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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⑳5775

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？

も隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　59名

出　席　数　　　48名

出　席　率　81・36％

欠　席　者　早坂（徳）君、橋浦君、伊藤君

黒谷君、今問君、金野君、三
浦君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君
佐藤（昇）君、佐々木君

前回の出席　前回出席率　73．77％

修正出席数　　　52名

確定出席率　85．25％
メークアップ　阿宗君一新庄RC

阿部（薬）君、安藤君、長谷川

（悦）君、三井（徹）君、佐藤
（昇）君、富樫君一鶴岡西RC

ビジター　浅川進一君一新潟南RC

会員誕生　飯自祐倍君、新穂光一郎君

奥様誕生　阿部悦子様、小花春子様、

笹原郁子様、磨芙箆棒

皆出席

11年間皆出席

ク

8年間皆出席
6年間皆出席
5年間皆出席
3年間皆出席
2年間皆出席

3月100％出席

安藤定助君
鈴木善作君
石黒慶之助君
佐藤　　忠君
阿部　　嚢君
上村一郎君
小野寺　活君

41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、石井君
石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五
十嵐（一）君、五十嵐（八）君、海豪君、金井君
上林君、小花君、小池君、今間君、嶺岸君
三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、岩

嗣君、中山君、小野寺君、大川君、磨君、

斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐

藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君
佐々木君、高橋君、手塚君、富樫君、常田君
薮田君

会長挨拶

久々で、療養中の斎藤栄作先生が元気な姿
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で例会に出席されましたので、斎藤先生から

ご挨拶をいただきたいと思います。

療養を了えての挨拶　　斎藤栄作君

しばらく例会を欠席しましたが、もともと

あまり出席のよい方ではないんです。病のた
め2月末から入院し、3月30日に退院してま

いりました。余り家にいて入院していても諸

般の事情で憩いと思い、新潟に参り入院しま
した。自分が入院してみるといろいろ感じる

ことがあり、ご参考まで申し上げたいと思い

ます。入院するなどということは経験したく

ないことなんでしェうが、一寸ご披露申し上

げます。
数年来私は十二指腸潰瘍を患っておりま

す。ご承知のように十二指腸潰瘍というのは

非常に簡単になおるのでありますが、非常に
再発し易い病気です。それから手術とか、何
か精神的なストレスがありますと大変にこの

病気に障るものです。何年来薬を飲んだり注
射をしたり、いろんなことをやってきました

が、昨年の春頃から痛みが出て、さらに出血

があったので、その辺でそろそろオー㌧パ∴一・

ホールしないと駄目になるではないかとのこ

とで、手術したのであります。大体十二指腸

潰瘍のある人は癌にならぬという前提があり
ます。それでこの点は全く心配はなかったの
でありますが、痛みがあるということで手術

をしたのであります。痛かったろうとか、心

配だったろうということをよくきかれるので

すが、私が外科医をやっている関係のためか

今日の外科技術の段階から申しますと、潰瘍
で手術をしてあとがどうこういうことは私に

は全く心配なかったのであります。これは手

術場に入る瞬間まで、また手術をして生命が
どうであろうとか、あとの結果が悪いことが

あるかもしれぬという、そのような心配はあ

りませんでした。

また痛みということに対しては、本日の麻

酔というものは非常に優れており、むしろひ

ょう痘とか小さい手術をするときには痛いこ

とがありますが、大きな手術になるとそれな

りに麻酔を前準備して行いますので、全然痛
みの心配はいりません。その点に関しては私

は全く心配しなかったし、結果的にも痛みは

全然感じなかったのであります。
ただ私はタバコが非常に好きなものですか

ら、手術後2～3日して吸ったら疫が引っか

かりましてこれを出すのに苦労しました。実

際から申しますと、10日位前からタバコを吸

うなと禁じられたのでありますが、仲々タバ
コというものはやめるわけにも行ざませんの

で喫煙したのであります。

家からみると、病院というところは種々の

雑誌にも書かれますか、私は入院しまして、

現在おる婦長が、私が以前新潟にいたときに
おったという関係にあり、外の医師も殆んど

知っているという関係もありましょうが、看

護婦の勤務などをみると全くてきぱきやって
おり、よく新聞雑誌に看護婦などが述べられ

る不平不満の態度などは微塵も感じられませ

んでした。それでその勤務については全く感

心する位でした。夜電灯を消していても、必

ず11時、1時過ぎになりますと懐中電灯をと

もして必ず廻ってきます。また朝の6時、夜
の9時も同様です。
一番手術後因ったということは、尿が出な

いことで、導尿を1～2回していただきまし

たが、自分で出せない、また大便も出せない

ということで仕方がなく、手術の翌晩から起

きて室内にあるトイレに参りました。これだ

けは何とも申しようがないほど苦痛に感じま

した。それ以外は何の苦痛もなく結果も良好
でした。

いろいろ皆様のご心配をいただき心から感

謝申します。まことに有難うございました。

会長報告

林先生が高専を退職され、昨日出発されま
した。駅頭に私と上野幹事が参りお別れして

きました0その前に当ロータリークラブの前　ヽ＿／

例に慣う記念品をお手許までお届けしてきま
した。同時に粕川さんにも記念品をお送りし

てきました。

それから地区のインターシテーミーティン

グがあり、4月1日に会長幹事が義務出席な
ので、山形まで行ってきました。これの目的

は、次期庄司ガバナーが、レークプラシット

で1週間に亘りガバナーとしての教育を受け

てこられるので、それの壮行会でありまし

た。その前に折角集合の依会だからと言うこ
とで、地区として行ってきた行事の報告やら

説明がありました。その中でお耳に入れてお
いた方がよかろうということが2～3ありま



すので、ご報告申し上げます。遠くの地区の

分割がなされるだろうということがその一つ

です。時期はいつになるかはっきりしません

が、地区の分割が近いうちにあり得るという
ことであります。

それから新年度の地区アッセンブリー（協

議会）は6月20日に山形で行うとのことであ

ります。義務出席が8名あり、各担当の分科

会でやるので、必ず代理を加えても8名出席
していただきたいとのことでした。

それから世界社会奉仕に係る報告でありま

す。張先生が一番よくご存じと思いますが、
ここで地区からきいてきたことを申し上げま

＼‾／　す。ペルーの地震のために見舞金として地区

＼ヽノ

で集めた額が、64万9千円ほどになっている

そうです。それと、東パキスタソに送る義援

金が40万9千円ほどになっているとのことで

す。ただ東パキスタンに送る方法が、今東パ
キスタソの国際国内情勢が特殊な事情がある

ため、その罷送った方がいいかどうかは地区

としても考えているし、また日本全体として

も考えたいということで、出来れば何か建物
を向うにつくってそれを贈るといりように決

りそうでした。

それからフイリヅピンにミシンをお送りす

ることは、大垣ロータリークラブが中心とな

って動いているとのことでありました。

それと韓国からの看護婦関係はキャンセル
になったとのことでした。

それからお願いですが、若者との間の話し

合いの場をつくるために、ローターアクトク
ラブを設立していただきたいという要請があ

りました。

当地区には五城の目クラブが一つあって、

なお現在外に3～4ヶ所の動きはあるけれど

も末だ誕生までは発展していないということ
でした。

それからオーストラリアとの交歓学生は、

昨年度は4名行って4名受入れたが、今年は
6名行って6名受入れるとのことでした。

それから研究交換グルrプほ計画中で、今
RIに申請しているということでした。以上

353地区の世界社会奉仕について承ってきた

ことの概要を申し上げます。

新会員5名推選について　　幹事より

只今お手許にお配りした桝会員5名の方が

推遷され、職業分類委員会と会員選考委員会
の所定の手続を経て、先程理事会に諮った結

果問題がないということで発表するのであり
ます。ここに書いてあるように本月15日まで

文書で理由を付した反対のご意見がなければ
その儀推選者の方にお廻しし入会をお奨めし
ていただくという手順になります。推遷され

た方々は次の通りであります。　（敬称略）

佐藤順治
佐藤1業㈱社長　　　　　綿製品加工

田中晶英

鯛殖産相互銀行鶴岡支店支店長
相互銀行

市川輝雄
鰍、ちかわ専務　　　　　玩具配布

富樫清治
マツダモータrス鶴岡㈱社長

自動車修理

小松広穂
㈱マルトミ商店社長　　　衣料品配布

次に5月2日（日）最上クラブのチャータ
ーナイトが挙行されます。前にもおねがいし

ましたが、出席の方は張先生ご夫妻会長とそ

れから私であります。何しろ出席者が少いよ
うなので、何とか皆さんから更に出席者をお

募りします。今日例会終るまでにお申込ねが
います。なお前日に鳴子カントリークラブで

親善ゴルフ大会もあるそうです。

IC地区大会の委員会設置について

会長先程の理事会にもかけたのですが、来

年度のインターアクトクラブの地区大会が、

当クラブがホストクラブとなって8月に行わ

なければならないことが確認決定になりまし
た。恐らく8月20日過ぎになることと思いま

すが、新年度になってから準備に取りかかっ
ても、その期間が短くなり容易でないなどの
こともあって、この地区全体のことなので、

特別にその為の委員会をつくっていただいて

すすめていただくことに決定しました。
それでインターアクトの今の安藤さん、委

員の斎藤信義先生と三井先生の3人の方々で

特別の委員会を指名されてつくっていただく
ようにおねがいのます。

これは普通のクラブの委員会とは別個のも

ので、地区大会を運営するための特別委員会

ですから、若し任命されたらよろしくご協力



ねがいます。

ICの動向について　　安藤足助君

学期末に入る前に高専ICの会合があり、
幸に昨年のメンバーが殆んど全部地区大会の
ために後輩の応授に残るということで、昨年
の会員プラス新会員ということで新年度の会

員が強化されました。それで昨年の会員が新

年度がはじまってからはじめておくれるとい

うことで、大まかな手順を決めてそれを新し
いメンバーに申し送るということになりまし

た。今日から学校が始るので、始るとすぐ新

しいメンバーで肉付をしてゆき、それを旧年

度のメンバーが応援をするということでIC
の方は段取が進んでおります。

それから斎藤信義先生との話し合いで、R
CとICとの関連は大まかな筋書ができるま

では、ある一部の人ですすめて、その肉付し

ていくことをRCに相談して、それから実行

委員会とも相談して、意見を容れて行った方
が早く繰るではないかというようなことを検

討中であります。そこでクラブの委員会をつ

くっていただくことは大変ありがたいことと

存じますので、その段階で是非共つくってい

ただくようおねがいします。

再びIC地区大会委員会について　会長

先程も理事会でその話があって、飽までも
理事会としてほインターアクト委員会にお委
せして、そういう委員会が必要であればそち

らの方の配慮でつくっていただいて結構だと

いうことなので、自由に考えて人選していた

だけは、お手伝いしたいと思いますのでよろ
しくねがいます。

インターアクト諮問委員会存続について

標題のことについて、池内君、早坂君、石

黒先生より夫々発言がなされた。このことに
ついて会長より、改めて、今のインターアク

ト委員会というのがクラブ奉仕の中にあるの

だから、それの中で検討していただき若し、

諮問委員が必要であれば、はっきりしたもの
をつくっていきたいと考えるので、これも併

せてインターアクト委員から考慮ねがいたい

旨の要請がなされた。

会員のお芽出たについて　　新穂光一郎君

岩網兼松君　業界に尽せる功績により近
々藍綬褒章授与を受くるこ

と。

斎藤栄作先生　宿病の病気快気のこと。
高橋正太郎君　NHK・TV放送において

卓越せる意見発表のこと。
斎藤信義先生　林先生のあとを継ぎ鶴岡高

専の校長に就任されたこと

柴谷正夫君　娘さんが歯科医大に入学さ
れたこと。

以上の方々のお芽出たを披露されました。
また夫々の方々からスマイルされました。

幹事報告

会報到着
東京RC

チャーターナイト案内

平塚北RC　6月8日

平塚市民センター
登録料　￥4，000

例会変更
最上RC　　殖産相互銀行支店

PM12．30　4月より

八戸東RC　5月7日（金）→5月3日（月）

5月3日　創立10周年記念

行事のため。
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