対して安藤さんから常
に農村と都市との交流を密接にして行くこと
のお話しがありました。

ガバナーの話は、農村と地域社会と密着さ
せるにはどうしたらよいか、これは親睦のは
かりということですが、秋田県の三つのロー
タリークラブでは短期間に宅児所を開いてい
るのがありました。ローターアンの奥さん連
が奉仕してそれに専家を一名おき、農村との
交流をほかって、農村から会員を加入してい
きたいという話がありました。

幹事報告　　三井　健君
○鶴岡西クラブ27日の例会ほとりやめになり

ましたので御了承願います。
○山形県内ロータリークラブ

親睦ゴルフ大会の案内
期日10月13日（日）

場所　蔵王ゴルフ場
会費　クラブ対抗参加者3，000円

個人参加者2，000円
参加申込は10月3日まで提出ねがいます。

○鶴岡商工会議所工業部会の青年委員会より
ソフトボールの開催の案内

鶴岡ロータリークラブ、鶴岡西ロータリー
クラブ、鶴岡ライオンズクラブ、鶴岡青年

会議所、鶴岡商工会所議、鶴岡商工会議所
青年委員会対抗の親善ソフト大会10月7日
（日）午前10時　鶴岡市営球場
メンバーは親睦委員会でとりまとめ願いま

す。
○次回例会10月1日はガバナーの公式訪問と

なっております。

前日9月30日は鶴岡ホテル、午後6時より
理事委員長どなたでも結構ですから是非ね
がいます。

○会報到着　石巻RC、尾花沢RC、猪苗代
RC

献】立　刺身一鯛　天ぷら一えび、茄子
大根おろし、味噌汁

＼、J
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al】

COnCerned？

「参加し、敢行しよう」

8増野讐讐4叫会裾開発前月精

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　40名
出　席　率　62・50％

欠　席　者　安藤君、張君、林君、平田
（圭）君、五十嵐（伊）君、五十
嵐（一）君、金井君、白井君、
松田君、岩網君、大野君、新
穂君、斎藤（信）君、佐藤（伊）
君、笹原君、鈴木（昭）君、佐
藤（昇）君、小野寺君、阿宗君
佐藤（忠）君、津田召、辻君、
鷲田君、篠原君

前回の出席　前回出席率　62・50％
修正出席数　　　58名
確定出席率　90・63％

メークアップ　阿部（裏）君、平田（貢）君、
大竹君、鈴木（昭）君

一酒田束RC

鈴木（善）…酒田RC
阿部（公）君、安藤君、荒明君
長谷川君、富樫君、石黒君、
五十嵐（一）君、海東君、小花
君、黒谷君、薮田君

一鶴岡西RC

林君一外国

ビジター　栗本敏直君一鶴岡西RC

ソ　ン　グ　君が代、我等の生業
リーダー→　三井健君

ゲスト　張夫人

司　　会　会長　石黒慶之助君

会長報告
今日はクラブとして最も重要なガバナーの

公式訪問日であります。昨日新庄から鶴岡に

参り、会長、幹事会を催し、午後4時より鶴
岡ホテルでクラブ協議会に出席いただき、色
々活動計画につき恐切な御指導をいただいた

わけです。長時間に亘り会の運営につき、御

指導いただき有難うございます。特に先生の

御指示により、平常通りにやるようにその御

指示がありますので、会を進めたいと思いま
す。

かねて理事会や協議会で、インターアクト

委員会に於きまして内々審議していましたイ
ンターアク　トクラブの地区大会を鶴岡で開

くかどうかとのことで、先般24日、委員会で

最も鶴岡が今年度都合がよかろうというので

最も効果的な大会がひらかれるじゃないかと
のことです。鶴岡高専にインタ・－アクトの発

会することやら、西クラブにリーナ嬢が交換

学生として来ていることから、鶴岡が最もふ

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



さわしいというので決心いたしました。11月

23日、24日と御指定になりましたが、当地は

最も季候が悪く、それでもよいからというの
でよろこんで御引受いたしました。

地区としては、福島は二高と、鶴岡酉高だ
けで当日高専が発会をやりますと、4つの学

校がくわわるわけです。4校の生徒が互いに
かいして1泊で大会をもつわけでありますが

目下、青少年問題が論議されておりますので
この大会をお受けすることについて、私共意

義の深いものだと思います。御協九御支援
賜りますようお願いいたします。
0小花委員長を中心としたイソクーアクトの

御活躍をお顔いします。まづ第1に、実行委

員の人選やら、計画、企画がありますので至
急次会例会までにお願いしたいと思います。
。元会員吉村龍次君から非常になつかしいと

いう手紙が参り、ロータリーの友情と、行為

を深めるに誠に良い例会だったとつくづく恩
いました。

☆ガバナー挨拶
ガバナーの義務といたしまして、昨日来叉

会の例会にも参加させていただき、両日にわ
たり会長さん始め、皆さんと共に誠に御手厚
い御配慮にあづかり有難うございました。昨

日は特に月末の忙しいところ皆さん方にお集

まり願い、誠に恐縮に存じます。

昨日のアヅセンプリーに於て、色々皆さん

方から今年度の計画についていたれり、つく
せりと申しましょうか、申し分ないと考えま

した。又懇親の意味で湯田川に御案内いただ

き、又宿で今年度の計画や事業等につき再読

させていただきましたロータリーというもの

を、充分理解あって、色々事業等をやってお

られるその点については敬意を表した次第で

す。公式訪問の責任を果たす為に二、三のこ
とを申し上げます。

クラブも10年となりますとロー一夕リーとい

うものを皆んなが分かっているんだというよ

うに考えます。私自身も分かったつもりでお

りますけれど、決して分かってはいない。然

し多少年数がたちますとやはりマンネリ化す

る。秋田の公式訪問のアッセンブリーでした

が、どうもうちのクラブは老化したといった

ら、会員からおこられて何にも老化してない
ぞというようなことで、これは年令でない、
やはり少しなれ過ぎて、多少マンネリという
ことはあり得ることで活動も多少不活発にな

りはしないかということはたしかです。

会長、幹事、各委員長の方々がはりきって
いるが、その他の会員は幹部の万々が一生懸
命やるんだけれども活動しない、これほどこ
のクラブにもあります。そこでRI会長がい

われた参加し、敢行しようという言葉がそう
いう所から出てきた。一つ全人一人々々がク
ラブをもって行くように努力し、そうして立

派な年度計画に、立派な効果を表わそうとい
うのがRI会長の考えです。
このクラブも10周年を迎えるわけで、その

計画も各委員長さん方はじめ、色々とその計
画に御活躍おねがいし、又11月23、24日イン
ターアクト地区大会をやることになりました
ので、その方面のいわゆるインターアクトの

活動におきましても、こちらさんと福島さん
だけですし、なかなか結成するのが困難です
し、こちらでは特に御活躍ねがい、又新しく
高専の方に結成しようという考えで、誠に有
難く幸せだと感じます。10周年記念事業と共
に大会も効果的に大々的にやっていただきた
いと思います。

張先生のお奥さんが見えておりますが、先
生からは特にロータリー財団に御寄附ねがっ
て、こちらは200％保持しておられる。10周

年の記念までには300％にしようという計画
誠に結構なことです。まだ連絡はきておりま
せんが、張先生にポール・ハリス賞がくるよ

うな計画になっております。
このクラブは特に長い経験の立派なクラブ

活動をしている。どうか立派な御計画を皆さ
んの力で計画倒れのないように、立沢な実績
を上げていただくように、又皆さんも御健康
と出席率を上げられることをお祈りして、責

任を果たさせていただきます。
0薮田君

3クラブ、2会議所親善ソフトボール大会

について、期日17日、10時開始、場所鶴岡市

営球場、メンバーはこの前決めたメンバーで

その外、どなたでも参加して結構です。スパ

イクは禁止、裸足も禁止、なるべくズック靴

を使用。道具は主催の方で準備いたします。

終了後は閉会式を行ない、6時より商工会議
所3階ホール、親睦会に参加する会費は1人
500円、審判員は富樫良書君。

幹事報告

会報到着　大江RC、石巻東RC

スマイル　張夫人　先生の学会終了して

献　　立　焼物一鮭　刺身一平目

お汁一豆腐、なめこ
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

8増野讐讐画会員警儲鷲l前月糟

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　46名
出　席　率　71・88％

欠　席　者　荒明君、張君、千葉君、長谷
川君、金井君、平田（圭）君、
池内君、五十嵐（伊）君、嶺岸
君、松田君、
斎藤（信）君、
橋君、辻君、

前回の出席　前回出席率
修正出席数
確定出席率

森田君、中台君
佐藤（昇）君、高
薮田君、阿宗君
62・50％

53名

82．81％

メークアップ　安藤君、新穂君一塩釜RC

林君一東京西RC
張君、鈴木（昭）君

一酒田東RC

五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君
斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐
藤（忠）君、鷲田君、篠原君、
白井君一鶴岡西RC

ビジター　渡辺全君一山形RC
相馬治一郎君一酒田RC
栗本敏直君、石井幸雄君、
羽根田正吉君一鶴岡西RC

ソ　ング　我等の生業　リーダー三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

☆ガバナーの公式訪問に際しては、各委員長
さん全員お集まりいただき熱心に御討議いた
だいた事に対し厚く感謝申し上げます。

更に10月5日6日仙台にて351、352、353三

地区連合年次大会には当クラブより会員8名
御家族5名計13名の参加をいただき非常に熱
心に参加していただいた事に対し、厚く御礼
申し上げます。
翌日またまた商工会議所の青年委員会主催

のソフトボール大会で、鶴岡ロータリークラ

ブ、鶴岡西クラブ、ライオンズクラブ、青年

商工会議所、並びに青年委員会の親善ソフト
・ボール大会に参加され盛大に行なわれまし

た。

☆鶴岡西クラブ交換学生の五十嵐みとさんか
ら、クラブに便りがあり、「無事到着してか
ら1ケ月になります。向こうの生活にも大分
なれて来ましたが、高校の授業はさっぱりわ
からない。ギリシャの交換学生と仲良くなり
交際しているそうです。日米相互理解に役立
つように頑張りたい。このような機会を与え
てくれたロータリークラブの皆々様に厚く御

、
　
）
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礼申し上げます。よろしくお伝え下さいとの
事です。
☆親睦委員会　鈴木（弥）君

11月5日の例会予告、当日はリクレーショ

ソと磯釣大会等をかねて開催したいと思いま

す。時間は5時か、5時30分頃に開催したい
と思います。親睦をかねた例会にしたいと思
いますので、御家族揃って御参加蔽います。

尚、具体的なことは、次例会に発表いたし
ます。
☆（親睦委員会）

10月7日に開催されました。親善ソフトボ
ール大会当クラブから優秀な選手が出場いた

し、健闘の結果準優勝を穫得いたしました0
又多数のご援助いただきました事を厚く御礼
申し上げます。新穂君からその経過を報告頗
います。

☆新穂君
富樫君の代理としてまず1回戦ではライオ

ソズクラブを18対10、2回戦は青年会議所と
11対10、決勝が青年委員会13対12、これは延

長戦に持越して健闘いたしましたが、おしく
も破れました。特に賞讃されますのは、大竹
さん、千葉さん、五十嵐一郎さん、この方が
出場した決果良い成績で勝ち得たと思います

15人必要なのに12人でやったものですから
ルール違反ということで、来年度に於ては老

若とわず皆んなの参加をお願いしたいそうで
す。
☆10月17日秋田に於いて、庄内地区ロータリ
ークラブ、ゴルフ大会がございます。出席な

さいます方は小花君か親睦委員長の鈴木（弥）
さんまでお知らせ願います。

／rso会議に出席して

／／　　　林　茂　助

／盲月14日から26日まで約10日間ドイツのⅠ

さ‾　二二　∴一一＿

′万国のRCの例会日をメモして参りました。

私の今回の日程上可能な土地のRCの数は、
Wiirzburg（会議のあった都市）1、Miiuc

hen　2、Berlin4、Hamburg7、Frank

furtamMain　2、Amsterdam5、Cohenh

agen1、Stockholm12でありました。

wiirzburgには約1週間滞在したのであり

ますが、朝9時から会議で、内2日間は夜12

時までもつき合わねはならぬ程の忙がしさで
とても例会には出席できず、Miinchenでは

土、日であったので機会がなくやっとHam－

burgの火曜日の例会のあるHamburgvSteint

orRC（Hamburgの主停車場に近い所で、

4年前に数時間滞在したHotel Atlanticが会

場）にメークすることが出来て、4年前から
の宿願を達することが出来て、大変うれしく

存じました。
ところが、例会の席は特別の室ではなく、

食堂の中の丸テーブルの一つに／ミーナーが一
つ立ってるだけで、メークするのも一冊の帳

面に記名するのみで、メーク料も自分の食事
を自分で支払うのみで、また開会とか閉会と
か、会員の話しも何もなく非常にあっさりし

たもので、いい経験を得ました。アメリカ、

ノースカロライナでの経験もさることながら

欧米のRCに対する考え方の一例を見た感を

深くしました。バーナーの交換も事務の少女
との交換でありました。Ierlin、Coqenhagen

Stockholmには寄る機会がなく、この次の凌

会を楽しみに残して帰って参りました○

今回の要務は、国際標準化機構第38専門委

員会（繊維）第1分科会（染色堅ろう度試験
法）第8回会議にわが国代表としての出席で
あり、3～4年毎に開かれる会議であります

第7回会議の決議で日本に課された課題もあ
り、また日本から新たに提案したものもあり
会合した人数も前より30名ばかり多く80名近
い代表が集まりました。次回は3年後にアメ
リカで開くことに内定されました。
WiirzbwrgはFrankfuetamMainより84

マイル、Niirnbergより126マイルの所で、

WiirzburgからNiirnbergを通ってMiitIChen

に行くには特急で2時間半ばかりの小都市で
ありますが、（1930年頃人口9万ばかりであ
ったが、現在11万とか）1500年代からの大学
の町で、今大学は新と古という名称でいわれ
ている二つの大学がありますが、立派な研究
所（Max十Planck」nstitwt）もあり落ち着

いた学都であります。40年前に友人と写真を
撮ったMainの清流にかかっている古いLudu
ig橋の上で、亡き友の姿をまぼろしに描きな
がら写真をとってもらって当時を回想し、一
時若かりし頃を追想した次第でありました。

幹事報告

大阪南事務所、例会場変更
東根10月18日を10月20日10時　芭蕉苑

能代南RC　会長渡辺甚助君退会のため、
会長川井仁三郎君に変更

献　　立
きしみ－まぐろ、あらい
焼物一鮭、おろし味噌汁一ホーレン草

＼＼ヽ－／
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章二－≡三。
報

て轡；2ET…3三〇三；ACLUB

品岡ロータリー
第474号

1968．10．15（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwi11and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

8増野聖響43位腎警闘莞l前月柑

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　42名
出　席　率　65・63％

欠　席　者　安藤君、長谷川君、平田（圭）
君、石井君、五十嵐（三）君、
海東君、小池君、松田君、中台
君、芸網君、斎藤（栄）君、津
田君、斎藤（得）君、斎藤（信）
君、鈴木（弥）君、佐藤（忠）君
鷲田君、薮田君、金野君、阿
宗君、白井君

前回の出席　前回出席率　71．88％
修正出席数　　　57名
確定出麻率　89・06％

メークアップ　張君一乗京城西RC

長谷川君、平田（圭）君、五十
嵐（伊）君、金井君、嶺岸君、
森田君、中台君、佐藤（昇）君
高橋君、薮田君一鶴岡西RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

佐輩源治君【酒田RC

桜井清君、五十嵐卓三君、帯谷義
雄君、半田茂弥君【鶴岡西RC

ソ　ング　我等の生業リーダー三井健君

司　象′会長＿石黒慶之幼君一一＿▼′．．「＿＿▼

了吉醜議髭羞莞碧雲禦敷
いたしました。

…一　一＿＿＿二　　　　‾＿＿

。11月5日（火）の例会は家族会を兼ね、由良

国民宿舎（由良荘）で、午後5時より是非と
もおくさま同伴にて御出席隣います。
0地区大会に参加して　会長

3地区の大会に参加して、私なりに感じた
事を申し上げます。ぶっこ会員に対し黙宿し
正面に写真が映像されクラブ名や、所属等が
発表され、75名の万が一人々々映像され、前
クラブ会員本間順吉さんの顔もでましたし、
このような事が非常に印象的でありました。

3地区のガバナーの報告の中でクラブ数と
か、会員数とか、新クラブの誕生、交換学生
とか、財団への寄附とか、各地区の特徴と申

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



しますか、色々と発表するわけですが、残念

乍ら3地区のうちで当地区が一番貧弱な感じ
がいたしました。というと、インターアクト

の数にしても350地区は8つもあり、352地区

も8つあり、353地区は3つ、ローターアク

トにしても当地区は0。他は出来るところと
ミあります。

と生にしても、交換学生にしても

53地区が弱体ではないかという感じがいた

しました。その中で高橋ガバナーは得意とし

て、当クラブ会員の張先生がロータリー財団

寄金においてポール・ノ、リス・へローという

褒号を受けられることを発表されました。来
年の国際大会にはRIの役員と共に会長招待
の晩餐会に招待申し上げるというような極め

て名誉あることです。

決議事項として8号議案1975年、或いは、

それ以降に世界大会を東京で開催することが

議決されました。
ロータリー財団に対する協力を更に強化す

る。今まで川0％のクラブは200％、200％の

クラブは300％、300％クラブが400％まで上

げたいというのがRI会長の意向のようです
それに協力しようという決議です。

第10号議案として、ロータリーの拡大の件

私共のロータリーをわかちあうという意味か

ら会員の拡大を希望されております。1会員
が1名の新会員というような強い発言があり

ます。会員拡大と新しくクラブを作ることが

望ましい。会員は会場の都合もありますが、

会場一杯まで拡大してもよいということで、

又会員の質と量の問題でありますが、質はロ
ータリーに対する熱意ということで判断して

もらいたい。大会を終えて何か353地区が他

地区にくらべて力が弱いような、然し鶴岡ク

ラブの存在が非常に高く評価されたものだと

思います。
それは交換学生は西クラブでお受けしてい

ますし、インターアクトも353地区では、福

島が2校と鶴岡が1校、それに10月23日には

高専に出来ますと4校になります。過去にお

ける会長さんや先輩の各位が優秀であったと
いうことがつくづく感じました。

吾肝ヨ別協議に出席して

国際奉仕　小花君

テーマとして1番目は小形ローークリークラ

ブの国際奉仕はどうしたらよいか。2番目、

世界社会奉仕関係のこと。3番目は交換学生
のこと。4番目はロータリー財団のこと。

小形のロータリークラブといいますと、大

きな都市でない所で、海外から来るビジター

等も少いクラブはどうすればよいか、国際奉

仕をしたらよいか、自分の誓いたい言語で書
いて文通をするとか、或いは、プログラム、

印刷物を交換する。或いはスライドの交換、

青少年の交換というようなクラブ毎に出来る

国際奉仕活動を、プロジェクトの国際奉仕計

画に登録しておきますと、世界中のクラブが

登録したクラブと希望、交換したいという手

紙が来るとか、人の交換とかそれらを利用し
たらよいという意見がありました。又反面、

何回手紙をやっても返信がないという所もあ
りました。これについては2回、3回でなく

何回でもやる。それから糸口がついて非常に

強い友情で結ばれている所もあります。要す
るに熱意があれば国際奉仕の糸口がつくので

あります。
2番目の世界社会奉仕のことです350地区

では、歯科医療機械を送ったそうです。352地

区は、海外青年協力隊、青年の方々が東南ア
ジヤ、中近東、アメリカ等盛んに社会活動が

実行されております。佐々木ガバナーは世界

社会奉仕として、海外青年協力隊への援助と
いうことをとりあげ、368地区ではこれを検

討しているようです。印度等では原始的な農
作機械で食糧危機の大きい原因になっている
ので、何んとか良い農作機械を送ってやろう

じゃないかと提案する話もありました。

幹事報告

会報　能代、石巻西、鶴岡西RC
チャーターナイト案内

東京昭島RC11月17日　‖～12時

東京サコーランド　登録料2，500円

〆切10月20日

献　　立

てんぷら、ざるそば

＼、J
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コ⊂冨 報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

顔阿ロータリー
第475号

1968．10．22（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707，2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

8増野讐響43位閏警闘丹前月柁l

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　36名
出　席　率　56・25％

欠　席　者　荒明君、平田（圭）君、平田
（貢）君、富樫君、鸞田君、飯
白君、石井君、五十嵐（伊）君
五十嵐（一）君、金野君、海東
君、金井君、今間君、嶺岸君
松田君、阿宗君、三井（賢）君
三井（健）君、森田君、芸網君
大竹君、斎藤（信）君、黒谷君
鈴木（善）君、小野寺君、高橋
君、津田君、手塚（林）君

前回の出席　前回出席率　65・63％
修正出席数　　　52名
確定出席率　81．25％

メークアップ　鷲田君一東京江東RC

海東君一山形西RC
安藤君、五十嵐（三）君、小池
君、中台君、斎藤（信）君、鈴
木（弥）君、佐藤（忠）君、白井
君一鶴岡西RC

ビジター　林政一君、本間義勝君一酒田RC

原田行雄君一鶴岡西RC

ソ　ング　奉仕の理想

司　　会　会長　石黒慶之助君

0クリスマス実行委員の決定

委員長　三井　　徹君
総　　務　鈴木弥一郎君
受付登録　中山　一三君
会場係　五十嵐八郎君
進行係　高橋　無一君
余興係　小池　繁治君
配車係　五十嵐一郎君
会計係　大竹鑑一郎君　　　㌔

0ロータリーの内部拡大につき

会員ですが、クラブを盛上げる
え、RIの方針に従って会員の言

在64名の

新人を迎
を深め、

これにつきましては、会員推選委員長の佐藤
伊和治さんよりお話しがあると思います。又
早坂さんからは先般の地区大会について、更
に親睦委員長さんから11月5日家族会の事を
御報告ねがいます。
0親睦委員長　鈴木弥一郎君

11月5日の例会は家族会をかねて、由良荘
にて開催いたします。5時点鐘、4時30分商
工会議所前出発、会費家族1人500円、小学
校以上のお方も1人500円、当日は磯釣大会
も開催いたしますので、多数御出席願います

会
報
は
ご
家
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申込は次回例会29日まで。
0地区大会に参加して　早坂源四郎君

地区大会の協議会に出席して、クラブ奉仕
B部門の内容は職業分類、会員選衡、会員
推選、雑誌、この中で会員推選の問題につい
て私が特に感じた事を簡単に御報告申上げま
す。
私は最近、ロータリーが1人1業の原則を

やや拡大に解釈して事業所又は、屠住所の会
員資格として、居住地までもみとめる、叉ア
デぅ／ヨナル会員を増したり、ルールをゆるめ
たり、メキシコ大会までほ1業種3人という

案まで出ております。これは、ロータリー本
来の一人一業の原則を無視した考えである。

これについてリーダーに質問しましたが、
これは、現在RIが財政が困難である、出来
るだけ会員を増したい、これはガバナーの推
測であるということでした。あるクラブでは
会員拡大の限度はどのへんまでか、という質
問がありました。これは会場のゆるす範囲に
於いて拡大せよということです。この事につ
いてあるガバナーは会員をどしどし拡大して
会場がせまかったら、広い所に移ればいいじ
やないか、これも一つの考え方であります。
会員推還、会員選衛の問題につき御報告申上
げます。
。会員推選委員長　佐藤伊和治君

会員の拡大について、会員推選委員会とい
うものをもうけ、委員には早坂君、谷口君、
小池君、私が委員長ということです。会員を
推選するのは、なるべく多く推還するという
ふうに功きかけて行くのが仕事だと、我々は
思っておりますし、皆様の御協力を得まして
多くの人を推還してもらうようにお蔽いしま
す。

どういう人を推選するのかというと、相当
広い範囲で推選出来るんじゃないかと、クラ
ブ定款をみれば、品正、高潔、事業場黎明あ
る青年男子ということで、あとは、会社の事
実上代表していればいいんだというような意
味に解釈したいと思います。

ローークリーは職業人の集りで、職業上道徳

的水準を高めていこうというのが、根本精神
ではないかと思います。若い人で、勇気のあ
る人をどしどし推還していただきたい。

事例研究について

職業奉仕委員長　中山一三君10．22．68

職業奉仕への新しい手引きとして、事例研
究がクラブのプログラムにとり入れられてま
いりました。

事例研究とは、事業家が直面している実際
問題をテーマとして、会員がそれぞれ職業上
の経験に基づいて意見を交換しあい、職業奉

仕をお互いの実生活に結びつけようとするも
のです。

（以上　山形県北西地区インター・シテ一・
ゼネラルフォラムにおける職業奉仕部門テ
ーマより）

当クラブ職業奉仕委員会では、本日の例会
の外44年1月と44年4月の例会で事例研究を
とり入れて行きたいとおもいます。
甚だおこがましい次第でありますが、本日

の例会では職業奉仕委員長の所属する職場の
問題点を露呈し、これをテーマとして意見を
交換しあい、問題点打開の途を開いていただ
きたいと存じます。

事例研究のテーマ

「わが職場における労幼時間の矛盾は、ど
のようにしたならば改善出来ようか」

わが職場においては、労使の36協定として
休日2日出勤、休日を含む基準外労イカ時間50
時間となっておるが、内線現場においては突
貫工事と、主体業者の一部の方のマイペース
イズムにより、この協定以上の過重勤務につ
くことがある。折角労使双互に36協定を結び
ながらこのような矛盾をきたすことは人間尊
重の上から憂慮にたえない。

労イカ時間の超過というものは、さけていか
ねばならないし、従って、皆さんの御智恵を
かりてどのようにしたら改善出来るか、私の
提案でございますので、皆さんの良いお智恵
をおねがいいたします。

幹事報告
0クリスマス実行委員の任命（三井副会長）
0会員推選委員長の新会員の推選　佐藤（伊）

委員長
0内部拡大について（早坂委員長）
。11月5日家族会の案内（鈴木（弥）委員長）
0職業奉仕委員会の時間事例研究について

（中山委員長）
0例会変更

能代ロータリークラブ10月18日12時10分

岩館下浜ホーム
能代南ロータリークラブ
10月28日12時30分　みつまるデパート3階

白鷹ロータリークラブ
10月30日12時30分　志ん月

本官ローークリークラブ10月18日より

例会場清月荘　例会日金曜日に変更
0会報到着　鶴岡西RC、米沢RC

スマイル　早坂君　建築物の完成

献　　立　ヒラメー刺身　小鯛塩ふり
みそ汁一大板、油揚

、■－＼＿／
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◎雫 報
轡　諾FT…3記≡：ACLUB

顔阿ロータリー

第476号

1968．10．29（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに県してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．　みんなのためになるかどうか

willit be beneficial toall
concerned？

「参加し、敢行しよう」

8増麒警43位r会開脚訊前月糟

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　長谷川君、富樫君、五十嵐
（一）君、中台君、金井君、三
井（賢）君、松田君、岩網君、
大野君、斎藤（信）君、黒谷君
津田君、金野君

前回の出席　前回出席率　56．25％
修正出席数　　　52名
確定出席率　81・25％

メークアップ　荒明君、富樫君、五十嵐（伊）
君、金井君、五十嵐（一）君、
今間君、嶺岸君、三井（賢）君
三井（健）君、大竹君、栗谷君
鈴木（善）君、小野寺君、高橋
君一鶴岡西RC
海東君一上ノ山RC
鷲田君一東京城東RC

ビジター　長谷川雪雄君一富士RC
五十嵐卓三君一鶴岡西RC

ゲスト　田倉八郎氏

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　石黒慶之助君
・本日の予定は三井副会長より地区大会に於

いて、問題になりました。青少年問題につい
て、佐藤伊和治委員長より新会員の拡大を発
表しましたが、新会員の推選を如何にするか
カードが参って居ります。例会後、理事会開
催、職業分類委員長、会員推選委員長、イソ
クーアクト委員長の居残りねがいます。
・田倉さん招介　　林　君

私の学校に非常勤の先生として御講義をお
ねがいしましたところ、心よくおひきうけ下
され、田倉さんは、庄内中学校の御出身で、
旧制の二高を卒業され、満州の大臣までやら
れ、現在は財団法人の逓信協力理事長、逓信
博物館の館長をやられております。おくさん
は福島県の名家の御出身で、現在東京で区会
議員をやられ、家庭も非常に政治的に詳しい
ようです。

田倉八郎氏
・10月23日東京の武道館において、明治百年

記念式典が催されました。私も参りましたが
その時色々と考えさせられた式典のことをお
話申し上げます。式は新聞、テレビ等で御存
知と思いますが、その会場に天皇陛下もおい
でになり、式を順々に進められました。
式典の終り直前に佐藤総理が天皇陛下の前
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に出て、万才を参唱しました。その方才が日
本国万才、私には日本国万才ということは耳
なれない。なんとなくものたりない感じがし
ました。天皇陛下がいるわけですから、天皇
陛下万才といえばよさそうなものですが、天
皇陛下に向って、日本国万才という。天皇陛
下が退場なきろうとした時に、2階の席から
非常に明噺かつ力のこもった声で、天皇陛下
万才といった。そうしたら万堂の人達がそれ
につれられて万才を参唱した、誠に異様な光
景でありました。

実は帝都日々新聞に、当日この会場に全学
連がなだれこむだろうという記事が出ており
ましたが、そのことはなかったようです。然
し乍ら、社会党の議員は全部ボイコットして
いる、そういう空気で何か政府当局が、天皇
陛下万才ということを遠慮したような、何か
全体の空気として、宙ぶらりんのような感じ
を受けました。
私だけでなく、他の人々もなにか気がねを

しているような感じをした。そこへ、名もし
れない野人が天皇陛下万才といったら会場に
集まっている相当数の人が万堂われんばかり
の万才を参唱して、異様な空気が一辺にふっ
とんだような感じでした。

今から28年前の紀元2千6百年式典のこと
を思い出し、昭和15年宮城前の広場でその時
の外国の代表、アメリカのグルー大使、丁度

その時、日米関係が悪化して、りんせい体制
に近づいた時ですからグルー大使の気拝も非
常に複雑であったと思います。なんとなくそ
うぞうしい感じを得た事を今でも記憶があり
ます。

こんどの大使もたどたどしい日本語で祝辞
をのべられ、内容も心から日本の発展をよろ
こんだ、なごやかな気持のよい祝辞でありま
した。それから天皇陛下の言葉ですが、終戦
の時のようでなく、誠に朗々とした気拝のよ
い言葉でありました。

2千6百年のような式典が又再びあるだろ
うか。或いはこれが最後になりはしないだろ
うか、というような感じをうけ、それを今で
も記憶しております。
唯一つ、社会党が全部ボイコットしてこな

かったことであります。理由は明治百年が軍
国主義につながるんだから、出ないんだとい
うことであります。なんとも、あきれたこと
です。こういった傾向の勢力が日本にひろが
るならば、日本の前途も必らずしも手放しは
楽観出来ない。今の繁栄すべき日本にかげを
さしているのが、何にをやっても軍国主義に
つながるんだといった態度、天皇陛下万才と
いうことは何にかに遠慮がちな、これがこれ
からの日本の問題であると感じました。

地区大会に出席して

三井副会長

9月8日山形の地区大会、9月22日湯之浜
のフォーラム、10月5日、6日連合大会の御

報告申し上げます。
今年のロータリーの青少年奉仕部門の立場

から申し上げますと、昨年度は国際ロータリ
ーでは非常に強く、青少年問題をもちだして

いるように思われます。5月のメキシコ世界

大会におきましても、青少年と法と秩序と私
達というような特別な国際雑談会が開かれま
した。この記事がロータリーの友8月号に出
ておりますので必らずおよみになっていただ
きたい。
その中に印象的な事は現在青少年犯罪につ

きまして、世界共通して多いこと、逮捕され
る犯罪の50％は18才以下の青少年である。叉
その犯罪性というものが14才までにきまるん
だという研究があるそうです。この地域では
どうか、と警察署長に伺ったら、この地域で
は18才以下の犯罪が全体の40％近いものじゃ
ないかという話です。18才から20才までの年
代の犯罪が非常に凶悪であること、叉雑談会
の中では現在学生運動につきましても簡潔に
論じられているようです。
最近の連合大会においても自由討議も青少

年とロータリー、又フォーラムでも話題にな
っていますし、国際ロータリーとしてほ青少
年委員会という独立したものを作って活動を
推進してもらいたい。4大奉仕部門と同じよ
うに力の入れかたのように感じられました。
青少年奉仕としてボーイスカウト、インタ

ーアクト、交換学生というものを是非さかん

にやっていただきたい、これが強い要求のよ
うでした。青少年奉仕活動の原則として、家
庭と学校との還境において、青少年のために
表彰を行なったり、施設をしてやったり、青
少年と接触してうまくやっていこう、この点
がロータリーの従来の活動からみて、活気的
な事じゃないかというように考えられます。

（477号へ続く）

幹事報告

会報到着　鶴岡西RC、本荘RC、
新庄RC

スマイル　斎藤（栄）君　早退

平田（貢）君　荘内日報20周年に体

育功労者として

献　　立　えびフライ、焼物一鮭、
ぶりの刺身、鮭の汁

＼＼＼一・■・・／



’68∠ゝ

◎至 報
轡諾㌔…3三〇書芸ACLUB

顔阿ロータリー
第477号

1968．11．5（火）暗

例会場　由良国民宿舎　由　良　荘

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

8増野讐讐43位閏警蘭鷲一前月糟

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名
出　席　数　　　37名
出　席　率　50．79％

欠　席　者　阿部（薬）君、荒明君、千葉君
林君、平田（圭）君、平田（貢）
君、富樫君、五十嵐（三）君、
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君
金井君、三井（賢）君、車台君
岩網君、佐藤（伊）君、笹原君
小野寺君、津田君、辻君、鷲
田君、薮田君、白井君、金野
君、長谷川君、松田君、斎藤
（信）君

前回の出席　前回出席率　79．37％
修正出席数　　　56名
確定出席率　88．89％

メークアップ　長谷川君、富樫君、五十嵐
（一）君、金井君、三井（賢）君
中台君一鶴岡西RC

例会並びに家族会
・集合　午後4時30分　商工会議所前

バスー由良、国民宿舎庄内浜由良荘

次　　第

17．00・点鐘開会 幹事　三井（健）君
・国歌斉唱、ソング

挨拶一会長　石黒慶之助君
ビジター・ゲストの紹介

参加御家族の紹介
・誕生日、祝品、贈呈、ソング
・例会事項
卜　会長のスピーチ
2・幹事報告
3・委員会報告

・インターアクト委員会
・親睦委員会
・国際奉仕委員会
・家族会事項

1・チョコレートの販売

2・会員のスピーチ（有志）
3・釣大会の賞品授与

・晩　肇　会

ソング　手に手つないで
・閉　会　　　　副会長　三井　徹君

開会の挨拶　　会長　石黒慶之助君

御多忙のところ、遠路由良の会場に御参集

賜り、御協力深く感謝申し上げます。
本日は11月5日「つちのとう」「満月」

「大安」とか、ひさごやさんは婚礼で満員な
ので会場が都合つかず、これを幸いとして家
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族会もかねて開催いたしました。
この会場は、来る23日に開催の地区IC年

次大会々場でもあります。御家族の方々よう
こそお出くださいました。鶴岡RCでは歴代

の会長さんが、御家族を大切にして居られる

慣わしになっており、私も先輩のまねを許し
て頂き、ロータリーの活動に御家族のお力を

加えて頂きたいものです。
ロータリーは143ヶ国、13，339RC、会員

数は推定634，000人で地域社会への奉仕活動

国際理解、親善、或いは青少年育成など、当
クラブとしてはインターアクト、交換学生に

ついてどうぞ宜敷くねがいます。又会員間の

親交だけでなく家族間の親睦が非常に大切だ
と思います。

例会をかねた家族会でありますので例会の

会務に10分間位かかると思いますので御了承

敵います。

最後にこの家族会を設営されました幹事、
SAA、親睦委員会の方々の御尽力に深く感

謝いたします。

・10月29日理事会の決定事項

1・職業分煩表中医現の中に「小児科」を新

設解放（職業分類委員長、会員推薦委員長
よりの提案）職業の解放は、職業分深表を

参考にして下さい。
2・三井副会長を委員長とするクリスマス実

行委員の提案で今年のクリスマス家族会は
12月20日（金）鶴岡西RCと協同で開催さ

れます。
3・シニア、アクナブ会員石井貞貴君は病気

のため、例会を当分欠席の届出があったの

で、出席競争より除くことにいたします。

◎高級チョコレートのお買い上げのお願い

去る10月仙台における地区大会の際「友愛
の家」で山形RC、山形西RC、塩釜RC

塩釜東RCの夫人達が提唱し、モ愛の招き
の会寸、モ少年の家モなどの資金作りのた

め販売した「特別製チョコレ一日を鶴岡

RCのロータリアン御夫人方も、これに協

力支援して頂くことになりました。

「根っからの不良少年はいない」ェドワ
ード・フラナガンの言葉を信じ、私共も甘

いチョコレートをなめながら、少年の非行

防止が出来るなら、こんなうれしいことは
ありません。後程三井副会長より御説明あ
ると思いますが、御自分でなめるだけでな

く、御進物御歳暮などにも御利用頂ければ

幸いと思います。
（9海外に贈るクリスマスカード120枚張先生

が印刷しておくられ、非常な時間をロータ

リーに割愛して頂きました。

◎来る日月7日（木）午後7時より、医師会

館の日本間に於いて、理事会、IC大会実

行委員会（西RC、西高I C）会員の合同
会議を開催いたします。

地区大会に出席して

（476号より続く）　　　三井副会長

更にインターアクトの6年間の実績をみて
も自信を得たと思いますが、その為にIRで
は更にローターアクトのプログラムを発表し

て、さかんに推進されております。又印象的
な事は、地区大会の自由討議の時にインター
アクト、交換学生の問題が話題になっており
ました。その時に自分達が青少年と接触して
いると、世界平和というものに関心を持って
いるようです。

現在世界の中で、いくつかの動乱がありま
すが、これに対して、ロータリーはどんな活
動をしているか質問をうけるが、ロータリー
はこれに対してどのように答えた方がよいの
か、という質問がありました。これは国際奉
仕の根本理念から、人類社会には、いろいろ
なギャップがある。人種的なギャップがあっ
て、それがもとで争いがある。それに対して
ロータリーはギャップに友愛の橋をかけてい

こう、詳しくほ平和への7つの道という本を
よんでくれという答えでした。

青少年犯罪の発生に対して、何が原因かと
いうと、やはり時代のギャップということが

申されておりました。接触と交流をほかって

努力していくことである。

親睦委員会
・石黒慶之助君

過る日月3日の文化の日に玉の如き初孫御
誕生（三井医院にて）

・今間壮太郎君

鶴岡市行例の豊年祭りに於いて三大豊年の
審査結果、今間製作所勤務の佐藤礼子さん
が美事金的を射止められました。

・上林一郎君

このたび銀座商店会の中央店舗を改築せら
れ益々業務の拡張、発展をほかられました

・釣大会参加賞受賞者

新穂光一郎君（大物賞）
佐藤　昇君（多収穫賞）
斎藤栄　作君、黒谷　正夫君
嶺岸　光舌君、谷口　晴敏君

＼、■＿＿′
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例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al］

concerned？

「参加し、敢行しよう」

9増野聖讐52位閏警開監1前月矧

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名
出　席　数　　　47名
出　席　率　74．60％

欠　席　音　張君、平田（圭）君、平田（貢）
君、石黒君、五十嵐（三）君、
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君
金井君、五十嵐（八）君、三井
（健）君、松田君、大野君、斎
藤（得）君、鈴木（善）君、鷲田
君、金野君

前回の出席　前回出席率　50・79％
修正出席数　　　48名
確定出席率　76・19％

メークアップ　林君、五十嵐（伊）君、

阿部（裏）君一酒田RC
五十嵐（三）君、平田（貢）君、
富樫君、五十嵐（一）君、金井
君、三井（賢）君、中台君、
小野寺君一鶴岡西RC

ビジター　宮崎賢咲君、片桐敬弐君
ー新潟南R走

斎藤繁雄君、土田高之垂君
一村上RC

佐藤源治君一酒田RC

石井幸雄君、原田行雄君、和泉吉

己君、阿部正男君一鶴岡西RC

ソング　奉仕の理想リーダー安藤君

司　　会　副会長　三井　徹君

達絡事項
。日月5日の由良においての家族会には、多

くの会員御家族が参加下さいまして有難うご
ざいました。その際チョコレートを販売いた

しました処、多数御協力ねがいまして有難う
ございました。そのチョコレートの処理は早

坂さんが、酒田クラブ及び酒田東クラブにリ
ーナと三井令嬢を連れて販売し、全部処理出

来ました。10万円余を送ることが出来ました

有難うございました。
。高専のインターアクトの発会式、当地区の

三品孟左折さんか
来る23日、24日両日行なわれます、イソタ

ーアクトの行事について申し上げます。国立

高専にインターアクトクラブが誕生するはこ

びとなりました。なかなか公立の学校にイン
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クーアクトクラブが出来るのが非常にむづか

しい所があります。これも校長先生の努力に
よるもので、この地区におきましては、先に

鶴岡西高等学校についで4番目のインターア
クトクラブ、而も我々の所で国立の学校に出

来ますことはうれしいかぎりであります。

林先生は我々地区のインターアクトの委員
でもありますし、今回の努力は地区としても

有難く思っております。地区内には幸いに現

在、 一夕リークラブ、勿実守一タリ

＝ニク、ラブ、インターアクトの誕生を間近かと

聞いております0要望妙
査蓮三二度戌二ゼ＿えブ、近く墜鱒甲亀三二三卵
生三豊夏雲ク努力で、市内の高等学校にイン
ターアクトのたいどうがあります。他に郡山

とか、秋田にも皆さんの努力が続けられてい
ると聞いております。師353地区

鶴岡西高インターアクトをふくめて3ク

しかありません。他の地区隠遁前後のイ
ソダーアクトクラブをもっております。特に

多いのは、九州地区は26のインターアクトク

ラブがあります。
370地区には、20あわせて46のインターア

クトクラブがあります。交換学生のことでも

九州地区は青少年対策に大きな努力がはらわ
れている。352地区ではすでに8クラブが発

足し、約400名の会員が努力しております。
この際、鶴岡高専の発会を大きな力にして、

ぞくぞくインターアクトクラブが発会するこ

とをお祈りしております。

仁

発会式が23日、 24日には、地区去会、イソ

クーアクトクラブというものは、歴史も浅く

この話が出たのは、1960年頃から、そのたい

どうが出て来たわけです。世界の殆んどの地

区の万々ロータリーアンをふくめた特別委員

会を作られまして、この青少年プログラムの

インターアクトのようなものについて、如何

にあるべきかと諮問されましたが、これに対

して特別委員会が2年間にわたりロータリー

アン及びロータリーアンの関係の方々の沢山

の資料を頂いて検討した結果、今般イソクー

アクトクラブを発足させることにきまったわ

けです。

十

大学進学前の3ケ年間の高等学校に在学し
いる優秀な青年達を伝承のもとに地元のク

プとして組識してやりますことさら国際理

という面と、奉仕活動の二つにつきるわけ
テす。インターアクトクラブ会員は、良い性

格と強い指導能力をもっている学業並び課外

活動においても、その優秀な成績を表明しな

ければならない。定款、その他がきめられて

発足したのが1962年、まだ56年位しかたって

いませんが、この運動は世界各国、各ロータ

リークラブの驚異的な数字で、現在60ヶ国に

約2，000クラブ、会員は50，000人この数字に

ふくれ上がり、現在もどんどん増えつつあり

ます。

日本では183クラブ会員が5，000名、この青

少年についての問題の多い日本の現在、なん
とかこのインターアクトを通して、青少年の

立派な成長、地域社会の貢献を期待したいと

思います。今度の2日間の行事は、この地区

として、単独で地区大会をもつのは、はじめ
てであります。今まではロータリークラブの

方の年次大会とだきあわせになったり、或は
352地区のインターアクトの年次大会と合流

してやったり、l藤地区内だけで、年次
大会をやるのが始めてであり、特に発会式を
前日にもつ、非常に大きい行事をクラブが背

負って、これに立向ったわけです。
日本に最初出来たインターアクトクラブ、

仙台の育英高校に出来ました。京都の商業高
校に出来たインターアクトクラブは同日にR

Iに記録され、両方とも日本で一番となって

おります。鶴岡西高インターアクトクラブ、

当クラブ、鶴岡西クラブの会員の皆様との接

触が共にすむうずでありますし、創立以来密
接な連絡をとって行事をやっております。

実行委員の方々の温い御指導のもとに西イ
ンターアクトクラブ、会長、副会長、幹事以

下全員揃って地区大会の準備を進めておりま

す。
どうか、会員の皆様もこの健かにのびてい

るインターアクトを御覧になっていただくと

共に、これを将来共温い心で成長にお力を頂

きたいと思います。会員多数の御出席をお瞑
いいたします。

スマイル

中台君、佐金デノミ－トに食堂

献　　立　焼物一鮭　刺身一平目

お汁一なめこ、豆腐
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簡膠■　諾ET…3；：三吉ACLUB

品岡ロータリー

第478号

1968．11．12（火）暗後曇

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to aH

concerned？

「参加し、敢行しよう」

9増既警画会員警闘既l前月粧†

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名
出　席　数　　　47名
出　席　率　74．60％

欠　席　音　張君、平田（圭）君、平田（貢）
君、石黒君、五十嵐（三）君、
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君
金井君、五十嵐（八）君、三井
（倦）君、松田君、大野君、斎
藤（得）君、鈴木（善）君、驚田
君、金野君

前回の出席　前回出席率　50・79％
修正出席数　　　48名
確定出席率　76・19％

メークアップ　林君、五十嵐（伊）君、

阿部（裏）君一酒田RC
五十嵐（三）君、平田（貢）君、
富樫君、五十嵐（一）君、金井
君、三井（賢）君、中台君、
小野寺君一鶴岡西RC

ビジター　宮崎賢咲君、片桐数式君
一新潟南R

斎藤繁雄君、土田高之垂君
一村上RC

佐藤源治君一酒田RC

石井幸雄君、原田行雄君、和泉吉

己君、阿部正男君一鶴岡西RC

ソング　奉仕の理想リーダー安藤君

司　　会　副会長　三井　徹君

連絡事項
011月5日の由良においての家族会には、多

くの会員御家族が参加下さいまして有難うご
ざいました。その際チョコレートを販売いた

しました処、多数御協力ねがいまして有難う
ございました。そのチョコレートの処理は早

坂さんが、酒田クラブ及び酒田東クラブにリ
ーナと三井令嬢を連れて販売し、全部処理出

来ました。10万円余を送ることが出来ました

有難うございました。
。高専のインターアクトの発会式、当地区の

インターアクト年次大会鑑エ1はこ小花さんか

来る23日、24日両日行なわれます、インタ
ーアクトの行事について申し上げます。国立

高専にインターアクトクラブが誕生するはこ

びとなりました。なかなか公立の学校にイン

会
報
は
ご
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顔阿ロータリー

第479号

1968．11．19（火）曇後略

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2・みんなに公平か　　▲

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al】

concerned？

「参加し、敢行しよう」

9増野讐撃52位閣警辟鷲l前月矧

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名
出　席　数　　　43名
出　席　率　68・28％

欠　席　者　阿部（公）君、長谷川君、平田
（圭）君、五十嵐（一）君、五十
嵐（伊）君、加藤君、小池君、
嶺岸君、三浦君、三井（賢）君
松田君、岩網君、斎藤（信）君
黒谷君、鈴木（昭）君、佐藤
（忠）君、津田君、辻君、金野
君、白井君

前回の出席　前回出席率　74．60％
修正出席数　　　56名
確定出席率　88・89％

メークアップ　張君一新千葉RC

平田（貢）君一東京RC
五十嵐（伊）君、金井君

一酒田東RC

石黒君、五十嵐（三）君、五十
嵐（八）君、鈴木（善）君、鷲田
君一鶴岡西RC

ビジター　斎藤繁雄君、本間庄一君
一村上RC

阿部正男君、半田茂弥君
一鶴岡西RC

ゲスト　東北電力鶴岡営業所長

白岩卓也氏
ソング　我等の生業リーダー　三井健君

0会員推選委員長　佐藤伊和治君

今年度の会長の方針として、新会員5、6

名の会員を拡大したいという方針で、現在3

名の推選があります。今年度の活動方針の職
業分類の未充填の中から推選ねがいたい。尚
職業分類の中に、技術の部門の所に内科の他
に小児科という覧は理事会の承認を得ており
ます。

推選されても、色々の段階があって、推選
されるか、されないか分りませんが、もし通

過しても、本人が承諾しないかもしれないの
で、なるべく多く推選してもらいたい。我々

平常ロータリーを及ばずながらピーアールし

ておりますが、なかなか本人が承諾しない。

全然入会する望みのない者を推選しても、お
かしなことで一番抵抗のあるのは、ロータリ
ーはどういうものか心配されるのは、お金が

かかるじゃないか、お金はたいしてかかりま

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



せんということで、それから出席が非常にや

かましい、これでは学校にもう一度入ったよ

うなもので、定時制の学生扱いにされてはた
まらない、という人があります。

我々の本職は職業なんで、自分の職業を捨
ててまでもいかれないと、それでも出席が悪
い、出席が悪いといわれては、こういうこと

を余程考えてやらないと入る人が少ないじゃ

ないかと思います。

本日の出席は50％だとこれは出席奨励委員

長さんの職務からやむをえないと思うが、た
まには出て来てくれという位の所でないと、

その方がかえって出席率が上がるじゃないか

と思います。
ロータリーというのは、人格と人格のふれ

あいだといった。然し会って話し合うことが

大切なことで、互いに話し合うのがロータリ
ーなんだと私は宣伝している。間違っている

かどうか、余計なことをいって申訳ないが5・

6人パスするには10数人位の万を推還しても

らいたい。

酒田に社会奉仕　　早坂君

私が酒田にチョコレートを売りに行き成功

した話です。会長の命をうけて行ったのでな

く、私が自発的にチョコレートを酒田両クラ

ブに売りに行きました。先般由良の家族会に

おいでの方は、多勢の方がお買いになりまし

た。

売上高はある程度の額に達したように聞い
ております。あのチョコレートは仙台の地区

大会の時にb友愛の家モで売り出されたのを

私が買わずに帰って来たので、その責任を感
じ酒田クラブに三井さんのお嬢さんと、鶴岡

西クラブ交換学生を連れて、貴重な時間を与

えて下され、チョコレート売りに成功したこ

とを一言申し上げます。

というのは、急病人の患者が診察に行くた
めに、あるドクターが馬車を買って行った。

その馬車の馬がたおれた、そのたおれた馬を

見た人が獣医をよびに行って、馬を助けて急

病人を救ったというような理屈ぽい話ですが

結局私が昨年ロータリーの友のニュースから

みた一こまでありまして、チョコレートを売

りつけるのに私はこういう理屈ぽいことを云

って売ったのですが、結局売れたのは2人の
お嬢さんのお蔭じゃないかと思っております

モ鶴岡第2変電所のご利用をお願L Lますモ

白岩卓也君

電力設備の開発方針を樹立するには不安定
要素を多分に含んではいるが花形視されてい
る石油の伸長を想定に入れなければならない
時代であります。綜合「ェネルギー」調査会
の答申によると、我が国の「エネルギー」需

要は石油換算で40年は150，000，000たβ、52年
はその2・5倍に伸長するものと想定され、1

人当り消費量においても3，000βとなり、現
在の西独並で今後「ェネルギー」の流体化が
進み、石炭の斜陽化傾向は将来も続き、一万
において経済の成長と共に原子力が著しく発
展して、「エネルギー」の需要構造に大きな
変動がおこなわれようとしています。
又「ェネルギー」総需要に占める電力「ェ

ネルギ←」の割合は40年度は27％であるが、
52年度では30％台となり依存度が高まり、約
2・7倍の5，200億KWHと想定されています。
一方東北地方における『ェネルギー」需要

の構成は電力が約50％、石油25％、石炭10％

天然ガス10％、その他となっており、石油は
急増の傾向が予想されているが、電力需要も
10年後の52年度には倍増が予想されています
これに対処して当地においても今年は八戸火
力3号機25万KWの運転開始を始め、44年度
は新潟火力4号機の連関等逐年「ユニット」
を大規模化し、秋田火力、新仙台火力の開発
を決定し、50年度を目標に新技術導入の一端
として50万KWの原子力発電を太平洋岸の女
川、浪江地区に万難を廃して既に着手し、東
北発展の基盤整備に努力いたしております。

次に42年度の山形県内の電力需要は1，444
百万KWHで前年比8・3％の伸長を記録して
おり、その構成比は山形地区で23・6％、米沢
24・3％、新庄4・8％、鶴岡7・0％（96百万KW

Ii）、酒田40・3％となっており、鶴岡地区が

山形地区の3分の1となっているのは、工業
化の遅れを物語っております。

（以下次号へ続く）

幹事報告
会報到着　石巻東RC、天童RC、本荘RC

鶴岡西RC、東京RC、村山R
C、郡山RC、鹿児島西RC

事務所変更　倉吉RC　新倉吉商工会議所
例会場　　　　　　　　　倉吉商工会館
会場変更12月日日　象潟観光ホテル　6時

献　　立　煮物一なめこ、大根
揚物一エビフライ、ヒレカツ

味噌汁－ホーレン草、豆腐
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顔阿ロータリー

第480号

1968．11．26（火）雨後曇

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al］

concerned？

「参加し、敢行しよう」

9増訝警52再会拷開莞l前月矧

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　日名
出　席　数　　　38名
出　席　率　60・32％

欠　席　者　阿部（公）君、阿部（表）君、長
谷川君、富樫君、五十嵐（伊）
君、五十嵐（一）君、今間君、
松田君、森田君、中台君、岩
網君、中山君、大竹君、大野
君、佐藤（伊）君、笹原君、高
橋君、小野寺君、津田君、辻
君、鷲田君、薮田君、今野君
阿宗君、白井君

前回の出席　前回出席率　68・28％
修正出席数　　　56名
確定出席率　8臥89％

メークアック　五十嵐（伊）君一酒田東RC

阿部（公）君、平田（圭）君、五
十嵐（一）君、加藤君、小池君
嶺岸君、三浦君、三井（賢）君
鈴木（昭）君、黒谷君、佐藤
（忠）君、白井君一鶴岡西RC

ビジター　原田行雄君一鶴岡西RC
鶴岡市長　足達兼一郎君

ソ　ン　グ　奉仕の理想　リーダー三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

連絡事項／（、＼

8ガも旬から、インターアクトの委員会が
数回の会合で協議した所、僅か2ケ月間でこ

きな行事を終えたわけです。非常に関係
会員の方々御苦労様でした。特に小花先
情熱を傾けられ、お手伝いして頂いた御
に対し、敬意を表します。

声　　いささか気がぬけたようですが、良く考え
き　てみますと、最も遠大だったと思うことは、
’鶴岡高専にインターアクトが出来たというこ

とです。
まづ、林校長先生がロータリアンであった

ということ、又インターアクトの諮問委員だ
ということが、大きな力となりまして、叉会
員の方の心良い御協力を得まして高専に出来
たことは大きな因であります。

今まで、私立の学校には出来ておりますが
1‘県立や、国立には非常にむづかしい、これは
≧　どこの地区でも共通の話であります。これを

作られたということは353地区だけでなく、
日本のロータリー全体からしても非常に大き
な仕事を完成されたと思います。林先生の御
尽力に対し厚く御礼申し上げます。

発会式、並びに大会につきましては、小花

β至い

会
報
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実行委員を中心にして、高専の先生方、西校
の先生、生徒、我々理事者と連日会合をひら
き、特に安藤さんは殆んと一人で企画からす
べての計画を引き受けられ、短期間で出来た
ことは安藤さんの御力と思います。

尚大会におきましては15名のロータリアン
の参加を頂き、委員でもなかった三浦さん、
早坂さんもかって来賓の御接待をされ、出迎
えやら出発まで終始共に御支援下さいました
ことを厚く御礼申し上げます。
お詫びを申し上げますが、会員の登録料は

頂戴しない考えでおりましたが、11月76日に

郡山西クラブがスポンサーになり、安積商業
高校がこの大会に問にあうようにとインター
アクトを造ったわけです。その会員の経費も
かかり、予算を組んだ後からクラブが誕生し
たので、どうしても、しわよせを会員の登録
となりましたので深くお詫び申し上げます。
私共の最も大きな仕事と思われる大会を無

事に過ごさせていただきましたことを厚く御
礼申し上げます。（例会後理事並び実行委員
の方の居残りをねがいます）

モ鶴岡第2変電所のご利用をお願いますモ

白岩卓也君
（479号よりつづく）

電力の消費量が全県の10分の1以下とは逆
に、鶴岡地区の電源の保有量は県営を含め全
県の246千KWに対し、約70％の147千KWが
視近距離内に開発されていることは、明治百
年を迎え、東北の躍進性が各分野で論議され
ているとき、食糧基地としてほ注目される程
の政治の手が指し延べられて偉大なる発展振
りであるが、もしその精力の半分を工業化に
先輩が努力してくれていたら、鶴岡の現状は
どう変っていただろうか？それにつけても、
今尚附加価値の高い工業化の方向性に前進が
見られないことは、今後再検討の必要がある
と考えられます。
次に鶴岡第2変電所の建設についてであり

ますが、昨年爆発未遂事件で市民の皆様に御
迷惑をかけた現在の変電所は32年日月新設さ
れ需要の伸長に伴い12，000KVAの容量で運
転されておりますが、本年12月の尖頭負荷時
には300KVAの容量超過が予想されますの
で市の工場指定適地茅原地内に800坪の用地
を関係者の絶大なる御協力によりお譲り願い
来年6月中1億円の資金を投じ6，000KVA
の変電所として運関する予定で着工いたして
おります。この変電所が完成いたしますと、
供給余力が飛躍的に拡大されることは勿論で
ありますが、供給設備の総点検のため年2回
程度の作業停電を行ない御迷惑をおかけいた
して釆ましたが一回程度となり、場所によっ

てほ停電のない個所も夢ではなく、又一面に
おいて、故障時の復旧時間も短節され供給へ
の信頼度は非常に向上し、遅まきながら御期
待に副え得ると思っております。
然し乍ら設備を強化するには等大なる資金

が必要となってまいります。鶴岡変電所の負
荷の状況を眺めて見ると、最小、負荷（深夜
22時より翌朝6時）は最大（18時頃）の27％

程度で効率の悪い状態となり、設備容量の拡
大に伴い益々こ－のような傾向が大きくなるの
で効率改善＝料金の安定策として深夜電力の
需要創造を行なう必要があり、こうして生ま
れたのが電気温水器です。昼間帯料金の約％
の料金で40立の水を850Cに上昇させ、1日僅

か15円でどの流体「ェネルギー」よりも割安
となっております。又皆様の健康増進を助け
る電気毛布を併せて販売し、近日皆様の事務
所やご家庭に係の者を御邪魔させますので、
その節は電気料金の長期安定に宜敷くご理解
ご協力をお願いします。

。三井副会長

今年のクリスマス家族会は鶴岡西クラブ合
同で、12月20日5時より由良ヘルスセンター
で開催いたします。参加者はなるべく早く申
込書の御提出ねがいます。
。親睦委員
12月20日の例会　登録4時30分から5時10分

まで、尚12月17日の例会は繰下げて12月20日
の例会になります。
。張君　新千葉RCよりバナーを頂戴してま

いりました。

0林君　鶴岡高専にインターアクトクラブが

創立され、御挨拶がありました。

幹事報告

会報到着　石巻東RC、酒田東RC、米沢
RC、鶴岡西RC、郡山西RC

鹿児島西RC
財団法人ロータリー米山奨学会

1968年6月～12月19，500円受入

累計　266，400円となりました。

スマイル

手塚林蔵君、手塚林治君　新店舗落成
鈴木善作君　牛乳衛生功労者として厚生大

臣表彰
加藤嘉八郎君　全国表彰を受けられました
張紹淵君　日本臨床外科医学会創立30周年

記念事業の式典に於て大塀会長
より御功績に対し感謝状授与

献　　立　刺身】ブリ　鮭味噌づけ
お汁－なめこ、豆腐

＼＼、一一一一一
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轡　言2㌔…3詔書：ACLUB

顔問ロータリー

第481号

1968．12．3（火）暗後曇

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

COnCerned？

「参加し、敢行しよう」

出席報告
本日の出席　会　員　数　　63名

出　席　数　　　47名
出　席　率　74・60％

欠　席　者　安藤君、荒明君、平田（圭）君
三井（徹）君、松田君、大野君
斎藤（信）君、鈴木（昭）君、黒
谷君、鈴木（弥）君、小野寺君
津田君、辻君、金野君、阿宗
君、白井君

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（裏）君、

阿部（公）君、

60．32％

52名

82．54％

中山君
一酒田RC

長谷川君、富樫
君、五十嵐（伊）君、五十嵐
（一）君、今間君、中台君、大
竹君、大野君、小野寺君、高
橋君、鷲田君一鶴岡西RC

ビジター　野川清君一天童RC
大野新三郎君一仙台RC
五十嵐卓三君、和泉吉己君、
帯谷義雄君一鶴岡西RC

ソ　ング　君が代、奉仕の理想
リーダー　三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

0本日の例会後、クリスマス実行委員の打合

せをやりますので委員長さんの居残りねがい

ます。
0鶴岡西クラブの登録料が今月から500円に

値上りになりました。当クラブの登録料につ
いては、早速、理事会で検討して申上げます
0今日は、特に嬉しいことを申し上げます。

ロータリー財団について、ロータリー財団週

間が1り］10日から16日まで、すでに御承知の

通り、当クラブは300％クラブでしたが、今

年の7月21日付ガバナー・シレーダーにもあ

りましたが、200％におちました。次の％ま

では、2ドル9セントをくわえますと300％

になるんだということです。

先程、ロータリー財団から連絡があり、優

秀な成績で％になっているので、私もおどろ
いたわけです。財団については、私共義務と

して入会時に10ドル、一会員毎年1ドルの寄

附をしているならわしであります。％の額は

年度末の最終例会の構成する会員の数で割っ
た額1人当り10ドルあれば100％、20ドルあ

れば200％、30ドルあれば300％との計算にな

会
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ります。10月3日］現在で今年度のロータリー

の寄附が1，1日ドル20セント　過去の実績で

3，043ドル61セント、現在の％400％、しかも

％までは6ドル39セントでよいということで

す。これは、どこから金が降って来たのか、
353地区で200％以上のクラブは秋田、福島、

福島北、小名浜、酒田、平、山形、横手、鶴
岡9クラブあります。300％クラブは白河、

クラブからは10名位の会員の参加等非常に

後半盛り上り、研修会も由良ホテルの立派な
会場で開催されたわけであります。当日は幸
い両日にわたり快晴にめぐまれ、御末訪いた

だいたロ・－クリアン、学校の先生等からおよ
こびいただいたものと思っております。

結論として、発会式、地区大会に多人数の1
がお集まりいただくような行事をやられてi

も、今回のように、クラブ会員が団結してや

＼ればやりこなせる実力を身に備えつけたじゃ
＼、ないかという感じです。

インターアクトは勿論、これから若い方々

の色々な活躍意義深いものであると思います

し、地区内でもどしどしインターアクトの発

会がみられるようです。他の地区とかたをな
らべるくらいまでいくじゃないかと思います

是非皆様のお力でインターアクトの育成を充

分御配慮いただきたいと思います。発会式、
地区大会を実行するにあたり、会長、副会長
幹事はもとより実行委員の方々、特に苦労さ
れました安藤さんにも重ねて御礼申し上げま
す。準備のことや、今後の参考の点等を申し
上げて御礼の言葉とします。

（林先生より）
インターアクトの発会式につきまして、無

事盛会裡に終わることが出来ましたので、関
係の皆様によろしくということでございます

あらためて御報告申し上げます。

幹事報告
会報　東京、仙台、能代、新庄、鶴岡酉、

各RC
会員誕生

加藤嘉八郎君、鈴木弥一郎君、津田晋介君
鷲田克己君

奥様誕生
五十嵐政子様（一郎）、鷲田清子様、
上林愛子様

11月100％出席

β
相馬2クラブ、400％は当クラブだけであり　と

ます。
この理由をきいたら、張先生がまたまた奥

様の健康快復やら、開業20周年記念学界での

色々な名誉のことやら、当クラブの10周年等

多額の御寄附でこの達成をみたわけでありま
す。張先生、本当に有難うございました。
0張　君

私と家内の色々なよろこびと感謝の意味で

クラブに対し、スマイルをしたのであります

そのよろこびは色々あります。日本人が始め

てRI会長になったこと、明治百年、クラブ

の10周年記念、開業20周年、学界での色々な

発表のよろこび、私達今日まであるも皆々様
の御指導御旗撞のたまものであり、そのよろ

こびと感謝の意味でスマイルしたものです。

今後ともよろしく。

0小声／者／′一‾¶

イ／豪－アクト発会式地区大会を顧りみて

／短い時間でスタートしたわけですが、企画
全般はすべて安藤さんが御骨折いただいたわ

けです。今後のこともありますので、反省し
てみたいと思います。
一番の難点は出席者の数、名前、部門別の

分類等委員会としてつかみたかったわけです
が、なかなか思うように出来ず、最終的には

すべて電話連絡したようなわけです。印刷関

係は嶺岸さんに無理をねがい、発会式は、林
先生はじめ高専の先生方、特にクラブ会員の
斎藤信義先生はじめ、指導教官の先生方、或
いは庶務関係の方々、会場の万々御準備いた

だき、立派な会場で進行状況もスムーズにい

き、発会式と地区大会と一緒にやることが日

時の節約等を考えたり、お客様の汽車時間を
考えたりして、叉輸送の面も各自の御尽力で
うまくいったようであります。

地区大会の会場等（由良ホテル）これも、

会員の手塚さんの御力、多大な御援助のたま
ものと思います。地区資金の援助もあり、各

阿部（公）君、
早坂君、
君、池内
嵐（伊）君
加藤君、
三井（徹）
（賢）君、
（栄）君、
鈴木（善）
君、佐藤
（林蔵）君
（林治）君

献　　立　シチュー　鮭粕漬
味噌汁－もやし、薄あげ

＼一、、一一
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顔河口一々リー
第483号

1968．12．20（火）暗

鷺品品二芸芸二言三言合同クリスマス家族会
於　ホテルゆ　ら　PM5・20～PM8・00

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや
事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

concerned？

「参加し、敢行しよう」

10増訝讐61位閣警贋璧i前月規

阿部（公）君、安藤君、長谷川

君、平田（圭）君、金井君、松

田君、森田君、芸網君、斎藤

（信）君、小野寺君、津田君、

辻君、金野君、白井君

前回の出席　前回出席率　76・19％

修正出席数　　　53名

確定出席率　84・13％

メークアップ　林君、平田（圭）君、富樫君、

五十嵐（一）君、黒谷君
一鶴岡西RC

ビジター　高橋与市ガバナー

ゲスト：西クラブ交換学生＿リーナ・レイン

名誉会員鶴岡市長足達兼一郎君

伊藤富雄君一酒田東RC

佐藤勒君、斎藤晃一君一酒田RC

鶴岡、鶴岡西ロータリークラブ合同クリス

マス忘年バーチーがホテル由良に会員とその

家族195名の参加で、盛大に開催した。

点鐘、ロータリーソング「奉仕の理想」を

合唱したあと、鶴岡西ロータリー会長桜井瑞

男君がビジター、ゲストを紹介し、石黒慶之

助鶴岡ロータリー会長と第353地区ガバー高

橋与市先生の御挨拶に続き、会員篠原一郎君

手塚林治御夫妻に石黒会長から銀婚式の祝い

品が贈られた。

このあとェレクトーンの調べに合せ、「聖

夜」を合唱、当クラブ最高齢者林茂助君の音

頭で乾盃でパーティにはいった。エレクトー

ン演奏を聞いたあと、会員の余興が行なわれ

西ロータリーの交換学生で留学中のリーナ

・レインさんが琴を、花柳流名取の今間年子

会
報
は
ご
家
頂
み
ん
な
で
よ
見
ま
し
ょ
う 名

名

％

3

　

9

　

8

6

　

4

　

77

数
数
率

員
席
席

会

出

出

席

ブ
　
出

告
　
ラ
　
の

報
　
ク
日

席
　
岡
本

出
鶴

着席欠
〕



さんの舞踊などが披露され、万場の拍手がお

くられた。そのあと両クラブ会長のサンタク

ロースが登場、プレゼントなど終始なごやか

なふん囲気につつまれ盛会をきわめ閉会いた

しました。

★第353地区ガバナー　高橋与市民挨拶

この度私が西ロータリークラブを公式訪問

に参加したのです。昨日から私の義務として

参ったのですが、はからずもにぎやかなクリ

スマスバーチ一に参加することが出来ました

この両クラブ合同のクリスマス家族会に出席

出来ましたことを非常に喜んでおります。

西クラブの会員の方々に申し上げます。

創立以来2年半になります。この間インター

シーテ一・ゼネラルフォーラム、インターア

ク†の年次大会等、これも親クラブの御指導

がよかったからと考えられます。2年半たら

鶴岡・鶴岡西R．C．

合同クリスマス忘年パーティ

プ　ロ　グ　ラ　ム

43－12－28

PM4．30～5．10登　録

高橋無一君（進行係）

PM5．20……点　鐘

ロータリーソング…‥・

奉仕の理想

PM5．25…‥　ビジター・ゲスト紹介……

鶴岡西R・C会長

桜井瑞男君

会　長　挨　拶……

鶴岡R・C会長

石黒慶之助君

ガバナー挨拶・…‥

第353地区ガバナー

高橋与市殿

銀婚式お祝品贈皇

ずでこの大きな仕事をやられたことは、鶴岡　PM5・40……クリスマスソングも聖夜モ

クラブの指導もあったが、この少人数で良く

やられたと承謝しております。

西クラブをみますと会員の増員又このクラ

阿部正男君

諸事おしらせ・…‥

クリスマス実行委員長

三井　　徹君
ブは観光地でもあり、西クラブは今後益々発　pM5．45・…・・乾　盃

展されると思います。国際的な面でもクラブ

の活動に対し、感服させられました。

今後益々各委員会の御活躍で発展してもら

いたいし、皆様の努力でクラブの拡大をして

もらいたい。

このなごやかな家族会、家族の皆様におね

がいするのは友情と、親睦を深めてクラブ会

員の出席に御協力下されば幸いと思います。

今後両クラブの会員、叉会員の御家族の御

健康をお祈りし、両クラブの御発展をお祈り

いたします。

鶴岡クラブ会員最高年令者音頭

PM5．50……　余　興

高橋無一君（進行係）

ェレクトン演奏

小池繁治君（余興係）

会員有志余興

阿部正男君（余興係）

サンタクロースより

ご家族に贈物

PM7．45……　ロータリーソング……

手に手つないで

蛍　の　光

PM8・00……解　散
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轡　言EET…3：33：ACLUB

戎岡ロータリー

第484号

1968．12．24（火）曇後晴

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

出席報告

本日の出席　会　員　数　　63名
出　席　数　　　42名

出　席　率　66・67％

欠　席　者　安藤君、荒明君、林君、平田

（圭）君、平田（貢）君、五十嵐
（一）君、松田君、岩網君、大
竹君、大野君、斎藤（得）君、

斎藤（信）君、佐藤（昇）君、谷
口君、高橋君、辻君、薮田君

金野君、手塚（林）君、阿宗君

白井君

前回の出席　前回出席率　77・78％

修正出席数　　　51名

確定出席率　80・95％

メークアップ　安藤君一酒田東RC

阿部（公）君一天童RC

ソ　ング　我等の生業リーダー三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

会長報告

西クラ

〆「

プと合同で開かれましたク

ス家族会におきましては、多数御出席

き有難う御座いました。全員195名の

席を得、過去の家族会においても最もにぎ

やかなようでありました。これは、三井（徹）

委員長はじめ、実行委員各位が真剣に計画さ

れたたまものと厚く御礼申し上げます。

その前、19日に三井（徹）先生と酒田の合同

クリスマス会に参りましたが、当クラブの家

族会とくらべて非常にさびしい感じをしまし

た、と申しますのは、当クラブの家族会は御

家族が多勢であったにも拘わらず酒田は御子

様が殆んどみえなかったこと等が差があった

ようです。

参加人も少く、会員からクリスマスパーテ

ィという言葉をつかってはこまるという意見

もあり、忘年会というかたちで開催されたよ
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うです。このへんも何にか例年のことながら

考えなければならないかとも思いますが、当

クラブとしましては大変見事な家族会を終了

しましたことを厚く御礼申し上げます。特に

荘内日報さんでは、先般の大会からクリスマ

ス家族会につきまして色々と新聞に報道いた

だき、又写真入りの良い記事をとっていただ

きこの席から厚く御礼いたします。

★12月10日定例理事会で決定した事項を申し

上げます。

12月31日が例会にあたっておりますが、30

日に例会を行ないます。

★歳末助け合い運動につきまして社会奉仕部

門の報告でありますが、例年の如く鶴岡市に

一万円、NHKに1万円の寄附をいたしまし

た。尚先般クリスマス家族会におきましては

会員並に御家族から1万5千追加なっており

ます。

★先般申し上げた登録料ですが、西クラブも

すでに12月より値上りなっております。当ク

ラブでも1月から500円の登録料をいただく

ことに決定いたしました。

食国際奉仕部門から海外より色々な御便りを

頂戴しております。私は先般ガバナーが数回

おいでいただきましたが、ガバナーというの

は他クラブの例会に出席されて色々な事を御

指導いただきますが、果たしてRIとの連絡

がどういうものかと疑問をもっておりました

が、先般トマス・キンメルさんという方から

手紙がまいりまして、高橋ガバナーの報告に

よれば貴クラブは国際奉仕部門に大きな歓心

をもって活動しているようですし、インター

アクトの活動も盛んであると聞いております

叉来年6月には貴クラブ10周年の式典を準備

中とか、最善の努力をしていただきたいとい

うようなことが書いてありました。

ガバナーが色々なことを報告するものだと

始めて知りました。その報告によりますと今

年度のRIの東ケ崎会長の言葉にある参加し

敢行しようという、大きなテーマをよりかつ

あるように会員に更にロータリー活動に積極

的に参加するようにとりはかえという御指示

でありますが、なかなかむづかしい問題であ

ります。

又会員の増加につきましても是非必要であ

るから、みたされていない分類の中には、再

調査をして充促するようにという御指示を受

けております。

★張先生の御奉仕によりまして、海外にクリ

スマスカード120クラブにおくられました。

その返礼として各クラブより参っておりま

す。特にホノルルから親書が来ております。

今回の当クラブのクリスマスカードには会員

全員の顔写真を入れたカードを封入されてお

ります。貴クラブの会員の写真をいただけな

いかということを申し上げたものだろうと思

います。ところがホノルルでは写真がないか

らとりあえずバナーを上げるというような丁

寧な手紙を頂戴しました張先生に対し厚く御

礼申し上げます。

★クラブ定款・細則の確認の御報告ありまし

た。（会長）

幹事報告

会報到着
室蘭東RC、郡山RC、石巻東RC

クリスマスカード

香港西RC、高雄RC、新竹RC、

台南RC

献 立

小鯛の味噌漬、鳥さらだ、
お汁一豆腐、しいたけ、ゆきのり
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◎至 報
轡　諾E，…3：：≡：ACLUB

品岡ロータリー

第485号

1968．12．30（火）晴

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

10増麒讐6俺閣警贋讐莞i前月粗

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　42名
出　席　率　67・73％

欠　席　者　阿部（賽）君、荒明君、千葉君
長谷川君、平田（貢）君、小花
君、中台君、大野君、斎藤
（栄）君、斎藤（得）君、佐藤
（伊）君、佐藤（昇）君、高橋君
黒谷君、小野寺君、谷口君、
辻君、薮田君、金野君、阿宗君

前回の出席　前回出席率　66・67％
修正出席数　　　48名
確定出席率　76・19％

メークアップ　大竹君一酒田東RC

安藤君、林君、五十嵐（一）君
斎藤（信）君、谷口君

一鶴岡西RC

ソング　奉仕の理想　三井（健）君

司　　会　会長　石黒慶之助君

☆31日大晦日の例会日になっておりましたが

1日繰り上げて実施しました。ひさごやさん

の特別の御厚意で例会をさせていただいたこ

とを厚く御礼申し上げます。

今日は一年で最も忙しい日にも拘らず多数

御出席いただき厚く御礼申し上げます。
先般のクリスマスに際し、みごとな写実を

張先生が撮られ1枚70円の実費でその御厚意
にあまえて、申込んでもらいたい。

☆今年度最終例会で、誠におもしろくない御
報告を申し上げます。√／

会員菅原主純君、

会の届けが出

2人が退

ります。このクラブからお

巨常にさびしい限りであります

き員推選委員会の活躍により、
ロータリアンを推還していただく

ことをこの席からお願い申し上げます。

今年度の最終例会に多数出席していただき

皆様も御健康でよい年を御迎えられますよう

御願い申し上げます。

☆三浦君
1．鶴岡クラブ、鶴岡西クラブとの区域の問

題

2．定款の文章の検討の提案がありました。
これに対し、会長から説明もありました
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が、今後の研究課題とすることにいたし

ました。

☆社長の給料の決め方　　　池　内　君

我々経営者として従業員の給料をきめます
ことは、比較的よい。それは国の統計或いは

県の統計でもって従業員の給料の相場がわか
ります。

最近は中卒、高卒の毎年の初任給のベース
も発表されますので比較的我々はそれをつか

んで、それと今まで勤めている従業員の給料

をからめて、常に検討しますので比較的決め

やすいが自分の給料を決めることはなかなか

基準がないので、どういう方法で決めたらよ
いかなやむのであります。

あまり自分がとれば従業員から文句はこな
いか、或いは株主から意見が出ないか。税務

署が否認しないか、こういう問題でお互いが

気になっている。

鶴岡はがいして社長の給料が安い、とみら
れます。かって税務署の法人係では私と話し
ている時に、鶴岡の社長さんの給料が安い、

それにもかかわらず暮らしはそれほどつめ
ていない、ややぜいたくな生活をしている。

自分達としてほ、あの人の給料であれほどの

生活が出来ないと思うけれども、やっている

ところをみればなにか疑問をもたざるを得な
い○そういう所は精密に調査したいというこ

とを云っておりました。

丁度私には而もそれはロータリアンである

ということであります。とにかく税務署の考

えかたとしては、取るものは取って、払うもの
は払いなさい。これを彼等がいいたいらしい

それで我々もがまんして、出来るだけ安く取

っているんですが、それでは標準ほどの位か
まづは例ですがアメリカの一流会社の社長の

給料は大体1億数千万円、2億に近い。低い
方で7千5百万円位です。月にしますと、ア
メリカの社長は高い方で月に5千万、低い方

で1千万円位。日本の社長さんの給料は100万

低い方で40万位、政府企業である。

3公社、5現業の総裁は25万から40万位、

それで、日本の企業体の特に鶴岡に近い中小

企業あたりの給料はどの位かと申しますと、

製造関係の平均で最低7万5千円から、高い

所で65万円、非常に巾があります。平均で19

万6千円、中小企業といわれる我々の所では
15万円から40万円位の範囲にあるということ

です。

我々は鶴岡の社長さん方はそれだけ取って
いるかどうか。これを従業員の数で検討しま

すと従業員の平均賃金の倍数で出ております
が、従業員50人以下の企業体では大体6倍、
51人から100人までの所が8．1倍、100人～200

人までが8・8倍、200人から500人までほ10．2

倍、500人以上が18・6倍、こうなりますと今

問さんは10倍から取らないとかっこうがつか

ないと思います。大体製造業の総平均は8．5の

数字がでております。
私はこれに対して従業員の平均賃金のテン

パーセントに自分の従業員の数をかけるのも
一つの方法である。それから社長、専務、常

務、監査役、平取締役の比較ですが、社長
100にした場合、専務が71％、常務が63％、

取締役が45％、監査役18％、大体役員間のバ

ラソスがこのようになるよ．うです。

それから賞与問題ですが、中小企業では
250万円、年間で低いところで15万円、平均90

万円、月にしますと3・3ケ月、3．5ケ月、この

位が社長の賞与の妥当でないかということで
す。
以上申し上げました数字は会社が経営が立

派に出来て、償却は勿論100％とし、配当は

少くとも1割以上の配当をする社長としての

責任を果たしている時にいえることであって

赤字を出してもらうことを考えては一寸御用
心なさった方がよいと思います。むしろ給与
を増やして賞与をへらした方が得のようです

勿論供与を増やすことは、法人税を納めてな
お利益処分においての役員賞与になりますの
で二重加税三重加税にもなる気がします。

自分の給料を高くとって、そうして賞与を

下げて行った方が会社の為になります。会社
本位に考えて会社の支出を出来るだけ少くし

給与を上げられて、そうして自分の負担する
税金を納めて法人税を納めてなお又賞与でも
らって、自分の税金を納めるでなく、なるべ

く残った金は会社につんで会社の体質改善に
つかう、こういうふうに考えられた方が利こ

うな経営者ではないかと思います。

献　　立

焼物一鮭粕漬、煮物、カレー
吸物一小田原蒲鉾、鳥、みつば

／
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苗 報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

顔問ロータリー

第486号

1969．1．7（火）雪

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

11月摩ぎu駅竜野l掲闇控位l

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　安藤君、荒明君、長谷川君、
林君、平田（圭）君、五十嵐
（三）君、金井君、三井（賢）君
中台君、中山君、大野君、斎
藤（信）君、鈴木（昭）君、篠原
君、谷口君、高橋君、手塚
（林蔵）君、金野君

前回の出席　前回出席率　67・73％
修正出席数　　　46名
確定出席率　74・19％

メークアップ　阿部（裏）君、小花君、斎藤

（栄）君、小野寺君
一鶴岡西RC

ビジター　栗本敏直⊥鶴岡西RC

ソ　ング　君が代、我等の生業
リーダー　三井健君

ゲスト　陶山敬子さん

司　　会　会長　石黒慶之助君

。1969年の新春を迎え、謹んで皆様の御健康

とお仕事の御発展をお慶び申し上げます。
おめでとうございます。

0昨年は吾がクラブでは随分沢山な会合を持

ち、その都度、皆様に御苦労をおかけ致しま
した。

特に鶴岡高専インターアクト・クラブの発

会式及び地区インターアクト年次大会の開催
については格別の御尽力を賜わり、お蔭を以

って先づ先づの成果を挙げ353地区内外より

御好評を得ましたこと怯御同慶の至りであり
ます。

憩から精々遠のいたような現象が起っ
ように思います。終戦後に培かわれた過剰

なほどの自由と、日本国民が今まで経験した
ことのなかった平和を満契しながら、その反

面、責任と義務を軽視する傾向が現われ、政

治の不在、「法と秩序」が乱れつつあるよう
に思われます。

物質文明は栄え、特に吾が国の国民総生産
額は世界第3位とか、国民総所得は世界第2
位になっているそうだが、これを個人所得に

還元すれば第21位に転落するような歪みがあ
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ります。昭和元禄の消費ブームの中にあって

も富める者はいよいよ栄え、貧しき者はさら
に貧しさに耐えねばならないような、アンバ

ランスの現実でありましょう。

。50余の大学紛争は東大を頂点として益々深

刻となり、絶望的な事態に追い込まれていま

す。
ゲバルト学生は角材と鉄かぶとで武装し、

怒れる若者の姿で平等革命とか、参加革命と
かを夢見ながら教官の善意にも、親友の友情

にも耳を傾けず、同じ日本人同志で学生と警

官、或は学生と学生が何んのウラミもないの
に相手を傷つけ、暴れ廻っている。しかもこ
のゲバ棒争動は世界的に群発する傾向にあり

ます。

0吾々はこのような憂慮に耐えない内外にお

ける対立の激動の中で、1969年を迎え、更に

安保改訂期の緊張の1970年に進もうとしてい

るのであります。

私はこのような新年を迎え、過去の観念や
目前の現象のみに促われず、心静かに反省す
ることが望ましいと思います。

年頭対談で安孫子知事と結城哀草果先生の

会話の中で結城先生は「素暗しい日本晴れは
何時も台風のあとにやってくる」とおっしゃ

って居りました。台風一過の日本晴れを期待
して止みません。

。吾がロータリークラブは今年はいよいよ創

立10周年の良い年を迎えることになります。

絢にお目出度く、創立当時の御苦心、これを
育てて来られた先輩各位の御尽力に深く敬意
を表します。同時にたまたまこの栄誉ある10

周年に、会長に御指名を受けた私は絢に光栄
であると共に、その重責におののいて屠りま

す。就任当時より、10周年行事を気にして居

りましたが……　矢つぎ早やに現われる数々
の会合のため、その準備は殆んど進めていな

かったのであります。

新年早々よりその準満に入るべく、去る12

月の理事会で大まかな方針を検討しました。
その大項を申し上げます。
0記念式典については

本会の吾が家の慶事たることとの考えから

会員・家族・元会員、創立当時より特にお
世話になった方が集まり、家族会的祝宴に
したい。

0実行委員会の構成については

実行委員長‥・…現会長
実行副委員長…・＝次期会長
総務委員会……会長以下現役員並び

に式典関係委員長

式典委員長……池内方平
社会奉仕委員長……五十嵐一郎
記念誌委員長……嶺岸光害

各委員は今月中に人選終了の予定
○経費も相当必要と思いますので1月中に予

算も建てたいつもりであります。
0今年は更に国際ロータリー世界大会が5月

にハワイに開かれ、参加者も多いようです。

当クラブでは遺憾乍ら所期の計画から激減し
三井副会長御夫妻だけになってしまいました
。私共の任期も峠を越して下り坂となります

が、いよいよ緊張して、気をゆるめず、より

よいロータリーに向って努力する所存であり

ます。新年に当り何卒一層の御支援、御協力

をお願い致して新年の御挨拶と致します。

会員誕生
海東与蔵君、
芸網兼松君、

奥様誕生

荒明喜代野、
簑網恵美子、
浮田満里子

9年皆出席
安藤足助君、

8年皆出席
賀田克己君、

1年皆出席
鈴木昭治君

今間壮太郎君、三井健君、
大竹鍾一郎君、佐藤伊和治君

池内俊、五十嵐とし（三郎）、
大野志津、谷口美代子、

張結滞君

嶺岸光舌君

12月100％出席　　　　　　　　　34名

阿部（公）君、安藤君、阿部（賽）君、張君、
早坂、林君、富樫君、飯白君、池内君、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、嶺岸君、三浦君、五十嵐（八）君
三井（賢）君、三井（健）君、中山君、大竹君
鈴木（昭）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木
（弥）君、佐藤（忠）君、手塚（林蔵）君、鷲田
君、篠原君、上林君

幹事報告

会報　鹿児島西、郡山、天童

スマイル　辻君、石井君

献　　立　刺身－まぐろ、鳥から揚げ、サラ
ダ　お汁－ほうれんそう、生揚げ
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崩岡ロータリー

第489号

1969．1．28（火）雪

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

「参加し、敢行しよう」

11月摩昭位惰訝閲現前謂位l

卓　　話　鶴岡市厚生部社会課児童係長
清　野　　実　氏

出席報告
本日の出席　会　員　数　　　63名

出　席　数　　　43名
出　席　率　68．28％

欠席者背看：諸家）君舞芸P今
問君、嶺岸君、三井（徹）君、
森田君、岩網君、大竹君、斎
藤（得）君、斎藤（信）君、黒谷
君、高橋君、
田君、金野君

手塚
阿宗

林蔵君、津
君、白井君

前回の出席　前回出席率　77・78％
修正出席数　　　56名
確定出席率　88．89％

メークアップ　林君一東京日本橋RC
三浦君一仙台東RC
長谷川君、嶺岸君、森田君、
芸網君、中山君一鶴岡西RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

ソ　ング　我等の生業リーダー三井（健）君
司　　会　会長　石黒慶之助君

先週理事会に於いて10周年記念について協
議の結果を御報告申し上げます。
創立10周年記念役員
。実行委員長（会長）石黒慶之助君

実行副委員長（次期会長）
。総務委員（現役員並びに委員長）

石黒慶之助君、三井徹君、三井健君、五十
嵐一郎、中山一三君、高橋無一君、斎藤得
四郎君、平田圭三君、大竹鐘一郎君、五十
嵐八郎君、池内方平君、嶺岸光害君

0式典委員（委員長）池内方平君

池内方平君、小花盛雄君、三浦岩治郎君、
早坂源四郎君、五十嵐伊市郎君、飯自祐倍
君、鈴木善作君、鈴木弥一郎君、千葉藤夫
君、谷口暗敏君、五十嵐八郎君、手塚林治
君、白井重磨君、黒谷正夫君、金野松弘君
上林一郎君、阿宗文雄君、篠原一郎君

0記念事業委員（委員長）五十嵐一郎君

五十嵐一郎君、五十嵐三郎君、鷲田克己君
新穂光一郎君、池内方平君、阿宗文雄君、
佐藤伊和治君、海東与蔵君、安藤足助君

0記念誌委員（委員長）嶺岸光害君

嶺岸光吉君、安藤足助君、小野寺清君、斎
藤得四郎君、張紹淵君
以上の万々に決定なりましたのでよろしく

御願い申し上げます。
10周年特別会費は1人15，000円。納入時期

は2月、3月4月と分割もしくは1割払にお

ねがいいたします。総合計110万円位。そ
の内訳として記念誌に400，000円、式典に
200，000円、記念事業に500，000円位の目標を

検討しております。
☆次期役員選出につき、2月18日（火）の例
会を総会にしたいと思いますので、よろしく
ねがいます。
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★国際奉仕・鶴岡市役所総務課長さんから、
ニューブランズ・ウイックと鶴岡との交流を

はかりたいと市長宛に文書が参っております

色々な計画等に対して、市の態度を徴するた
め現答案がきております。

69年中に1週間位両市の関係ある行事を

ったらどうか、との提案がございます。場
はニューブランズ・ウイックで、名称は姉

妹都市締結記念式典行事という名称で行事を
やる。その催しがたくさんあり、例えば、小
・中学校の絵画の展示とか、写真の交換とか

都市計画に対する色々な討論とか、日本の映
画の上映とか、音楽の演奏、特に市役所とし
ては鶴岡市からほ代表出すのは困難ですし、
1969の間にクラブ会員で御旅行の予定のある

方は市長のメッセージ等代表権限を委託した
いというわけで、会員の中で希望の方は連絡
して下さい。
★10周年記念社会事業として有意義な事業を
やることを市当局が感知して、ロータリーか
らも補導関係の御支援がうけられればとの考
えです。私達ロータリーにも青少年委員会も
ありますし、又、鶴岡西校や鶴岡高専にイン
ターアクトが活発に活動しておりますし、青
少年問題が重大な問題になっております。犯
罪の半数は、青少年の犯罪になっているよう
です。世の中の不良化防止とかの意味で大き
なウエートになっており、鶴岡市でも40年か
ら青少年補導セ∴／クーが設置されております

卓　　話　鶴岡市厚生部社会課児童係長
清　野　　実　君

ただいま、ご紹介いただきました鶴岡市青
少年補導セソターの清野でございます。
鶴岡市の青少年補導センターは3年前より

発足して補導関係者と補導関係団体との合同
活動の場となっております。

「補導」は字のとおり、青少年の足らざる
ところを補い導くもので、大人として愛の言
葉呼びかけをして、悪の道に入ろうとするの
を思い止まらせようとするものです。
補導委員には中・高校の先生、民生児童委

員をはじめ保護司、BBS会員、青少年対策
推進員、PTA補導部員等が警察署婦人補導
官センター職員とともに街頭に出て日夜補導
を行なっております。

街頭補導もそれだけで終っては効果も大き
いものは期待できません。補導される少年の
70％は家庭に問題を持っておりますので、セ
ンターに併設されている家庭児童相談室相談
員が継続補導にあたって家庭環境の調整をあ
わせてすすめ、立直りのテンポを早めるよう
っとめています。
42年度中は約千件の補導で、中心となるの

は高校生の年令層で契煙、不健全娯楽、怠学
が多くなっているのは当然ですが、モタバコ

ぐらいでかモと思われるかもしれません。そ
のような考え方が現在の風潮になっているよ
うです。
早期発見、早期治療は医学ばかりではあり

ません、非行防止も心の病いですから同じよ
うに云えるのであります。
非行も初期症状から次第に悪化して行く過

程によって処理するところが違ってきます。
カゼをひいたと思ったときモクシャミ3回ル
ル3錠モと鶴岡薬局（ロータリー会員）へ行

って薬を買ってのみますが、それでも症状が
進行すると小花先生（ロータリー会員）のと
ころで診察を受けて注射、投薬してもらい自
宅で静養することになります。重症になれば
入院でしうよう。

例え話しで恐縮ですが、ルル3錠が補導セ
ンターの役割であると、ご理解いただきたい

と思います。
ケースの実例としては、海水浴シーズンも

最盛期を迎えた日、由良海岸から、すこしは
なれた番頭ガ浜の砂浜も、すでに暮れようと
する頃、小さなテントの中で高校生男女2組
の不純異性交遊を発見、補導……。

帰宅させるにも交通機関も無くなった時間
なので、補導委員の乗用車に乗せ、一度は偽
名のため、羽黒町まで行きましたが、本当の
住所が市内であり、それぞれ各家庭に送り届
けたのです。届け終って解散した時は、時計
の針も11時を過ぎていました。

高校補導担当の先生に事後指導をお願いし
たのでありまずが、1人の女生徒は「自分の
体が白分でないような気拝になっていた、補
導されて我にかえった。私はこのグループか
ら離れようとしたが、あのとき一緒の女生徒
からリンチを加えられ、ひきもどされてい
た」と告白していました。

この女生徒は、その後立直り、無事に就職
することができました。

これをふりかえりますとき、もう1時間、

否30分遅かったなら、この女生徒の人生は暗
い道を歩んでいたのではないでしょうか。

このときほど機動力の必要性を痛感したと

きはありませんでした。
週刊誌をにぎわすドギツイ記事を思わせる

ようなことが東北の片隅で行なわれていたの
です。
全国的な傾向ですが非行の場所は郊外へ郊

外へとのび、都市間の距離も交通機関によっ
て縮められつつあります。

若者達がマイカーで療声とともに立去る街
角に、今日も補導委員は黙々と歩き続けてい
るのです。

献　　立
きしみ－平目
ひたし－ほうれん草、胡麻あえ
味噌汁一腰
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1969．2．4（火）曇

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

COnCerned？

「参加し、敢行しよう」

日月脛ぎ唱位惰訝都筑闇位l

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名
出　席　数　　　49名

出　席　率　77・78％

欠　席　者　平田（圭）、石井君、三浦君、
三井（健）君、芸網君、中山君

斎藤（信）君、黒谷君、高橋君
金野君

前回の出席　出回出席率　66・67％
修生出席数　　　52名

確定出席率　82・54％

メークアップ　林君一東京西北RC

阿部（賽）君、早坂君、五十嵐

（一）君、三井徹君、中台君、

大竹君、佐藤（昇）君、篠原君
鈴木（弥）君一鶴岡西RC

ビジター　小森保一君一酒田東R（つ

前田一郎君一山形西RC

斎藤繁雄君一村上RC

ソ　ング　奉仕の理想　り一ダー三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

☆三井副会長、かねて会長さんがニュープラ
ンズ・ウイックえ送られたテープの中に私

の娘がアメリカに行く予定を申し上げまし

たが、婚約の為とりやめになりましたので

おわび申し上げます。

☆会計より、半期分の会費を至急納入して下
さい。

卓　　話　戦後のベストセラーについて

小池繁治君

本の内容的価値とは関係なく、その時期に

大量に販売された、又読まれたものをベスト

セラーと呼んでいる。だからベストセラーに

なった本そのものを価値あるものだとは思っ

てないが、しかし当時の社会に受け入れられ

たものとすれば、ベストセラーの本から当時

の世相等ある程度うかがい知る手助けには充

分になるだらうと思います。

終戦、焦土の中に立たされた出版界も他の

産業界同様に物資不足になやませられながら

会
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一方では旺盛な復興精神に支えられ活発な出

版がなされ、混乱の世相の中で種々の自他両

面からの解放も一層の拍車をかけ現今出版物

の洪水とも云える現状まで続いて来たものと

思います。（以下略）

そんな事で以下戦後のベストセラーを列記

しますがその題名の中から時代の思想、文化

又風俗等の推移を知る事が出来れば幸だと思

います。

☆戦後ベストセラー列記

日米会話必携、旋風二十年、完全なる結婚、

校上肇自叙伝、愛情はふる星のごとく風知事

斜陽、この子を残して、平和の発見、共産主

義批判の常識、きけわだつみの声、チャクレ

イー夫人の恋人、ものの見方について、新平

家物語、武蔵野夫人、山びこ学校、アンネの日

記、自由学校、君の名は、ニッポン日記、火

の鳥、女性に関する十二章、少年期、二十四

の瞳、第二の性、昭和史、太陽の季節、モゴ

ール族探検記、鐘、四十八才の抵抗、夜と霧

連合艦隊の最後、挽歌、檜山節考、金閣寺、

美徳のよろめき、氷壁、人間の条件、人間の

壁、点と線、性生活の知恵、にあんちゃん、

野性のェルザ、英語に強くなる本、徳川家庭

愛と死をみつめて、おれについてこい、何で

も見てやろう、ベトナム戦記、永点

幹事報告

会報到着　石巻東RC、鶴岡西RC

献　　立

カレー、大根、野菜サラダ

揚物－ひれ、かつ、玉菜
お汁一納豆、とうふ、なめ、ねぎ

（前号のつゞき）

幹事報告

会報　石巻東、鶴西、寒河江、村山、鹿児
島西、尾花沢、秋田RC

変更　山形RC、クラブフォーラムのため

2月5日午後5時30分　丸久例会場

アデンRCよりバーナー

チャーターナイト

木更辞東RC　4月7日（日）

木更津中央高校体育館
受付10．30分～11・50分

会員3，500円　同伴3，000円

名取RC　4月20日（日）

名取市民会館

受付13．00分～14．00分

3，500円

スマイル

昭和44年の新春に当り、酉年生まれの会員
を御照介申し上げます。

明治30生　佐藤伊和知君

同　　　三浦岩治郎君

明治42年　千葉藤夫君

大正10年　栗谷正夫君

同　　　平田圭三君
同　　　森田正一君

昭和8年　長谷川文清君
同　　　薮田誠樹君

益々御壮健にて御活躍を御喜び申し上げま

す。
三井徹君

お嬢さんの御結婚御目出度う御座います。

＼一一一・■■・．．＿一・・／
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1969．2．18（火）曇

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al］

concerned？

「参加し、敢行しよう」

12月脛ぎ慣位博訝閲鷲雛裾位

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名
出　席　数　　　49名
出　席　率　77．78％

欠　席　者　阿部（裏）君、長谷川束、林君
平田（圭）君、五十嵐（三）君、
佐藤（昇）君、篠原君、鈴木
（善）君、笹原君、鈴木（弥）君
佐藤（忠）君、辻君、金野君、
阿宗君

前回の出席　前回出席率　79．37％
修正出席数　　　58名
確定出席率　92・06％

メークアップ　安藤君一酒田東RC

五十嵐（伊）君一酒田RC
阿宗君一新庄RC
張君、小池君、嶺岸君、三井
（徹）君、鴛田君一鶴岡西RC

ビジター　東本敏直君、和泉吉己君
一鶴岡西RC

ソ　ン　グ　どこであっても

リーダー　三井　健君

司　　会　会長　石黒

に送られたクリスマスカード

Lとして、ペルーのリマからバナーが送

れて釆ました。このクラブのヒジョトとい

う方が1961年の東京大会に出席し、又旅行の

膏
近いうちに訪れるような文書が参っており

す。

仙台在住の宣教師アイバン・ドーナン氏が

鶴、若葉幼稚園並庄内教会の先生が、ロー
タリークラブ会長を訪れ、今年8月、アメリ

カ・オハイオ州から国際親善芸術視察団80名

が釆鶴されます。
この80名の方が1日民泊を計画しているよ

うです。市当局もこの問題に真剣に受入れを

考えているようです。交歓会は約1時間半位
で、モダンダンス・コーラス・ベルクワイア等

を計画しています。

同じ職業の家庭に泊りたいというので次期

役員もこの問題に閑適しまのすで、理事会で

検討して、おうけするかを決めたいと思いま

す。

★鹿児島西クラブの河井さんから、張先生に
みごとな桜島大根が送られ、クラブ例会に持

参されました。11キロございます。

★クラブ会員千葉君が本店に転勤の為退会さ

会
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れます。

昭和40年に入会され、各委員会の委員長並
に会計を担当され、出南のよい優秀なロータ

リアンでありました。誠におわかれするのが

残念ですが、後任に、粕川さんが、千葉君か
ら御推選されております。

★千葉君の御挨拶
私、この度突然今月20日付をもって、本社

総務部に転任することになりました。後任に

粕川君が参りますが、御審議の上是非入会下
さるようとりはかり願います。

約5年間ロータリーの奉仕クラブは、雑誌

委員長、或は雑誌、会計、親睦と現在に至っ
ております。誠にロータリーについては、認

識も浅く、今更自分を責めております。
皆様方から、未塾な私を現在まで、色々御

引立くだされ、ロータリークラブの奉仕の精

神にのっとったわけですが、皆様と心から、

ひざをまじえ、お話出来ました事を厚く御礼

申し上げます。
5月中旬停年退職になり、6月1日から東

京に住まいをもち、就職も決まっております

出来るだけ活躍したいと考えていますし、上
京のJ節は又、あう校会を得ることを楽しみに
しております。今後共よろしく御願いいたし

ます。

★張君　各国から、バナーや文献が参ってお
ります。

1）ROTARY CLUB OF NIAGARA－

FALLS

2）SAGINAW，MICHIGAN・R・C・

3）ROTARYCLUB FRANKFURT AM

MAIN

4）ROTARY CLUBWIEN

5）BNRTO－NNDDLEFIELD ROTARY

CLUB

6）ROTARY CLUB OF SILVER

SPRING

ク　ラ　ブ総会

次期役員選出

役員選出方法・新しい会員もおられますの
で、貫例等申し上げ、まづ議長を選んでいた

だきます。
ローータリーでは、同じ人が何回も同職業に

とどまることはゆるされておりません。1年

で更新するわけです。理事になられる方は、

1度委員長の経験のある人が望ましいとか、

会長になる方は、理事や幹事の経験の人が望

ましいとか、副会長が会長になるのが望まし
いとか、色々な要望があります。

まづ議長に会長が就任し、役員の選出方法
を色々検討審議の結果選衡委員をたてること
に万場決定なりました。会員に比例して、各

年年令層から選衡委員を選ぶ各年代層の中か
ら理事や、委員長の経験の最もある方を御指

名申し上げます。
クラブの年令層は、70才以上6名、60才15

名、50才23名、40才12名、30才7名、50才代

から2名を選び、各年令層から1名を考えて

おります。
70才以上の会員6名の中から、三浦君、60

才以上から、池内君、50才から斎藤栄作君、

小花盛雄君、40才から三井（賢）君、30才か

ら新穂君以上6名の万に選衡委員に決定なり
ました。

8年間皆出席　大竹錘一郎君

1月100％出席　　42名

阿部（公）君、安藤君、阿部（裏）君、張君、
千葉君、早坂君、林君、富樫君、飯白君、
池内君、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、嵐岸君
三井（徹）君、三浦君、五十嵐（八）君、三井
（賢）君、手塚（林治）君、中台君、中山君、
大竹君、佐藤（伊）君、鈴木（昭）君、佐藤
（昇）君、篠原君、鈴木（善）君、新穂君、鈴
木（弥）君、小野寺君、佐藤（忠）君、谷口君
手塚（林蔵）君、鷲田君、上林君

幹事告報

会報　東京、郡山西、石巻、石巻東、米沢
西、本荘

チャーター　気仙沼、羽島、礪波南、鴻巣

献　　立

てんぷら－えび、なす、うど

さしみ－ひらめ

みそ汁一とうふ、三ツ菓
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1969．2．25（火）曇

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

concerned？

「参加し、敢行しよう」

12月摩柁関野聞矧前裾位蔓

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　荒明君、長谷川君、林君、平
田（圭）君、五十嵐（伊）君、金
井君、芸網君、嶺岸君、三浦
君、大竹君、高橋君、斎藤
（得）君、斎藤（信）君、佐藤
（伊）君、佐藤（昇）君、津田君
辻君、金野君、阿宗、白井君

前回の出席　前回出席率　77・78％
修正出席数　　　57名
確定出席率　90・爛％

メークアップ　林君一酒田RC

阿部（賽）君、長谷川君、五十
嵐（三）君、篠原君、鈴木
（善）君、鈴木（弥）君、佐藤
（忠）君、一鶴岡西RC

ビジター　半田茂弥君、和泉吉己君

鶴岡酉RC

ソ　ング　我等の生業
リーダー　三井（健）君

司　　会　会長　石黒慶之助君

会長報告

★次期役員が選衝の決果、次のように決定な
りましたので後程報告申上げます。

★2月19日定例理事会開催その報告

★職業分類表につき若干の不合理があり、早
坂委員長より御解説があると思います。
★会員拡大につきましては、もうしばらく発

表の段階でありませんので、その時点に於い
て御報告申上げます。

★オハイオ州視察団の来鶴の日定が8月19日

（火）決定、その準備の為4月4日に委員会
を発足するわけで、代表を出すよう御指示を
うけましたが、理事会で次期役員の方々から
出ていただくよう御了承得たのでよろしくね
がいます。

★千葉さんに退会の記念として、銀杯を差上

げます。
★社会奉仕の10周年記念事業について、五十

嵐（一）委員長よりお話の予定です。
★鶴岡ライオンズクラブでは5周年を迎える

に際し、各学校に教材用の交通標識を贈るよ

会
報
は
ご
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族
み
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うです。経費も30万円位で、各学校にわたっ

てやることに自負しているようです。

小　花　君

★会長さんから御指命をうけ、次期役員選出
の為選衡委員の方々が長時間に亘り審議の結

果次の方々が選ばれましたので、‾御報告申上

げます。
会長には鈴木善作君
理事には小野寺清君、平田貢君、鈴木弥一

郎君、五十嵐八郎君、佐藤忠君この五名の

方に決定になりましたので、よろしくねが
います。

★社会奉仕委員長　五十嵐（一）君
10周年記念の特別委員として、今までまと

めたことを御報告申上げます。
これまで話のあった青少年の補導セ∴／ター

の補導用の自動車、佐藤伊和治さんの提案さ

れた鶴岡地区に梅林、小花さんのも青年の

森も植林を検討しましたが、梅林にしても青
年の森にしても、地域の問題、今後の維持管
理の問題等で、ロータリー単独では、おぼつ

かないのじゃないかという意見もあり、特に

佐藤（伊）さんからは必らずしも、ローータリ
ーとしての事業でもなし、将来鶴岡市として

計画する場合にJh一夕リーとして出来るだけ

援助をする。
10周年を迎えた353地区のクラブにどんな

ふうに記念事業をやったか、アンケートを出

しましたが2・3のクラブから解答がきました

横手クラブでは、横手公園にふんすい一基、

その経費が120万円、湯沢クラブでは急故事1

台、100万円。山形西クラブでは記念式典の

席上において山形市の為に有意義な記念事業
を行いたいという発言があり、現在3ケ年計

画で100万円をやろうということで、現在積

立をやっている。

日産の本社では毎年、全日本交通安全指導

皐年に15台寄贈しています。その内容を申上
げますと、小型で指導用の器具ごうか燈2台
子供用の自転車4台、信号機が1セット、ワイ
アルスマイク1セヅト、交通標識1セットこれ

を全部車に積んで各学校や要望あるところに

交通指導員が乗り込んで、子供達に直接動く
もので交通指導をやる。価格の点で問題があ
るようで、メーカーに交渉してみたいと思い

ます。これは、毎日のことでもなく、維持管

理の面でもたいした経費もかゝりませんし、

特別委員として、このように決定したわけで

す。今後皆様の御意見によって検討してみた
いと思います。

★幹事、職業分類の委員の方の居残りねがい

ます。

★早　坂　君

職業分額の名称が4・5年変っておりません○

実情にあわせるようにしなければなりません
ので、名称を若干変えました。それを理事会

にはかり、御承認を得ましたのでお知らせい

たします。それはおもに商業活動、国際ロー

タリーでは、産業の活動を区分しますと、生

産、配布、小売、（リテーリソ）サービス、

現在の産業活動を4区分していますが、当ク
ラブの場合は配布と小売の区別がはっきりし
ていない。その配布とは卸売、仲買、委託販

売、ブローカー、輸出、輸入この業務を配布

といっています。

当クラブの名称はすべて、商業活動は全部

販売の一路になっておりますので、この販売
のうち卸売と小売を区分いたします。卸とい

う名称をさけてRIのいっている配布、これ

は別に数年前から職業分類委員会に来ていま

す。すでに会員名簿に配布の名称をつかって
いるクラブが相当数ございます。これを改正

いたします。改正は結局直接物を売るのを小

売といゝ、業者を通して販売するのを卸売と
いう。職業分類表はいつまでも一定でなく、

実際会員の職にそくした仕事をする。新しい
科目に小売業が入って会員拡大に役立つ。

幹事告報

会報　鹿児島西、新発田、米沢、天童、宅
花沢、鶴岡西

チャクー案内　善道寺　3月5日

善道寺東中講堂　登録13・00
登録料3，500円

大曲RClO同年4月16日

大曲市勤労青年ホーム
登録12．00　登録料3，000円

献　　立

ます焼、青菜おひたし、肉汁、さつま汁
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例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al】

COnCerned？

「参加し、敢行しよう」

12月摩柁位博野閲覧覧闇提位l

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　阿部（公）君、平田（圭）君、
平田（貢）君、富樫君、三井
（徹）君、三井（賢）君、森田
君、大竹君、斎藤（得）君、
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、
金野君、阿宗君、

前回の出席　前回出席率　62．90％

修正出席率　　　50名

確定出席率　80・65％

メークアップ　佐藤（伊）君一水戸R〇

三浦君一山形西RC

五十嵐（伊）君一酒田東RC

林君、平田（貢）君、五十嵐
（三）君、嶺岸君、大竹君、
斎藤（信）君、佐藤（昇）君、
高橋君一鶴岡西RC

ビジター　半田茂弥君、和泉書巳君、五十嵐

卓三君、帯谷義雄君一鶴岡西RC
ソ　ング　君が代　我等の生業

リーダー　三井健君

卓　　話　石油ストーブによる室内空気汚染
小花君

司　　会　会長　石黒慶之助君
★国際ロータリー会長東ケ崎御夫妻が就任後
始めて日本を訪れ、3月20日（木）12時から3

時まで、ホテル、ニューオータニで歓迎会の

案内が参っております。御希望の方は今日中
申し込んで下さい。

2月28日逝去、張先生が写真と、花束

を例会に持参され、会員一同元気で釆鶴され

た日のミグリオニさんをしのび、1分間の黙

蒔。
★山形銀行支店長大竹君のお父さんが逝去。

★酒田クラブの佐藤源治君（油長印刷社長）
2月27日逝去。

★張君、ミグリオニさんの御夫妻より亡くな

られるまでの詳しく書かれた御手紙を頂戴
し、生前皆様方に御世話になりくれぐれもよ
ろしくとのことです。

★小花君、ミグリオニさん御夫妻、御家族に

弔電を差し上げたいと思います。
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私共は、貴方を失って、悲しんでおりま

す。私共は貴方の我々の訪問を非常に高く評

価しております。

神よ、どうぞ貴方のみてを、彼の首に垂れ
給え、私達は心静かにこの造るかなる東の国
より、お祈しています。という電文でお送り

したいと思います。

卓話　石油ストーブによる室内空気汚染

小花君

通常家庭で愛用されている石油ストーブに
は、煙突が用いられていないため、かなりの

空気汚染があると考えられる。石油ストーブ
には、燃料として、灯油が使われるため、炭

酸ガス、亜硫酸ガス、酸化窒素並に不完全燃
焼の結果、生ずる一酸化炭素の排出がみられ
る。これら排出ガスの人体に対する有害性の
めやすとしては、炭酸ガス500PPM、一酸

化炭素100ppM、亜硫酸ガス5PPMが提

唱されている。石油ストーブによる室内空気

汚染の程度については、ストーブの種煩、燃

料の質、取扱い方等によりかなりの幅がある
ことは勿論であるが、器具の正しい取扱いを

した上での排出ガスとして、JIS規格は一

酸化炭素、炭酸ガス比を3，000分の一以下で

あることを要求している。

東京地方の冬において、約8〝㌔（6帖間）
の室を20度内外に保温するには、換気を0と

すると、1時間当り1，500から2，000の有効放

熱量を必要とし、これは灯油の燃焼に換算し
て、1時間0・2βに相当する。これから排出

されるガスは炭酸ガス1万∝・一酸化炭素で18

0mとなり、濃度になおして、れれぞれ1，300

PPM及22ppMとなる。実際燃料条件は多

少異なるが、大阪で行なわれた実験によると、
温度を7度加温した場合、一酸化炭素の増加
は、対流型青炎で、17ppMに達し反射型で

1～2PPMであったという。

この程度の汚染は、前述したガスの恕限度

からみても、直接人体に有害作用を及ぼすと
は考えられない。しかし、石油ストーブの使

用は通常長時間にわたり、しかも保温空気を
逃したくない等の理由から、汚染はより高度

に傾きやすい、石油ストーブ使用は、厳寒時

1日10時間以上にも達し、炭酸ガス濃度は度
々換気にも拘らず常時2，000ppMを割らな

いのが現状で、時に不快感、不快臭、流涙、

頭痛等の中毒初期の症状がみられる。これを

室内換気の指標である炭酸ガス濃度の1，000
PPMと比較すると、洋室はもちろん、和室に

おいても充分の換気が望まれ、換気は1時間

に5分から川分が適当であろうと思われる。

なお、石油ストプによる空気の汚染度は、

同等の保温性で比較して、木炭は云うに及ば

ず都市ガスによる暖房より造かに少ないこと
が特長といってよい。

幹事報告

ビジター　五十嵐卓三、帯谷義雄、和泉蕾

己、半田茂弥

会報　石巻東、米沢、能代、鶴西

変更　大館北、例会場　石田病院4階会議
室へ

チャーター　角館RC4／29、中之条（群馬

県）5／11、小見川（千葉県）4／20、涌

谷（宮城県）4／27、名川（青森県）5／
11、山形北4／20

第352地区年次大会案内
10月11・12日　三沢市

献　　立

刺　　身

会員誕生

荒明勝、五十嵐伊市郎、大野武夫、斎藤信

義、斎藤栄作、佐藤忠、佐藤昇、手塚林治

奥様誕生

五十嵐甲（伊市郎）、斎藤貢（栄作）、高
橋恒子、辻豊子、嶺岸豊子

皆出席

2年間皆出席　加藤嘉八郎

2月100％出席　　　　47名

阿部（公）君、安藤君、阿部（嚢）君、張君

早坂君、林君、平田（貢）君、富樫君、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、今問君、嶺岸君
三井（徹）君、三浦君、五十嵐（八）君、三井

（賢）君、三井（健）君、手塚（林治）君、森田
君、中台君、中山君、大竹君、斎藤（栄）君

斎藤（信）君、佐藤（伊）君、鈴木（昭）君、黒
谷君、篠原君、鈴木（菩）君、新穂君、鈴木

（弥）君、小野寺君、佐藤（忠）君、谷口君、
手塚（林蔵）君、鷲田君、薮田君、上林君
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「参加し、敢行しよう」

12月1聖書。捏位博訝聞慌闇捏位l

卓　　話　新聞の今昔と地方紙
小野寺　清君

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　荒明君、林君、平田（圭）
五十嵐（三）君、金井君、
君、三浦君、五十嵐（八）
栗谷君、鈴木（善）君、笹
辻君、手塚（林蔵）君、鷲
阿宗君、白井君、大野君

前回の出席

メークアップ

79．03％
56名

90．32％

ビジダー　片桐敬式君、宮崎貿咲君
一新潟南RC

相馬治一郎君一酒田RC
本間庄一君一村上RC
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　石黒慶之助君
★次期会長に御指名なりました鈴木善作さん
の奥さんが、3月9日荘内病院で亡くなられ

ました。葬儀は3月13日午前11時山王町の林
泉寺で執り行ないます。クラブから生花をそ
え、会長、幹事弔問に参りました。
選衡委員長の小花さんより、鈴木さんがど

うしても会長を引受けかねる御意向で、この
問題を早急に検討して3月末まで、次期役員
を選出しなければなりません。昨夜事前の策
をこうずべく、選衡委員会をひらきました。
その結果後程、次期会長、役員の御指名があ
ると思います。
★例会終了後、理事会を開催、理事の居残り
をねがいます。
★大竹君　私の父の葬儀に際しては、皆様か
ら御香臭並びにクラブからは立派な供花を頂
戴し、厚く御礼を申し上げます。
★小花君　皆様から御賛成を得まして、次期
クラブ役員、会長になっていただく予定の鈴

木善作さんの奥さんが亡くなられ、非常に
思いがけない事態が生じ、何んとか快復を待
って御就任を願いたいということで、その後
色々と病状の経過についてお話をきいており
ましたが、このように急死され、鈴木さんの
自過を認めなければならない状態にたちいた
りました。

今後の新会長、及び理事の方につきまして
は、新しいかんてんに考えたいと思い、この
前御承認得ました案は白紙にもどして、昨夜
委員会で充分話しあった結果、次のように案
がまとまりましたので、御発表させていただ

きます。
㊥新会長　三井　徹君
㊥理　事　平田頁君、小花繁治君、安藤足

助君、小野寺清君、五十嵐八郎君
現会長石黒慶之助君

以上のように決定なりましたので、よろし
くねがいます。
★次期会長三井徹君　私自身が会長不適格な
要素があり、申上げるまでもない事でありま
すが、特にこの際一言申し上げておきますが
御指名に対してほ、大変光栄に存じ感激いた
しております。

私が会長になりますと時間的に制約されて
おりますので、又10年来私の他に医者が1名
おりまして、一緒に仕事をしていましたが、
最近医局の変動で医員の派遣が思うように参
りませんので、現在は1人でやっている状態
で、この見通しもついていませんし、この点
を一番心配しております。このような状態で

すといつも会長が不在になるような事で、御
迷惑かけるじゃないかと心配されます。

このような状態でもよろしければ、折角御

指名を受けましたので、出来るだけ努力して
みたいと思います。

卓　　話　新開の今昔と地方紙
小野寺　清君

近代新聞の出現する前の新聞類似物は17世
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期の初期といわれています。現存する最古の
ものは、1615年＝慶応20年＝いまから約354年

前、大阪夏の陣を報じたもので木版印刷であ
ったらしいようです。

活字新聞で日本国内で最も古いものは横浜
毎日新聞で、1870年＝明治3年暮れ＝いまか
ら約99年前であります。明治から大正、昭和
の初期にかけては、いわゆる特定の思想と政
党を基盤とした一種の機関新聞といった性格
が強かったといえましょう。

さて山形県内の歴史をみると明治2年、例
のワッパ事件が動横となって酒田から発刊さ

れたのが最初のようです。即ち明治維新のと
き、庄内藩を訪れた西郷隆盛のいわゆる『誠
を人の腹心に置く』措置によって庄内藩の降
伏謝罪案が成立、70万両を政府に納めて事は
終わったが、この大金の半額が政府に納めら
れていないといううわさがひろがり、時の県
参事、松平祝懐に向けられて喧々ごうごうた
る有様、一方また明治6年7月、太政官は地
租改正条例を公布し『明治5年の年貢は金納
勝手たるべし』とし、従来の米約を現金で納
めてもよいことになったのだが、松平参事は
依然として米綿させ、県民に条例のことを知
らせず集納した約5，000石を売り、税米とし
て政府に納め、残った1万300両を旧庄内藩
士の後田山開墾費に当てたとしでl真慨した、
当時の酒田市本町3丁目で酒造業をやってい
た森藤右工門という人物。10ヵ条の訴状をも
って元老院に建白するとともに一枚刷りの新
聞を発行し、ワッパ事件の真相を曝露したが
この新聞は新聞条例違反として編集人は役獄
罰金、印刷機は没収されました。

しかし、この庄内最初の新聞の主張を無視
できなかった政府は、その後、実地調査員を
派遣し、松平も罰せられております。その後
県都山形を中心に村山地方を基盤に山形新聞
が創刊されたのは明治9年で、今から約91年
前、酒田、山形、米沢等でも明治12年に発刊
されました。
庄内では、明治2年から、とだえていたが

明治33年、酒田に進歩党系の庄内日報と自由
党系の庄内新報が発刊され、明治35年には、
当時の鶴岡米穀取引所開設と同時に小さな商
況新聞が出されました。37年には平版4貢の
鶴岡新聞が生まれました。当時は斎藤紅村と
いう編集長だったが、笹原定治郎（潮風）を
主筆に迎え、政党の影響外におくという売り
込みだったが、事実は政友系の新聞でした。

笹原潮は、堺利彦氏らと親交があり、警察
から社会主義者とみられ、いつも特高警察官
に警戒されていましたが、たまたま彼が庄内
新聞と改題した新聞紙上に書いた論説の内容
は安寧を乱すという理由で検挙され、3カ月
？、投嶽されました。そのときの家宅捜索で
すが、いまから考えると、珍談ものです。潮
風は本の虫といわれるほど多くの書籍をもっ

ていたが、警官は書物の標題に『社会』とい
う2字のあるものは、一冊も残さず没収して
いったそうです。その後、本社は丸谷医院の

隣に移されました。
明治41年には民放系の鶴岡日報が創刊きれ

いまの鶴岡女子専門学校附近に社屋が建てら
れましたが、大正の末期、日開口の前にかけて
県下各方面に雨後のタケノコのように日刊新
聞が発刊されました。即ち山形市には山形新
聞、山形民報。米沢市には米沢新聞、よねざ
わ、米沢朝報。酒田には酒田新聞、両羽朝日
新聞。鶴岡市は庄内新報、鶴岡日報、鶴岡新
聞等。ところが大東亜戦争のため原材料の用
紙が欠乏のため、当時の内務省は一県一紙に
統合すべしという布令を出され、最後まで残
ったのは山形新聞だけになったのです。

終戦後一県一紙の制約が解かれてから、ま　　－
たまた郡少ブロック新聞が生まれたり消えた
りしましたが、結局迂余曲折があった現在は
山形市には山形新聞、庄内には荘内日報、米
沢では2紙が発刊されています。

さて戦前は政党をバックとした一種ご用新
聞的性格が強かったのですが、現在は規模の
別を問わず一般商業紙として一党一派に偏し
ない編集が行なわれていることであります。
昭和21年には新聞偏理綱領というものが全国
おもな日刊紙の加入している財団法人新聞協
会として発表され、この規程に基いてニュー
スや、論調をかかげているわけであります。
従って戦前は読者に配達する以前に必ず検察
庁や警察署の事前検閲を受け、これが解除に
なったのは昭和27年4月28日、講和条約締結
後でありました。

終戦後庄内で全国的な新聞種となったのは
昭和23年1月26日、東京豊島区長崎、帝国銀
行、椎名町支店の行員12人が、青酸カリで毒
殺された例の帝銀事件。その真犯人が鶴岡の
人だと断定、トノブに発表した東京の某新聞
があった。そのときは警視庁や東京の各紙、
地元紙の記者、カメラマンが殺倒しました。
その真犯人？と称された男が川代山の開拓地　、＿
の家にいるというので現地に急行したら、そ
の本人は『何用できた』といかめしい顔をし
て新聞記者連中を座敷に通したところ、床の
間には猟銃があった、お茶を出された。これ
に青酸カリでもはいっていないかと、ふるえ
ていた新聞記者もあったという。結局この事
件は東京某紙の完全な誤報とわかり、誤報さ
れた本人は名誉毀損で訴えたので、東京地裁
で争われたが、前に申した笹原潮風の仲介で
訴訟を取りさげたという一幕もありました。

そのほか、湯野浜を鶴岡・酒田両市間で激
烈な争奪戦が展開されたことです。あの町村
合併にまつわる騒ぎは生涯忘れ得ない深刻を
極めたものでした。その他いろいろあります
が、時間がないので、このへんでやめましょ

う。
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialtoal】

concerned？

「参加し、敢行しよう」

12月L警鍔位惰訝聞閥前鑓位l

出席報告

本日の出荷　会　員　数　　　62名

出　席　数　　　48名

出　席　率　77・42％

欠　席　者　阿部（裏）君、長谷川君、林君

平田（圭）君、平田（貢）君、富
樫君、金井君、中台君、大竹
君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君

佐藤（忠）君、阿宗君、白井君

前回の出席　前回出席率　72・58％

修正出席数　　　53名

確学出席率　85，48％

メークアップ　林君一酒田RC

嶺岸君一酒田東RC

三浦君一東京芝、麹町RC

手塚（林蔵）君一東京東RC

鷲田君一東京江戸川RC
五十嵐（八）君一仙台東RC

五十嵐（三）君、鈴木（善）君
－⊥綿岡西RC

ビジター　帯谷義雄君、和泉吉己君
一鶴岡西RC

ゲスト　殖産相互銀行鶴岡支店長
粕川文男氏

ソ　ング　それでこそロ・一タリー

リーダー　三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

★元会員金井国之助君が3月12日逝去

クラブから生花をおくり、会長、幹事おくや

みを申し上げてきました。

★嶺岸君の母親が逝去

御二人に対しむから哀悼の意を表します。

★3月16日から3月22日まで国際理解週間に

あたりますので、今日は、国際奉仕委員会で

司会していただきます。

★三浦君が芝麹町RCのチャーターナイトに

出席されその報告をねがいます。

★今日7時より会長宅にて定例理事開催

★千葉藤夫さんに記念品（銀盃）を差上げま

した。
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★鈴木善作君　去る9日私の妻の死亡に際し

ては、皆様に御心配をかけ、又クラブからは

花輪を頂戴し、又クラブの皆様方が御改葬下

され厚く御礼申し上げます。特に選衡委員の

方には、私の為、数回の会議を開かれ、三井

先生には誠に申訳ないと思います。

★千葉藤夫君　記念品を頂戴し、有難うござ

います。私も東京に居住をかまえましたので

上京の節は、是非御立寄り下さるようねがい

ます。

★国際奉仕委員長　高橋無一君

3月16日から22日まご、世界理解週間という

ことで、いくつかの催しをひらくようにとR

I会長から指示があります。私共色々と考え

ましたが、皆様方から御理解いただくのに、

張先生から万国旗をかり、例会場にかざって

理解週間にあたり、張先生の講演を御願いし

たわけです。世界理解週間に際し、世界平和

を祈願して黙蒔ねがいます。

★三浦君

東京芝、麹町RCの
チャーターナイトに出席して

両RCのチャーターナイトを機会に春の旅

行を決行した。東京一泊の後、新幹線ひかり

で名古屋に参り、30年振りに岡山時代の友人

に逢い直ちに案内を得て明治村、犬山城日本

ラインを見て美濃加茂市の河端の宿に一泊友

人と時間のたつのも忘れて懇談し得て大変愉

快でした。

翌日は多治見の陶器を見に参りましたが、

時間の都合で陳列場を見ただけご名古屋に帰

り親戚の家で数時間休養し5時のひかりで出

発2時間で着京しました。翌日は例の大雪で
一歩も外出出来ず、全く休養するより他あり

ませんでした。

13日は嫁もつれて国立劇場の芝麹町両クラ

ブの認証式に参加致しました。出席者は北海

道から沖縄まで約2，000人で大劇場も満員の

現状でした。353地区からの出席クラブは福

島県から3クラブ我が鶴岡クラブだけでした

麹町クラブは東京クラブより、芝クラブは

東京南クラブから分れたもので東京都内のR

Cは50を越したとのことです。特に変ったこ

ともありませんでしたが、入口に両クラブの

の夫人達が御迎えしてくれましたのは大変な

ごやかであり、RCは夫婦共々で協力参加す

ることが大切であると痛感しました。

幸い両RCとバナーを交換して参りました

ので御披露致します。其の後各種の用件を達

しましたが吉村氏にお逢い出来る機会を得た

のが色々の意味で大変有意義でした。会員の

皆々様に特によろしくとのことでしたので御

伝え申し上げます。

国際理解週間

1969．3．

張　　紹淵君

演　題■

ミロータリーの国際奉仕は

私、独りのものではなくモ

世界のすべての人々のものである。

話しの順序

ロータリー国際奉仕は何か、その日的とそ

の基礎事項にふれ、国際理解週間の範例を

あげて

私の奉仕要領を述べ、私なりの結論をして

みたい。

（御参考になれば幸いと存じます。併せてお

気付の点を御指導、御旗蛙の樫をおねがい致

します。）

＼＿／
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ロータリーの国際奉仕は何かその目的は

各会員がその話し及びその行動が世界の国

々の国際的よき理解と親善及び世界平和に

プラスになるように努めることにある。

各会員がこのような気持ちであるとすれば

どんな小さいロータリークラブでも又どん

な田舎のロータリークラブでも、非常に大

きな国際奉仕が出来るのであります。

R・Ⅰでは国際奉仕をばその良き成果をあげ

るため次の4ツの項目に分けている。

f）国際親善　　Ⅱ）国際学生企図

Ⅰ）国際情報　　Ⅳ）ロータリー財団

に分けて国際奉仕の成果をあげようとする

のであります。

これらの4分担の要項を列記すると。

Ⅰ）国際親善

（知識と創意の活発な交換をすること）

1）海外ロータリークラブを訪問するよう

にすること。

又訪問外国ロー一夕リアンを良く接待する
こと。

2）外国のロータリアンと友好的関係をす

るにほも今日の目標モ第706号を利用す

るとよい。

3）　ロータリークラブのプログラム交換計

画をする。
4）組合せ地区クラブ対クラブを利用して

地区クラブの接触を拡めるのも一方法で

ある。

Ⅰ）国際情報

（常に新しい考えで、かれらの身になっ
て国際的よき理解を進める。クラブ会員

の指導力を吟味すること）

1）大きな世界問題の研究は会員の家族で

少人数からやること。
2）クラブの中で、土地の集りや、他のク

ラブで国際問題の話をする適任者を見出

すこと。
3）　ロータリーの世界理解週間にどういう

計画をすればよいかを考える。

4）自分の土地で他の諸外国を代表するよ

うな会合があれば当クラブが主になって

やったらどうかを考えてみる。

Ⅲ）　国際学生計画

（外国から学生をクラブや会員宅に接待
すること、外国から若い人達を自分の地
域社会に、とまらせ勉強するようにやる）

1）外国学生を例会につれて来る。

国際学生目を催しする。
2）自分の地域に大学留学生がおったら、

会員家族に紹介する。又は月給でも入っ
たらおよびする。

3）自分達の地域社会の生活状態のどの方

面を見せたらよいかを考える。
4）今日の目標から外国ロータリークラブ

と共に青少年を我が地域社会に招待する

計画を研究する。

Ⅳ）ロータリー財団

（財団の知識を伝え、且つ支援し増進す
る。クラブ水準のロータリー財団奨学金

プログラムに協力を奨励する。）

目的は世界の国々の問のより良き理解と親善
によって輝かしい将来を希望するた削こある
－即ち調和のとれた世界平和になるようにす

る。

それには、
1）如何にしてよいロータリー奨学金学生

を見出すかを考える。
2）若しその学生が承認されたならば国際

理解と親善と平和に結んで教えることで

ある。
3）奨学金学生をクラブに招待する時期を

考える。
4）ロータリー財団の財政的援助を増すこ

とである。
5）ロータリー財団週間（日月中旬）をど

う計画するかを考えてやる。

世界理解週間1週間の日程範例

1）日曜日に　地域社会の宗教団体が世界

の国々の間のよき理解につなんで礼拝す

る。

2）月曜日に　市長がこれに関する布告

新聞及びラジオ・テレビの発表。
3）火曜日に　海外ロータリークラブから



書籍、雑誌の公開　展示会をやる。
4）水曜日に　ロータリークラブの和楽会

に内外の世界理解の功労者を顕彰する。
5）木曜日に　ラジオ・テレビで他国クラ

ブからのスライド公表プログラムをする

6）金曜日に　彼等の身になって大会を催

する。重要な国際問題の対論に本主旨に
ピックリ合うようなものを選ぶ。

7）土曜日に　国際舞踏会、又は私宅開放

でパーテーを最高潮にさせ友情を高める

私のロータリー国際奉仕の要領

1）外国語がわからなくても立派に文通が

出来ることを忘れないこと。
2）と今日の目標モからプログラム交換さ

れる国々のクラブを撰び出す。－そして
モ公式名簿モによってそのクラブの会長

の住所氏名を宛名に書けば文通が出来る
3）この要領にならって、－国対万国に容

易に文通が出来る。
4）　ロータリー会員許りでなく、地域社会

の人々もロータリー国際奉仕の気持ちに

もって行くことである。

5）すべての人々（ロータリアンであろう

が、なかろうが）一国対万国の文通が出

来ることによって、一番速く世界平和に

到達する。

むすひ

1）すべての人々お互いのもよりよき理解

に努めるモことが第一であります。

2）彼らの身になって考え、親善をつくり

ましょう。

3）お互いに、このような気拝であれば、

調和のとれた世界の平和が容易に到達す
ることであります。

ご静聴ありがとうございました。

例会場を万国旗で飾られ、20分にわたり、

張先生のフライドで国際理解を深めた。

この結論としてほ、ロータリーの奉仕は一

国対、万国旗を使用すれば第3次世界大戦も

まぬかれる。即ち世界平和に到達する。ロー

タリーの奉仕は、私1人のものでなく、世界

中のすべての人々のものであるQ

親愛なる会長様

西ハリウッド・ロータリークラブを代表して

私は会長さん、或いはあなたの会員の誰れ
かが、ロサンゼルスを訪問するようでしたら

私達の帝国庭園に御来光下されるように、御
招待したいものです。
私達のロータリー例会は木曜日の12時半か

らです。そして、この帝国庭園という美しい

日本料理店であります。そこには、きれいな

女の子達が私達の食事のお世話をします。そ
こでは少くとも1ケ月に1回は日本料理の献

立を致します。

あなたは、丁度お宅にいるように感じ、食　、｝■

事が出来ます。私達から叉、すぼらしい歓迎
をうけられることを受けあいます。あなたが
この手紙をあなたの会報に公開するようでし

たら、私の方にも一部お送り下さい。敬具

西ハリウッド、ロータリークラブ会長
エフ　フランズ　リズド

F FRANZ LISZT

PRESIDENT ROTARY CLUB

WEST HOLLYWOOD

IMPERIAL GARDENS RESTAURANT

8225SUNSET BOULEVARD

WEST fiOLLYWOOD，CALIFORNIA

（帝国庭園レストラン）
8225サンセット　ブルウァド

ウェスト　ハリウッド　カリフオルニヤ

幹事報告

会報　八戸、郡山西、石巻束、本荘、
米沢西、鶴岡西

献　　立

きしみ－平目

天ぷら－エビ、茄子、蓮根、獅子頭

味噌汁－ほうれん草、皮あげ

＼＿＿／
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例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

COnCerned？

「参加し、敢行しよう」

12月脛柁位惰欝閲欄前点筐位l

卓　　話　梅林め　ぐ　り　　佐藤伊和治君

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名

出　席　数　　　43名

出　席　率　70・97％

欠　席　者　張君、長谷川君、林君、平田

（圭）君、平田（貢）君、海東君
三井（徹）君、中台君、岩網君

大竹君、斎藤（信）君、佐藤

（昇）君、黒谷君、篠原君、新
穂君、小野寺君、薮田君、今
野君、阿宗君、中台君

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・朋％

メークァップ　佐藤（伊）君一東京日本橋RC

大竹君】酒田RC
阿部（賽）君、林君、

佐藤（忠）君一鶴岡西RC

ビジダー　広田勇一君、山形西RC

帯谷義雄君、五十嵐卓三君

東本敏直君一鶴岡西RC

ソング　我等の生業リーダー三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

会長報告

★私達に残された大きな仕事として、10周年

行事と会員拡大のことです。会員拡大は、R
Iより督促をうけており、残された期間で会

員拡大をはかりたいと思います。先般、皆様
より御協力を得まして、数名の方の御推選を

受けております。職業分類委員会やら、会員
選衡委員会の御審議により、又、理事会もこ
れを承認しました。候補者の名前を公表する

予定でありましたが、印刷の都合上、次回例

会に配布いたしますので御了承ねがいます。

★次回例会4月1日、会津若松において会長
幹事のインターシテーミーテングがございま

すので欠席になります。司会は副会長がやり
ますので御了承ねがいます。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



★金井君、先般私の兄の死亡に際しては、ク
ラブより供物、弔問下され厚く御礼申し上げ

ます。

梅　林　め　ぐ　り

佐　藤　伊和治君

梅が咲いたとの便りを受けて、心落ちつか

ず社用の寸境をさいて、2、3の梅林を観て

廻ることを思いたった。時は早春、尤も詩情
にみちた季節、2月24日朝、空は曇り時折り

綿雪が降る。お昼過ぎ仙台駅におりた。晴れ
ていたが寒さはきびしい。

大学校舎の在り方

梅の都、水戸に行くには3時間の待ち合せ
があるので、串を青菜山公園地帯に飛ばして
一巡した。案内した友人、武田君は、1々丹

念に説明してくれる。とても愉快だ。

真新しい立派な建物が、点々として山上に
輝いている。これが新しい東北大学の校舎だ
という。これは日本一の校舎だというすぼら

しい環境とほれぼれした。凡そ、大学が街の

まん中にあることは、如何にもまがぬけてい

る。附属病院も、此処に移すべきだと言った

ら、彼は病院だけは衛の中がよいでしょう、

と反対していた。森の都、仙台は、この学校
のあり方一つで、愈々生きてくる。本当によ

いものを見せてもらったと、厚くお礼を述べ

た。

梅の都、水戸についた頃は、既に暗かった
ので、1泊した。この度のことで水戸ロータ

リークラブ会長、加藤要治様、や会員諸兄に
は、たいへんお世話になりました。先に厚く

お礼申し上げます。梅林の同志、吉村龍次様
にも大いに激励されました。

弘道館公園の特色

翌、25日は、朝9時に宿を出て、水戸城址
のほとりを通って、弘道館正庁（学校御殿）

の正面の門を入った。

陽が、やんわりさし込んでいたが、ここも

風はとても寒かった。然し、2、3歩入った

瞬間、何んとも言えない感に打たれた。まず

園内を一巡した。玉砂利をふみしめながら。

清潔そのもの、老木、古木、の梅だけ20数種
類、300本位、植えられて、紅梅又白梅、活

香が、庭内いっぱい満ちあふれていた。ここ

弘道館公園を訪れて、僕は生きていてよかっ
たとさえ思ったい

資料によると、ここは天保12年（1841年）

水戸藩公九代の徳川斉昭（烈公）が、水戸藩
文武総合教育の場として、建てたもので、当
時18ヘクタールの拡大なもので、水戸武士の

勉強の道場であったという。この正庁の他に

文館、武館、医学館、薬草園、天文台、蘭学
局、などもあったのだが、明治元年（1868年）

勒皇佐幕の兵火にあい焼失して、この正庁だ

けが残って、現在のものは、1ヘクタール程

度の広さで、国の特別史跡に指定されている

実に美しい。それから、庁内に入ったが、歴

代藩公や、先生達の肖像を、堂々とかかげ、
遺墨、遺品、をきちんと陳列してある。

水戸城は、770年前、馬場氏によって、築

城され、その後、佐竹氏に変ったが、徳川家
康が、佐竹氏を秋田に移し、家康の第十一子

徳川頼房を慶長14年ここの城主となし親藩、

副将軍とした。以来、綿々として培ほれた、
水戸精神の風格の跡、充分と見ました。館中
に陳列されている遺墨の2、3を筆記した。

弘道館の梅を質する詩

徳川斉昭（水戸烈公）

＼＼、一／

弘道館中一樹の梅

清香笹郁として十分に閃く
好文あにこれ威無からんや
雪裡春を占い天下の魁

（好文とは梅のこと）

更に藤田東湖に至っては、

風塵色を弁ずるも
いずくんぞ天地の心を知らんや

と墨痕烈々たり。

弘道館公園の特色は、周囲が自塗の土塀で　＼■一
がっちりかこまれていること、更に植木が梅

の樹だけ、中には130年の古木があること、

白く又紅かく、ほのかに咲いている点にある
と思う。

水戸ロータリークラブ会長、加索要次さん

に実に立派で尊いものだ、と申し上げたら、

誠にお恥かしい次第で、と謙遥されますので

若い人達にわかるとか、わからないとかは問

題にすべきではない、私達を始め、先人のあ

とをたずねるのに、先人を偶像化して、考え
る人は、もう誰れもいない。唯先人が如何な

る時代に、如何なる生活をし、そして人間と

して如何なる人物であったかをたずねるのだ



から、価値あるものは立派に保存すべきだ、

と歓談しました。

鶴岡市致道館の復現

鶴岡市において、現在、致道館の復現に着

手しておられるわけですが、この弘道館は、

参考にするに充分の値があることを申し上げ
たい。

市民の倍楽園の雄大さ

ここをはなれ去ることを惜みつつ私達の車

は借楽園の表門に到着した。園内に入れば、

右手はうっ蒼たる杉林で、左手が見渡す限り
の梅林であった。梅林は、今を盛りと見た。

風は依然としてつめたいが、観梅する人達
は数千人、全面芝生、一番奥まったところに

好文事があり、千波沼を見おろして、西北方
に桜山丘陵がある。広さは日ヘクタール

（33，500坪）九代徳川斉昭（烈公）が、弘道

館建設と、同年、天保12年（1841年）着工し

翌13年7月に完成、梅3，000本余り、30数種

額。見晴らしの広場には、宮城野萩、100株
ばかりを混植し又霧島さつき、20余株を植え
て、春、夏、秋と開花させる。民衆とともに

楽しむための造園、と園内の「借楽園記」の

碑文に誌してあった。
現在は、紅梅、白梅、一斉に開き、何んと

も表現し得ない美しきだった。沈黙のほほえ
みか、静かなる闘魂か、梅は特異の美しきを

持っている。梅の樹は、誠に優雅である。梅
まつりほ、2月20日から、3月21日まで、数

十万人が群れ集う由。N・H・Kも、之れを兄
のがさないで、小屋がけの設備を持っていた

特に目についたことは、古木、老木、の中
に結婚記念日、にと2人の名札をつけたり、

誕生祝、の名札を明記した幼樹が少くないと
いうことだ。そして、尤も嬉しかったのは、

全庭、極めて清潔であることと、掃除してい
るのが、学生であったことです。そして、ス
ピーカーから流れ来る音楽は、琴の音一色で

あった。

水戸ロータリークラブに、メークしたとき

渡部バストガバナーが、熱烈に、学校争動を
論じ、最後に、我々ロータリアンは、インタ
ーアクト、並にローターアクトに、もっとも

っと真剣にとりくまなければならないと、30

分間、論述して、一同を感銘させました。

鶴岡に一大梅林を市民の手で造れ

僕は鶴岡に是非、梅林を提案したい。例え
ば鶴岡公国のテニスコート、バレーコートの

あたりは少し狭いが、ここを梅林にしてはど

うでしょうか。ばらは誠に立派だ、桜も、既
に名所である。中を梅林にして、美しく風格
のある鶴岡公園にしたいものだと考えます。

それは、市民憲章第1条の、実行と考えて、

市民みんなの手で、実行すべきでないでしょ

うか。

この際、倍楽園を一つの参考として、鶴岡

独特の美しい鶴岡公園にしたいものだと痛感

するのです。横浜大倉山の梅園、熱海の梅林
どれも寒風と降雪のためか、少し色あせてい
たが、あれだけの感銘を受けるのは梅の特異

性と考えたい。

鶴岡は尤も適地

之れが、鶴岡地方であれば非常に幸なこと
で、寒さも、降雪も、お彼岸で、一応納って

その後の開花になるから、梅花は、色さえる
し、果実は立派に結実します。水戸市のデパ
ートの食品売場は、お菓子でも、何んでも、

梅の水戸、水戸の味で、売り込んでいました

結　　び

終りに、重ねて強調したい、美の本質、美
の科学性、美の哲学は暫くおくとしても、桜

は、昔ながらの山桜はいざ知らず、染井村の

植木屋さんが、朝鮮済南島から移植したと称
される、所謂、染井吉野桜は、現在日本全国
至るところに咲き誇っていますが、この桜花

は、只、爛浮と誇るだけで、どう見てもアメ

リカ人には、ぴったりとふさわしい。

ヮシソトンのポトマック湖畔は、その代表

であろうか。アメリカ人は外観を主とする人

種である。ワシン1・ンの空は、実に美しいか

ら、彼等が喜ぶのは当然であろう。この染井

吉野桜を、山野にではなく街の真申に咲かせ
ることは誠に味気なく、そうぞうしぐ恰かも

大学の校舎が街の真申を占拠しているような
ものでしょうか。梅は、東洋人のものである

東洋人、特に日本人は、物と心と一和に観る

人種である。外観と同時に、現を観なければ
心落ちつかないのである。

長き寒雪に堪えて、春に魁けて、ははえみ

格調高き活香を発ちながら、静かに結実す
る。そして、白蟻顔をすることを全然知りま
せん。飽くまでも、高く静かなる闘魂とい

わんか。梅こそ、将さに日本人の花である。



この梅を、致道館庭園に更に鶴岡公園に、更

に亦広大な山に、植え尽して、鶴岡市観光地
の中心にせよ、と叫びたいのです。

附　　則

今一ことつけ加えさしていただきます。サ
クラを日本人のシンボルとしたのほ明治時代

に入ってからのことです。大官人の「サクラ

かざし」は実は我が「梅」だったそうです。

「花は桜木人は武士」「敷島の大和心を人間

はば朝日に匂う山桜花」は確かにあの可憐極

りない山桜であって今の染井吉野桜では断じ
てありません。それを明治時代に入って以来

終戦に至るまで強引に「花は桜木人は兵隊」
にして仕舞ったのです。

其の武士道美学においてほ、「死ぬことで
はなく、よく風雪に耐え常に縁、一剣君恩に

答う」と武士のシンボルは「桧」であったの

です。

このような歴史的過程は暫くおくとして、

最も大切なことは真に美しきものは何にかと
いうことです。現在の染井吉野に真の美を感

じますか。パット咲きパット散る花よりだん

ごではないでしょうかあじけなくそらぞらし

とまで極言する人もおります。
ここに至って私は我等の梅林こそ我等日本

人のものであって日本人の美的感覚にぴった
りしたものと確信します。私は水戸の先人と

水戸市長と水戸ロータリークラブ諸兄に甚探
の敬意を表する次第であります。

高校生ロータリー

三　滴　岩治郎君

先生を恩師とも思わず、学問の一員の相手
としている一部の大学生を除いても、一般学

生の考へ方の急激な変化を招来しておる現代
を見て、孫（東京の高校二年）の考へほと常
々心配しておったが、時折の通信には「ケバ

棒をふるう大学生の行為には反対」だと言っ
ておるので一応安心しておった。

過般上京の節たまたまロータリーの話が出

たが「ロータリーは金持で暇人のやることで

もっと社会で困っている人を援助すべきだ」

との意味の発言があったので息子は、そんな

ものでないと説明したが、物足りないので、

私はRCの発祥の由来と現況を話すと共に四
部門の奉仕の内容を解り易く説明した。殊に

社会奉仕の点に力を入れ精しく話をした。
そこで「それなら友人と蔵王に行くのをや

めて困っている社会の人を救済したら」と痛
い処をタタいて見た、困る人は何れの時代で

も必ず相当人数おり、これは国が救済すべき
だが、国民から無限に税金をとる訳にも行か
ないから我々RCは、一体となって、各種の

奉仕をしておる。
お前が何とか親の御蔭で生活出来れば、充

分感謝し、勉強と遊びをしながら、その一部
でも社会のために奉仕することだ。

「そんなことが解らないのなら、多額の金
を使かっての蔵王行きも、大学行きも止めた

らどうだ」と結論を出したら、やっと解って

もらえた様子であった。
その後蔵王に着いた時も、帰京した時にも

電話して釆たことは、少くとも一部分位は解

ったものと想像し、会話の大切なことを痛切
に感じた。

親の言うことには、よく反対するものだが

私の言うことは、よくきいてくれるので、今

後も学生のあり方や、社会に対しての考へ方
を、書きつづけ社会の人に親まれ、且つ役立
つ人間になる様、一層の努力を要するものと

痛感した次第である。

幹事報告

会報到着　石巻RC、天童RC
チャーターナイトの御案内

岡山東RC・岡山北RC
6月14日　岡山市民会館

登録￥3，50012時30分

終了18時30分

スマイル

金井君、無事葬儀終了され
栗本（西）会員、早退の為
五十嵐阜（西）会員、遅刻の為

献　　立

ライスカレー、サラダ

＼＿ノ
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顔問ロータリー

第499号

1969．4．15（火）小雨後暗

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al］

COnCerned？

「参加し、敢行しよう」

2月摩柁位悸嬰聞簡前謂位l

卓　　話　草の安全とタイヤ　　薮田誠樹君

出席報告
本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　43名
出　席　率　67．19％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、長谷川
君、平田（圭）君、平田（貢）君
富樫君、五十嵐（三）君、五十
嵐（伊）君、金井君、嶺岸君、
森田君、芸網君、大竹君、斎
藤（栄）君、斎藤（信）君、鈴木
（昭）君、黒谷君、小野寺君、
高橋君、金野君、阿宗君

前回の出席　前回出席率　77．42％
修正出席数　　　56名
確定出席率　90．32％

メークアップ　阿宗君一新庄RC
五十嵐（伊）君一酒田東RC
長谷川君、平田（貢）君、五十
嵐（一）君一鶴岡西RC

ビジター　清水透君一熱海南RC
羽根田正吉君一鶴岡西RC

ソング　奉仕の理想　リーダー三井健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

★新会員入会
粕川文男君　殖産相互銀行鶴岡支店長
上野三郎君　鶴岡合同食品株式会社

★粕川君を紹介　石黒慶之助君
粕川さんは昭和4年11月の生、昭和34生から
37年まで、余目支店長になられ、その後山形
市内の支店長、本社の業務部長から鶴岡支店
長に御栄展になり、奥さんと御子様と3人の
住まいです。どうぞよろしく。

★上野三郎君を紹介　佐藤伊和治君
昭和2年の生、福島大学の経済学部といって
も、あの当時は専門学校を卒業され、後、羽
前織に勤められ、今の合同食品が苦難の時に
入社され、それを完全に切抜けて今日の精パ
ン会社として、パンと菓子を作っております

最近では低蛋白の菓子の研究に専念され、駅
前には喫茶をかねた盾もありますし、荘内銀
行の前にも店舗を設け、彼の夢は生来立派な
店をもちたいということを念願しているよう
です。数回ローータリーに推選したが、なかな
か承諾してくれず、今回は彼自身から入会し
たいということですから、よろしく。

★上野三郎君自己紹介
私の経歴と仕事については、唯今御紹介いた
だいた通りです。私のようなものがロータリ
ークラブに入れていただくのは、ふさわしく

ないと思っておりましたが、こうして仲間の
1人にくわえていただき非常に光栄です。ど
うかよろしくねがいます。

★粕川君自己紹介
前人老千葉の後任として3月から鶴岡に参り
今回皆様方の御理解ある御厚情によりまして
入会を御承認いただきました事を本当に有難
うございました。ロータリーは今がはじめて
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で、色々の面からローータリーを通じて皆様と
一つの心になるんだということを非常によろ

こんでおります。すべてが一年生であります
ので、皆様の御支援を賜りますよう御願いし
ます。

卓　　話　車の安全とタイヤ

モーターリーゼーシ′ヨソの発展につれて、

草はスピード化し、車の安全性が世界中のあ
らゆるカーメーカーに課せられた最大のテー
マとなっていることは御承知の通りでありま

す。－
然しこの問題は単にカーメーカーだけの問

題でなく、車を型成している一連の部品メー
カーの問題でもあるのです。そこで私は職業
柄車には最も大切な足となっている。タイヤ
メーカーの動きに対して、その一部を本日御

話ししたいと思います。
御承知の如く車の安全対策の中のタイヤ安

全問題は一昨年とくに強く問題にされ、昨年
にはタイヤの安全基準の草案にまでなってお
ります。
その中でも最も強調された点と云えば、タ

イヤの耐久力であり、高速安全性能があり、
操縦性が良く、よく止り、横すべりがなく、
自動車に振動を与えず、横振れがないタイヤ
を製造する事が最条件とされ、これを充分に
取り入れるためにタイヤ安全委員会が設けら
れ、各企業と共同で安全対策を進めていくと
云うことになったのであります。

それでは、この様な問題を一昨年までタイ
ヤメーカーは全戯考えずに、唯タイヤはまる
くてころが九は良いとして製造して来たのか
と云あれることもありましょうが、そうでは
なく、従来の製造の製品を更により安全性能
の有るものにとしてこの問題が表面に浮き出
されたのであります。
扱て然らばタイヤの安全性の問題を解決す

るためにどの様なタイヤを製造し販売すれば
良いのか、この点について具体的に説明しま
すと、
第1タイヤの損耗度の限界シグナル付タ

イヤの製造
これはタイヤが摩耗して模様がなくなれば、
すべり止めの効果がなくなるばかりでなく大
事故の原因となりますので、そこでタイヤの
トレッドの部分にウェアーインジケーターを
つけてタイヤの安全性能の限界を示すことに
しております。つまりジグナルが見える所迄
摩耗したら新品に取り替えなさいと云うこと
であります。
第2　クギがささってもすぐパソクしない

タイヤ
これは本名チューブレスタイヤのことで、す
でに製造販売されてから10年以上になります
が、この種のタイヤ使用を多くしようと云う

ことです。これは名前の通りチューブを使用
しないタイヤのことです。勿論従来一般に多
く使用されているものと同様の黒いタイヤで
ソリッドタイヤの様に空気を使用しないもの
でなく、一定の空気圧を必要とするものです
このタイヤはクギがさきっても、そのクギを

抜き取ることさえしなければ24時間以上は従
来と変りなく走行出来るものであります。こ
れまでのものは、ややもするとすぐに走れな
くなり、特に走行中にこれがもとで大事故に
もなった例が数多くありましたが、このチュ
ーブレスタイヤを使用することによって、パ

ンクによる危険度を防止することが出来るの
です。すでにカーメーカーではこれを取り入
れているのも有りますが、大手メーカーの日
産などは今年の3月以降の新車に全面的に使
用することになっております。
第3　高速に適合した安全タイヤ

タイヤは普通走行しておりますと熱を発生し
ます。この熱は相当に高温でありまして、夏
分にとくに長距離走行した場合など、タイヤ
に手を当てることの出来ない程の熱さになり
ます。この発生する熱はタイヤにとって最も
強敵であり、これがもとでタイヤがバースト
を起し事故の原因となります。高速度道路で
のタイヤがもとでの事故の中、約8割がこれ
がもとです。この問題を解決するために一昨
年より市販されたタイヤにラヂァルタイヤが
有ります。これは高速に適応した然も最も安
全性のあるタイヤで、この種のタイヤの性能
と云えは、良い点だけで欠点のないタイヤと
云われ、自動車への振動が少なくブレーキ性
能、駆動性が高く、ロードフォールデソグが
良いなど、車の安全性の最大の武器と云われ
ております。当地方でも昨年来市販され、こ
のタイヤの東北地方第一番の使用者は当クラ
ブ会員の笹原桂一君であります。
以上ごく簡単に串の安全対策にするタイヤ

の関係を一部述べましたが、車の安全即ち交

通安全へのタイヤの役割は非常に重要なポイ
ントになっておるのであります。

この様に辛の安全の重要部分はタイヤに有
るのだと云うことを改めて御考え願えれば幸
いと思います。

幹事報告

会報到着　鹿児島西、石巻東、鶴岡西
チャーターナイトの終了挨拶

東京芝麹町RC

献　　立

マス焼、コゴメおひたし

ワラビトーフのお汁
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顔阿ロータリー

第500号

1969．4．22（火）暗後雨

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから一一一

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al】

concerned？

「参加し、敢行しよう」

2月脛柁位博訝聞犠闇捏位‡

出席報告
本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　42名
出　席　率　65・63％

欠　席　者　荒明君、長谷川君、林君、平
田（圭）君、平田（貢）君、富樫
君、石黒君、五十嵐（一）君、
金井君、嶺岸君、五十嵐（八）
君、三井（賢）君、谷口君、芸
網君、中山君、佐藤（伊）君、
佐藤（昇）君、黒谷君、笹原君
薮田君、金野君、白井君

前回の出席　前回出席率　67・19％

笠歪報警　82．昌子売
メークアップ　阿部（公）君一酒田東RC

長谷川君、平田（貢）君、五十

・・∴、・∴了∴一十、
鈴木（昭）君、小野寺君

一鶴岡西RC

ビジター　旅河正美君一藤沢RC
五十嵐卓三君、原田行雄君
帯谷義雄君一鶴岡西RC

ソ　ング　奉仕の理想リーダー三井健君

司　　会　副会長　三井　徹君

★来年度の委員会のメンバーを御覧いたきま
す。ロー一夕リーへローの候補者石黒君の御紹
介、これについて小花先生から御報告ねがい
ます。

★10周年記念事業につきまして、各担当の委
員会の委員長の経過報告、池内君、五十嵐
（一）君、嶺岸君、嶺岸君が本日欠席のようで
すが、先日の理事会では読む会誌より見る会
誌を主体とし、写真を多く入れたものを編集
するよう進めているようです。

★先日16日オハヨウ州視節団受入順準会が市
長室で開かれ、各団体から10名位集り、受入
れることに対しての準備を進めることになり
ました。もう一度メンバーの詳細を確め、団
体の性格を適格に把適して、具体的な受入体
制を整えていこうというようなところまで参
っております。

★例会後理事、国際奉仕の委員の方の居残り
ねがいます。

★三浦岩治郎さんが、ライオンズクラブ5周
年式典に会長代理として出席され、その報告
をねがいます。

★小花君
当クラブが、ロータリー財団の大学課程の

学生を奨学生としてスポンサーすることにつ
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いて、今までの経過を申上げます。

東北学院大学英文科の2年に在学している
石黒トシアキ君です。お父さんは、山形相互

銀行の大山支店長をしているので、こちらで
スポンサー出来ないかと連絡をうけ、第352地

区では、ロータリーへローの申請者がかなり

多く、第353地区ではないということで、御

検討いただきたいということで、当時本人に

話したら、こんどの4月にお父さんが大山か

ら離れることになり、幸い本籍は、飽海郡の

平田で酒田クラブが適当でないかと話もあり

ましたが、最近、平島さんからの連絡でお父
さんが温海支店長になられたとのことで、こ
ちらに入ることになりました。高橋ガバナー

も仙台で本人と面接し、第352地区ロータリー
へローの選衝にも石黒さんも出ていますし、

アメリカ人の選衡委員も色々テストしている

ので、彼は英語もすぐれ有望な青年であるし

、高橋ガバナーの要請もあり、スポンサー出

来ないかということです。

必要な書類の手続をすまし、5月15日まで
RIに届ければ実現するわけです。当クラブ

としては、始めてのスポンサーで若い前途あ

る方々の将来の為に大いに勉強していただき

たいと思います。

★池内君
クラブの10周年事業も1ケ月に迫りました

実行委員、理事会、並びに記念事業の総務委

員の皆様の御意見を聞きました、式典実行委
員会として第1回の打合会を24日6時より美

園で開催したいと思います。食事の都合もあ
りますので、名前を申上げます方は是非出席
ねがいます。

小花君、三浦君、早坂君、五十嵐（市）君、

飯白君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、谷口君、
五十嵐（八）君、手塚（林）君、白井君、崇谷君

金野君、上林君、阿宗君、篠原君、SAA、
五十嵐（八）君、親睦委員長の鈴木（弥）議案の

案を作っていただくようにおねがいしてあり

ますので、当日御持参願いそれを主体として

検討し、来月中句に案内状、プログラム等を

決定したいと思います。
★10周年記念事業社会奉仕の報告

五十嵐三郎君

委員長に変って報告申上げます。近年事の
増加にともない、非常に事故が増えておりま
す関係上、数回の会議をひらき、その御報告
を申し上げます。

日産自動車の御配慮により、交通安全指導

教材一式を安全協会に寄贈することに決定い
たしました。これは、小中学校の生徒の対照
に指導教育をするのが目的であります。

★ライオンズクラブ5周年に出席して
三浦岩治郎君

私が会長代理として出席しましたが、とに
かく若い人達が多いという感がいたしました

従って挨拶が長く、若々しい挨拶でした0ラ
イオンズクラブと申しましたら、ライオンを

どうかしたのかなあーと思っておったのです

言葉のあいじといいますか、全くライオンの

発声と同じことです。
私もライオンズのことを勉強して行ったの

ですが、ライオンズクラブというものは、住

を守り、秩序を重んじて我々の国、その国の

安全を守ることがライオンズクラブというの

だそうです。

社会奉仕を重点にやる、これは誠にそのと
おりで、社会奉仕には莫大な金をつかってい

ることは、皆様御承知の通りです。ライオン
ズとロータリーの発祥地がシカゴであるとい

うことです。然もロータリーは1905年であっ

て、ライオンズは1907年になっております0

丁度12年間位の差があるわけです。なぜ出来
たかと色々考えてみますと、当時アメリカの

経済が不況で、シカゴという土地は、さまざ

まの人種がいて常にごたごたがたえず、その

為にロータリーとライオンズがあい前後して

生まれたのではないかと思います。

当クラブの10周年におきまして、大体交通

に関する問題を取り上げているようですが、
ライオンズクラブもそうであったようです。

交通安全というものは、どんな方法を構じて
も事故がなくなるということも見通しもつか

ないただ一人々々の心の持ち方であると思っ

て来ました。

幹事報告

・会報到着　石巻東RC、秋田RC、新潟

RC、新潟東RC、新潟南RC
・チャーターナイトの案内

象潟、高田東、気仙沼
・第355地区年次大会案内

献　　立

とんかつ、ヒレ一、刺身、平目

味噌汁一豆腐、しいたけ、みつば
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牽‥丁≡干。囁膠■　諾E，…3記≡；ACLUB

品岡ロータリー

第501号

1969．5．6（火）暗

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

↓官長ど鼻甑／

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

willit build goodwi11and

better friendships？

4．　みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

2月摩柁位博訝聞犠闇提位璽

卓　　話　自分の会社の経営について

池内方平君

出席報告
本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　46名
出　席　率　71・88％

欠　席　者　粕川君、長谷川君、平田（圭）
君、富樫君、石黒君、金井君
嶺岸君、三井（賢）君、森田君
中台君、大竹君、斎藤（栄）君
斎藤（信）君、篠原君、辻君、
薮田君、金野君、白井君

前回の出席　前回出席率　65・63％
修正出席数　　　51名
確定出席率　79・69％

メークアップ　林君一酒田東EC
石黒君、五十嵐（一）君、嶺岸
君、五十嵐（八）君、三井（賢）
君、中山君、佐藤（伊）君、黒
谷君一鶴岡酉RC

ビジター　土田高之丞君一村上RC
藤森才誌君一中候RC
斎藤一郎君一酒田RO
石寺龍象君、工藤繁雄君

一鶴岡西RC

ソ　ン　グ　君が代、奉仕の理想
リーダー　三井健君

司　　会　副会長　三井　徹君

★山形クラブの今年度の会長渡辺一君が東京
で病気療養の処4月26日永眠いたしました。
鼓に生前の御交誼を深謝し謹んで御通知申し
上げます。休日につき弔意を表していません
が、近く弔意を表したいと思います。

★金井国之助さんの葬儀に際しての御礼状が
参っております。

★社会福祉思恩会々長に前田厳さんが就任さ
れました。

卓　　話　自分の会社の経営について

池　　内　　君

私が鶴岡に参りましたのは、昭和20年戦争
の最中でした。鶴岡には長く御世話にならな
いつもりで、この地方に参りました魅力とし
て、当時、食糧難で、鶴岡に行けば米が喰え
ると聞かされ、子供も多かったので、当時生
きるということが第一で、鶴岡に参ったので

す。
その後、東京に帰るべく、チャソスをねら

っておりましたが、今の会社の前進に一寸関
係したのが私の人生の大きな岐路にたったわ
けです。帰る機会を失って、今日まで御厄介
になっております。ささやかな事業を始め、
勿論金もないし、唯事業を続けるということ

会
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は、いかなる方法をとるべきか、私に考えさ
せられた一つの問題でした。

その当時従業員20名位でしたが、何か人の
やらないことをやったらということで、戦後
の混乱状態における、これからの日本の産業
のあり方ということです。これから企業をや
っていくことにたいして労使一体となった経

済、当時修正資本主義という言葉が聞かされ
ました。それは、戦後財閥は解体され、農地
は解放といったかたちで、すべてが日本経済
を崩濃に導くような、手段をアメリカがとっ
たのです。
我々は、これから生きていくには、どうあ

るべきか、我々は資本家になる資格もなけれ
ば、文金もないので、従業員と共に生きる道
を探すべきだということから修正資本主義と
いうことから、共鳴いたしたわけです。

修正資本主義と申しますと、本来の資本主
義は、資本から経営をやっている、あるいは
資本家は経営者をおいて事業を継続するとい
う形ち、資本、経営、労相この3つがあって
企業が経営されるわけです。修正資本主義の
場合は、勿論資本は別にもとめて、経営技術
者が必要なわけで、私は修正資本主義を一歩
前進させて、労使が資本家になって、そうし
て私は経営者として企業をする。
労使が資本家になることは企業によって得

た利益を、従業員に分配することによって株
をもたせる、そうして資本を増していく形。
それを15年程前考え、従業員に宣言してみん
なの協力を得て今日にいたりました。
現在私の会社の株85％は従業員が持ってお

ります。私は1割10％、これが私の考え方で
勿論、会社の利益を従業員にやることに対し
てほ、税法上何にも問題はありませんが、仮
りに私がとるとすれば、これは利益処分後の
社長賞与としてもらう時は可能ですが、その
前にとることは出来ない。従業員には少しづ
つではあるが、利益を配分し、増資にふりむ

ける形をとって来ました。
こういう資本を作る手段としての私の経営

方法、これは果たして良いか、悪いか、大き
な問題で後日皆様も私の立場にたってみた場
合、研究なきったほうがよいと思います。以
在私の会社にも労他組合がございます。数年
前は上部団体とのつながりもありましたけれ
ども、将来はやめた方がよいだろうというこ
とを話合って、今はありません。
組合は年に2、3回要求は出しますが、私

は常にいいますことは、僕のしめんは、総会
に於いて君達の票数に於いて可能であること
これは、君達に僕の首をあたえてやる、これ
が私の常套手段といいますか、これは、自分・
としても気が楽です。私の能力がなしと従業

員がみた場合、従業員から社長やめろという
声が出ると思います。
それは、最初から予期していることで、自

分もそのときは、喜んでやめる腹で経営して
おります。労使一体とした資本構成からいっ
た経営は、育つものならは一つのモデルケー
スとして、社会の対象になっても結構ではな
いか。これが私の唯一の楽しみであり、私の

人生の大きな目標であったように、今になっ
てはっきり認識しております。
そういう考えの当時は、自分もはっきりし

ませんでしたが、それから15年たった今日で
は、それを人の前でもいえるということが自

分でも腹がきまっている考えがします。
私の経営は、労使一体となった資本は従業

員に多くもたせて、自分の首を従業員から切
ってもらう、こういう形で経営している。こ
れはどこでも常用するものではありませんが
ある程度参考になるだろうと考えます。私の
知っている範囲では少ないようです。
事業の内容もありましょうが、こういう事

もあるんだと考えて、世の中は一年一年大き
く転換していく中で、これからの社会がどう
変るか、わからない現代に於いて、我々労使
関係に何か新しいものに我々は遭遇するので
はなかろうか。そうすることが利巧ではなか
ろうかと、予感もしないわけでもないのです
どうか、私の生き方を色々な目でみていただ
いて参考になれば幸いと思います。

会員誕生
阿部公一君、金井勝助君、小花盛雄君、
辻敬幼君

奥様誕生
石黒常様、加藤静江様、窯谷貞子様、
篠原多美枝様、鈴木久子（昭治）様、
林寿美子様

4月100％出席　　　43名

阿部（公）君、安藤君、阿部（嚢）君、張君、
早坂君、林君、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、嶺岸君、三井（徹）君、三浦
君、五十嵐（八）君、三井（賢）君、三井（健）
君、手塚（林治）君、中台君、中山君、大竹
君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君
鈴木（昭）君、篠原君、鈴木（善）君、新穂君
鈴木（弥）君、小野寺君、佐藤（忠）君、手塚
（林蔵）君、津田君、辻君、鷲田君、上林君

幹事報告

会報　尾花沢、鶴西、石巻、米沢西、
郡山西、東京、宮内

353地区年次大会　9月28、29日

献　　立　天ぷら－ヱビ、茄子、うど、竹の子、
獅子頭焼物一小飼味噌汁一わらび
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顔阿ロータリー

第502号

1969．5．13（火）暗

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．■　好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

3月腎ぎり提位惰訝閲犠闇筐位l

出席報告
本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　41名
出　席　率　64・06％

欠　席　者　阿部（公）君、安達君、長谷川
君、平田（圭）君、金井君、平
田（貢）君、五十嵐（市）君、海
東君、手塚（林治）君、中台君
岩網君、大竹君、斎藤（栄）君
篠原君、新穂君、笹原君、鈴
木（弥）君、佐藤（忠）君、高橋
君、手塚（林蔵）君、金野君、
阿宗君、白井君

前回の出席　前回出席率　71・88％
修正出席数　　　55名
確定出席率　85・94％

メークアップ　大竹君一酒田玉C

富樫君、石黒君、金井君、盛、
岸君、三井（賢）君、森田君、
中台君、斎藤（信）君

一鶴岡西RC

ビジター　五十嵐卓三君、斎藤繁雄君
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　石黒慶之助君

★会長の留守の問に、ロータリー財団に関す
る2つの嬉しいことがあります。

（1）既に小花先生から発表あったと存じます
が、大学生課程のフェロー奨学生として東

北学院大学2年生の石黒敏明君（酒田東高
平田町出身）を吾がクラブがスポンサーと
なったことを改めて彿

（2）ロータリー財団より

状が来ましたので、回覧

500％クラブ妙証

★三井副会長の渡米について

5月26日（月）第3鳥海jTr58分売

6月25日（木）第1鳥海18・07分着

三女先生の歓送会とか、餞別などを憂えま

したが、本人の堅い御辞退で、理事会におい
て図ることを一切行なわぬことに決定いた．・し

但し姉妹クラブ、NBWへは、本クラ与で
ミグリオニーさんの御逝去に際し、弔意を表

した。写真（張先生の御厚意によ窟もの）及

ぞ絵ローソク孝贈ることにしました0
－扁㌻クラブ創立10周年記念行事について

4月29日及び5月10日に理事並びに大会委

員長会議を閃き、大体の方針を決定した。後
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程、池内式典委員長より具体的な説明がある
と思います。

（1）社会事業としては、「交通安全教育用教
材積載車」に決定。価格は110万円、日産

並びに山形日産の御尽力により、60万円に
きまりました。6月10日までには間に合う

皆様の前で現物を市教育委員長へ贈る予定
です。

44年1月1日から5月日日までに山形県

内での交通事故件数は1，546件で、死亡32人

負傷1，886人となっております。

¢）10周年記念式典で、元会長、元幹事への

感謝状と記念品を贈ることについては、会
長には、ダイヤ入バッヂ、幹事には、′レビ
ー入バッヂを贈ることにいたしました。

（3）式典まで、もう3週間に迫まりました。

委員長より種々、役割を指名されるものと
思いますのでよろしくねがいます。

尚、特別会費未納の方は、なるべく早く
納めて下さい。

★創立10周年式典について　池内君

6月10日（火）例会を兼ねて行なう。会場

は、鶴岡市農協会館ホール、登録11時40分～

12時20分、式典12時30分、点鐘、国歌斉唱、

ロータリーソング、開式の言葉（副会長）、

来賓紹介（会長）、会長挨拶、物故会員の然
路、12時55分より、前会長、前幹事へ感謝状

記念品贈呈、13時釆費祝辞、市長、第353地
区ガバナー高橋与市民、バストガバナー安藤

徹氏、祝電披露13時30分、交通安全教材積載

車贈呈。閉会の言葉14時、14時18分祝宴、開

宴の言葉（池内式典委員長）来賓の言葉、乾
杯、懇親会、ロー一夕リーソング（手に手つな

いで）15時30分散会。

から30名、会費、会員2，000円、家族1，500円

他クラブ招待者以外の方は2，500円）
この他に御意見があれば幸いと思います。

幹事報告

★会報到着　郡山、鶴岡西、鹿児島西各RC
★第353区、地区協議会
1・日時44年6月22日（日）

8・50～9・20　登録

9・30～12・10　開会・全体会議

12．10～13・00　昼食休憩

13・00～14・40　分科会

15．00～15．20　全体会議閉会

15・30～16．30　懇親会

2．会場　福島市飯坂町

飯坂温泉市民センター
分科会場　飯坂小学校

3・出席義務者

1・次年度会長

2・次年度幹事

3．次年度会務奉仕担当理事
4・次年度職業奉仕担当理事
5．次年度社会奉仕担当理事

6．次年度国際奉仕担当理事
7・次年度ロータリー財団委員長若しくは

その担当者
8・次年度会報委員長

登録料　御1名3，500円

事務局　福島市飯坂町西滝1町21
ホテル　花水館内

飯坂ロータリークラブ地区協議会事務局

★荘内地区ロータリークラブ

春季親善ゴルフ大会御案内

酒田ロータリークラブ

親睦委員会
日　　時　5月25日（日）9時スタート

場　　所　湯之浜カントリークラブ

競技方法18ホールズ・ストロークプレイ

費　　用　各自負担
コンペフィー　1，000円

貨　優勝（トロフィーレプリカ賞品）準優勝
1位～5位飛賞、BG賞、BB賞、その

他多数用意してあります。

参加申込者は5月20日まで必着、酒田ロータ
リークラブ事務局まで、申込み下さい。

（式典参加の人員110名位の予定、来賓25名　献　立

焼物一鮭　天ぷら－えび、茄子、ピーマン
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戎岡ロータリー

第504号

1969・5．27（火）晴

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

3月脛相関訝聞観前為提位l

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　糾名
出　席　数　　　44名

出　席　率　68．75％

欠　席　者　荒明君、長谷川君、平田（圭）

君、富樫君、五十嵐（一）君、

金井君、加藤君、小池君、嶺

岸君、三井（徹）君、白井君、

中台君、大竹君、大野君、斎

藤（信）君、篠原君、笹原君、
辻君、薮田君、金野君

前回の出席　前回出席率　75．00％

修正出席数　　　56名

確定出席率　87．50％

メークアップ　安藤君一酒田東RC

五十嵐（一）一酒田RC

加藤君、小花君、小池君、今

問君、斎藤（信）君、白井君
一鶴岡西E C

ビジター　粟本敏直君、羽根田正吉君

一鶴岡西RC

ソ　ング　手に手つないで

リーダー　三井　健君

司　　会　会長　石黒慶之助君

★10周年記念も2週間後に迫り、各委員会も

御多忙でございます。後程池内委員長より御

報告があると思います。私から五十嵐（一）君

のかありに申上げますが、記念事業として、

交通安全教育教材積載車を贈り先について、

今までは市の教育委員会に贈ることにお話し

がありましたが、都合の関係で、鶴岡地区交

通安全協会に贈ることにいたしました。

その理由は第一保管、運営面で不理な為そ

れに心配した税金の面で、串の所得税が教育

委員会におあげした場合は無理だろうと思っ

ておりましたが、交通安全協会の方で、その

位の税金ならうちの方で負担するからという

ようなことです。

市の数育委員会の要望によって、辛が動き
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ますが、保管、運営面は安全協会でやりたい

とのことです。市の教育委員長とも話しして

是非そのほうがだとうであるとのことです。

市の教育委員会のほうで御行為に対し大変

有難いと申汐前、、

★前鶴席彗察署長の井上さんの話では、事の

野島の時に市内のパレードを行う。県警の

弟楽隊も入れ市内をパレードをする希望が実

／現しそうです。
／　★例会後記念式典の理事老各委員長の居残り

1軒に2名づつ泊りますと、30幹前後が民

泊ということになります。次期国際委員会で

充分検討していただいて、割出や負担労力を

考えておうけしなければならないと思いま

す。民泊は旧市内に限られたもので、私共お

うけすることを今から考えたいと思います。

幹事報告

会報到着　郡山西RC、石巻東RC、

村山RC、寒河江RC、

鶴岡西RC
ねがいき事′「＼＼

★′㌢方23日の晩来日するオハヨウ州視節団に　献　立

対しての準備会に出席いたしました0その報
′′告、計画を申上げます。

視節団は80名位でしたが、その後はっきり

した、メソバーがきまり64名の外人が来鶴さ

れます。この一行は8月15日に羽田着第1回

の訪問は新庄、8月18日翌日19日は鶴岡に来

られます。20日に酒田、21日秋田、22日盛岡

23日仙台、24日山形、25日福島、26日郡山、

会津若松の順で巡られます。

その準備委員の構成は、勿論両ロータリー

がはいっております。それに、ライオンズ、

高校の校長会、小中学校の校長会、婦人連合

会、市教育委員会、NHK、鶴岡教会、鶴岡

合唱連盟、鶴岡市青年会議所、芸術振興会、

以上のメンバーが構成されます。

その一行の内訳をみますと、64名中、女性

が40名、男性が24名、夫婦が17組、小中学校

の先生が13名、高校大学生が11名、看護婦が

5名、牧師が3名、事業の経営者、医師等の

職業の方はみえません。

民泊につきましては、ロータリーと、ライ

オソズが相当割当があると思います。この運

営につきましてロータリーが民泊をうけもつ

ようになると思います。次期会長三井先生が

帰国されてから具体的に進めたいと思いま

す。

刺　身一平目

天ぷら－きし、にしん、竹の子、こし頭

味噌汁－わらび、豆腐

＼一一一－－
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1969．6．3（火）暗

例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照七てから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al）

concerned？

「参加し、敢行しよう」

3月摩ぎ堰位‡ 莞訝園観前急提位l

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　51名

出　席　率　79．69％

欠　席　者　安藤君、池内君、海東君、小

池君、三井（徹）君、森田君、

斎藤（信）君、篠原君、谷口君

金野君、阿宗君、上野君、平
田（圭）君

前回の出席　前回出席率　68・75％

修正出席数　　　53名

確定出席率　82．81％

メークアップ　五十嵐（一）君一村山RC

大竹君一酒田東RC

金井君、加藤君、小池君、嶺

岸君、中台君、斎藤（信）君
一鶴岡西RC

三井（徹）君一外国

ビジター　三沢真衛君一山形北RC

本間庄一君一村上RC

五十嵐卓三君、帯谷義雄君
一鶴岡西RC

ゲスト　日産自動車（佐川さん）

荘内日報（斎藤さん）
鶴岡建設（木村さん）

ソ　ング　君が代、どこであっても

リーダー　三井（健）君

司　　会　会長　石黒慶之助君

★酒田クラブ、佐藤会長よりハワイから御手

紙が参っております。クラブ会員の皆様によ

ろしくとのことです。

★創立10周年記念を間近にひかえて、その準

備には各委員の方々が苦労されております。

後程、担当者より御報告あると思います。参

加人数は最初の予定通り110名にまとまりま

した。

記念事業の交通安全教育用並びに教材積載

車の件につきましては、委員長よりお話しが

あると思いますが、串が当日までまにあわな
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いことになりました。後程、委員長よりうけ

たまわりたいと思います。

現在10周年前におられた会員は10名だけで

す。その後65名の会員になっておりますが、

その当時の事はわからない人が多いと思いま

す。当時のガバナー現在由館にいる伊部さん

が発会までの御世話をなさって、チャーター

にも御出願っております。その当時の特別代

表としては、現在のバストガバナー安斎先生

が御指導いただいたということを聞いており

ます。

その当時の地区は350地区で、北海道、東

北が一緒でありました。その後1年たって、

佐々木ガバナーの時は352区、4年後に353区

にわかれ、現在に至っております。よくもこ

のような会に育ったものと思います。

小花先生の会長は実質上2ヶ年ではござい

ません。1ケ月前6月9日に就任され、その

当時会長に小花先生、幹事に安藤さん、22名

で出発したそうです。その後1ケ月後に新し

い委員長を迎え、7月1日からガバナーの御

指導により、現在の基盤の基礎をかためたよ

うであります。

この式典は私共内々の祝いでございますが

バストガバナー特別代表の2名の方にも是非

おいでねがいたいと思いますが、伊部さんは

外国に出張され、安斎さんは喜んで出席され

ます。

社会奉仕委員長　五十嵐（一）君

月10日記念事業として、交通安全教室の

が、都合のためまにあわず、贈呈式を6月

14日に変更いたします。当日は鶴三小の鼓笛

隊、警察音楽隊のブラスバンドで贈呈式を行

ないますので、会員各位の多数の参加ねがい

ます。

卓　話　　労仇災害の防止

鶴岡労佃基準監督署々長　今野敏雄

常日頃格別の御協力いただき有難うござい

ます。最近労佃省においては、昭和33年に産

業災害を防止するため5年計画をたて、昨年

からは第3次の5ケ年計画を実施します。

この対策の一環として、安全関係の法令の

改正、或いは、事業所に対する指導をつよめ

更に各種災害防止団体を通じて、事業場の安

全管理のすゝめ方、この対策に特に力を入れ

てきました。おかげで各事業場の安全管理に

対する認識が高くなってきました。

災害の発生も10年前に比較しますと、約％

に減少している状態です。

10年間に経済の発展、技術革新で職場に新

しい危険が多くなってきています。又、労他

者数も増加していますので、災害の絶体件数

はかたらずしも減少していない。特に死亡災

害とか重大災害はかえって増加しているよう

にみられます。

昨年、鶴岡田川地区の発生についても、死

亡災害が13件、休業4日以上必要とする災害

が501件もあります。前年に比較しますと、

死亡は30％増、一般災害では10％増という結

果です。特に災害の発生は夏が非常に多くな

っております。

最近交通事故の増加が、社会問題になって

おります。労相者が作業中、或いは勤務中交

通事故で亡くなったり、怪我をするような場

合、同時に災害に摘要する。現に昨年死亡し

た13人の内9人は交通事故、或いは、作業場

での車輌により死亡しております。又、一般

災害にしても事柄事故が増えております。

このようなことで労幼者災害防止の立場か

らみても交通事故防止の対策が大きく問題に

なっております。又、反面自動車の運転者の

過労により、居眠り運転、これが事故の原田

にもなっております。運転者の労傍条件の改

ヽ　J
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善が重要であります。

昨年運転者の労伽条件を改善する為に、特

に運転者につきましては、労使間の協定があ

る場合でも、1日の実作業の時間外労伐を1

日2時間以内、休日労肋につきましては、月

2日以内にとどめるという改善基準というの

を設け、この基準にもとずいて対策を進めて

います。このような事は他業種においても共

通の問題であり、一般業種についても改善基

準が自主的に守られることを我々も念膜して

おります。

交通事故は昨年全国で死亡した人が約1万

4千人、県内では約130人が死亡しておりま

す。労肋災害についてみますと、昨年県内の

事業場で死亡した人は52人となっております

県内の労仲人口は約25万人であり、労仲人口

1万に当り約2名が亡くなっております。

この鶴岡・田川においては、労仲人口1万

人に当り36人、県内の平均より非常に高くな

っております。この比率を比較しますと勿論

妥当ではなく、少くとも労助災害の死亡率、

或いは発生率が非常に高いということがうか

がわれます。

労仲災害につきましては、社会の関心がも

っと高くなければならないが、現実には高く

ないようです。特殊な災害については、報道

されているが、一般労伐災害については、あ

まり報道されていないのが現状です。労幼者

の社会間の関心もさることですが、労他者の

家族特に主婦の方につきましては、夫の職場

とか、或いは賃金とかは関心をもっておりま

すが、実際夫の仕事の内容とか、職場の情況

とかはあまり関心をもっていないようです。

労肋災害については、毎朝夫が出勤する際に

職場での災害に気をつけろというようなこと

の注意をあたえているのが、果たして何人い

るか疑問に思うことです。

このような家庭での無関心、無理解というよ

うなこともございます。

この数年来産業界全般にわたり、人不足が

深刻になってきております。労働力を確保す

る、或いは能率を高める対策として労他者の

取扱待遇、いわゆる労務管理について非常に

認識が強くなってきておりますが、この労務

管理の一部であります安全管理、この安全管

理は直接労幼者の生命身体、健康というもの

を維持するための対策であります。このよう

な安全に対する認識が非常に高まってきてお

ります。企業設備、環境につきましての改善

或いは労幼者の安全教育、更に家庭の協力の

よびかけ、このような積極的に努力されてい

る企業がふえてきております。その反面に於

きまして、労偽者の方の一部には、まだそれ

ほど安全意識が高くないような傾向がみられ

ます。例えば機械にとりつけている安全装置

を取りはずしたり、或いは危険な作業、特に

こうしよう作業に絶体必要な命綱であるとか

保安帽を着用しないとか、こういう例もまゝ

みられます。

原則として、労肋基準法は、使用者の方に

きがい防止を義務づけていることになってお

りますが、労他者に対しての、このような安

全装置、或いは工具使用ということを義務づ

けているのであります。労伐者の方が、こう

いった安全装置をはづすとか、或いは備付の

工具を使用しないとか、いうことになります

と、労併基準法にも違反しますし、そのこと

によって、災害が発生しますと、労災保険の

給付も制限される場合もあります。

又、同僚労他者に危害を加えるということ

になりますと、業務上過失で刑事上の問題に

もなります。このような事で、労佃者自身の

意識を更に高めることが絶体的必要でありま

す。唯使用者といたしましては、安全装置を

備えただけで安全管理の義務をつくしたとい

うことにはならない。

職場の情況を常に安全を保つ、又労肋者に

対して安全教育を施して、安全作業が常に励



暮されるよう指導し、或いは教育する必要が

あるわけです。特に最近安全の点検なり、安

全教育を実施するようよぴかける次第です。

本署としても安全管理の講習会ということ

につとめています。以前に聞いた言葉ですが

弁当と怪我は手前持ちという言葉があります

これは作業場での食事であるとか、作業の上

で怪我をした場合には労他者の自己負担であ

る。現在仕事の上での怪我は事業主の負担で

従って労災保険が給付されるわけで、こうい

う言葉は勿論意味がないわけであります。そ

れは自己の決巣についていえる事でありまし

て、自己の予防の面、安全につきましては、

労幼者の手前持ちという意識がまだ残ってい

るようであります。

例えば危険な設備、環境をそのまゝにして

おき、注意してやりなさい、或いは不注意だ

から怪我をするという云いかたであります。

使用者として安全装置なり、安全管理なり、

充分注意しても労他者自身が、それぞれ使用

しないとか、或いは備付のものを着用しなか

ったとかであれば、労幼者自身の自己負担と

いうことにもなります。

アメリカの言葉で、安全につきまして、プ

ールプルーフという言葉があります。これは

はかなものでも安全に作業が出来る、そうい

った設備環境の安全化をはかるという考えか

たであります。これは、労他者をおろかなも

のにしているものではありません。

安全について意識がひくい、或いは安全作

業について熟練していない労他者を棟準にし

まして、設備や環境の安全をはかる意味であ

ろうと考えられます。

最近、日本の企業におきましても、このよ

うな考えが積極的にとりあげられて来ていま

す。と申しますのは技術の革新作業環境の危

険性というものが増大している。普通の労他

者でも、その怪我をさけることの出来ない場

合が非常に多いわけで、当然こういった考え

方も必要ではないかと考えられます。唯、職

場の安全を完全にしましても、そのためには

オートメーション化するとか、そういう方法

が必要ですし、又企業の経済的な能力という

ような一定の限界があります。

労肋基準法では、使用者が法律上の義務とし

て、こうしたければならないという措置を定

めております。これは勿論、最低の基準で、

現実に発生している災害をみましても、この

ような規則に違反した為にきせいしていると

いうような災害は、全災害の僅か数パーセン

トである。その間災害は、このような法令の

基準に依って定められないでも実施しなけれ

ばならない事項であるとか、定めにくい事項

そういった災害が増えているということであ

ります。従って今後は、災害防止の為には、

何といっても事業上の自主的な安全管理とい

うことが必要になって来ております。勿論、

労仲災害を完全になくす為には、社会一般の

認識、責任感というものを高めていかなけれ

ば解決出来ない問題だろうと思います。これ

は交通事故、或いは公害問題、或いは最近よ

く聞きます子供の事故、こういったことにつ

いても同様であります。

私共といたしましては、この職場の安全と

いうことを打出して、使用者方、労他者の方

叉家族の方々の安全意識を高め、責任を高め

るということを通じて社会全般の安全水準が

高まるよう念願する次第であります。

幹事報告

会報到着　大江RC、天童RC、酒田東

RC、新発田RC、鶴岡西RC

献　　立

焼物一鱒大根おろし

ホワイトシテュウ、豚ヒレ、あすばらガス

トマト

みそ汁一豆腐、署荷



’69∠ゝ

曽丁＝≡〒。
報

轡　諾E，…3三〇…ごACLUB

顔問ロータリー
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1969．6．10（火）暗

例会場　庄内農協会館　4階ホール

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

COnCerned？

「参加し、敢行しよう」

警雷。提位惰訝閲暦象闇琵位l

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　51名

出　席　率　79・69％

欠　席　者　阿部（裏）君、長谷川君、林君

平田（圭）君、石井君、小池君

中台君、芸網君、斎藤（信）君

佐藤（昇）君、篠原君、薮田君

金野君

前回の出席　前回出席率　79・69％

修正出席数　　　56名

確定出席率　87．50％

メークアップ　海東君－指宿RC

安藤君－酒田東RC

池内君、小池君－

鶴岡西PC

三井（徹）君－外国

鶴岡ロータリークラブ10周年式典

日時　昭和44年6月10日（火）

式場　庄内農協会館　4階ホール

登録11時40分～12時20分

式典プログラム

開会　点鐘　　　　　　司会幹事　三井　健

12．30　国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

12・35　開式のことば　　副会長　三井　健

12．40　来賓紹介　　　会長　石黒慶之助

12．45　会長挨拶　　　　　　　ク

物故会員への黙躊　　　ク

12．55　元特別代表安斉徹先生への記念品贈

呈

元会長、元幹事へ感謝状贈望‥ク

13．00　来賓祝辞　　鶴岡市長　足達兼一郎

ク第353地区ガバナー　高橋与市

ク　　バストガバナー　安斉　徹

祝電披露　　　　　幹事　三井　健
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13・30　交通安全教育用教材積載車贈呈

贈呈のことば　会長　石黒慶之助

お礼のことば

交通安全協会長　五十嵐一郎

13・40　閉会のことば　　副会長　三井　徹

休憩（20分）

会長挨拶　　　　　　　　石黒慶之助君

本日は6月10日、時の記念であります。私

共ロータリーアンは、最も時間を大切にする

団体であります。この佳き目に私共の創立10

周年記念を迎えましたことは、非常に意義深

いと思います。

クラブ10年の発展をことはぎながら、薮に

祝賀の式典を催すことは、鶴岡市長はじめ、

ガバナー、バストガバナーの御臨席の栄を賜

り、又先輩各位、他のロータリー会員諸氏多

数御参席下さいまして、この式典を挙行出来

ます事、我がクラブとして誠に光栄でござい

ます。日頃の御厚意並に御支援厚く御礼申上

げます。

我がクラブは、今から丁度10年前、山形、

山形西ロークリクラブが、スポンサーになら

れまして、ここに御臨席頂いております安斎／′7

先生が特別代表になられ、会長に小花盛雄君

幹事に安藤足助君を選び、会員22名をもって、

昭和34年6月9日に発会したわけであります

その発会後18日目の6月27日早くも国際ロ

ータリー第350区の鶴岡ロータリークラブと

して、ガバナー伊部政次郎先生のもとに国際

ロータリー加盟承認伝達式を挙行されたわけ

であります。爾来10年の我がクラブは歴代会

長、幹事に人材を得、クラブの発展と奉仕に

尽して参りました。又、私共会員もロータリ

ーを理解しようとして、親睦を深め、又、微

力ではありますが、奉仕活動を続けて参りま

した。

現在、会員数は64名で、チャーターメンバ
ーは10人おります。この会員の数から申しま

すと、地区内で、2番か3番目の大きなクラ

ブになっております。10年の才月は一つのふ

しでございます。

ここで、クラブ10年の歩みをふりかえって

みるべきでごありますが、時間もありません

し、記念誌にのせたいと思います。我クラブ

の特徴とすべき部問を申上げますと、我クラ

ブは国際奉仕部問に活発でございます。叉、

青少年部間に対する関心も強いわけです。私

共のクラブ発会後、まもなくニューブランズ

ウイックロータリークラブと姉妹クラブを結

んで、互いに代表を交換しあし）ノ情報を交換

し、理解を探めて来たわけです。その外に常

時多数の海外クラブと交流をはかり、写真、

手紙の交換を常時やってまいりました。又、

交換学生についても先年アメリカに三井玉男

君を送り、向こうから、アイリン嬢を受けた

経験もありますし、今後もこの問題について

は、意欲的な考えをも′つておサます。

新聞紙上で、御承知と思いますが、先般次期

会長三井徹君御夫妻がニューブランズ・ウイ

ヅクを訪れまして交流を果されて参りました

その際、又交換学生の話も進んでおります。

後日申し上げますが、ニューブランズの会

長へソジ・ジェ一・ダーガテーより御祝いの

言葉を頂いております。又、ロータリー財団

についても、元会長張紹淵君が御骨折いただ

き、今回ポールハリスへローになられ、おめ

でたく、厚く御礼申し述べ、お蔭様で我クラ

ブも500％クラブ、地区内では一番のクラブ

になり、この名誉をわかちし走だ七ヰ朗ま

す。来年度は財団の奨学生をお受けする予定

でおります。

このような活発な国際奉仕の活動によりま

して、海外より、う旦たバーナーが125本か

ぞえております。又、国内に於きましては、

本日出席いただいております近隣友好クラブ

の外に、遠く鹿児島西クラブとも姉妹都市の

縁を結んでおります。会員相互は勿論ですが



情報の交換やら、インターアクトにつきまし

て色々御世話になっております。先年鶴岡西

高等学校に、又昨年国立鶴岡工業高等専門学

校にインターアクトクラブが出来ましたが、

その際は第373区のインターアクトの諮問委

員長をしております柴山先生並びに鶴丸OB

の片平君が、迄かなる鹿児島からおいでにな

って、御指導、御支援を頂いております。

次に、地域社会におけるロータリー活動で

あります。山形県インターシテ一・ゼネラ

ル・フォーラムのホストをやったり、鶴岡西

ロータリークラブの誕生の際にスポンサーを

つとめたり、或いは、地区インターアクト年

次大会のスポンサーをつとめたり、経験をも

っております。その外10年間の社会奉仕、職

業奉仕の業績も非常に大きいものがあります

私共64名は10周年を迎え、非常に喜こんで

おります。この喜びをわかちあうという事で

4つの記念事業を実施するわけです。一つは

鶴岡地区交通安全協会へ交通安全用教材並び

に積載車の御寄贈、第二は創立10周年記念誌

の発刊、第3はロータリー財団500％達成、

第4は元会長、元幹事えの感謝状の贈呈、こ

のように運びましたのも、会員各位の御協力

によるものと、この席から厚く御礼申し上げ

ます。

私共は、10年の歴史を顧りみ、過去の歴史

を反省し、更に、1970年代の10年を考えます

ときに、この辺で創立当時の勇気あるロータ

リー活動をもう一度よびおこしてみる必要が

あると思います。

最後に、この式典の為、数ヶ月前から、準

備されました式典委員長をはじめとして、各

委員の方々、又会場一杯写真を飾られた、此

会を盛り上げて下さいました張紹淵君の御厚

意に対して、拓く敬意を表します。

来賓御芳名（敬称略）

第353地区ガバナー　　　　　　高橋　与市

第353地区バストガバナー　　　安斎　　徹

第353地区分区代理　　　　　　高田　徹五

鶴　岡　市　長　　　　　　　足達兼一郎

山形ロータリークラブ副会長　　伊藤　彦六

山形西ロータリークラブ会長　　吉田　福平

酒田ロータリークラブ会長　　　佐藤　　勤

酒田東ロータリークラブ会長　　伊藤　富雄

鶴岡西ロータリークラブ　　　　桜井　瑞男

鶴岡商工会議所会頭　　　　　　今間壮大郎

（郷守重石工門）

鶴岡ライオンズクラブ会長　　　広田　　隆

鶴岡青年会議所理事長

鶴岡警察署長

鶴　岡　駅　長

株式会社荘内日報社長

NHK鶴岡放送局長

山形放送庄内支社長

ひさごや主人

米国交換学生

伊藤　　裕

（渡会俊正）

井上　春夫

佐々木活栓

佐藤寅之助

（代　　理）

高橋　無一

（常盤敏夫）

平野　五朗

村山　青郎

リーナ・マリーレーン′

物古会員佐藤貞吾氏夫人　　　　佐藤　静子

歴代会長及幹事氏名

会　　長　　　　　　　　幹　　事

小　花　盛　雄

三　浦　岩治郎

佐　藤　伊和治

池　内　方　平

斎　藤　栄　作

張　　　紹　　淵

早　坂　源四郎

斎　藤　得四郎

藤　定

池　繁

井　賢

台　吾　郎

穂　光一郎

岸　光　吉

原　桂　一

藤　　　忠

記　念　事　業

1．鶴岡地区交通安全協会へ交通安全教育用教

材並に積載車を贈呈する。

目録内訳・ゴーカート（ェソヂソ付）2台

安
　
小
　
三
　
中
　
新
嶺
　
笹
　
佐

助
　
治



・子供用自転車　　　　　　4台　　鶴岡ロータリークラブ物故会員氏名

・信号機（自動式）　　　1組

・道路標識　　　　　　　1組　佐　藤　貞　吾

・ワイヤレスマイク装置　　　　　　皆　川　仙　吉

（アンプ付）　1組　　広　瀬　謙　次
・同上教材積載車　　　　　1台　　金　井　国之助

2．創立10周年記念誌の刊行

3．ロータリー財団500％クラブへの目標達成

4・元会長並に元幹事への感謝状贈呈

他ロータリークラブ参加者御芳名（敬称略）

新庄ロータリークラブ　　　柿　崎　吾　郎

ク　　　　　　　　小　野　栄太郎

酒田ロータリークラブ　　　萬谷伊右工門

ク　　　　　　　　後　藤　　　勇

ク　　　　　　　　伊藤三右工門

ク　　　　　　　　磯　辺　一　雄

酒田東ロータリークラブ　　伊　藤　春　夫

〃　　　　　　　　小　森　　　保

ク　　　　　　　　村上七五三夫

ク　　　　　　　　西　村　石　蔵

鶴岡西ロータリークラブ　　足　達　一　見

ク　　　　　　　　原　田　行　雄

ク　　　　　　　　石　井　幸　雄

ク　　　　　　　　五十嵐　正　雄

ク　　　　　　　　工　藤　繁　雄

ク　　　　　　　　帯　谷　義　雄

〃　　　　　　　　羽根田与治兵衛

ク　　　　　　　　栗　本　安　基

ク　　　　　　　　水　野　垂　三

ク　　　　　　　　桜　井　　　活

ク　　　　　　　　佐　藤　　　拡

鶴岡ロータリークラブ元金鼻出席者御芳名

（敬称略）

板　垣　清　治　　　　荘　司　繁太郎

佐　藤　寅之助　　　　田　中　正　臣

／

）

（敬称略）

武
　
雄
　
書

信
　
順

島

崎

間

小
　
黒
　
本
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例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

3月腎雅位！莞訝閲犠闇筐位l

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　49名

出　席　率　76．56％

欠　席　者　阿部（公）君、平田（圭）君、富

樫君、五十嵐（一）君、金井君

三井（健）君、中台君、大竹君

斎藤（信）君、佐藤（伊）君、黒

谷君、高橋君、薮田君、金野

君、白井君

前回の出席　前回出席率　79．69％

修正出席数　　56名

確定出席率　87・50％

メークアップ　林君－東京西北RC

阿部（裏）君、石井君、小池君

佐藤（昇）君、　】　鶴岡西RC

ビジター　羽根田正吉君－鶴岡西RC

ソ　ング　我等の生業　リーダー　安藤君

司　　会　会長　石黒慶之助君

創立10周年記念が終って、何んかゆっくり

した気がぬけたような感じがいたします。64

名の全会員の方皆様の御協力をいただき、物

心両面で、御支援いただき、あんな立沢な式

典が出来た事を厚く御礼申し上げます。ガバ

ナー始め、他クラブから、良い評判が入って

おります。内容の充実等式典の関係役員達、

又張先生の御協力に対し、あらためて御礼申

し上げます。鯛の頭に未練を残しながら、そ

の鯛の頭をだしにして、委員会の慰労をやっ

た次第です。

今日は、三井先生のハワイ大会並ニュープ

ランズ・ウイヅクの訪問のお話しやら、海東

さんの鹿児島の訪問等ありますので、後程お

願いいたします。

インタークトクラブの事ですが、先日私が

鶴岡高専に参りましたところ、新しい役員が
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変って、会員17名非常に元気に会合を開いて

おりました。その庸上、インターアクトの年

次大会が8月21日、22日に飯坂で開催される

というこを聞いて参りました。又、353地区の

中には、5つのインターアクトしかありませ

んが、15日勿来RCがスポソサーになりイワ

キ高等学校にインタークラブが発会したよう

であります。

6月15日、秋田県象潟クラブのチャーター

がありまして、小花君、三井（健）君、私と

三人参りました。象潟は4年前から話があっ

たそうですが、やっと、誕生しました。観光

ホテルで式典をやり、鳥海山の六合目までバ

スで観光に参りました。残雪をながめながら

帰って参り、午後4時から、ホテルで祝賀会

を開催いたしました。民情豊かな、厚いもて

なしを受けて参りました。その際に気がつい

たことは、安斎先生が、祝辞の中に庄内は非

常に豊かな土地であるのに、ロータリークラ

ブが、鶴岡2つ、酒田に2つしかない。人口

40万位あるのに、4つのクラブしかないのは

怠慢ではないかということを話していました

象潟は由利郡で4番目のクラブ、ここの人

口が14万だそうです。14万に4つのクラブが

あるのに、40万の庄内に4つとは、おかしい

じゃないかというような事を話しておりまし

た。この事も考えなければ、ならない問題じ

ゃないかと思います。

来る21日22日の地区協議会への出席義務者

の方21日の昼過出発で、飯坂の旅館は、花水

館に決定なりましたので、御了承願います。

★バーナーの交換　象潟RC

★10周年記念にRIの事務総長のジョージ・

R・ミソズさんからお祝いの言葉を頂戴し

ておりますが、丁度歓迎会がありますので

6月28日（土）12時より、ホテルオークラで

開催いたしますので、御参加願います。

☆国際大会に参加して　　　　三井徹君

ハワイ大会だけで、参りたいと思っており

ましたが、鶴岡市からの依頼もありまして、

無理な日程でしたが、無事に予定通り帰って

参りました。

向こうに行って、我々予想した以上に、温

い歓迎をうけて、又向こうの交換学生関係の

家に泊ったり、パーマさんにも泊めていただ

いたのですが、向こうの明るい開放的な家庭

の雰囲気で、歓待して下さいました。

ホノルルの大会に4万人も集まるというの

で、大分恐れをなして取りやめた人もいるそ

うですが実際に集まった人は1万5千人でした

17日のついた日に、青少年の交換討論会に

出席し、翌日午前中、青少年関係の会議に出

席しましたが、交換学生が、もり上っている

ような感じでした。友愛の家に行き、バーナ

ーを交換して参りました。（チリー、メキシ

コ、ウェストハリウッド）交換に行きました

ら、当ラクプのバナーが大変立派で、当クラ

ブのようなバーナーはあまりなかったようで

す。

ホノルルは、ロバートさんから去年釆目さ

れた方で、案内していただき、夜は、楽しま

せていただきました。パゴダホテルには、錦

鯉が、たくさんいるのに驚きました。

28日午後から、ニーヨークに参り、朝6時

について、ニュープランス・ウイックから市

役所関閑の方2人、ロータリー会長夫妻、親

戚の者と、真嶋さんの長男の方が出迎えてく

れまして、気楽にすみました。今ハドソン川

に、世界一長いという、ナローブリッジを渡

り、ニ。．・－プランスに参り、早速クラーさん

の家に参りました。パトカー付で、市のお客

さん待遇で迎えてくれ、大変名誉な感じでし

た。市役所に参りますと、市長が若い婦人で

そこで、市長より托されたメッセージを渡し

市長さんには、木で作ったつちが、贈りもの



として、渡されました。それが、因縁のある

もので、此の地の出身の詩人シ／ヨイスキルマ

ーが有名な下記の詩想を得たオーク樹で作っ

たものです。数年200年の樹令の後枯れて切

ったものだそうです。

樹　木　　　　ギ三イス・キルマー

阿部嚢先生　訳

我は思う　一本の木の如く

愛しき詩をば見ることなけんと

甘く盗るる大地の乳房に

飢えたるロを圧しつくる木よ

葉の繁る腕を上げつつ祈らんと

ひねもす神を視つめいる木よ

夏が至れば　その髪に

駒鳥の巣を飾る木よ

その俵に　雪をも抱き

木は雨に親しみて生く

詩は余の如き患者も作らん

されど木は神ならで誰か作れる

ニュープランス・ウイックの日本墓地、ジ

ョこ／ソソの製薬会社、ラドガース大学、ラリタ

ン公園の桜等を見学して、夜市長のレセプシ

ョ：／がありました。ここには、ミグリオリニ

ー夫人が、おいでになり、クラブからのロー

ソクを差上げ弔意を表しましたら、非常に喜

こんでくれました。レセプションは100人位

集まってくださいまして、日本人の留学生も

数人おられました。その席上で、カサリン、

ゴークハイトという婦人の方が、この夏に日

本においでになりますので、是非鶴岡を訪問

したいといっておりました。

例会に出て、会長のメッセージを差し上げ

例のテープを頂いて参りました。両市の親善

を深めて行くには、どうしたらよいかとお話

ありましたが、交換学生が一番よいじゃない

かとの話があり、今努力中だからという事で

す。レセプションの後、此地らの市長からの

イジメコを差上げ、ミグリオリニーさんを悼

む言葉と、我々の訪問を感謝し、それから、

親善を深めようとのことで、螢の光で、散会

いたしました。クラーさんが博物館をもって

おりますので、これをみて、驚いて参りまし

た。ビングハントソ空港では、玉男が御世話

になった三家族が揃ってお迎え下さいまして

非常に温かく歓待していただきました。

又翌日バーチ←を閃いていただき、ロー一夕

リーアンも20～30名位集まってくださいまし

て、ここには、アイリンの両親が迎えに来て

くれまして、アイリンのところに1泊して、

翌日イセカに参り、そこから飛行機でニュー

ヨークに来て、その晩は雷雨があり地下鉄も

混雑し、ようやく飛行歯にのりパーマさんに

1泊して、色々見物させてくださいまして、

気楽なたのしい、もてなしを受けて参りまし

た。6月5日朝に羽田に着きましたがいくら

か親善に御役になったかと思います。

′一〆・－一一‾‾‾‾、

海東与蔵君

4、5日鹿児島で全国の専務理事

話し、それとどうじに、鹿児島会

り30日出発して3日］、1日の2日間鹿児島

訪問するので、商工会議所の方からも代表

として参加してくれとの勤誘があり、参加い

たしました。

鹿児島会の行動はかけあしで、汽車にのっ

ている時間が54時間、向こうにいる時間が24

時間30分、非常に強行軍でしたが、鹿児島西

ロータリーには、私自身公式な形でなかった

けれども、逆に鹿児島西クラブで、鹿児島会

の人が来るというので、調べてみたら、ロー

タリアンは、貴方が1人であったというので

私も面くらったのだす。その時のことを申上

げますと動労のスト関係で45分遅れて、鹿児

島に着きましたが、30日の白鳥9時27分出発



して、大坂が20時03分、それから大阪21時28

分の特急で翌日12時37分鹿児島に着く予定で

したが、遅れて着いたわけです。駅には鹿児

島県の総務部長助役2名鹿児島庄内会から会

長他ロータリークラブ会長以下20名位が出迎　献

えに来て、鹿児島商工会議所4名程が出て、

ブラスバンドで迎えられえられ県、市商工会

議所、鹿児島庄内会各団体から花束を贈呈さ

れました。

すぐに昼食をとり、今夜から翌日午前にか

けて、西郷南洲先生の遺跡を見て巡ったわけ

です。夜島津別邸のシゲトミ荘で歓迎会を開

いてくれました。その時に、10周年のメッセ

ージを頂いて、又記念品も頂戴して参りまし

た。メッセージにもありましたように、10周

年の式典に御招待を受けましたが、出席出来

ないのでというので、私が頂いて参りました

歓迎会に16名のロータリーアンが出席して

オカリバという猪の肉を料理するのが、本当

だそうですが、オカリバ料理で歓迎会をやっ

てくれました。その時インターアクトの件で

昨年招待いただきましたが出席出来なかった

8月の夏休に鶴岡高校のインターアクト学

生を派遣させたいというのでした。期日は、

後で連絡するとのことでした。

歓迎会には、副知事も出席され、又市長、

商工会議所の盟約について本年度中に、鶴岡

市長と打合せをして来年向こうから親善をは

かりたいということでした。又帰りには、け

ん木の苗をいただいて参りました。

幹事報告

例会場変更　能代RC、東京RC、長井R

C、酒田RC、山形北RC、

石巻東RC、上山RC

理事役員の通知　上山RC、本宮RC、新

庄RC

会報到着　石巻東RC、郡山RC、米沢

RC、村山RC、鶴岡西RC

象潟RC、郡山RC、東京R

C

立

盛合せ　ェビフライ、チキン自シチテ、野

菜サラダ、アスパラカス、トマト

小鯛浜焼

お吸物　豆腐、着荷

＼、．．ノ
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例会場　鶴岡市本町2丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

「参加し、敢行しよう」

3月摩柁位惰訝閲観前鑓位1

出席報告

本日の出陳　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　43名
出　席　率　67・19％

欠　席　者　阿部（公）君、阿部（裏）君、荒
明君、長谷川君、林君、平田
（圭）君、平田（貢）君、富樫君
五十嵐（一）君、嶺岸君、中台
君、岩網君、大竹君、大野君
斎藤（得）君、新穂君、笹原君
辻君、金野君、阿宗君、白井君

前回の出席　前回出席率　76・56％
修正出席数　　　56名
確定出席率　87・50％

メークアップ　黒谷君一飯坂RC

三井（健）君一象潟RC
大竹君一酒田東RC
阿部（公）君、五十嵐（一）君、
斎藤（信）君、高橋君

⊥鶴岡西RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

関俊秋君一神戸西RC
佐々木誠一君一能代南RC
根本茂君一花輪RC
工藤繁雄君、五十嵐卓三君

一鶴岡西RC

司　　会　会長　石黒慶之助君

★ロータリー号が完成して、会場前に陳列し
てあります。

このロータリー号の活動については、交通

安全協会と打合せ、会場、期日を更めて決め
て、実際の活動方法を決定したいと思います

さる21日から22日まで、地区協議会があり

飯坂RCがホストになり、この協議会には、

当クラブから副リーダーとして張先生、非常

にはりきった司会でした。
この協議会には、リーダーシップフォーラ

ムをかねておりましたので、会長、幹事、各

委員も全員出席し、7月1日からの年度に於
いて色々な報告があると思います。

会長任期を終えるに当り

私が会長として司会する例会は、今日で最
後になりました。

昨年の今頃は、その重責に緊張と興奮をお
ぼえ、この先一年をどうして過ごそうか心配
でお先き真暗な気拝でありました。正直に云

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
よ
み
ま
し
ょ
う



って無我夢中で最終例会を迎えてしまったよ

うです。暖い御支援を探く感謝御礼申し上げ
ます。

私は、会長をお受けせねばならないと決意
してから、先づ例会を楽しく運営したいと考
え、元会長さんや先輩のアドバイスを受け、

ああもしたい、こうもしたいと私なりに、夢

を画いたのですが、いざ会長とたっても、任

期前半は勉強不足で、マイクを守るのが精一

杯で、とても、心の余裕が無く、半ば頃は、
高専のインターアクトクラブの発会や地区大

会の準備、更には私事で恐縮ですが娘の初お

産や長男の婚礼などもあり、そして後半任期
末には創立10周年記念行事を迎え、ただあわ
ただしく、走り馬の糞のような取り止めのな

い仕事で終ってしまいました。

従って、クラブ自体の奉仕活動たる、会員

家族の親睦増進とか、情報活動とか、内部拡
大とか等には殆ど手が出ず、例会も特別行事
のため撹乱され、楽しい魅力ある例会には凡

そ廠遠いものになってしまいました。

また、会費の値上げ、10周年記念の高額な

特別会費の徴収など、更に皆様には大会や行
事などのため御多忙な中を種々な仕事を担当
して戴きました。

特に、今年度は行事が多かったので、副会

長・幹事を始め役員各位には、年間20数回の

理事会・役員会・委員会に参加され、熱意を
以って会務に参加し敢行されました。この席
よりその御友情と御努力に心から有難く御礼

申し上げます。
これを要約すれば、皆様から見れば、過去

10年間の歴代会長の中で「人使い」「金使い」

の最も荒い不届きな会長であったと言えそう

です。それと同時に、私としてほ第十代目の

会長として、全会員の御支援のもと創立10周

年の輝しい式典を司会させて頂いたまことに

幸運な会長であったと思います。
最も良く奉仕する者が最も多く利得すると

聞いていますが、不届きな会長が最も幸運な
会長となったようです。

年間最も行事を一つ一つふり返って見る時

間がありませんが、年間を通し、会務を担当
し特に有難かったこと、それから私が出来な

かったことで恐縮ですが、次年度是非、研究

して戴きたい事などについて二、三述べせて

戴きたいと思います。

先ず第一に有難かったことは、皆様が健康

で一名の脱落者もなく、私を御支援して戴い

たことであります。私は力がないので年間行

事の大部分を、夫々有能な会員におまかせし

御支援をお願いしました。その方は、お忙し
いのに、誰一人としてnoと云った方は無く、

私を助け、私を指導して下さいました。これ
はロータリーの美しい慣習でもあり、10年の

キャリアを持つ吾がクラブの特徴でもありた

いと思います。地域社会で最も多忙な業界代

表であられる会員が、全くの無報酬で、貴重
な時間を費やし、奉仕していただくことは、

「ロータリーなればこそ」と思います。本当
に有難く心から御礼申し上げます。

次に、今年度どうしても出来なかったこと
で恐縮ですが、皆さんで是非研究して戴きた
いことであります。次回例会からは、マイク

が仲々私に廻って釆ないと思いますので、こ

の席をお借りして提案致します。

其の一ほ、クラブの執行者と会員との間に
の融和を持つにはどうすれば良いのか。換

すれば、少数の先駆者によってロータリー

動くのでほなく、会員みんなが誰でも発言
出来るような雰囲気の中で、クラブが運営さ

れるにはどうしたら良いか？　と云うことで

す。大変難しいことでありますが、クラブの

発展のためにみんなで、ゆっくり研究して見

ねばならない時点にあるように思います。

其の二は、クラブの内部拡大と外部拡大へ
の努力についてであります。

前例会でも一寸触れましたが、象潟RCチ
ャーターの際、安斉バストガバナーに指摘さ

れたように、人口14万人の由利郡には本荘、

矢島、仁賀保、象潟と四つのRCがあるのに

人口30数万ある大庄内に四つのクラブでは不

甲斐ないではないかと激励されました。
また、数日前、お聞きしたのですが、近く

鶴岡ライオンズクラブがスポンサーとなって

最上郡金山町へ、同時に新庄ライオンズクラ
ブがスポンサーで真室川町へ夫々新しいライ

オンズが発会するそうであります。更に酒田

のライオンズは遊佐町に新クラブの誕生をね

らって居るそうです。

私共はだまって徒手傍観して居られないの
ではないかと考えます。そして少数の役員に

まかせるだけでなく、全会員が進んで内部拡

大即ち、若い優秀な会員の入会や外京拡大即
ち、近接町村へ新しいクラブを作るようこ、

努力すべき時点のようであります。弥こ潜越

＼、
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な提言であり、失礼お許し願います。

放て、クラブは、7月1日より、新しい
Target－キReview and ReneⅣモのもと、新

しい第11年度をむかえるわであります。幸い
にも、ロータリーに極めて熱心な三井徹先生

を会長にむかえ、経験豊かな優秀な理事が会

務を担当されます。益々Fellowshipを深め
Balanceのとれたより良いロータリークラブ

に発展するよう心から祈念致します。

この一年間、皆様の温い御同情により、曲

りなりにも任期を終えさせて頂きます。本当
に有難く心から御礼申し上げます。

日展の開催について　　　　小野寺清君

皆様御承知のとおり、日本でもっとも伝統
のある造形美術の相互柔術としては、極めて

有名であります。文部省がその前身として、
即帝展時代、ぜん展時代、国営というかたく
るしいものでは、造形美術として、日本全国

から集めるのに不適当であるという考えから

社団法人日展というものを催し織して、国営を

やめたわけです。
日展が開かれてから11回、その11年間東京

都だけで開催するのは容易でない。社団法人
日展の本来の使命からすれば、全国巡回して

おみせすることが大きな使命であると考えた

わけです。＝年前から毎年全国で7カ所で開

催しているのが日展（地方展）と申しており

ます。
たまたま昨年11月に当社にも呼掛がありま

したが、県と山形では過去2回程開催したこ

とがあります。不幸にして、庄内地方では、

会場の条件、謂は人口が少ないという面で、
これを開催するのが出来なかったわけです。

日展当局としては、山形県では庄内という

ところは、極めて関心がたかいというので、

県及び教育委員会、並びに酒田・鶴岡両市の
教育委員会等共催して、勿論社団法人日展そ
のものも共催して、開催しようじゃないかと

いう呼び掛けがありました。この大きな展覧

会を、果たして開催することが出来るか、ど
うか、色々な条件がそなわなければ出来ない
ので、検討した決果、やることにふみきった

わけです。

今年は、京都市が主催でやっておりますし

次に名古屋、四国、更に、神戸、神戸市役所
がこれをやっております。北海道では、北海

道新聞、北海道庁共催で開かれております。

松江でもやっております。唯今北海道札幌
のスポーツセ∴／クーでやっておりますが、次

に当鶴岡市で開催されます。この会期は7月

6日から22日間、第1会場は、鶴岡市体育館

洋画が132点、彫刻46点、書が49点陳列いた

します。第2会場は、日本画が76点、鶴岡中

央公民館、第3会場が商工会議所3階工芸美
術の78点、360点を陳列いたします。

この360点というのは、本展の上野で閃か

れます都市美術館にだされるものは、大体監

査、無監査、役員中のものをあわせて、3，600

点程陳列されますが、その中から、地方展に
は一つ一つ優秀なものを360点選んだわけで

す。私共遺憾に思うのは、360点の中に、山形

県に庄内地方から出品して、入選された方も
360点の中にもれてしまった人もあるという

ことは残念であります。この360点に地元の

方で、出品がもれた方は、又特別に出品した
いと思います。

この作品は360点が参りますのが、7月3日

午前9時から10時頃までに札幌から到着いた
します。ただちに陳列に入るわけですが、こ
の指導に社団法人日展の責任者である工芸美

術家の山崎先生を理事長とした関係者7人の
巨匠の方々が当鶴岡に3日から6日まで滞在

されることは、地方展を開かれることは偶然
のことで、又このような造形美術の日本の巨

匠、大家がお揃いでおいでになることも偶然
のことであろうと思います。鶴岡市長主催の

小宴、或いは、鶴岡の足達さんの小宴をお願
いしております。なにしろ、地方では、又後

日開かれるということは期待されない日展だ

と思いますが、幸い、各方面から小・中学校

高等学校に至るまで事業の一環として御覧に
なる、又民間の方々も観賞される方が多いよ

うであります。

職場では、色々なケースがあり、例えば東

北電力さんでは、観賞料の半額を補助して全
員がこれを見ることというようなケース、或
いは、鶴岡警察署の署長さんが、全署員を一

人残らず観賞するようにと、これをおみせ下
さるそうです。その家族の方も観賞させると
いうような、或いは又、町内会、PTAの母

の会、婦人会等の団体、農村からは研修がて

ら申込があります。
ロータリアンの皆様も、是非御覧になって

もらいたい。



神戸西RC　　　　　　　　閑　散秋君

この会に出させていただき、この会は目出

度く10年目を迎えたそうで、誠にお日出とう
ございます。私共のクラブは、来年度が満15

周年にあたるわけですが、丁度このクラブと

同じような60名程の会員をもっております。

出席ということを私から申し上げます。実
は、チャーターメンバーで入会して、最年少

会員の36才で入会しました。神戸には歴史の

非常に古い、神戸クラブがあります。その中
にロータリーの神様といわれる方がおられま

す。私の会の設立につきまして、非常に御骨
折りねがって、私36才の年令で出させていた

だきまして、どうしてもロータリーというも

のは、お年寄りの会で窮屈であるというので

出席を非常にやかましくいわれたので、私は
その時、事業、出席について、どちらを優先

させるべきであろうと、ロータリーの本来の

精神からいうと、自分の事業を通じて社会に
奉仕する、これが本来の精神であるなら出席
というものに、とらわれることないじゃない

かと、いうことで実は、体は健康でありまし

たが、毎年1回ないし、2回は意識をして欠

席したわけです。
ロータリーの規則が非常に運営を固苦しく

し、ところで私のクラブにおきまして、最初

の5年程出席を100％になってから、ロータ

リーでは御熱心でないとおかしいのですが、
バッヂにとらわれない会長、幹事を選ぼうじ

ゃないかと、私達のクラブの内部における計

画をたてたのですが、それが、非常に不似合
な会長、幹事に就任なさって、その当時まで
は私共のクラブ368区、四国、大阪、岡山ま

でふくめ、大きなクラブをもっておりました

が、僅か40名たらずのクラブでした。

どうも100％の達成も出来かね、その運営

をあまり固苦しくなく、やかましくいわない

会長、幹事が生まれましてから、現在368区
72クラブがありますが、72クラブの内、年間

100％持続しながら優秀なクラブの表彰をう

けているわけです。そうした雰囲気の中で、

私が反省してみますと、近隣クラブの方々が
私共のクラブに来ております。

私達のクラブに大勢の方が出てくれますが
なぜ多くの方々が私のクラブに来てくれるの
ですかと開きますと、このクラブは非常に気

楽でよいんじゃと、このような話をされるわ

けです。これは出席委員長の方に私の経験を

話して、クラブの出席率をよくするというこ

とは、クラブ自体が、家庭的な団欒の場であ

って、愉快なクラブの運営がなされれば、自

然に足が近づいてくるので、ロータリークラ

ブはこうやって、こうしてというようなこと

は、かえって窮屈に考えるのです。本日この
クラブに立寄って出させてもらい、誠に有難

うございます。

私も、この年度末に出席をひかえているわ

けですが、朝から晩までスケジュールがつま

っていて、本日この席に出席させていただい
て満9周年目の100％は達成させてもらいま

したと、皆さん有難うございました。

小花君

皆さん御承知かと思いますが、若いプラン
ダリー青年の方がやっております、青い鳥の

会が、鶴岡に3回目だと思いますが、目のみ
えない若い方々の青い風という楽団がありま

す。

酒田でもやりますが、鶴岡ではまだ報道活
動はしていないようですが、この青い鳥の若
い方々が中心になって一生懸命、青い鳥の会

を成功させようと、努力しておりますが、当
クラブにも、皆様に御参加いただきたいとい

うことで、お靡いやら、入場券が参っており

ますので、一部200円でございますので、お

敵い出来れば会員の方、御家族の方、社員の

方に御敵い出来れば有難いと思います。

献　　立

あんかけ－鱒

野菜揚げ一竹の子、茄子、さつま芋、ピー

味噌汁一鯛、豆腐
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