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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

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？

ク隔りを取り除こう寸

本日の出席　会　員　数　　61名
出　席　数　　　47名

出　席　率　77・05％

欠　席　者　阿宗君、長谷川（文）君、橋潤君
五十嵐（伊）君、栗谷君、金野君

展岸君、三井（徹）君、三井

（賢）君、中山君、斎藤（栄）君
佐藤（伊）君、薮田君、斎藤

（信）君

前回の出席　前回出席率　73・77％
修正出席数　　　53名

確定出席率　86．89％

メークアップ　林君一東京目黒RC

阿宗君一新庄RC

薮田君一高畠RC

阿部（公）君、上林君、黒谷君

手塚林治君、富樫君
一鶴岡西RC

ビジター

帯谷義雄君一鶴岡西RC
五十嵐単三君一鶴岡西RC

会員誕生

長谷川文清君、早坂徳治君、五十嵐八郎君
金野松弘君、中山一三君、斎藤得四郎君、
笹原桂一君、篠原一郎君、谷口晴敏君

奥様誕生

海兼幸子様、金井百子様、小野寺桃枝様、
大川晴子様

皆出席

2年間皆出席　三井健君

1月100％出席者　45名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君

張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、林君、

飯自君、池内君、石黒君、五十嵐（三）君、
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、黒谷君、五

十嵐（八）君、伊藤君、海東君、上林君、小
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花君、小池君、今問君、敬岸君、三井（徹）君

、三井（賢）君、三井（健）君、岩網君、小野寺君

大川君、磨君、斎藤（栄）君、佐藤昇君、佐藤

忠君、新穂君、鈴木（弥）君、篠原君、谷口君
高橋君、手塚林治君、浮田君、富樫君、鷲田君
薮田君、上野君、鈴木（善）君

会長報告

過般当クラブの10周年記念誌が出来上り、

事務局の方から元会員の方々及び近隣クラブ
の方に発送しました。このことにつき御礼状

が沢山届いておりますので回覧します。また

元会員の吉村さんから、50周年誌有難うとい

う礼状と共に、何かに使ってくれとのことで

5千円送られてきました。これをスマイルボ

ックスに入れさせていただきます。

元会員では吉村龍次さん（NHK）、新野
武さん（山銀）、森田正一さん（山相）、大
竹鍾一郎さん（山鋭）、佐藤仁太郎さん（富
士石油）等から礼状が届いており、それから
バストガバナーの村上さん、安斎さん、佐藤

武夫さん、三島さんから、礼状が届いており
ます。クラブでは横手RC、田島RC、東京
RCから夫々礼状が届いております。

次にクリスマスカードがウインRC、オー

ストラリヤのキャンベラRC、サオスアンポ

イRCから届いております。

今日の例会の寸前に理事会を開き、そこで
決めたことをご報告します。この前にお話が
あったが、はっきりしなかった鶴岡文化会館
の寄付金については、当クラブとして18万

（25万円のうちの当クラブ分担分）をスマイ
ルボックスから出させていただくように決め

させていただきました。なお鶴岡西RCから

も内諾を得ており、合せて25万円を寄贈する
ことになります。

これは、改めて徴収するのではなく、スマ

イルボックスの基金の方から出させていただ

きたいと思っております。

それから、新年度までほ間がありますけれ
ども、次期の役員の選挙、この時期が近づい
ております。定款によると、次期役員の選挙

は総会で行うということになっており、総会

の1カ月前に予告をしなければなりません。

それで、3月2日の例会を、次期理事役員指
名の総会に切り換えさせていただくこととし

それの予告をいたします。ただそれ以前の間

題として選挙の方法を、定款の通りにやるべ

きか、それとも指名委員会で指名した方がよ
いか、指名委員会の方法を採るとすれば、ど

ういう構成をしたらよいか、というようなこ

とを次回の例会までにお考えねがいます。

その方法に塞いて、次期役員の選挙をさせ
ていただきたいと思っております。

若し、今日よい意見がありましたらご発言
をねがいます。

なお慣例によると、定款の通りやったとい

う記憶がないので、今までは選考委員会に拠

った方法が多かったようです。昨年の場合は

指名委員会に自分が入っていると、自分がな
らないと言うことがあり、絶対ならない人、

即ち元会長はこれに当てはまるので、その方
々が指名委員会を組織して決定されたようで

す。

それから、少し時期的におそくなり、これ
には種々事情がありおくれましたが、会員の

辻さんが12月一杯で退会されました。その意

志表示があり、理事会で承認したのでご報告
申し上げます。

またインターアクトの認証状の伝達式が2

月6日に行われます。
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インター7クト認証状伝達式

出席要請について

安藤定助君

来る2月6日（土）14時から15時30分まで

高専において、インターアクト認証状の授与

式を行ないます。クラブの万々から沢山出席

をねがいたいことを、例会でお伝えして欲し
いと、電話で要請されたのでお伝えいたしま

す。この認証状の伝達式は、クラブの方の手　　＼ノ
ちがいもありおくれて申訳ないと思っており

ます。その方の罪はろはしもふくめ、また会

長からそう言った懇話のあったことも含めて
わずかの時間なので皆さんから沢山の御参加
をお厭いします。会員の中には未だ高専の校

内をご覧になったことのない方もお出でと思
い、そういう機会にご覧をいただきながらご

出席いただけば幸に存じます。
ちょっと、先方でも準備があると思います

ので2月6日の14時から15時30分までの認証

式にご出席していただけそうな方、挙手ねが
います。今のところ8名のようですが、出来

るだけ御出席ねがいます。



幹事より連結　委員会名称変更

この間配られたガバナースレ一夕ーで御覧

になった方々が多いと思いますが、従来の会

員推選委員会の名前が会員増強委員会に変っ
たそうで、ご連絡いたします。

会長より

唯今の会員増強委員会は名前が変っただけ
で内容は変らぬと思いますが、唯会員増強委

員会というと、会員増強委員会の人だけが会
J　　員を増強しなければならないという感にとら

あれると困るので、このことはウイークリー

にも書いてありましたが、1月は新会員を増

強する月間にあたるので、新会員として推選
する方があれば、増強委員会の方だけでなく

皆さんでおきがしわがいたいと思います。
これを会員増強委員会の方に申し上げても

よいし、また直接幹事まで、用紙に記入し提

出していただけば有難いと思います。
それから今日他にプログラムの用意がない

ので、先程申し上げた理事および役員の選挙

について一寸申し上げたいと思います。
ロータリークラブの細則を、多くの万々が

仲々読む機会がないかもしれませんが、これ
をご覧になっていただくとわかりますが、本

当の模範定款は、役員を選挙する会議の一カ

月前の例会で理事候補を指名する事を求める
と決めております。それから出席会員は何名
でも指名することが出来る。これらの指名は

投票用紙に記載されて年次総会において投票
に布せられなければならない。そして最多投

票数を獲得した何名かの侯補者をもって当選
者とする。

これが、本来の定款に定められた選挙の方

法であります。代案もあるが、この方法につ
いて次期例会まで是非御意見をおきかせして

欲しいと重ねておねがいします。

このことについて、池内君、早坂君、三井

健君より夫々発言がありました。
その発言集約の結果本例会を総会に切り替

えて選出の方法を若干の選考委員を指名して
行うこと、また選考委員の指名は会長が行う
こととし、次回の例会で発表することになり

ました。

幹事報告

会報到着
鹿児島西RC、八戸RC、村山RC、

米沢RC、郡山RC
チャーターナイト案内

大船渡西RC　5月2日（日）

豊田西RC　　4月29日（木）

秋田北RC　　3月14日（日）

於　秋田第一ホテル

登録料￥4，00q　申込〆切　2月20日

例会変更
鶴岡西RC　2月12日（金）pM6．00

親　睦　会

湯ノ浜温泉　竹屋ホテル
登録料　￥1，000円

張先生発言の

会員豪族アルバム作成について

1月5日の例会で、張先生から御提案のあ

った会員家族のアルバムをつくっておいたら

どうかという御提案がありました。

実は今日の理事会で、つくるか否かを検討
しました。たしか、そういう話の出た発端は

去年の11月頃に実施されたファイア・サイド
・ミーテングのときに、新入会員の方が、会

員の名前と顔が一致しなくて困るということ
で、会員名簿に写真がついておれば、大変便

利だと言うようなことが話の発端ではなかっ

たかと思います。

それで張先生のお話は、それを一歩拡げて

家族の写真、しかもアルバムにしてクラブに

保存しておくということに提奏されました。
しかし前にも家族の方の写実を会報にのせ

るというお話が出たときにも、仲々集らなか

ったという前例もあるので、家族の方までそ

れを拡げることはちょっと無理ではないかと

思います。それで会員名簿に会員の顔写真を
のせるということはよいお考えと思います。

ただ今年の場合は、会員名簿が7月に作成し
て出来ております。余りその後変更がなく、

かつ費用もかかるので、来年度あたりでも会

員名簿をつくる機会に、そういうアイディア

を活していただいた方がよいという結論にな
って、次期の会員名簿作成担当の方にお考え

をねがいたいという結論になりましたので御

報告申し上げます。



会長報告にあった書面の一部紹介

会長から報告があった、柑周年誌送付先の

元当クラブ会員のうちから、古い会員の礼状
を転載披露いたします。

吉村龍次氏の礼状

拝啓
毎日お寒い日が続いておりますが、鶴岡ロ

ータリークラブ会員の皆様には、お変りたく

お元気にお過ごしのことと心からのお喜びを

申し上げます。
本日はクラブ創立10周年記念史誌をお送り

頂きまして厚く御礼申し上げます。

今日は暫くぶりで休暇をとりまして、自宅
で会社の雑務やら、身辺の整理をと思ってい

たところ、この記念誌が届きまして、早速読

ませていただき懐しい皆様のお顔やら、お話
しやら……　思わず、一目を記念誌のために

費してしまい、一日の計画が嬉しく狂って終
った訳です。

10周年の記念日は、会社設立のための多忙

さにまざれて、お祝いの微意も表さず、大変

申し訳なく思っていた次第です。

蘇りみて、クラブにお世話になり、皆様と
の暖い御親交をいただきながら、何のお役に

も立てなかったことが後悔されて来ます。
然しクラブ会合の殆んどに出席させていた

だき、当時の記念写真に記録されているのを

拝見し、自然にロータリー精神が身について

きていることが判りました。

唯今はクラブとは離れておりますが、貴ク
ラブで教えて頂いた精神は、身の中に、心の

中に、何処かに燃え続けております。
今日は一日懐しい皆様方の想い出に、楽し

いときを送ることができまして本当にありが

とうございました。

本年は是非鶴岡へ参上いたしたいと存じま

す。

本日は楽しい日でしたので、同封心ばかり
でございますが、貴クラブへスマイルさせて

いただきますから、よろしくお願い申し上げ

ます。

どうぞ皆様いつまでもおすこやかに・‥…

お元気で……

敬具

1971．1．29

鶴岡ロータリークラブ御中

台　村　龍　次

佐藤仁太郎氏の礼状

会員御一同様には御繁栄の御事と存じ上げ
ます。

最近私事も別に異状もなく過ごして居りま
す。先日は創立10周年記念史御贈り下さいま
してありがたく拝受いたしました。御礼申し

上げます。
私事も今年は子供の関係しております会社

に席を置くことになり、寒いときは埼玉の方

で生活することになりましたので、あちらの

友人の方々がクラブ入会をすすめております
ので、どうしようかと考えて居ります。

その際は、バスト会員の紹介証明を蔽うこ

とになりますから、よろしくお願いいたしま

す。
また春頃には、プアツシト三二／う／ヨウ界見学

やらで、業界の方々と、那覇、台北、香港、
マニラ、サイゴン、シンガポール方面へ旅に

出る予定もあります私で、その際は海外のク
ラブにも出席出来るかも知れません。

取急ぎ御礼迄申し上げます。

1月31日

鶴岡ロータリークラブ御一同様

鶴岡にて

佐　藤　仁太郎

lこ己部丁正i

第586号会報の2真下から3行目に累積赤
字と記してありますが、今年度赤字の誤りで
あります。

このことをおわびして訂正いたします。
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