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顔問ロータリー

第506号

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


