
姦会報
CLUB BULLETJN

創立534・6・9　承認534．6．27

盛岡ロータリー
THE ROTARYCLUB

OF TSUROKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235幽5775

会　長　三　井　賢　二

幹　事　高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyouミ

ByERNST G．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971～1972

第610号　1971．7．6（火）（ほれ）

〔Ⅰ〕出席報告

十、－■一

望盲≡

63名l欠
阿宗君、阿部（公）君、
荒明君、安藤君、諾網君
中山君、斎藤（信）君、
長谷川（文）君、平田君

〔Ⅰ〕お客さま

阿宗君一新庄R．C

海東君、三井（徹）君、
斎藤（信）君、富樫君

一鶴岡西R．C

〔Ⅲ〕HAPPY BlRTH DAY TO
YOU〝

会　員　（4名）
嶺岸光吉君、佐藤順治君、摩萬江君、白井
重暦君

おくさま　（10名）

張生妹様、飯白安江様、田中咲子様、白井
和子様、小池英様、斎藤信子（信義）様、
佐藤清子（忠）様、佐々木節子様、富樫貞様
薮田淳子様

〔Ⅳ〕皆出席　（5
日年間皆出席
7　　ク

6月100％出席　44名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（嚢）君、安
張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、佐藤
橋浦君、市川君、池内君、石黒君、五十嵐
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、五十嵐
伊藤君、海東君、金井君、上林君、黒
小花君、小池君、嶺岸君、三井（徹）君
（賢）君、三井（健）君、中山君、小野寺君、
磨君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴木
新穂君、鈴木（弥）君、谷口君、佐々木君、
手塚君・、富樫君、上野君、鷲田君、薮
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会長挨拶
やGood will beginswith yoll〝

R．Ⅰ会長ERNST G．BREITHOLTZ氏

は○善意は先あなたから〝という目標を全世
界の149カ国69万5千人のロータリアンに指
示されました。プリズムを通過する光はスペ
クトルとなって分散すると同じように善意の

光も奉仕の理想に燃えるロータリアンのプリ
ズムで分けられ、限りなく多彩な奉仕活動と
なって分散する。それはあたかも虹の様に．′
奉仕によって善意を活動に移すこと。やる

気を出して自らやろう．／　これが今年度我々
ロータリアンの課題であります。寸善意はあ

なたから始まるやこれをあまねく世の中に行
きわたらせよう〝それで世界を取り囲もう．〝

R．Ⅰ会長の心を心として皆さんの御指導
と御協力を心より御願い致しまして簡単では
ありますが就任の挨拶と致します。

＿＿＿J

〔Ⅴ〕会長報告
・前会長、幹事にバッジを差上げます。
・会員誕生にモーニングカップを送ります。

名誉会員白井市長とおくさま
・皆出席者氏名発表
・インターアクト委員会は当クラブでは初め

3名によって構成したが定員は5名である
ので2名追加しました。

委員長　安藤足助君
委　員　三井　徹君

ク　　斎藤信義君
ク　　阿部　賽君
ク　　石黒慶之助君

〔Ⅵ〕幹事報告
（1）山形北クラブ　例会時間変更

7月22日（木）P．M5：30　産業会館

（2）山形西クラグ　例会場の変更
7月5日、7月19日、7月26日（月）

山形商工会議所会議室

5：00より囁月にておこないます

（3）尾花沢ロータリークラブより会報到着
（4）365地区年次大会の案内状が来ています。

10月16日～10月17日　長浜市民会館

御出席希望者は幹事までお申し出下さい。
（5）第350区北見西ロータリークラブよりR・Ⅰ

加盟承認の案内が届いております。
5月27日付で承認されました。

（6）当クラブの例会が7月13日でお盆であるが
例会はひさごやさんの御好意により通常通
り行ないます。但し串の駐車については充
分御注意下さい。寸寺内駐車禁止や

（7）各委員会にお願い
活動計画並びに報告書に予算案を付けて7

月20まで幹事に提出のこと。
（8）クラブ協議会は7月24日に行なう予定。

日時・場所等は追ってお知らせします。
（9）無届欠席の場合の鉛筆1本200円のスマイ

ルは今年もつづけます。

㈹今年より1ケ月皆出席者にハンカチを、6
月にさかのぼって差上げます。
今回は44名です。スマイルは100円以上し
て欲しいとのことですので御協力下さい。

★小花先生よりスズラン到着のお話
北海道のス．ズランが5日夕方とどきました。

全部根がついて水苔で20～30本位を1株にし
てビニールにつつんで20株が到着しました。

花はついていますが時期的にむりでした。使
用方法は会長と相談の結果思恩園に持参して
よろこぼれました。残りの15株は花いっぱい

運動に協力したいと思いますので御報告致し
ます。
★長谷川悦郎君（会計）

7月は会費納入時期で7月最終例会7月27
日まで御納入下さるよう御協力下さい。

e′71年度会報編集についてや

『会報委員長より会員の皆様へのお願い』

先日前会報委員長より業務の引継ぎを完了
7月の第1例会より1年間約50回の会報編集
をさせて頂くことになりました。

6月20日の地区協議会編集者部会で次のよ
うな事項について特に強調されて屠りました
ので以下その事項を列記し会長、幹事及び全
会員皆様の御協力によりより良いより親しみ
易い会報にして行きたいと存じます。

協議会研究テーマ（原文のまま）
〔1〕どうしたら編集者以外のクラブ会員に
も週（月）刊会報発行の責任を分担させるこ
とが出来るか。
〔2〕どのような方法で会報はクラブの成功

に貢献することが出来るか。例えば内部拡大
計画をどのようにして援助することが出来る
か。
〔3〕読者数を増加するのにどのような効果

的方法があるか。
以上の3項目を部会に於て検討した結果次

のような結論に達しました。
Ⅰ会報は会報担当者のみによって作られるも
のではなく会員全員がクラブの発展と親睦
のため自発的にニュースソ

ペ一・スに

Ⅳ会報には

を提供して
○

員の家族友
これiこよってロークリ

P．Rに努めること

原稿の作成を依頼し残ったス
の小文（形式自由）を掲載する
掲載が許可されており企業の

P・Rを兼ねて掲載をほじめたいと存じま
す。様式費用等は役員の方々と御相談の上
決定しお知らせ致します。
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〔今年度の行事予定表〕

8月21日～8月23日

9月24日～9月26日

9月12日～9月18日

9月14日（火）

10月10日～10月16日

10月12日（火）

11月14日～11月20日

11月16日（火）

1月23日～1月29日

1月25日（火）

2月23日

6月9日

6月6日（火）

6月1日】－6月15日

インターアクト地区大会（ホスト・・鶴岡高専）

352～353地区合同年次大会（於山形）

世界理解週間

例会日であるので週間についてのスピーチ

（担当）国際奉仕委員会

青少年活動週間

例会日であるので週間についてのスピーチ

（担当）青少年委員会

ロータリー財団週間

例会日であるので週間についてのスピーチ

（担当）ロータリー財団委員長

雑誌週間

（担当）雑誌委員会

創立記念日（22日）

当クラブ創立記念日

例会日であるので創立に関するスピーチ

世界大会　於　ヒューストン

尚、詳細はその都度お知らせします。
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DISTR卜CT　353

CLUB BULLETJN
創立534．6．9　承認534．6．27

顔岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSUROKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235的5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971～1972

第611号　1971．7．13（火）（お盆）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

！本！会員数l　63名l欠堤業第7雲呑葦苦衷±

69．84％

54名

85・71％

阿宗君一新庄R．C
薮田君一高畠R．C
阿部（公）君、安藤君、
五十嵐（一）君、海東君
黒谷君、岩網君、中山君

プ1富樫君一鶴岡西R．C

〔Ⅰ〕お客さま

〔Ⅱ〕ビジター及びゲスト紹介（会長）

1・ビジター紹介菅原隼雄君一鶴岡酉R．C

2．ゲストスピーカー紹介

ロータリー財団奨学生　石黒敏明君
ロータリー財団の留学生として昨年渡米さ

れましてつい先日帰国されました石黒敏明君
です。後程スピーチをお願い致します。

〔食　　事〕

〔Ⅳ〕皆勤賞及び誕生祝贈呈（幹事）

1．本日皆勤賞と皆勤のバッヂ御誕生祝のま
だ差上げない方がございますので本日お渡
し致します。

磐11年皆勤賞・…‥海東与蔵君

磐おくさま御誕生……薮田淳子様

お目出度うございます〝

〔Ⅴ〕会長報告

（1）第353地区の委員会構成表（各会員に配

布済）がガバナー事務所より来ておりま

す。この中でロータリー財団委員金一財団

学友委員会のメンバーに当クラブの三井徹

君が入って居ります。
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（2）当クラブの例会場ひさごやさんの御主人
が今年亡くなり本日は新盆ですので果物一

籠御仏前にお供え致しました。

〔Ⅳ〕幹事報告

（1）第361地区年次大会
10月2日～10月3日　富山県民会館

（2）例会場移転お知らせ
7月13日より㈱いよてつそごう

5階食堂特別室

（3）第367地区年次大会
10月16日～10月17日　松山市民会館

（4）例会場変更のお知らせ

藤沢R．C　8月4日より

藤沢商工会議所4階
（5）次のR・Cより会報が到着しています。

（a）大阪R．C　東京R．C　長井R．C

新庄R・C
（d）米山記念奨学会より月刊よねやま
（e）第353区世界社会奉仕委員長より世界

社会奉仕報告書

〔Ⅶ〕1971－72年度国際ロータリー会長の

メッセージより

「善意というものがないなら」

ロータリーはただの社交クラブだ。

職業は金儲けのためでしかなく、
社会奉仕というも施しにすぎず、
国際奉仕は外交以外の何ものでもない」
阜新会長の本年度のロータリーのテーマに対

する或る日本のロータリアンの反応や

〔1Ⅶ〕善意を行動に移すためには：
THE：ROTARY－NO TOMOより

1．クラブ奉仕を通じて

が会員に適格者を得るように努めること。

祭委員会の仕事に自ら喜んで精力を注ぎ込む
こと。

祭優秀な出席と参加によってクラブを支持す

ること。

2．職業奉仕を通じて

草職業上の道徳的水準の向上を計ること。
整職業を求める若者達が、職業及びロータリ

ーの理想主義について更に多くのことを学

ぶのを援助すること。

崇従業員の雇用条件の改善に努めること。

3．社会奉仕を通じて

繋地域社会の問題の解決に、あなたの指導力

と技能とを捧げること。
祭若い人々と力をあわせて地域社会の建設的

改善iこ努めること。
磐援助を要するかも知れない心身障害者、老

合着及び少数民族の人々の必要を敏感に察
知してこれに対処すること。

4．国際奉仕を通じて

緊開発途上国に於ける困窮社会の援助計画を

支援すること。
整青少年交換学生を派遣し、または受入れる

こと。

欒国際的接触の道を開き、他国からの訪問客
をクラブまたは家庭を招くこと。

私共は、数多くのそして多種多様の欲求を包
蔵する、常に変転する世界に生きておりま
す。我々一同力をあわせて我々一同力をあわ
せて我々の「善意」を、虹の色の数よりも多

い、しかも虹に劣らず光り輝く、いろいろな

奉仕活動として具体化していこうではありま
せんか。

〔Ⅸ〕ゲストスピーカー　石黒敏明君

〔要約〕
私がただいま紹介されました石黒敏明と申

します。早いもので一年前の6月29日日本を

出発しました。アメリカではオハイオ州クリ
ーブランドに近いチフィンという小さな町の

ハイデルベルク大学に4年生として入学しま

した。アメリカに於ける生活は時々会長さん

や三井先生に報告しております。アメリカの
ロータリークラブにも招待され日本のロータ

リーの現状や日本についてのお話をして来ま

した。日本とオハイオとの時間差は13時間で

日本の方が13時間早くなっています。現在1

時ですがオハイオでは昨日の真夜中です。私
の時計はそのまま記念として1時間おくらせ

てあります。このお話のあと約60枚のスライ

ドを見せて頂きました。

繋テキサスの教会

整ディズニーランドにて

欒インデアンの町

※コロンビア大学対日本の体験を書いた本

整学校裏を通る汽車
整図書館
※福島へ伝導に来た牧師

漁カナダ東都の古い建物（1810年）

※カナダの風景



地　　図　　の　　話

（N0．1）

皆さん皆さんに阜地図を御存知ですか〟？

とおたずねしたら恐らく100％の方はや知っ

ている〝とお答えになることでしょうね。

では地図とはどういうものかとおたずねし

たら皆さんは最小限の言葉でより正確に且つ

充分な解答をすることが出来るでしょうか。

恐らく皆さんの頭の中にはや地図〝　という

ものが言葉ではなく形となって記憶されてい

るのではないでしょうか。実は私もe地図の

定義を記せ〝と言われたら恐らく合格点はも

らえないと思います。そこで私も合格点をも

らえる様に地図というものについていろいろ

調べてみたので皆様の参考になればと思って

書いてみました。

1．地図の定義

地図とは地表の一部又は全部を無限の上空

より垂直に見おろした姿を平面上に図化した

もの。（狭義の地図）

この定義は確かに地図というものを正確且

つ充分に表現しています。然しこの定義だけ

では一般に用いられている寸地図〝という言

葉の意味とは異る様ですね。ではもう少し地

図の定義を拡大してみたらどうなるでしょう

か。一般的にはモ位置と高さと方向を表わし

た図面で地上にあるものを一定の割合で縮小

してその位置関係を表わしたものである〝　と

いう言い方をすると皆様の頭の中には今まで

お目に掛ったことのある地図が具体的に浮び

上って来ると思います。

2・地図の種類

（a）身のまわりにある地図

東京などの国電の各駅叉私鉄の駅には旅客

運賃表というものがあります。これも地図の

一種と言えます。何故かといいますとここに

は駅の並び方分岐の様子及び運賃が示されて

います。この地図はこれで目的を充分に果し

ています。但しここで充分注意しなければな

らないのは本来の地図の目的である駅相互の

距離、お互いの間の方向、高度差等は地図と

して最も重要な条件ですがこの地図は運賃を

見るのが目的であるので、これらの最も重要

な条件が充されていなくとも地図という表現

をしているわけです。電車の切符にもこの様

なのがありますね。バス路線図もこの炉に含

まれます。次にもう少し地図らしいものを探

してみましょう。駅前などにあるb町内案内

図〝　阜市役所部課案内図〝　や私の家までの略

図〝etcは或る程度地図らしくなって来まし

たね。然し之も或る一定の縮尺で示されたも

のではありませんが鵬応の目的は達している

様ですね。

念のため皆様のお宅からロータリー例会場

までの案内図を書いてみませんか。逆にそれ

をみながらお宅まで帰ってみて下さい。重要

な目標等は落していませんか。十字路、三叉

路、丁字路等に見落しはありませんか。一度

書いたものをもって修正してみると前と相当

ちがった地図になると思います。

（b）鳥　撤　図（Bird′s eye view）

′、イキングや山登り或はその他の旅行で駅



前や観光地の入口などでよく見かけます。

案内図の一種ですがこんどは立体的な要素

が入っています。つまり高い山、低い山、広

い高原、深い谷、急な崖などを地図に表わし

たいために、いろいろな方法が考えられてい

るのです。鳥撤図は私たちが眺めた景色を絵

にして、地図の役割りを持たせたものです。

高い山や飛行機から斜めに眺めたような感

じの絵に場所や部落の名前を入れてこれから

そこを見て回る人がまず最初にどんなものが

どの辺にあるかという概略をつかめることを

目的にしています。鳥轍図という名は烏が空

をとんで見おろす景色の絵図といった意味で

辛Bird′seyeview〟の英語も同じ意味で

す。

（この言葉が出来た当時は飛行機がなかった

ので空をとべるものは恐らく鳥だけだったの

でしょう。）

この図でも距離、形、方向（角）などはそ

う重要な扱いほうけていません。

それぞれの名所、旧跡、落下する滝、部落

有名な山などがだいたいどの辺にどういう形

で並んでいるかということを主眼としていま

す。この図は私達がこれから行こうとする山

などの形を歩きながらみる形とほぼ同じよう

に示すことが可能ですから、もっとも容易に

理解することが出来ますし、たのしいもので

す。

炬）5万分の1地形図

いままで取り上げて来た広い意味での地図

は一言で言えば見取り図でその地図の上から

2つの地点の相互関係即ち距離、方角、高依

差を求めることは、文字や数字で書かれてい

ない限り不可能です。土地の広さ、正しい形

そして高さといったものは当然求めることは

出来ません。そこで土地の様子をなるべく正

しく図上（平面上）に表現して、土地のいろ

いろな要素を図から求められる様に考えられ

ているのが本格的な地図ということになりま

す。

現在日本で最も信頼出来る地図は建設省国

土地理院発行の5万分の1地形図です。

地形図というのは地図の一種で広狭て義が

あります。広い意味では精密な測量に基づい

て山、川、台地、平野、海岸など地表面の形

態、土地の高低や起伏の状態を詳細に図示し

た地図のことで、世界の文明国ではいずれも

大縮尺（縮尺の値を小数で表わした場合、そ

の値の大きなもので一般には大体20万分の1

以上）の地形図を作成しています。日本では

次の様な種類があり殆んど日本全国のものが

出来ています。

11／50，000……全国的に完了

2　り25，000……今後はこの締尺になる

3　り10，000・t…・大都会主要部分
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顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎避　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
密　0235餌5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971～1972

第612号　1971・7・20（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

悦）君

、、＿」計15名1

73・02％

53名

84・13％

〔正〕お客さま

阿部（公）君、安藤君、
栗谷君、佐藤（忠）、富
樫君、嶺岸君、斎藤
（信）君一鶴岡西R．C

（計7名）

鶴岡西

原田行雄君豊国蓋農芸是

〔Ⅱ〕ビジター紹介（会長）

1．原田行雄君　鶴岡西R・C

2．石原　　武君　　　ク

3．半田茂弥君　　　〃

〔食　　事〕

来る24日（土）PM5・00より皐今年度の活

動計画〝についてのクラブ協議会を開催しま

す。

各委員長、役員の方々は必ず出席して下さ

い。委員長の都合の悪い場合には委員の方が

代理出席をお願いします。場所は例会場と同

じ。活動計画書を御持参下さい。

前殖産銀行支店長丸谷さんから、当クラブ

の10年史贈呈に対してスマイル1，000円也項

会
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きました。スマイルボックスに入れましたの

で御報告致します。

〔Ⅳ〕本日のプログラム紹介（会長）

（1）花笠パレードFこついて　鈴木善作君

r2）高校東北水泳大会　　　五十嵐伊市郎君

（3）インタrアクト大会　　安藤足助君

（4）交通安全運動について　五十嵐一郎君

（1）花笠パレードについて（要旨）

花笠パレードも今年で4回目となり皆様の

御援助を厚く御礼申し上げます。

今年よりは山形花笠まつり庄内会場として

新発足致します。次にその要旨を申し上げま

す。

1・会　長　鶴岡市長

副会長　酒田市長、今間荘太郎

2．事務所　鶴岡市商工観光課

3．日　時　8月10日～11日

P．M　7：00～10：00

4．経　路

宝町北公園（集合）＝東通り＝昭和

通り＝十三軒町（蓮台寺）にて終了

5・路　程　約2た潤

6・申込方法

場　　所＝市役所商工観光課

山形花笠まつり

庄内会場実行委員会

期　　日：7月25日まで

申込要領：参加グループについて

名称、人員、代表者の住所氏

名及び電話番号

参加費用：特に支給しないが参加者には

参加賞があります。

現在までの申込み状況は15団体600名程度

になっています。雨天の場合は順延になりま

す。

（2）高校東北水泳大会について（要旨）

昭和47年度全国高等学校総合体育大会（イ

ンターハイ）も約1年後に迫って釆ました。

7月21日、22日、23日の3日間リハーサル

を兼ねて東北大会が行われます。スタンドも

1，500人収容出来ますので皆様お出かけ下さ

い。

3日間の予定を申し上げます。

7月21日

8：30　　　　　開　会　式

9：00～16：DO　競　　　技

22日

9ニ00～17：00　競　　　技

23日

9：00～16：00　競　　　技

来年は開会式に花笠パレードをプールサイ

ドで行なう予定になっています。

（3）インターアクト大会について（要旨）

インターアクト地区大会も1ケ月後に迫っ

てまいりました。大体の骨子はにつまって現　＼

在最後の正確な人員、人名、男女別の塵とめ

に入っています。学校の方としてはインター

アクト委員会から各インターアクトをもって

いる学校並びにイソクーアクトクラブに対し

てほ案内状その他二、三の連絡は今まで進め

てまいりまして割にスムーズに進んでいま

す。ロータリークラブの方はいよいよこれか

らでして会長幹事に案を提示しましたがどの

範囲までに案内をするかは委員会の意見によ



り決定したいと思います。

〔案内文紹介〕

暑さ厳しき折各位ますます御清栄のことと

およろこび申し上げます。

さてこのたび上記大会が鶴岡工業高専イン

ターアクトクラブのホストのもとに当クラブ

がスポンサーとなり再び当地に於て下記によ

り開催されることになりました。当地区イン

＼一　　クーアクトクラブ活動も年次大会を重ねる毎

に飛躍的にクラブ及び会員が拡大されその日

的及び精神も惨透し活動も活発になっており

ますことはまことに御同慶に堪えないところ

でございます。

つきましては今回の大会もより充実し、今

後の拡大発展の機会に致し度く、各位の多数

の御参加激励をたまわりたく御案内御願い申

し上げます。

＼＿＿ノ

〔登録料について〕

登録料は次の様に決定します。

1・前夜研修会のみ参加者（夕食付）800円

2．前夜研修会参加1泊　　　　2，000円

′　3．大会に参加　1泊

（レクリェーシ／まこ／参加）2，000円

4．年次大会　当日のみ　　　　　　500円

5・全行事に参加（2泊）　　　　3，000円

6・全行事に参加（宿泊なし）　　　500円

〔行事予　定〕

8月2日ヨ（土）　前夜研修会（音波らし亭）

17：00　　　　　会場集合

17：45　　　　　夕　　食

（各クラブ自己紹介etc）

18：40～19：30　前夜研修会

19：45～22：00　親睦、懇談、

レクリェーシ′ヨ：／

好天時には海浜にて

22：30　　　　　消　　燈

8月22日（日）（鶴岡青年センター）

8：30～9：DO　登　　録

9：00　　　　　開　　会

9：55′）10：50　各インターアクト

クラブ現況報告

日：00～12：30　分科会

国際、社会奉仕、リーダー研修、クラブ委員

13：05～13：45　記念講演　阿部　先生

13：45～14：35　全体会議

15：50～17：00　自由時間

18：00　　　　　夕　　食（喜渡らし亭）

19：DO～21：30　親睦、懇談、

レクリ　ニーづ／ヨン′

22：OD　　　　　消　　燈

8月23日（月）（喜波らし亭）

8：00　　　　　宿舎出発

由良→油戸→加茂→大山→鶴岡（10：00）

〔インターアクト地区大会役員について〕

会　　長

インターアクト地区大会役員について下記

の通り決定したので御了解下さい。

会　　長　三井賢二君

副会長　五十嵐一郎君

幹　　事　高橋正太郎君

総　　務　安藤君、三井（徹）君、斎藤（信）君

石黒君、阿部（賽）君

会　　計　長谷川（悦）君

会　　場　鈴木（弥）君、市川君、小松君

登　　録　靡君、小池君

宿泊食事　上野（三）君、嶺岸君



広　報　小野寺君、佐々木君

輸　送　三井（健）君佐藤（順）君

会場変更について

当初羽黒の坊を予定していましたが諸設備

が今回の人員構成上手ぜまですので喜渡らし

事に変更しました。善宝寺会館も同様でし

た。　総員138名

尚参集する学生も福島県会津地方、中通地

方が多く海浜を希望していました。

（詳細ま安藤会員におたずね下さい）

〔交通安全運動について〕　五十嵐一郎君

明21日より始まります安全運動についてお

蔽い申し上げます。会員の皆様には個人、事

業所として多くの車輌をおもちで常日頃違反

事故等に関して御注意をされていることと存

じます。最近の報道にみる通り非常に大きな

事故が、発生しています。特に夏期に向って

暑さによる気持のゆるみ、遠距離運転の疲労

不馳れな土地に於ける連転etcによって事故

が多発するものと思われます。

7月2日］より8月20日まで1ケ月間事故防

止の運動を行っておりますので皆様もより一

層事故防止に御協力下さい。

〔Ⅴ〕幹事報告

（1）例会場変更

0山形R．C

7月28日納涼パーテ一につき6時より

丸久デパート屋上

0猪苗代R．C

7月29日より猪苗代町公民館に変更

0福島北R．C

8月3日の例会を8月4日

PM5．30より長来関にて

（2）会報到着

0八戸R．C、尾花沢R・C

（3）年次大会の案内

0351地区　9月25日（土）9月26日（日）

函館市民会館

。352、353地区連合年次大会の仮プログラ

ム到着

9月25日（土）9月26日（日）

山形県民会館

登録料　会員3，500円　家族3，000円

申込〆切7月31日のため7月27日まで

幹事まで申込

ロータリーソング：奉仕の理想

阜ミスプリント訂正のお願い〝

阜第610号　第611号〝

TSUROKA－→TSURUOKA

修正出席率→修正出席数
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品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P，M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第613号　1971．7．27（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

本！会員数

し1日．一一一∴・

76・19％閥灘二義監禁茫）扁

〔Ⅱ〕お客さま

〔Ⅱ〕ビジター紹介（会長）

1・原田行雄君　鶴岡西R・C

2．松田善三郎君　　　ク

3．五十嵐卓三君　　　ク

4・帯谷義雄君　　ク

〔食　　事〕

〔Ⅵ〕ゲスト紹介（会長）

ハワイ州教育局音楽部スペシャリスト

アレン・ロバートソソ氏並びにハワイ州教育

局高等学校顧問エル・ドラ・ロバートソン御

夫妻を御紹介致します。後程スピーチをお願

い致します。三井玉男君が通訳をして下さい

ますので御紹介致します。

〔Ⅴ〕会長報告

去る24日今年度のクラブ活動計画について

各委貞長の参集のもとに、当会場でクララ第

2回のクラブ協議会を開催しました。各委員

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う

荒
文
平
∃
金
属
妻
壷

ヽ

（

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

君
川
君
君
君
君
君
君

工
∵
∴
・
．

〓
汎
日
日
属
目
＝
胤
〓

膿
や
膿
伊
那

前
回
の
出
席



会とも非常に良いアイデアを今年の計画を樹

立して下さいました。何れ詳細はプリントし

て皆様のお手もとまでお届け致します。

予算の編成も、大体アウトラインをつかみ

ましたので、もう一度目を通した上、これも

近々お届け出来る予定です。

〔Ⅳ〕ロバートソン御夫妻のお話

（1）ミスター・ロバートソン

ハワイのホノルルから参りました。ここに

お集りの皆様に一言御挨拶申し上げます。3

年前の1968年に参りましてから再び今日鶴岡

のみなさんと一緒に時間をすごせることを私

は非常に喜んでおります。

今度は本州の北部と北海道に参る計画で

す。本州では青森のねぶた、秋田の竿燈、仙

台のたなばたを見学に参ります。
ロータリークラブの若い人遠に対するプロ

グラムや活動等を見聞して大変感動しまし

た。そのことについてミセスロバートソンが

もう少しお話をしますので、私はこの辺で失

礼致します。ゴクロウサマデシタ。＆ドゥモ

アリガトウ。

（2）ミセスロバートソン

アロ／、′

私はロータリークラブが交換学生の制度に

努力されていることに感謝しております。以

前私はハワイとミシガンに留学して来た学生

たちと話したことがあります。

特にロータリークラブの交換学生の計画は

人間同志のふれあいを発展させるのに最良の

方法あると思います。そして、これが世界平

和に功献出来る一つの大きな方法と考えてい

ます。

その様にしてロータリーの会員の皆さんや

ロータリーによって送られた学生が世界各地

を旅行することによって国際間の紛争がお互

いの理解によって無くされていくのではない

かと思います。

苦しみなさんがハワイにお出掛けの節は私

達が鶴岡で受けた様なあたたかいおもてなし

なしたいと思います。

アリガトウゴザイマス。

〔御夫妻にプレゼント〕

ミスターロバートソソ　化物まつり人形

ミセス　P／ミートソン　御殿まり

〔Ⅷ〕ゲスト　呂光弘氏（台湾）

ロータリーの皆さん今日は．′　私は呂（ロ

ー）と申します。私は小麦連合会の台北駐在

の代表でございます。今度公用でアメリカへ
一ケ月程行ってまいり、帰りに鶴岡へ寄らせ　＼、、J

て頂きました。台北と日本は非常に近く3時

間程ですので台北へ来られました節はぜひお

立寄り下さい。有難うございました。

〔Ⅷ〕幹事及び委員長報告事項

㊥例会場変更と時間変更

東京日本橋R・C－→8月の毎火曜日

（3・10・17・24・31）

午後8時30分～9時30分

例会場　パレスホテル2階

新庄R・C一十7／30日（金）

午後6時より

三光舎尾上ビヤガーデン

鶴岡西R・C　8／6（金）

午後6時に変更

◎認証状伝達式

東京情報R・C lO／3

新宿→京王プラザホテル

◎会報到着

八戸東R・C、会津坂下R・C

八戸ロータリークラブ15年史到着

ロータリーソング　奉仕の理想

〔会報委員会より〕

＠張先生より原稿を頂きましたのでこの号に

掲載させて頂きます。会報委員会より感謝

申し上げます。



も世界社会奉仕、特に昨年の

地区世界社会奉仕をかえりみて〝

張　　紹　淵

世界社会奉仕とは（1971～72年）本年度の

ロータリー手帳の87頁にあるように、1966年

EVANS R・Ⅰ会長が阜BETTER WORLD

THROUGH∵ROTARY〝（ローークリrで　よ

りよい世界を）を提唱し、人類の世界に、1

人の飢えたる者、1人の文盲者のある限り、

それはロータリアンが重大な関心をもたわは
＼＼J　　ならんと云ったことからして、我々の個々の

＼・－．．．．．＿．・／

地域社会奉仕活動を、更に国際間にまで、拡

げたものであります。

そこで、世界社会奉仕委員会（略して、

W・C・S）がR・Ⅰに出来、各地区に世界社会

奉仕活動が具体化し、活動を続けて来たので

あります。

それで、世界社会奉仕委員会は、国際ロー

タリー覿織の中の特別委員会の一つとして設

けられ、そこには、委員長1名、副委員長5

名（中に、日本では、斎木亀治郎先生）の構

成があり、そのR・Ⅰ事務局内に、更に世界

社会奉仕計画資料調整室があります。

地区の世界社会奉仕委員会は、各地区ガバ

ナーの下に、国際奉仕委員会があり、その中

に世界社会奉仕委員会があって、直接、地区

ガバナーの御指導を受け、尚、地区の国際奉

仕委員長と次期ガバナーの御意見も聴いて、

地区世界社会奉仕委員会が活動をします。

次に、R・Ⅰの世界社会奉仕委員会からは

日本の場合は、R・Ⅰ副世界社会奉仕委員長

斎木亀治郎先生の方から、R・Ⅰ世界社会奉

仕（Ⅴ・C・S）ニュースが地区ガナーと地区

世界社会奉仕委員長宅に、送られます。

それを全地区ロータリークラブに通達し、

全ロータリー会員に周知するようにすること

であります。

又R．Ⅰの世界社会奉仕計画資料調整室か

らは、毎年度の初めに、ロータリー新年度の

R・Ⅰ世界社会奉仕のプロジェクト♪わ．～が沢

山記載した書類が、地区ガバナーと、地区世

界社会奉仕委員長宛に送られて来られます。

これもW．C．Sニュースと同じように、その

全地区のロータリークラブに通達し、全ロー

タリー会員に周知するようにすることであり

ます。

次に、クラブの会員が、これを見て、世界

社会奉仕の援助提供をするときには、R・Ⅰ

世界社会奉仕計画資料調整室へ手紙を出して

情報要請書式を求めて、クラブの世界社会奉

仕委員会、又は、国際奉仕委員会と、クラブ

理事会及び会員に計りまして、そのプロジェ

クト胸．の計画をその書式にかく。その間、

援助を受けるクラブとの通信を始め、援助を

受けるクラブを激励することなどして、書い

た書式をR．Ⅰに送ることであります。

これと反対に、自分のクラブが、援助を求

める場合としては、同じく、R・Ⅰ事務局内

の世界社会奉仕計画資料調整室宛に計画資料

書式を求める。一方、クラブ理事会、国際奉

仕委員会と会員が、計った計画を計画資料書

式に書きこんで、クラブ会長が署名して、次

に、地区ガバナー（又は地区世界社会奉仕委

員長）の確認、署名をして、その書類をR・Ⅰ

の事務局へ送付する。それが界世社会奉仕の

計画（プログラム）プロジェクりあ・～とし

て印刷されて、世界中のロータリー地区に配

られる。

以上の奉仕を援助したりするのが、地区世

界社会奉仕委員会の主な仕事でありました。

地区世界社会奉仕委員会の任務は

①地区内のすべてのロータリークラブにこ

の目的の海外ロータリークラブと提携するよ

うに奨励すること。②地区内の各クラブと定

期的接触及び、地区集合や、都市連合会等を

通じて、世界社会奉仕プログラム（小企業相

談所を含むプログラム）に対するよりよき理

解と参加を推進すること。③地区内のクラブ

を激励すること。④世界社会奉仕計画を審査

し、提出する書類を速く、地区ガバナーの署

名をしてもらって、R．Ⅰに送付すること。

⑤援助資源の提供可能なクラブを督励するこ

と。㊥世界社会奉仕の目標と、その業績を地



区民衆の適当な伝達機関にも発表すること。

⑦地区レベルの世界社会奉仕の実施をするこ

と。㊥地区内の世界社会奉仕活動の記録を、

定期的に、地区ガノミナー及びR．Ⅰ事務局へ

報告することであります。

叉、世界社会奉仕計画や、小企業相談所に

協力を希望するクラブ会員は、国際奉仕計画

（R・Ⅰパンフレット麒）．706）に記載があり

それからも、世界社会奉仕が出来ます。

以上が、世界社会奉仕の進めかたでありま

すが、又、この場合の送金は、全部、在日
R・Ⅰ財務代行者（R・I FISCAL AGENT）

佐藤喜一郎を通じて、R・Ⅰに送金するよう

にありました。と云うのは、開発途上国にあ

るロータリークラブはR・Ⅰの会費が、国情

法律で、R・Ⅰに送金不能のところがあるの

で、R・Ⅰを通じて、送金するようとありま

した。

そのほか、昨年度はモ世界社会奉仕の日〟

が設定致しました。3月28日から4月3日迄

の間の、それぞれの例会日を、その日として

実施しました。その活動状況をアンケートし

て、全地区のロータリークラブ会員に参考に

なれるよう送りました。

5月には、世界社会奉仕活動状況報告書を

地区ガバナー並びにR・Ⅰ世界知会奉仕副委

員長斎木亀治郎先生宛に送らなければなりま

せんでしたが、その詳細は別に印刷したよう

にあります。その報告する様式は、

①前年からの継続事業　②本年計画実施事

業　③次年度へ引続き事業　④クラブレベル

の奉仕の四項目別に報告が求められてありま

した。

次に昨年度の当地区の、世界社会奉仕は、

どんなことを各クラブがやって居られるかな

参考するならば、各ロータリークラブ会長、

幹事宛に送った。W・C・Sニュース、アンケ
ートや、印刷物等に、書いてあります。

又（1970～71年）昨年度の日本各地の世界

社会奉仕活動状況調書が、R・Ⅰ、世界社会

奉仕委員会：副委員長斎木亀治郎先生が纏め

たのがあります。

又、世界社会奉仕の最良書と思われる。
も世界社会奉仕を考える卓の小冊子は、著者

バストガバナー斎木亀治郎先生発行人末正久

（地区幹事）発行所・国際ロータリー第368区

ガ／ミナ←事務所から、寄贈されて来たものを

参考すれば、この上もないと思います。こん

な立派な文献を、お送り出来ましたことも、

斎木、末正両様の御好意によるもので、ここ

に謝意を表します。

以　上

＼＼　）

）
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戎岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNST G．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第614号　1971．8．3（火）（ほれ）

〔Ⅰ〕出席報告

明君、張
君、早坂

橋浦君、平田
（伊）君、五十

嶺岸
三浦君、三井（健）君
小野寺君、斎藤（栄）

席轡率172・58％l数J笹原君、薮等17名）

メ

l

ク

阿宗君一新庄RC
薮田君一米沢RC
五十嵐（三）君一温海RC

席閲歴封阻71％

〔皿〕お客さま

鶴岡西日鴇岡西日鶴岡西

〔Ⅱ〕会員誕生

安藤足助君、早坂源四郎君、三井徹君、
三井賢二君、黒谷正夫君（7月）

奥様誕生

三井章（健）様、佐藤奈津子（伊和治）様、
手塚峰子様
先月分　斎藤信子様、佐々木節子様

〔Ⅳ〕皆　出　席

8年間皆出席　五十嵐伊市郎君
7月100％出席

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、佐藤君
橋浦君、市川君、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、五十嵐（八）君、海東君、田中君
金井君、上林君、黒谷君、小花君、小池君
嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井
（健）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
篠原君、高橋君、小松君、手塚君、津田君
富樫君、上野君、鷲田君、薮田君　　48名
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〔Ⅴ〕ゲスト紹介（会長）
1．元柏戸　現鏡山親方
2．外務省アジア局中国課勤務　加藤滝宏一
3．元会員　庄司繁太郎

〔食　　事〕
〔Ⅵ〕会長報告
1．金野松弘君（日本酒販売）脱会承認
2．五十嵐一郎　病気のため庄内病院入院

〔Ⅷ〕ゲストのお話（要旨）
1．鏡山親方

只今紹介頂きました鏡山です。先月29日よ
り櫛引に合宿に来ています。一度御見学にお
出掛け下さい0
㊥8月16日5時より　阜ちゃんこ鍋の会〝

1日5，000円です。多数御参加下さい（幹事）
2・加藤弄宏一氏（ニクソン訪中）

ロータリーには3回程おうかがいしまし

た。先月16日ニクソン訪中発表によって、日

本でも相当大きい問題になっています。
寸週刊ポスト〝によると、阜ニクソンー毛

沢東会談は北京で行われる〝と3ケ月位前よ
り発表して、大々的に売っていたという状況
です。

専門家筋では、来るべきものが来たかとい
う受取り方をされましたが、政治、財界では
非常なショックを受けた様です。国会の答弁
等もめまぐるしく変っています。総理の答弁
も後向きになったり前向きになったりしてい
ます。経済界では新日鉄、J・A・L等も日華
協力委員会に健康上の理由をつけて、欠席し
たりしています。日本の中国政策の原点は2
つあります。その1つは蒋介石が日本が戦争
に破れた時に、ネうらみに報ゆるに徳をもっ
てす〝つまり賠償も不要、日本兵も捕虜にし
ないで返すという政策に対する恩義がその1
つの原点です。

更に第2番目はアメリカの中国政策です。
具体的に言うとアメリカは実は1949年の末期
頃（中共の北京政府の出来た頃）もう国民政府
は、もうとことんまで落ちぶれてしまったと
して、見捨てようとした時期がありました。
昭和24年9、10、11月には、アメリカ国務省

国防省で非常に大きな議論がありました。翌
年25年の最頭にはアチソソ・トルーマンは
モ台湾は中国の一部であることは今更議論す

るとともない〝と云いきっています。この時

突発したのが朝鮮戦争です。
この時点でb台湾はアメリカが守る〝と云

うことをはっきり云っています。これになら
って日本も自由主義陣営の一員として台湾を
守るという様になった訳です。当時日本が平
和条約を結ぶ相手として、台湾を選ぶか、北
京を選ぶか、について大きな議論がありまし

たが、当時の吉田首相は朝鮮戦争の後である
こと及びアメリカの意向をも考慮に入れて台

湾を選ぶことになった訳です。
この2つの原点の中で、アメリカの中国政

策がここで大きく変ったことによって、日本
の政策の一つの原点がここで変化する様にな
る訳です。もう一つの原点については相当の

議論がある様です。
日本国内にある極めて常識的な議論、つま

り1千4百万の人口を今まで本家として来た
ことに対する国際信義も重要であるが、然し
我々が現に戦争をし、惨過を与えたのはまざ
れもなく中国大陸で、そこに居る8億の人達
に対して、戦争のわびもしないし、戦争終了
の条約を結んでいないということはおかしい
ではないか、ということから、中共との関係

を良くしなさい、という議論か非常に強い様
です。私のみるところでは、今後その方向は

急激に強まり、短く近い将来に、この問題は
結着する可能性があります。そうしますと、
もう1つ残っていますのが、今朝アメリカか
らのニュースとして発表された様ですが、中
国代表権問題（国連に於ける）があります。

これは、逆重要事項方式と、我々呼んでお
りまして、今まではモ中共を入れて台湾を追
い出す〝という取換えをすること自体重要で
ある、と云ったのですが最近は、北京が入る
ことは黙っているが、モ台湾を追い出すとい
うことはあまりにも可哀そうではないか〝と
いうことで、これはモ半数が賛成したと云っ
てやれる問題ではなくて、鶴以上の賛成がな
ければやるべきでないではないか〟という決
議案を出すという方向です。我々の問では相
当前から判っていました。この決議案が通る
か通らないかという問題があります。

この問題について、我々としては充分に票

読みもしていますし、情報もとっています。
然しそれがどういう可能性になるかについて
は、申し上げられない状態です。今後日本と
中国との関係は大きく転換する時期になりま
す。これからの政治の中心は5～6年間中国
問題ということになると思われます。

〔Ⅷ〕幹事報告
会報到着→大阪RC
暑中見舞→頼俊雄
認証状伝達式→郡山南RC　9月19日（日）
359地区年次大会→10月16日（土）17日

清水市民会館
鶴岡西RC一十庄内RC親睦ゴルフ大会

及び納涼家族会の案内
ゴルフ　8月27日（金）10時湯の浜cc

コンペフイ1，000円

家族会会員1，500円家族1，000円子供500円
家族会　同時　5時30分満光園にて
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甜呵ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

管　0235担5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太郎

こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第615号　1971・8・10（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

r嘉去云訂一議

虹＝l‾二王届牒三晶、詔君

崖慧霊

〔Ⅱ〕お客さま

今　回＿＿

＿且＿名＿

前回まで‾15名

8月計【17有

梢雷緊要恕賢闇雲

三顧豪語璧妻
数「…（計15名）⊇

三屋…監蓋窪冨…巨

藤　　沢

旅河正美君

鶴岡西と

覇坂田
正吉君∃

〔Ⅱ〕会長報告

特に会長報告はありません。先週も申し上

げましたが会員の五十嵐一郎君が荘内病院に

入院、明11日手術とのことです。3、4日は

モ面会謝絶〝とのことですので、その後にお

見舞い下さい。

〔Ⅳ〕インターハイ四国大会について

（五十嵐伊一郎君）

先日3日に鶴岡を出発、5日より始まった

インターハイの視察に行ってまいりました0

成績は殆んど予選で落ちてしまって決勝に残

ったのは居りません。但しベストをつくして

戦い自己の最高の記録を出して帰ってまいり

ました。出発の時は台風に会いましたが連絡

船が欠航する前に、高知に入ったので幸いで

会
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した。開会式は翌朝に行われましは。その他

の日はむし暑い日々がつづきました。食事は

あまり良くありませんでした。昨日より始ま

ったモ花火大会〟ともよさこい祭り〝の練習

が市役所などの前でも行われておりました。

そのうたを録音してまいりましたのでお聞き

下さい。くじら料理は大変美味でした。来年

のインターハイはぜひがんばりたいと思って

おり、明日より中学校のトップクラスの合宿

その後国体の予選高校トップクラスの合宿を

鶴岡市民プールで行う予定になっておりま

す。尚高知西クラブよりバナーを頂いてまい

りました。

〔Ⅴ〕花笠おとりについて　（鈴木善作君）

本月10日、日日の行進順序について申し上

げます。皆様の御声援をお願い致します。

皆様の御協力により計画が完成しました。

団体申し込みが40、人員は2，002名になって

居ります。本日の開始時間はP．M7．00山王

神祉前より出発します。先頭は羽黒山山伏、

役員車、その他で100名以上の団体は鶴信金

庫135名、羽黒婦人会110名、荘銀130名とな

って居ります〔夕涼みながら多数お出掛け下

さいます様お析い申し上げます。

〔Ⅵ〕モ神戸東ロータリークラブ

からのお便り〝

張　　紹淵君

地区、世界祉会奉仕の本の件で大変お世話

様になられた、神戸東ロータリークラブの末

正久君に、うちのクラブ会報とバナーを同封

し、挨拶したところ、丁寧なお便りを頂戴致

しましたと同時に、神戸東ロータリークラブ

のバナーと会員名簿がお送られて釆ました。

これを回覧致します。その便りの中で、

（1）バナーについては：

田村孝之介画伯（元神戸東RC会員）のデ

ザイソで、神戸港、東部の工業地帯を背後の

六甲山（瀬戸内海国立公園）を表わしたもの

ですとありました。鶴岡ロータリークラブの

バナーは東北地方のバナーが少し、立派で喜

ばれることと思いますとありました。

（2）鶴岡クラブの会報（1971．7・27号）有

難く拝見致しました。内容の充実した立派な

会報です。然も要領よく簡潔にまとめられて

いるので大変読み易いです。末正久君、自分

は368区の会報を殆んど全部知っていますが

鶴岡クラブの会報は、その地区内のと比べて

どこへ出しても恥しくない、一流の会報と思

われました。会員数63名で、毎週あれだけ充

実した会報を発行されるのですから、当クラ

ブ会報委員会の御苦労はどんなに大変だろう

と、つくづく思われますとあり、彼、自分が

けんそんして、私の貧しい経験では①よい会

報を出しているクラブ、（ヨロータリーソング

を皆が大きな声で歌う、クラブは大体に於て
「－　　　　　‾‾▲一一一ヽ■■■l【十王■サ‾

よいクラブと考えて、誤りないと思いますと

大ザッパな鑑別法が書かれてあります。この

意味で353区の鶴岡クラブはもっと優秀なク

ラブであろうと想像されました。私も同感と

思います。

去年の会報委員会、委員長も大変、御苦労

様で御座いました。毎年立派な会報か出来、
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私達会員は大変幸せであります。昨年の会報

委員長と委員会ありがとう御座います。一同

に代りましてお礼申し上げます。

（3）それから

私の149ヶ国に対する挨拶状と、平和の5

つのテストを郷土、庄内の観光絵ハガキを同

封して、何かお気付きの点を、御指導下さる

ように、お願い致しましたところ、私のロー

タリーに対する情熱と誠心誠意があらわれて

いるとあり、結局は自分の今年の計画してい

る奉仕も意味あることと思われた。送った内

容を会員の皆様に回覧致します。尚お気付の

点御指導ねがわれれば、ありがとう御座いま

す。

（4）神戸東ロト∵タリークラブ会員名簿がお

送られてあります。発行は1971年7月1日と

なって居られ誠に、立派なものです。御覧の

通りの小冊子で、例会日は火曜日、うちのク

ラブと同じ日の同時間であります。最初に歴

代会長および幹事、会員数が書かれ、昭和29

年創立、40名の会員が、今年で17年になり、

99名になって居ります。末正久君が第3代目

の幹事をやられた方で、今年はクラブ奉仕の

ロータリー情報委員長、外、唱歌委員会員で

地区ロータリーの友の委員になっています。

ロータリー情報と唱歌を兼ねてやることはな

る程大変よいところに気付いています。

殊に、私の日頃の例会で、ロータリー情報

を如何に短かく、如何に楽しく、有効にする

には、どうすればよいかを知りたかったが、

誠にここで、教えられたところです。このよ

うな構成はなかなかよいと思います。最後の

ところにみんなで歌おう、あの歌、この歌、

唱歌委員会編集の歌が沢山あり、一年中にロ

ータリーを楽しく、有効に陰ながら応援して

いるところが見られ、よく纏まったクラブ、

成長したクラブと思いました0

以上お知らせ致します。

〔Ⅷ〕会報委員会より

摩会員より原稿を頂きましたので今週号の

会報に掲載致します。皆様も振って原稿をお

寄せ下さる様お敵い致します。摩会員に対し

て心より感謝申し上げます。

〔Ⅷ〕中国のことば　　　磨　萬江君

三浦会報委員長から会報の原稿を書けと言

ゎれたのが1ケ月前、多忙にまざれて遅延し

たのほ口実で本当はタネがなかったのであ

る。執行猶余の期限切れに際し、かって読ん

だこと、聞いたことを思い出すままに書くこ

とにした。とりとめのない内容であること論

を侯たない。貴重な頁を汚して申し訳ない。

あ　て　字

音のあて字…アイゼンアワー（芥森豪）

ニクソン（尼克森）

形のあて字…園は本を木箱でかこっておさめ

ておくので図書館のこと。

石は有の中にあるべきものがな

いので無の意。

癖は女が運転して昇降するので

ェレベーターのこと。

声兵は話題の字、アメリカと中

国の間にかもし出されたセン



セショナルなニュースの主人

公、ピンポンである。兵（ピ

ソ）の音と玉のとび交う形か

ら作った字である。

諺

漢字は造字法によって出来ているところから

中国では文字の構造を利用した諺が多い。

自大一点臭妙‥自大とはうぬぼれのこと。白

と大をつないで一点を付すと臭

となるので自分が偉いと思って

うぬぼれる人は悪臭ふんぷん。

忍字心頭一把刀、忍得往大英豪…忍と云う字

は心の上に1本の刀がある。そ

れ故忍をつらぬき通せる人は大

英傑である。

入費双月少、衣破半風多…双月は朋と書き直

すことで友人の意が出て来る。

半風は風を半分にするのだから

乱となる。即ち人は貧乏すると

知友が遠ざかり少くなるし、破

れ衣装を着ているか‾ら乱が多

い。

〔Ⅸ〕幹事報告

会報到着→能代RC、白鷹RC、石巻RC、

東京RC

チャーターナイト案内→

横須賀西RC lO月10日

米海軍EMクラブにて

諌早北RC11月21日

ボーイスカウト世界ジャンボリー参加の山形

隊（庄内隊）より礼状

例会場変更と時間変更

上の山RC　毎週金曜日　よねや旅館

12．30～13．30

山形北RC　8月19日　PM6・00

納涼バーチーのため産業会館

宮内RC　8月18日　PM6130　料亭湖月

1973年R．Ⅰローザンヌ大会の案内状到着

、、■＿′／
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創立S34．6・9　承認534・6・27

前岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

別会場　針汗抽本日二川
ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　偶岡箱根場町

商工会議所内
曾　0235鋤5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyour′

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第616号1971・8・18（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

書竺空儲猫熟I

の出席数・46名席諸芸：窪惹～腐砦」
出rl】‾；笹原君、谷口君、佐々；

席出席率；74．19％数不君・薮田君
l　　　■l　　　　（計16名）1

ーノー）、

1

53名

新穂君一酒田RC

ク：阿部（袈）君、安藤君、

ア三井（徹）君、中山君、

48ク絹恒樫君一鶴岡西RC

〔丑〕お客さま

今　回l静　　岡＝鶴岡西周　岡西r
松田

善三郎君≡足達‾見君

〔町〕ヒジクー紹介　会　長

新聞六柄君　静岡ロータリークラブ

新問さんは早稲田大学在学「巨水泳部部員と

して活躍された方で、五十嵐伊一郎さんと同

じ頃一年懸命泳いだ万です。静岡クラブのバ

ナーを頂きました。鶴岡のバナーを差上げま

す。

松田善三郎君　鶴岡西RC

足立一見君　　　仝　上

ゲスト紹介

ネルソン・グロリアさん夫妻（U．S・A）

阿部貢さん（グロリア御夫妻に同行）

阿部（公）さんが体の具合が悪く入院された

様です。病名は肝臓病らしいのですがまだは

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う
　
「
∴

r
照
「
」
座

前
回
の
出
席



っきりしておりません。

近l二回荘内病院にお見舞に参りたいと思っ

て居ります。

〔Ⅳ〕グロリアさんの御挨拶

グロリアさんの御挨拶は張先生が適訳さ

れました。

皆様に再びお会い出来まして、大変うれし

く存じております。皆様のお名前やお顔もす

っかり忘れてしまい、失礼致しました。

私は主人の公用でアメリカよりずっと日本

に来て居ります。今日は御招待頂き有難う存

じます。アメリカと日本の間の親善を計るた

めの協会がありまして、その関係の公用で各

地を尋ねてまわりました。私は大学を出て中

学、高校程度の子弟を教育し、又主人は大学

を出て専門の研究をして居ります。どうも有

難うございました。

尚、グロリアさんについての思い出につい

て張先生のお話がありましたので会報に掲載

致します。（会被委員会に原稿を頂きまし

た。）

〔Ⅴ〕社会奉仕委員会より報告　嶺岸会員

今年度になって過去の社会奉仕の業績を調

べてみました。斎藤得四郎さんの時に、体育

館前に四つのテスト及び5本のシュロ、41fr

には駅前アーケード（新潟地震の見舞金使

用）がありますが、実際にクラブとしての社

会奉仕は体育館前のものだけということにな

ります。

今年度私が委員長となり、何か大きいこと

かやりたいと考えておりました。先月釈同市

長と会い、公園の噴水の話をしましたところ

鶴岡市としては今のところ予算化していない

とのことでした。

そこでロータリークラブとして噴水を寄増

したいと申し上げたところ大変感謝されまし

た。今月三日理事会に掛けて決定をみまし

た。資金の調達のためのスマイルをよろしく

お願い致します。

〔Ⅵ〕金員のスピーチ

1・長女の海難事故について　新穂光一部署

今月5日長女めぐみが、海に3時間程流さ

れ、皆様に御心配をお掛けしました。お蔭さ

まで無事故助されましたので、御礼申し上げ

ます。

私が、この事故について連絡をうけました

のは午後4時10分前、現場に着いたのが4時

20分で、その時に状況をききますと、もう1

時間位時間がすぎているとのことでした。1

時間すぎているので、もう絶望だと感じまし

た。

5時半頃、エアーマットを巡視艇が見つけ

てくれましたが、これには孔があいていまし

た。

子供は苦しむと物を噛む、という話をする

人もあり2％位の望みも全くなくなったとい

う考えをもちました。その日は天気が良かっ

たのですが、兼風が強い日でした。漁榔こも

4隻手伝って頂きましたが、海岸より2K芋

までほ行けるとのことですが外洋は波が荒く

その発には行けないとのことでした。6時頃

には巡視艇1隻におまかせして、探してもら
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いました。

日没になりモ　7時5分に捜査打切ります〝

という連絡がありました。この連絡で、一分

の望みも断たれたという訳です。そして私は

あきらめて家に帰りました。ところが、海上

保安部より連絡があり、助かっている様だと

のことでしたが、とても信用出来ませんでし

たが、とにかく保安部まで出掛けました。

その時には、私の親戚の者が引取って家に帰

ったとのことで、再び引返し娘の頃を見たの

は8時半か9時頃でした。

家に帰った時に、娘の第一声はらボートを

流しちゃった〝と申しました。これは借り物

のエアーマットを流したことが悪かったとい

うムードでした。

新聞にはキあゝお腹が空いた〝　と云ったと

報道されていますが、その前にやお兄ちゃん

達どうした？〝　と聞いたそうです。モ喋ると

疲れるから黙っていなさい〝　と云ったらモあ

ゝお腹が空いた〝　と云ったそうです。

私にとってほ、生死に関する問題で、大変

ショックキングな事件でしたが、社会的には

意味がある訳ではない、と思っていましたが

新聞やラジオ、テレビに出されてからとかな

り大きなことかな〟　と考えています。幼児が

海上で長時間命を守って来たことが、奇跡に

属するそうです。もやまゆせ〟　という巡視艇

に発見されたのは、最もラッキーなことでし

た。

その後、娘から宰情をきいてみますと、次

の様でした。〟エアーマットから落ちたのか〝

ということを閃いて見ると落ちたのではなく

モとびこんだ〃と云って屠りました。又仔ん

なが追っかけて来るのほ、見えたそうてす。

沖合いで通っている船は2、3回は見たそ

うですが、子供ですので手を振ったり声を出

したりはしなかったので、判らなかったので

はないかと云っていました。最終的に見つけ

られた時には、3人の船の人が着衣のまゝと

びこんで来たのでモ馬鹿だなあ〃　と云ったと

のことです。割合落ちついていたことと、海

に対する恐怖感が無かった様で、その後も海

で泳いで居ります。

テレビの出演依頼についても色々考えまし

たが、結論としてほ出演を受けることにしま

した。

その後、新聞やテレビで見た方々より色々

はげましやらお見舞等を頂きました。

何れにしても、おきわがせしたことについ

ては、親として申訳けないと一巴／）て爪りま

す。又極めて少いチャンスで助かったという

ことについては、素跡こ喜んで折ります。

2・ヨーロッパ粁済事情視察団募t畑二ついて

期間10月6円～10月20口15日間

費用　298，000

詳細はパンフレットを配布致しますっ

3．グロリアについての思い＝

今から6午前でした。私が会艮乱作の第

1回臼の例会に、グロリアさん七、F付ほん

と一緒にお迎えが上汁来ました。そのときのグ

ロリヤさんは、米国の4H、黒情熱満作とし

三堅巨墜墜剋＿董立揖定生血揖［

兵1▲宅に10口「甘．滞在致しナこそうてナ「ノ



と叫吊、心．いい」－タり－呵批㌫」誹軸心

山／にましたし、Hに奉仕五八よ、有志と共に

私のところでファイアサイト・ミーテンクを

やりました。なかなか、グロリアさんは評判

のよい娘でありました。

そのときの思い出が、昭和46年度のアルバ

ムに乗ってあります。見ますと大変なつかし

いものです。会員の皆様にお廻し致します。

あれから、結婚なさいました。私は普段文

通を怠って屠りましたが、クリスマスカード

だけは、毎年かかさず送ったようでありまL

J－

数年前のことでした、結婚のとき招待状が

来ましたが、丁度このたびのiH交換学生の場

合のアイリンさんと同じように、米国までほ

出席が出来なくて、お祝いのしるしに御殿マ

リをおおくり致しました。その代りに、立派

なタオ／レを送って下さったりして、なかなか

思いやりのある女性であり、御主人さんもそ

の通り、よい方であります。

この度御主人様と一緒に、公用で、日本を

方々と研究し、旅行をして居られるようで、

東京、愛知県、福井県、京都へと忙しいスケ

ジュールの中をあえて、お世話様になられた

谷定の阿部さんのところにお礼に、唯の一晩

の滞在でした。

今日はロータリークラブ例会にも出席して

下さいまして、ありがとう御座います。私の

ところも、未だに立寄れなくて居りました。

例会がおわりますと、山形県の寒河江市に向

わなければならんとのことであります。又こ

の次にゆっくり御来光をおねがいするところ

つまうりし，、「〔

ノ′、日は珂忙しい中を、御裳再役の阿≠遥ん

辻にも御．1■．㍍一様で御庇います。阿部さん達も

私達が毎遇の火曜口のこの時問に例会があり

ますから、紬削紺も来れば幸いと思いますし

歓迎致します。皆様会員に代りまして、お礼

申ししげます。

グロリアさんの新住所：GLORIA

dr．＆Mrs．Stebhen D．NeIson

lO25Berkshie Road

Ann Arbor．Michigan48104U．S．A

〔Ⅶ〕幹事及び委員長報告事項

認証状伝達式→東京狛江RC

11月21口（日）　帯同ホテル

・拝務所変更一秋閏角館RC

秋田県角館町竹原町　角舘倶楽部内

例会時間、場所変更→山形西RC

8月23日（月）6時

ホテル大沼（納涼パーテー）

鹿児島西RC会長岩元正二氏の名前で鮫島志

芽大氏より箆児島特産焼酎12本到着

1、－ノ
5■
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品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎避　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第617号　1971・8・24（火）（くもり時々雨）

〔Ⅰ〕出席報告

会員数と

出席数】

軋【一一

屈出席率
】

〔Ⅰ〕お客さま

薮田君一高銅C【

警君i
長谷川（悦）君、

摩君一鶴岡西RC
ソ　　　　・．＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿　＿5

〔Ⅱ〕会長報告

（1）Jころム目星＿旦4rjLニヱ」」」をたた合一丈1－－－

開かれまして、役員の方々初め皆様の非常
なる御努力と御協力によりまして、成功の

うちに終了することが出来ました。本当に

皆様のおかげと大変感謝致しております。

後刻私よりスマイルさせて頂きます。

（2）国際奉仕委員会より発表がありましたが
オーストラリ

ラブ羊．空運内野亘杢敵杢野草攣ク

邪准責苛符ましたあで当タラ塑侯繭革
1」丁と致します。

（3）インターアクト大会の時に福島に来て屠

られますオーストラリアの交換学生が3名

居りバナーを持って来て下さいました。

（1）NARACOORTE・R・C

（2）GEELONG R・C

（3）BENDIGOrSOUTH R・C

¢）鶴岡西ロータリークラブにメークされた

方より浦和北のバナーを託して行かれたそ
うです。
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〔Ⅳ〕社会奉仕委員会より　嶺岸会員

先週も御報告申し上げましたが、23日付の

二二二二一一‥∵∴∴ニー‡二

これにつきましては会員の阿宗さん、中山

さんには物心両面の御奉仕を頂きましたので

私より厚く御礼申し上げます。
まだ現物を見ていない方は一度お出掛け頂

き度いと存じます。

金額は確定はして居りません

程度と見て居ります。
鶴岡市身体障害者連合会より

ミ330，000円

いり

まして、第1回身体障害者のスポーツ大会に
ロータリーよりドッジボール1個を寄付して

頂き度いとのことですのでこれを寄贈致しま

した。御報告申し上げます。

〔Ⅴ〕一インターアクト大会を終了して

安藤貞助君

先程、会長よりも報告がありましたカ互ヱ」

かニヱク土筆6血生盗去会も旦墜竺塾垣追払＿
よりまして、無事に終了することが出来まし

た。この間インターアクトは学校を主体にし

てやって行かなければならず、そして、ロー

タリーがバックアップするというところに難

しさがありました。然し校長、指導教官を中
心に、クラブ員が非常に努力して下さいまし
て、あの様な大会の進行になった訳でござい

ます。

当クラブの援助の態勢としましては、最初
に申し上げました通り私が委員長の立場上、
バックアップの難しさ、及び連絡の問題等あ

りまして一応骨組までは私がおひきうけしま

した。その骨組に従って役員の方々にいささ

か命令的にお仕事をお願いして進めた点は、

誠に心苦しく思って居りましたが色々の問蓮
から止むを得ない事情でありましたので御了

承頂き虔く存じます。
この様な状況下にもかかわらず各委員とも

非常に積極的に応援して下さいまして盛会の
うちに終了致しました。

学生達が出しました大会のテーマもより深
い理解とより多い稔りを〝ということの幾分

かは満たされたのではないかと思います。

皆様の御協力に対して厚く感謝申し上げま

す。尚、今大会の参加人員は概算165名でし
た。

以上報告致しまして御礼にかえます。

有難うございました。

〔Ⅵ〕ホスト校を代表して　斎藤信義先生

此の度のインターアクト年次大会につきま
しては、本当にロータリーの皆さん方から、

言葉で御礼の申し上げ様のない到れり尽せり
のお世話を頂きまして、参加の方々からも非

常に喜ばれまして、一応前からの懸案であっ
た大会の内容につきましても一歩前進した非

常に稔り多いものをやって頂きましたことを

皆様のおかげと感謝申し上げます。同時にイ
ンターアクトの育ての親である林先生にまで

お越し頂いて一層大会に花を添えて頂きまし

たことをホスト校としまして学校全体を代表

しまして厚く御礼申し上げます。

有難うございました。

．〔Ⅶ〕幹事及び委員長報告事項

例会場変更
村上RC　9月2日（木）12・30分より

村上市立第1中学校会議室
米子東RC　9月1日（水）より

米子国際ホテル3階に変更
チャーターナイト案内

365地区守山RC11月21日（日）

守山中央公民館1時より

会報到着
新庄RC　天童RC

ゲスト

林　　茂　助
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〔Ⅰ〕出席報告

書も讐＿竺

l

浩一∴一一　一‥r一一‥

席偲席率】70．97％顔蓑急告歪（郭繍

〔皿〕お客さま

芸要整諾離
小花君－インターアク喜

卜年次大会】

〔Ⅱ〕会長報告

1．インタ㌧－アクト大会にお出になりました

下田先生よりお礼状が参りました。

2．先日例会に出席しましたグロリアネルソ

ンさんからもお礼状が来て居ります。

3．外国人のためのイタリア大学の解説が来

ております。1年を3期に分けて外人のた

めのイグリー大学を開設しているさ　うで

す。御希望があれば申し出下さい。

4．9月9日10日鹿児島庄内会の1行20数名

が当地に参り盟約第二回の式典を行うこと

になりました。此の式典のスケジュールは

次の通りです。

1）　9月8日　鹿児島発

2）9日18‥58鶴岡着（白鳥）

湯田川1泊

3）10日　兄弟都市盟約2周年記念式典

於　致道館　8：40～9：20

会
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市内外見学視察　9：20～16：08

歓迎会松ケ岡　16：00～17：30

（多数御出席下さい。）

会費1，500

〔Ⅳ〕インターアクト地区大会を終って

（その二）

安藤足助君

インターアクト年次大会の内容は先の例会

でお話した通りですが、その後各校の学生よ

りお礼状が来ております。

今回の大会は非常にみのりの多い大会と皆

々様より認められた様です。

一重に皆々様の御協力の贈と感謝して居り

ます。決算の方もまとまり、承認を得昨日よ

り支払いに入り、今日で完了の予定になって

居ります。残務としては参加校に礼状を出す

ことで会長の承認を得て今明日中に出すこと

になっております。

日曜日にホスト校の反省会を青年セ∴／クー

で行ないました。反省会での一番のポイント

はも我々はもう一度インターアクトのスター

トに立ってやり直さなければならない。〝と

云うことが全員一致した所感の様でした。之

は非常に大きな収獲であったと思います。

最後の20分間で寸スタートに立って何をや

るか〟について討議しました。

その結果次の様な意見が出ました。

1）例会について

∩時間を守ろう。

0例会場について検討しよう。

0出席をきびしくしよう。

0例会の前にインターアクトの歌を歌お

う。

etcと数多くの立派な意見が出ました。

今後の工専インターアクトの発展は期して

待つべきものありという感じで聞いておりま

した。

最後に会長からや立派なみのりのある大会

が出来たのもロータリーのお蔭であった〃と

云うことを皆さんに充分お伝え下さいとのこ

とでした。

〔Ⅴ〕ロータリー財団学友委員会について

小花盛雄君

今度地区の方に財団学友委員会が新しく出

来た様です。石黒君が当クラブから奨学生と

して出た関係だと思いますが私が委員に指名

されまして今年度その仕事をやることになり

ました。頂度2、3日前にR．Ⅰの方から仕

事の内容を通知して参りました。一応申し上

げますので御了解を頂き度く存じます。財団

関係の奨学生資金の援助を受けて勉強に出た

大学院課程、大学課程、専門的訓練並びに研

究グループ交換等の人達の消息をガバナー月

信等に載せたり叉各クラブに訪門する様に奨

励したり更には財団関係の文献等によって会

員諸君の理解を深める様な活動をしようと思

って居りますのでよろしくお願い致します。

〔Ⅵ〕思し、つくままに　　　早坂源四郎君

私はインターアクトのことについて、

あまり勉強して居りませんが比の前のイン

ターアク．ト地区大会に出席しまして最後に

指導教官とロータリアンの懇談会がありま

した。

安藤さんの司会で非常に活発な議論が行な

はれ大変盛会でした。

その時インターアクトの思い出について話

す様にとのことでしたので次の様な話しを

しました。

私が会長時代に出来た鶴西校インターアクト

の会員に20名近くでしたが現在8名程度にな

っているそうです。

その時先生にも申し上げましたがインター

、一ノ



、＿ノ

アクトクラブも作るばかりが能ではなくそれ

を円滑に運営し長く継続して行くところに意

義があるのではないかと云うことを私は申し

上げた訳です。現在西高の方は指導された方

が大変熱心で学校の方ともうまく円滑に行っ

ているとのことです。資金の面ではいささか

苦労している様です。高専校のインターアク

トクラブを鶴岡クラブで作った関係上西校の

イソクーアクトクラブを西クラブに引渡した

形になって居ります。然し未だに西クラブと

協同スポンサーになって居ると思いますので

インターアクト委員会として種々の援助をし

たらどうかと思います。

先程も申し上げましたが、何事も特に企業

は継続するところに意義があると思います。

最近酒田等でも経済的に苦しい企業も出て来

て屠る様です。

その時私は種々考えましたがロータリアン

のつき合いは良い時ばかりでなくこの様な時

にお互いに助け合う必要があるのではないか

と存じます。

その方法として金銭ばかりではなく精神的

な面、アドバイス等は出来るのではないかと

思います。そこで私の提案したいことは職業

奉仕委員会が経営研究会を開いてほどうかと

思います。

（続いてローターアクトについてお話しがあ

りました。）

〔Ⅷ〕ドルショクについて　　池内方平君

我々の過去に大きな変動を与えた戦争経済

のあとの反動大正8年第一時大戦終了と同時

にモガタ〝が来て、成金が全部裸になったと

いう歴史がある訳です。

日露戦争の頃は私はまだ小さくて解りませ

んが、第一次戦では良く存じて居ります。第二

次大戦では日本は敗戦で裸になってしまった

ので反動はありませんでした。戦後昭和25年

の朝鮮動乱を契機にして日本の経済は復興経

済になりました。その後20数年間復興経済並

びに成長経済をつづけて今日に至って居りま

す。私の理論根本は戦争経済の様にいわゆる

軍需品、即ち兵器弾薬の製造で作っても間に

合わない時は産業は猛烈な勢力で発展し、設

備投資も積極的に行なほれます。それが戦争

が終了すると同時にモガタ〝が来る訳です。

戦後の日本経済は20数年に亘って成長しつ

づけて大きく水ぶくれして居た訳です。これ

がこのまま5年10年成長しつづけて行くかそ

こに私の疑問がありました。これは何かの形

に於て必ず整理段階に入るだろう、それはど

ういう形か、どういうきっかけか、成は何時

来るだろうかと云うことは解らないが必ず来

ると考えていました。

ところが16日の午前10時にニクソンが世界

に対して輸入課徴金問題を発表したことから

大きなシヨクッを世界に与えた訳です。これ

がきっかけで、日本のみならず、世界が大き

なショックを受けたことは皆さん御存知の通

りです。

8月の16日から始まって、日本以外の国は

大方変動相場制をとって居ります。

アメリカのねらいは課徴金の問額だけでな

く次のねらいはアメリカのドル対各国の通貨

のルートの修正という問題がある訳です。そ

れで早く欧州方面ではこれを変動制相場に切

換えたのですが、日本では平価維持というこ

とを固持（1ドル360円）して居りました。

27日1日で12億ドルの交換をしたとのこと

です。45億のドルを日本は買い込んでしまい

その損金だけでも膨大なものになっていま

す。アメリカがこの様なことに踏み切った根

本理由は戦後アメリカが世界各国は膨大な投

資をしてドルを放出したと同時にベトナム戦

争に介入て泥沼に入ってしまい大きく国費を

費したということ、最近はスタグレーション

と云はれる不況下に於ける物価上昇等でアメ



リカは困り抜いて居りました。まして45年度　　今後の経済情報に対して特に御注意される

に於てほ貿易収支さえも赤字になってしまい　様期待致します。

世界の経済リーダシップをとっていたアメリ

カが経済的に行きづまっている現状を打解す

るためには思い切った手を打たなければなら

ないということと思います。繊維問題から始

まったダンピング問題も1年以上になって居

りますが日本の態度が煮えきらないと云って

居ります。

然かも日本の貿易はアメリカに対して20億

トルの差があります。その点に於て日本の経

済成長、経済大国と云う社会的認識に対して

何らかの方法を講じなければならないという

ところに問題がある訳です。

前駐日大使のライシャワー氏は

アメリカは日本の経済成長に恐怖感をも
っているということ、

中国は日本の軍事再建に対する恐怖感を
もっていること、

日本のこれからの成長はアメリカに対して

も経済的な大きな恐怖であり中国に対しては

軍国主義としての再出発が恐怖感となってい

ます。

そこで日本の成長経済的におさえなくては

アメリカの経済問題と同時に中国の将来に対

する恐怖感が消去出来ないということからた

またま来年の5月前ニクソン訪中という問題

で日本をのりこえて米ソの接近がある訳で

す。その他さまざまの問題が日本の最近の成

長と日本人の考え方が国際的にどっちかと云

うと片輪的であるので世界の大きな非難を受

けています。アメリカ側としては少くとも日

本の円の切上げが20％以上望んで居るだろう

し、又それ以上上げなければ輸入課徴金の問

題は撤廃しないだろうと考えます。

これからの日本経済は非常に大きな問題を

かかえておりこれから具体的に産業別にどう

いう影響をうけるかということは大変深刻な

問題です。

〔Ⅷ〕幹事報告

（1）認証状伝達式　370地区長崎県諌早R・C

ll／21（日）於諌早市体育館

（2）例会場変更

山形西R．C

9月より大沼デパート7階特別食堂

山形R、C

9／8　5時30分より丸久にて

クラブフォラムのため

（3）林茂助氏よりインターアクト参加の御礼

のハガキ到着

（4）会報到着

東根、大阪、山形、山形西、高畠R・C

、＿ノ
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〔Ⅰ〕出席報告

蓋慧 佐藤（昇）君

鮎翳70・97媚腎諾碧空詣（雪害芦JIILL氾ノイヨヽ皿l　風しこニノヰヨ

斎藤（信）君、佐藤（昇眉■
佐藤（忠）君、鈴木（弥）君
富樫君、薮田君一鶴岡西
RC　摩君－インタァクト

〔Ⅱ〕お客さま

〔Ⅱ〕HAPPY BIRTH DAY TO
YOU〝　　　　会員（5名）

会員誕生
高橋正太郎君　伊藤貞次君　上野三郎君
池内方平君　小池繁治君

奥様誕生

五十嵐多摩子様（八郎）三井糸様（徹）
三井順子様（賢二）

年間皆出席
6年間皆出席　三井賢二君

〔Ⅳ〕皆出席　8月100％（44名）

阿宗君、阿部（嚢）君、安藤君、張君、長谷

川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、市川
君、飯自君、池内君、石井君、石黒君、五

十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（八）君

海東君、田中君、金井君、上林君、黒谷君
小花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井

（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、芸網君
小野寺君、大川君、摩君、斎藤（得）君、佐

藤（昇）君、佐藤（息）君、鈴木（善君、新穂
君、鈴木（弥）君、高橋君、小松君、手塚君
津田君、富樫君、鷲田君、薮田君
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阿部（公）君、荒
谷川（文）君、早
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今間君、嶺岸君
完網君、大川君

薮田君（計18名）

開
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〔Ⅴ〕会長報告
1・来る9月18日英語の弁論大会が鶴岡で行
われます。例年通りトロフィーと賞状を差
上げることになりました。青少年委員会の
阿部先生にこの点よろしくお願い致します

2．今日のガバナースレターによると当クラ
ブへのガバナー公式訪問は11月23日（勤労

感謝の日）になっていますが休会になって
居ります。先程ガバナー事務所に電話しま
した。この結果期日が変更になる様に思わ
れます。尚、変更ありました時に連絡致し

‰諾意簑欝葺器票冨雷雲芸三宝芸

、こ▲二ご手

指

ヶ国の視察談をききました。

菅原和子さんのお話

昭和43年度世界青少年交流協会から派遣さ
てスウェーテン等北欧6ヶ国訪問してまい
ました。世界青少年交流協会について説明
ますと飛行機一機をチャーターしまして、
本より150名ドイツより150名がお互い交換

合う様になっています。現在はドイツだけ
なく、スウェーデン、アメリカ、等各国の

少年と一年おきづっ交換し合う様にしてお
ます。山形県には今世界青年友の会がない
のですから、受入れが充分に出来てなくて
れから世界青年友の会の山形支部を作ろう
いう働きがある訳です。
その時はロータリーの皆様に色々とお世話

た、なると思いますのでよろしくお願い致しま
す。

第一歩は西ドイツのハンブルグでした。ハ
ンブルグからスウェーデン、オスロ、ロこ／ド

ン、フランクフルト、スイスチューリッヒ、フ

ラソスと6ヶ国まわりましたが重点的にまわ
ったというよりも招待されたのはスウェーデ
ンでしたので皆様も興味あると思いますので
スウェーデンについてお話しして行きたいと

存じます。特に青少年についてお話しします
スウェーデンは青少年の約65％が色々の青

少年団体に所属して居ります。それも1つか
2つに入っています。

山形県では現在のところサークルに加入し
ている青少年は半分以下となっています。主
なものとして宗教活動、スポーツ活動、ノン
アルコホール（禁酒同盟）政治的なもの、ス
カウテイング、と5つになります。これをス
ウェーデン青少年協議会という大きな（S・
U・L）団体が統かっているようでした。団

体の総べての予算は寄付と国家予算の中から
出されています。
大きな5つの団体の下に80数個の下部団体

があって、学校、職場が終るとすぐにでも出

かけて行くというふうに大変活発なものでし
た。各町毎にクラブハウスユースセ∴／クーが

完備されておりまして大人、子供等も自由に
出入りしておりましたし、タバコ、ビールを
のむことは全く自由になっていました。スウ

ェーデンの憲法は16才以上の青少年について
は何等タッチしないという、おおらかなもの
で大変うらやましい感じのものでした。

私達BBS活動をやっておりますと、自然
に非行少年の方に関心が行きますが、日本で
云う非行というものはあまりないそうです。
しいて非行というものをあげるとすれば止っ
ている車を無断で拝借してのりまわすのが主
な様です。

日本で街頭補導される喫煙等は非行の分類
の中には入っていません。フリーセックスに
ついても幼児の時代から性教育が行われて居
り、それをそのまま日本にあてはめ様とする
のが無理なのではないでしょうか。モフリー
セックスについて貴方はどの様に考えていま

すか〝　という質問に対して逆にモ貴方の云う
フリーというのはどういうことですか〝　と聞

かれる様な状態です。かえって興味本位だっ
た様で全くはずかしい思いをしました。
色々な社会福祉も全く完備されつくした様

で病院等も見せて頂きましたが全く驚く程の
完備の仕方でした。青少年に今、何に一番関
心をもって居るかという質問に対して国防と
いう答が帰って釆ました。アメリカ、ソビェ

トと次ぐ非常に完備された防衛対策をもって
いる国で150年も中立を保っているにもかか
わらず青少年の答は殆んど同じ国防というこ
とでした。
山本五十六、戦艦大和という言葉は良く聞

かれました。又町中を見ても道路は直線で且
つ広く非常時には滑走路として使える様です
しユースセ∴／クー、クラブハウス等の地下も
非常時には防空壕に利用出来る様になってい
ます。
（その後色々と質問等がありそれに対して興
味ある解答がありました）

〔Ⅷ〕幹事報告
（1）認証状伝達式→
横須賀西RClO／10（日）在日米海軍クラブ
札幌北RCll／14（日）札幌グランドホテル
和歌山東南RC

‖／20（土）和歌山駅前農協会館
（2）例会時間、会場変更→
温海RC　9／13（月）クラブフォーラムの

ため5時より早礎ドライブイン
（3）会報到着→
能代、八戸、郡山、東京、尾花沢RC

〔ミスプリント訂正のお願い〕
第618号伴〕ロータリー財団学友委員会に

ついてスピーチは三井徹君の誤りですので、
お詫びの上御訂正下さい。
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「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第620号　1971・9・14（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

苦】竺竺

〔Ⅱ〕お客さま

〔Ⅶ〕会長報告

1．ガバナー公式訪問日程変更
ガバナースマソスクーレターNo・3　（8

月15日）によると鶴岡クラブへの公式訪問

は11月22日23日になっていますが祝日（勤

労感謝の日になっていますので変更になり

ましたのでお知らせします。
12月6日（月）会長、幹事との懇談会、

クラブ協議会
7日（火）例会に出席

月 10日末吉蒐児島市長を団長とす

る一行28名が兄弟都市盟約二周年記念式典

に出席のため鶴岡に来られました。その中

には西郷隆永氏（鹿児島西）も加はってお

られ有志数名で懇親会を開きました。

記念式典は8時40分に致道館に於て行は
れ、その後一行は市内の見学及び羽黒山の

観光の後16時すぎより松ケ岡の本陣に於て

懇親会がありました。
市長よりお土産として琉球塗を頂きまし

た。お返しにお土産として絵ローソクをお
送りしました。
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琉球塗について（口上書より）

琉球塗は色合が鮮霞で堆金（薄肉彫刻模
様）沈金、螺錮（育貝細工）などの特色ある
技術を生かした工芸品で、文化生活必需品で
あり、しかも堅牢（特殊な下地塗料の関係）
で、日常の実用品としても古来世人に祈讃さ

れています。

琉球塗は琉球本場の技術者が疎開残留して

生産したもので、鹿児島は琉球に似て湿度と
温度が琉球塗の乾燥に最も適合しており、こ
れに豊富な竹材を素地に使った斬新な琉球漆

券を生み出しました。
使用後は乾いた柔い布で拭いて下さい。

〔Ⅳ〕手のない人の美術展について

小野寺会員

荘内日報主催、山形県、鶴岡酒田両市教育
委員会、特に身体障害者の福祉関係の諸団体
の後援のもとに、古手のない人の美術展〟を

12日より開催しております。

会場は、鶴岡市山王町　ましま家具店
酒田市　　　　とみや二階

展示作晶の点数は約140点、小さいものは
3号その他6、10、20号となっており最も大

きいものは80号となっています。

作者は何れも身体障害者でその年令は20才
より60才台までの各層の方々です。

この様に身体障害者が美術に取組む様にな

ったのは大石順教氏のおかげで氏も口で絵を

書かれた方でその作品も展示されておりま

す。

売上げ代金の45％は世界身体障害者芸術家

協会へ還元し更に45％は地元団体施設、個人
へ残10％は諸経費となります。

この様な分配方法ですので、ぜひ会場にお

出掛けになり、お好みの作品をお買上げ頂き

度く存じます。

〔Ⅵ〕財団法人ロータリー米山記念奨学会

よりの報告から　　　　　小花会員

第353地区では現在まで1，500万円、当クラ

ブでは創立以来40万円を拠出しています。本

年度は今年4月より23名増員し計121名に対

して奨学金を出しています。

前年度の決算書をみますと121名に対して
3，800万円（1人平均314千円）の奨学金を

贈っています。

次年度の募集について

1．応募資格
A）日本以外の国籍を有するアジアその他

のロータリークラブのある国から日本国

内に就学又は研究のため在留している男
女学生で大学院課程にあるもの。

B）他の奨学金を受けていない老
C）国際理解と親善に関心をもち且つこれ
に功献出来る老

2・支給額その他

A）月額　3万円

B）期間　2ケ年以内　但し申請等により

延長出来ることがある。

〔Ⅷ〕ロータリー財団新奨学金制度設定

ロータリー財団は、心身障害者ならびに教

育上の欠陥ある者の教師たちのため、新たに

奨学金制度を設けた。その結果、資格を備え
た申請者の中から選抜された教師たちが、1

カ年間他国へ留学するため、奨学金を受ける
ことになった。

各申請者は、ロータリー・クラブによって

推薦され、地区によって確認されることを要
する。ロータリー財団管理委員会は、1971∬

72年度に申請する候補者の中から、1973－74

年度に留学する教師25名を選抜することにな
っている。

申請書用紙ならびに追加情報は、通常の教

育補助金に関する資料を配布する際、同時に
配布されることになっている。

〔1Ⅶ〕「ヒューストン行き」

促進委員会を設置すること

1972年6月1ト」5日、米国テキサス州ヒュ

ーストンにおいて開催される1972年国際大会

への出席を勧誘し、また関係F竃報を提供する

ため、各クラブは「ヒュ．一一ストン行き」促進

委員会を設置すべきである。
この委員会は、大会に関する最新の情報を

ロータリアン誌、レビスタ・ロータリ7およ

び国際ロークリ・ニュースから得ることがで

きる。



大会予告編ならびに大会郵送名薄への申込
みカードは後日各クラブ会長宛に送付される

予定である。

〔Ⅸ〕ロト一夕リーの現状

1971年8月9日現在、149カ国および地理

的地域に14，906のロータリー・クラブがあり

推定704，500名のロータリアンが存在してい

る。1971年7月1日以降加盟を承認された新

クラブ数は18に上り、12カ国にまたがってい

る。

〔Ⅹ〕ロータリー財団奨学生出発

1971年度当地区選衝のロータリー財団奨学

生の佐藤千露嬢（飯坂RC推薦）はピアノ専
政の為、西独逸エッセン市のフォークマン芸

術大学に入学の為、去る7月29日羽田を出発
されました。

また同じく佐藤厳君（福島RC推薦）は英
語教育研究の為、アメリカ合衆国インディア
ナ州マンシー市にある州立ボール大学に向け

8月5日羽田空港から夫々出発されました。

両君の今後一ケ年間の御勉学を心からお祈り

致します。

〔笈〕最高記録の年

561の新クラブ

668人のポール・ハリス・フェロ＿

1970－71年度には、561の新ロータリー・

クラブが国際ロータリーへの加盟を認められ

た一最高記録の年である。それまでの最高は
540の新クラブができた1968－69年度であっ

た。なお、1969－70年度の新クラブ数は530

であった。

同年度は、ロータリー財団にとっても最高

記録の年であった。ポール・ハリス・フェロ
ーになった人は668人増えて、合計1，338人と

なった。ポール・ハリス・フェローとは、1

カ年の期間内に、もしくはボールりヽリス準

フェローの規定に定められた方法により、ロ
ータリー財団に対し1，000ドルの寄付を行な

った老または行なわれた寄付の名義人となっ

ている者のことをいうのである。

〔Ⅶ〕海外のクラブとの接触の道を開く

「国際奉仕計画」（クージェット）

本年度は善意を強調する年、1‾善意で世界
をとり囲む」年である。

アンストG．ブライトホルツ会長はロータ

リアンに対し、国際奉仕において少くとも次

の3つの方法によって「善意を行動に移す」

よう要請している。

開発途上国における困窮社会の援助計画を

支援すること。
青少年交換学生を派遣し、または受け入れ

ること。

国際的接触の道を開き、他国からの訪問客
をクラブまたは家庭に招くこと。

クラブは、本号に同封して会長宛に送られ

るパンフレット706－J、国際奉仕計画を利

用して、以上の活動の何れか或は全部に参加

することができる。このパンケレットには、

青少年、クラブのウィークリー・プログラム

交換のために他のロータリー・クラブと組み

合わせになること、アマチュア無線、世界社

会奉仕計画に協同参加することなどに関心を
持つ世界の436ロータリー・クラブが登録さ

れている。

あなたのクラブの国際車仕委員会にこのパ
ンフレットを回覧させられたい。そしてクラ

ブの考慮を求めるためにあなたが例会で発表

できそうな計画を選定するよう同委員会を督

励されたい。

ほ肛〕地区大会だより

残暑の折各クラブにおかれましては、ます
ますご隆昌のことと存じあげます。特に会長

幹事各位には、仕事の段取りにお忙しいこと
と思います。

本年度の地区大会につきましては、各パス
トガバナーのご指導と各分区代理、各クラブ

会長各位のご協力を頂き国際ロータリー352・
353地区連合年次大会として山形クラブ、仙

台クラブがホストクラブ、山形北クラブをコ
・ホストクラブとして、来る9月25日（土）

26日（日）の2日間に亘り、山形市において

開催されることになりました。
つきましては、本大会を盛大に開催できま

すよう、貴クラブ会員並びにご家族の皆様方
多数ご参加下さるようおすすめいただきたく



お願い申し上げます。

tt花笠の山形へ！

あなたとあなたのご家族を 『③

心からお待ち申しております．．

1971～72国際ロータリーヨ≡…地区連合

年次大会概要

9月25日（土）　於　山形県民会館

9：30　会長・幹事会登録開始
日：00　大会登録開始

1：00　大会開会

3：30　記念講演

講師・三鬼陽之助氏
5：00　第一日大会終了

9月26日（日）

9：00　点　鐘

9：45　部門別協議会

11：15余興〈票蔭琵琶社中

1：00　再　開

1：30　表　彰

2：30　RI会長代理「感想」

3：00　散　会

9月27日（月）　親睦ゴルフ大会

於　蔵王ゴルフ場
8：00　スタート

27日（月）　観光コース　概要

蔵王エコーライン（仙台駅前解散）

出発　9：00

詳細につきましては、すでに事務局より発
送してありますパンフレットをごらん下さい

出羽三山コースは申込少数の為中止致しま
す。

持Ⅳ〕喰い逃げさんに警告？ノ

（；言完蒜貰詣壷クリ‾）

態S．A．Aからお願い

早退者への4つのテスト

4－WAY TESTFOR ttSCOOTERS”

Rotary Club of LosAngeles

①ISITTRUEthatyoureallycan．t

remain uhtilthe meetingadjollrnS？

例会終了まで残っておられない理由のあ
るのほほんとですか？

ISIT FAIR to walk out on the

Speaker whois giving his time to

inform you or entertainyou？

スピーカーが自分の時間までさいで情報

を伝え貴方を楽しませてくれるのを見捨
てて中座するのほ公平なことですか？

③　WILLIT BUILD GOODWILL AND

BETTER FRIENDSHIPS to slight

your guest and your host at the

Club？

クラブのゲストやホストをないがしろに

するのは好意と友情を深めることになり
ますか？

④　WILLIT BENEFIT your fellow

Club members，their guests and

Other visitors to see youleave

early？

メンバー・ゲスト・ヴィジクーの見てい

る中で逃げ出すのはみんなのためになり

ますか？

ほⅤ〕幹事報告

（1）北海道北見東RC　創立10周年記念式典
10／24（日）PM2：00　北見会館

（2）例会時間変更　山形北RC
9／23（木）PM6：OD産業会館6階

（3）会報到着

長井、八戸東、石巻、会津坂下、

高畠
（4）ガバナ公式訪問日程

12／6（月）　会長、幹事、協議会

12／7（火）　例会出席
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例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30′－1：30

事務所　鶴岡市馬場町
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会　長：三　井　賢　二
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ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第621号　1971・9・21（火）（くもりのちあめ）

〔Ⅰ〕出席報告

前歴麻望・69．35％【憎璧哲）霊禦

億
〔l〕お客さま

＿全＿」寧＿

．＿＿j名

前回雲で
＝孤
9月計‾‾う盲有

∴∴∴1∴∴∴

墓誌j

〔Ⅱ〕会長報告

1．ロータリー財団積立金が当クラブで700％

達成の正式の文書がR・Ⅰより到着してお

ります。

2．グループ交換のためオーストラリア派遣

の当クラブの候補として荘銀の本間俊雄君

を推選致しておりましたが、正式に決定し

来年二月初めより6週間オーストラリアに

行くことになりました。今度の地区大会で

全員に紹介するため御同行されたいとのこ

とでした。

3．先日鹿児島の西郷氏より御礼状が届いて

おります。（全文掲載します。）

4．今朝、市役所より連絡あり、正式ではあ

りませんが10月6日ニュープランズウィッ
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クの警察署長オブライェン夫妻が鶴岡に来

られるとのことです。

9：40　山形空港着

12：00　鶴岡着

22：07　鶴岡発の予定ですが詳細につい

ては現在問合せ中とのことです。

〔Ⅳ〕西郷隆永氏よりの御礼状

拝啓　その後益々御清栄に渉らせられ大慶に

存じ上げます。

私共使節団の一行が錦地に参上致しました

折には、尊台始め御一同様の御誠交による御

歓待を賜わり御蔭様にて終始感激の中にも異

に有意義に錦地訪問の使命を果すことが出来

ました。衷心より厚くお礼を申し上げます。

特に尊台外鶴岡ロータリークラブの方々には

御出迎えを戴きました上に小生の為に御心尽

しの宴席迄御高配下さいまして感激の外御座

いませんでした。私共一行の方からロータリ

ークラブの親近さには感心され大したものだ

などの感歎の声も聞かれ面目を施しました。

有難う存じました。

私共の西ロータリー宛の御芳情の品々は私

家庭の都合で暫く滞京の上帰鹿致し届けます

ので遅れて失礼で御座いますが何卒御了承の

程お願い致します。

また離圧に当りましては雨中態々御見送り

を戴きました上に結構な御品沢山頂戴致しま

して御厚情の程有難く厚くお礼申し上げま

す。西クラブには御土産のこと報告致しまし

た。　　　　　　　　　　　　　　　敬具

9月13日　　　　　西　郷　隆　永

鶴岡ロータリークラブ会長

三　井　貿　二　様

〔Ⅴ〕英語弁論大会に出席して

阿部裏会員

9月18日（土）に青年セ∴／クーに於て田川

地区の中学・高校生の英語弁論大会がありま

した。例年の通り優勝カップを2個出してお

りますので、会長に代り出席して来ました。

中学生の部は出場者32名、高校の部は10名で

した。審査の結果中学生の部では余目中の安

達秀樹君、高校の部では鶴南校の大沼まち子

さんが優勝お二人にカップを差上げました。

お二人とも大変喜んでおり、ロータリーの皆

々様によろしくお伝え下さいとのことでし

た。

〔Ⅵ〕鮫島氏よりの礼状紹介

安藤会員昨日鹿児島西クラブの鮫島さんよ

りお葉書を頂きました。此の頃鹿児島の御一

行が来られた時の様子を私信で連絡申し上げ

たのに対する御返事でした。

住所　鹿児島市荒田1－32－6

鮫　　島　　志　芽　太

拝復　御親書只今拝読、御懇切な御報告御様

子くわしくわかりました。

野津先生、西郷大兄より、錦地大歓待のこ

と、貴台RC各位の御親切のことよくうかが

いました。本日の例会で貴RC会長のごあい

さつ文、くわしく紹介がありました。友愛の

灯、花ローソク感謝に堪えません。又大兄の

＼

ヽ■＿ノ



御心遣いうれしく皆と話し、感謝申し上げた

次第でした。皆さんによろしく御礼を言って

下さい。尚小生文、松柏会誌9、10月号に載

るそうです。御参考までにこの次は御来鹿下

さい。

〔Ⅷ〕プログラム委員会よりお願い

新　穂　会　員

前々より良いプログラムを組みたいと考え

ておりましたが、なかなか思う様に行きませ

ん。皆さんの中で、良いスピーカーを御存知

の方は我々の方に御推選頂き度いと思いま

す。

スピーカーが予定されて屠りながら、更に

予定外のスピーチがある場合には、前もって

会長又はプログラム委員会に御報告下さる様

お願い致します。

プログラムは例会には欠くことの出来ない

ものですが、今後は出来るだけ硬軟をとりま

ぜて、より良いものにして行きたいと存じま

す。皆様の御協力をお願いする次第です。

〔Ⅷ〕経済漫談

池内方平君

前々回の例会でアメリカのドル防衛の問題

について10分ばかり話して尻きれになってし

まった様な気がします。

その後8月16日に、ニクソンが声明を出し

て、約1ケ月以上経過しまして9月に入って

10ヶ国の蔵相代理会議があり、更に9日に

は日米貿易経済合同委員会、ロ：／ドンで19日

より10ヶ国蔵相会議、27日Ⅰ．M・F総会、そ

の前25日頃蔵相代理（専門会議）と国際会議

がつづいています。最近の新聞によると、現

在の変動相場制とアメリカの貿易課徴金の問

題は解決せず年を越すかも知れないと云うの

が大勢を占めている様です。日本の経済界は

今変動相場制をとっているために、仲々輸出

契約がまとまらないことに於て不安になって

居ります。

財界としてほ、一刻も早く固定相場制に切

換えなくてほならないとの意見がある様です

が、水田蔵相がロンドソ会議に行ってからの

考え方としては、日本だけが、そうあせって

も仕方がないのではないか、もうしばらく我

慢して今の変動相場制をやって行く外ない、

ということの様です。

現在の日本の変動相場制そのものは大体6

～7％程ドルに対して円が高いところにある

訳ですが、これも日銀、大蔵省の干渉に問題

があるので、これを各国は、日本の制限相場

制という形のものに対して、とかくの批判が

ある様です。これからは実際の日本の円の力

がどの位あるのかはセーブしない様な交換が

行わなければ解らないとのことです0難しい

段階が年内続いた場合中小企業では年末をう

まく乗り切れるかほ不明です。

ドルショックの来る前から（昨年秋頃）不

景気が大きくなり、円対策として8項目をも

って、出来るだけ日本の景気をあげ消費を増

して対米間の20倍こドルの受取り勘定をへらす

という形で円の切上げを押えたい考え方であ

った様ですが、他国では日本の努力はあまり



かっていない様です。

日本の46年の成長率は10・1％見込んで居た

なりの対策があると思いますので御準備され

た方が良いのではないかと存じます。

様ですが7、8月頃でもうすでに6～7％に

降っています。景気対策によってどこまで支　〔Ⅸ〕幹事報告

えることが出来るだろうかということですが（1）会報到着

実際問題にはもっと下るだろうと考えられま　　　石巻東RC　福島北RC

す0来年がもっと深刻になった場合には、成（2）例会変更

長率は3～4％位になるのではないかと思わ

れます。この様になった場合、日本の大企業

並びに中小企業はどうなるかということは心

配すれば限りのないことです。根本的に考え

ますと、日本の経済が過去15年間に大変な成

長をしたということは原因があってこの様な

結果を生んだ訳でアメリカとの貿易のみでは

解決出来ないと思います。

私なりの考えで申しますと今から15年前昭

和30年に入ってから日本の成長を助けた大き

な柱は自動車産業と電子産業の2つではない

かと思います。然しこの2つも限界に来てお

り新しい企業があれば又成長をつづけるでし

ょうがそれも見当らず成長が降り坂に向って

居る時にドル防衛問題が出て日本経済はダブ

ルパンチを喰った訳です。これを切り抜ける

のは並大抵の事ではないと思われます。日本

の成長は世界の最も成長している国の倍の成

長、日本以外では5～6％が最高ですが日本

は100％程度の成長率をもっていなければ不

況感があるというので10％程度を予定してい

たのですがもう下って居り更に下るであろう

と考えますと当分の問不況感はつづくであろ

うと思われます。この様な状勢下であります

のでこれからの情報を確実に受入れて小は小

山形RC　9月22日（水）pM3・00

丸久5F

天童RC　9月25日（土）pM5．40

舞鶴荘
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品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

管　0235紛5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太郎

ミGoodwillbeginswithyou′′

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第622号1971・9・28（火）（くもりのちあめ）

〔Ⅰ〕出席報告

67．74％

82．26％に

川〕お客さま

阿宗君、阿部（公）君、
荒明君、長谷川（文）君
平田君、五十嵐（伊）
金井君、三浦君、斎霊を
（信）君、佐藤（伊）君、』
佐々木君、富樫君、上
野君、薮田君（計19名）j

新庄RC長谷
一天童RC小野

鈴木（善）君一鶴岡西

〔Ⅱ〕会長報告

し　鹿児島市長より訪圧の礼状到着

2．ニュープランズウイツク警察署長夫妻釆

圧の予定でしたが、署長のみお出でになり

ます。11時半頃市役所着市長と会談会食午

後6時より山王閥で歓迎会を行います。

3．山形相互銀行鶴岡支店長伊藤貞治氏は停

年退職のためロータリーを退会されます。

〔Ⅳ〕伊藤貞治氏退会の御挨拶

貴重な時間を拝借致しまして、一言御挨拶

申し上げます。

只今三井会長より御紹介頂きました通り、

私年だけは人並みにとりまして、この9月20

日をもって満55才と相成りまして、銀行の停
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年制に該当するという訳です。私なりに色々

考えました結果、2年間の停年延長もありま

すがこの機会に銀行の方を退職することにな

りました。正式の辞令は、10月1日付で本部

人事部になっていますが、私の転職までの漸

定処置となっています。実質的には、9月一

杯をもって退職ということになりました。こ

の様な訳で当会の会員の資格も自動的に失わ

れますので退会させて頂きたいと存じます。

昨年4月三井健さんの御紹介を頂きまして

当クラブに入会後1年半になる訳ですが、生

来のなまけもので、また至って不勉強で、ク

ラブに対する理解も大変浅はかでございます

し会のためには何等お手伝も出来ませんでし

た。出席も唯一回だけハンカチを頂いただけ

です。

皆々様に大変御迷惑をお掛けしたことと存

じ深くお詫び申し上げる次第です。この間皆

様方より公私に亘りまして手厚い御指導御鞭

蛙を頂きましたことを何よりの幸せと存じて

おりました。退職後は酒田鋳造KKに来月早

々より勤務致します。

今後とも何分よろしくお願い致します。会

員皆様の御健康と御健勝並びに当クラブのま

すます御発展されることをお祈り申し上げて

退会の御挨拶と致します。有難うございまし

た。

〔Ⅴ〕親善ソフトボール大会について

日時10月20日（水）9・00　雨天中止

出場メンバー（順不同）

三井賢二君、小池繁治君、嶺岸光害君、高橋

正太郎君、橋滴勝久君、市川輝雄君、小松広

穂君、笹原圭一君、三浦悌三君、黒谷正夫君

田中晶英君、三井健君、長谷川文清君、佐藤

忠君、新穂光一郎君、佐々木敏全君、阿宗文

雄君、薮田誠樹君、上野三郎君　以上19名予定

場　所　鶴岡市営球場

〔Ⅵ〕197ト72年国際ロータリー……芸地区

連合年次大会の報告　　　三井会長

当クラブよりの出席者10名奥様4名計14名

でした。全出席者は1，700名程度でした。従

来は会長幹事の前夜祭がありましたが、今回

は第1日目の午前中に会長幹事の会議があり

ました。

本大会は13時開会でした。開会5分前に全

員着席、舞台の両袖より羽黒の山伏二人がス

ポットライトの中をホラ貝を吹きながらステ

ージの中央に進み同時に幕が開いて開会とい

う演出でした。

初めはきまり通りの挨拶、RI会長代理の

キム・ヤソソウ氏の日本語によるメッセージ

山形市長、商工会議所会頭の挨拶、3時半よ

り5時まで三鬼陽之助氏のモ最近の経済事情

をめぐって〝　と題する講辞がありました。

第2日目は午前中部門別協議会及び岸洋子

の独唱会がありました。午後は部門別協議会

のリーダーの報告及び記念品贈塁表彰があり

ました。この表彰の部類で当クラブはロータ

リー財団700％で353区第1位という楯を頂い

て来ました。

私は幹事と共にクラブ奉仕部門に出席して



来ました。テーマはbロータリーに於ける善

意とロータリーの友〝でロータリーの友がフ

レンドシップと思って居りましたが、これは

雑誌のことでした。ロータリーに於けるモ善

意〝の解釈について意見が分かれましたが結

局とGOOD WILL〝は善意でも好意でも友情

でもよく、悪意の反対ということに落ちつき

ました。

善意について各クラブの活動状況の発表が

ありました。岩手県岩谷堂クラブはモ寝たき

り老人の慰問〝ということでした。会員選考

14段階はあまりにも多すぎるので日本式解釈

でやってほどうかという質問に対しバストガ

バナ～のお話では日本式にやってもよいとい

うことでした。

モロータリーの友〝には色々の目的があり

これはロータリーのシンボルでモロータリア

ンが見ればなつかしくなり、ロータリー以外

の人が見れば、ロト一夕リアンになりたく思う

だろう〝とこれがモロータリーの友〝の使命

だということでした。モロータリーの友〝の

理想像としてほ、興味のわく雑誌、教育する

雑誌、ロータリアンに不可欠の雑誌であると

云われる様に編集することであると云って居

りました。ロータリーの友に長短文にかかわ

らず原稿をお送り下さいとのことでした。ク

ラブ奉仕関係については以上の様なことでし

た。

〔Ⅶ〕同上職業奉仕部門の報告（要旨）

早坂会員

此の職業奉仕部門に対する出席者は150ク

ラブ約200名産でした。

テーマはb職業奉仕を通じての善意〟でし

た。RI会長代理のキム氏も来られてスピー

チされましたが、その中で職業奉仕の難かし

さについてお話しされました。

私は現在のモ経済情勢も含めて善意の限界

があるのではないか〝という質問を致しまし

た。結論としてはモ人を信ずるのもほどほ

ど〝ということとモ善意にも限界がある〝と

云うことの様でした。

〔Ⅷ〕同上社会奉仕部門の報告（要旨）

安藤会員

今年の地区大会のテーマ及び内容は今まで

の地区大会に見られなかったものが出て釆ま

した。テーマはモ東北の自然と社会奉仕〝で

その内容はモ東北の此の恵まれた大自然が今

むしばまれているが、これを防ぎ且つ美化、

保護するにはロータリーの社会奉仕は如何に

あるべきか〝ということでした。事前にむつ

市青森、大船渡、仙台、塩釜、秋田、花輪、

酒田等を指名して、その実状を発表されまし

た。これは非常に参考になりました。

これからの新しいロータリーの社会奉仕と

しまして、地域環境の維持、美化、育成とい

うことに大きく出発しなければならない、と

いうことが、これがロータリアンの社会奉仕

の一つの歩み方であるという指標を与えられ

ました。もう一つは公害は私書であるので自

ら出さない様にすることで公害を私害と心得

て日々の奉仕の理想を実現することが社会奉

仕であるというのが大きなルールでした。



〔Ⅸ〕世界平和の五つのテスト

1・他人を思いやりましょう。

2．お互いに助け合いましょう。

3．自分の天職を繁栄させましょう。

4．自分の天職を権威あらしめましょう。

5．誠心誠意に努めましょう。

THE：FNE WAY TEST OF THE WORLD

PE：ACE：HARMONY．

1．BE CONSIDERATE

ABOUT OTHERS，

FEELINGS．

2．HELP EACH OTHER．

3．LET PROSPERITY

BE WITH YOUR VOCATION．

4．LET AUTHORITY

BE WITH YOUR VOCATION．

5．DO WITH SINCERITY．

〔Ⅹ〕幹事報告

（1）東京RCより会員名簿が到着

〔2）1972年度ロータリーダイアリーの案内到

着　必要な方は10月5日まで申込むこと

（3）先般開かれた年次大会の麻上、ロータリ

ー財団優秀クラブで表彰される、楯をも

らう

（4）上の山RCより創立10周年記念誌をいた

だく

（5）伊藤貞治氏より停年退職のため退会届出

る、あいさつあり

＼
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1971．1972
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〔f〕出席報告

覧縁冥悪貨）謝詣篇贈詣附膵
阿荒嵐長池海今小津

、君
、長谷川（文）君

．∴一二一一重 （悦）君、平田君
、五十嵐（伊）君

77．42％ 脂雷雲＝焉喜警讐R品

〔Ⅱ〕お客さま

宗君一新庄RC　五十
嵐（伊）君一酒田東RC
金井君、富樫君一鶴岡
西RC

今　回

＿4名

前回まで置峯岸簑岸等

〔Ⅶ〕会員誕生

五十嵐三郎君、富樫良書君

奥様誕生

三浦明子様、斎藤僑子様（得四郎）、

佐藤登久子様（昇）、鈴木須美子様（弥一郎）

〔Ⅳ〕9月100％出席　43名

阿宗君、阿部（嚢）君、安藤君、張君、長谷

川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、市川君

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（八）君、海

東君、金井君、上林君、栗谷君、小花君、

小池君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君

三井（健）君、岩網君、小野寺君、大川君、
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磨君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君

鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、篠原君

谷口君、高橋君、小松君、手塚君、富樫若

葉田君、薮田君

〔Ⅴ〕会長報告

本年も3ケ月を経過し、10月になりました

ので、ここで新会員の推選を皆さまにお願い

したいと存じます。用紙は事務局にございま

すので、今月中によろしくお願い致します。

来月14日インターシティーゼネラルフオーラ

ムが、当地で行われますので、準備委員会を

結成致します。各長の方を申し上げますので

御了承頂き度く存じます。

実行委員長　　三井賢二君（会長）

副委員長　　五十嵐一郎君（副会長）

幹　　　事　　高橋正太郎君

副　幹　事　　橋浦勝久君

S．A．A　　鈴木弥一郎君

総　　　務　　上野三郎君

会　　　計　　長谷川悦郎君

登　　　録　　佐藤　　忠君

接　　　待　　三井　　徹君

懇　親　会　　三井　　健君

記　　　録　　三浦悌三君

写　　　真　　張　　紹淵君

以上の通りお願い申し上げます。後日協議

致したいと存じます。期日等は追って御連絡

致します。

10月22日遊佐クラブがスポンサーになり八

幡に新しいクラブが出来るそうです。

創立総会にフォーラムリーダーの安斎先生

が御出席されるとのことで、これが終了後鶴

岡に来られ打合せを行なうことになりますの

で、それ以前に連絡会議を開き度いと思いま

す。

ローターアクトクラブの設立の気運が盛り

上って釆ましたので、ここで設立の準備委員

会を結成したいと存じます。

次の方々に委員をお願い致します。

委員長　早坂源四郎君

委　　員　三井　　徹君

阿部　　裏君

取敢えずこの3名にお願い致します。

〔Ⅵ〕温海ロータリークラブについて

石黒慶之助君

先日温海ロータリークラブにガバナーの公

式訪問があり、その際出席して参りました。

温海ロータリークラブは発足以来1年3ケ月

位になりますが、公式訪問に対して恐怖を感

じており、会長、幹事から温海の方へ来て頂

けたいかというお話があり行って来ました。

駅まで出迎え、更に会長、幹事の会議とアッ

センブリーにオブザーバーとして出席しまし

た。

温海RCの現況は会員数30名、発足当時29

名、3名が退会、4名が入会現在に至ってい

ます。活動計画書の中で、スポソサークラブ

の鶴岡、鶴岡西RCとの交流に大きな期待を

掛けている様です。

1．メークアップが不得手であるので折に

＼
、■．－′
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ふれてスポンサークラブに出席したい。

2，スピーカーが不足しているので、両ク

ラブよりスピーチをお願いしたい。

3．ボーイスカウトを結成したいので、そ

の際御協力を頂き度い。

ガバナーのお話J中から二、三申し上げま

す。

1．ガバナーは監督ではなく、地区のクラ

ブとのパイプの役目をすれば良いので正

常に活動しているかどうかを知るための

公式訪問で、クラブの活動は自主的に行

っても結構とのことでした。

2．会長より会員拡大についてお話があり

ましたが、東北では最も後進県である秋

田県が日本全国で最もロータリアンの数

が多いとのことで、人口100万に対する

ロータリアン数をみますと、秋田県が

900名で最高位、山形県が835名、福島

628名、東京都では330名です。

この様なことから考えますと会員の拡

大よりも質にもう少し重きを置いたらど

うか、ということを強調されておりまし

た。

3．会員推選は全会員が権利を持って居る

が会長、幹事だけは任期の間に推選者に

ならないことが望ましいとのことでし

た。

これは何か事故があった時に於て、会

長幹事の面目を失することがあるので、

それ以外の会員は大いに推選されたいと

のことでした。

4．農業県であるのに農業部門の会員が少

いので農業部門の会員を増強出来ないか

とのことでした。尚温海町長は名誉会員

としてではなく農業部門の代表になって

います。

5・環境保善にロータリーが力を尽したら

どうかという話もありました。日本では

静けさと空気と水とみどりを犠牲にして

金換えているが、自然はもっと貴重なも

のではないだろうかというお話もありま

した。以上御報告致します。

〔Ⅷ〕国際奉仕部門に出席して

小花盛雄君

世界社会奉仕部門の方に出席しましたので

御報告致します。青森の樋口儀四郎さんと云

う方は非常に熱心な方で、大会の数日前に私

のところに寄られて、此の地区の状況などを

調査されて行かれました。協議会の進行は、

353地区の方から、現在まで行われた世界社

会奉仕の内容の説明、その後352地区の報告

がありました。

八戸クラブでは一日一円の献金（愛の一日

一円献金）を盛んにやっているとのことでし

た。八戸東RCではネパール、東南アジアに

日本キリスト教医療協議会より派遣する医師

看護婦に対する応援をしているそうですD

（会費100円）

両地区から出された種々の提案は国際社会

奉仕委員長と相談し具体的な案を練って、後

程御報告致します。



〔Ⅷ〕国際奉仕部門㈱に出席して

三井　　徹君

私の出席しましたのは国際奉仕部門但）で、

主としてロータリー財団関係のものです。最

初にも財団寄附の％を如何にして上昇させる

か〝ということでした。

当クラブは当地区では700％で第1位、両

地区を合わせても第3位で好成績となってい

ます。良いクラブからどうしてこの様になっ

たかを報告させられました。

準フェローについて一般的にあまり知られ

て居ないので、私が質問しました。それによ

ると最初2～3万円その後10年位で1，000ド

ル寄附すれば良いとのことでした。

寄附に対する税務処理はまだ全体としては

はっきりきまっておらず、地域の税務署との

関係で未だまちまちだそうです。

奨学生は増員されていますので、大いに推

遷して頂き度いとのことでした。

研究グループ交換（2ケ月間）は今年度は

52チーム2，118名になるそうです。353地区か

らほオーストラリアのビクトリア州に行くそ

うです。選衝に関しては22名の希望者があり

ましたが研究に適した職種を選んで5名にし

ぼったそうです。受入れた場合各県2週間位

民泊を奨励している様です。地元青少年との

ディスカツシ／ヨこ／も計画してもらいたいとの

ことでした。

来年8月にオハイオ州から音楽使節団をむ

かえる予定で酒田鶴岡で公演するそうですの

でよろしくとのことでした。人員は160名で

関西、東北に半々位となるそうです。

〔Ⅸ〕幹事報告

（1）366地区年次大会の案内

47・3．4（土）5（日）

大阪府高塀市市民会館

（2）会報到着

能代、天童、新庄、山形、山形西RC

（3）例会変更

酒田RC　公式訪問のため酒田東RC

と合同例会で10月7日（木）

12時30分より　酒田産業会館

鶴岡西RC　公式訪問のため

10月9日（土）12時30分

ホテル　山王閣

毎）10月20日9時よりのソフトボール大会の

会場を赤川グランドにて変更

（5）日月2日例会を会場や都合で11月1日

（月）に変更

（6）クリスマス家族会は12月21日（火）に産

業会館5階ホールで行なう

＼ヽJ
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1971．1972
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〔Ⅰ〕出席報告

本巳会員数【61名兢詑篭岩認芸
【

、晶・．・‡
【　l

出席率i
∃

、平田君、池内君
金井君、今間君
君、三井（徹君
斎藤（信）君、
富樫君

堅避l竺竺lて

川〕お客さま

磨君▼矢島RC　安藤君
←東京西RC阿宗君一新

庄RC　薮田君一米沢R
五十嵐（三）君、五十

（伊）君、海東君、小野
君、新穂君、富樫君一
同西RC

旦＿＿＿堅＿岳中　条1鶴岡西弓鶴岡西
貢石川

信雄君原田行雄君

∴　喜一≡一一二
貰三君1帯谷義雄君1

〔Ⅱ〕会長報告
1．全国民間放送の会合が山形でありました
が、この時に福田さん（鹿児島西RC、南
日本放送常務）がお会いしたいとのことで
したので市長室で僅か10分程でしたが幹事
と共にお会いして来ました。皆様によろし
くとのことでした。

2．9月初めの身体障害者の運動会にポール
を寄贈しましたがお礼状が来ております。

3．青少年活動週間ですのでロ・－クトーアクト
について早坂さんよりお話をして頂きます

〔Ⅳ〕青少年週間にちなんで　早坂源四郎君
10月10日へ16日までが青少年週間で、前か

らプログラムで青少年委員会の阿部先生がお
話をされる予定になって居りましたが、急に
出張になりましたので、代りまして一言お話
し申し上げたいと存じます。
鶴岡の文化会館のそばに青少年研修センタ

ーが出来、更に新商工会議所の中にも、和室

の部屋（勤労女子社員用）が設けてあります。
地域社会でも青少年に対する配慮が大分増え
て釆ましたが、ロータリーではどういう様な
ことをやって釆たかはすでに皆様御存知の通
りボーイ及びガールスカウト、ロータリー財

団としては奨学金制度、特に近年盛んになっ
て来た交換学生の制度、インターアクトクラ
ブの創設（高専、西高）等国際ロータリーク
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ラブとしては青少年問題は数10年前から重大
なプログラムとして取組んで来ています。最
近になってローターアクトクラブというもの
がRIが力を入れていますのでクラブ数が増
加して釆ました。

ローターアクトクラブは年令的に18才～28

才、活動面に於て職業奉仕部門があります。
云い換えればローターアクトクラブはロータ
リークラブの青年部に相当すると思われま
す。アクトとはモ行動する〝ということで、要

するにRCの青年行動隊と解しております。
ローターアクトクラブ結成には地域社会を基
にし構成は男女混合型で進んでみようと考え
ています。会員はロータリーアンの会社、イ
ンターアクト卒業生を理想としています。

資金の問題、集合時間の問題があります。
会費は500～1，000円その他事業のための費用
等がかかり、クラブの予算として10万～30万

円程度の予算を組まなければならないと思い
ます。次いではインターアクトの場合は指導
教官が指導に当っていますがローターの場合
は月2回は指導しなければならないところに
問題があります。

ローターアクトクラブ結成は簡単ですが、

これを如何に長くつづけ発展させて行くかが
最も大切なことと思います。全会員の皆様も
この件について大いに関心をもたれて良い御

意見等がありましたら御発表頂き度いものと
存じております。

〔Ⅴ〕最近交換したバーナーについて
駁国際親善と理解のために、外国のロータリ

ークラブから、交換したバーナーが3ツ送

られて来ました。
（1）米国のニュージャージ州のハッケンサッ

ク・ロークリpクラブ（HACKENSACK・
R・C、BANNER、NEWJFRSEY U．S．
A・）が創立が1920年で会員が85名であり

ました。
（2）オーストラリヤのトラムラ・ロータリー

クラブ、（JURRAMURRA・R・C、BAN
NER、N・S・W・AUSTRALIA）創立が19
68年で会員が37名のクラブでした。

（3）アフリカの東北端にある、仏領、アフア
ース・アント・イサス国の唯一つしかロー

タリークラブがありませんでした。
ジブチロータリークラブ（DJ柑otェTI R．

C．）（FRENCHTERRIrORYOFTHE
AFARS＆THEISSAS）で、創立が1967

年で会員が39名のクラブでした。

〔Ⅵ〕モ外国のパーナを整理して〝
国際親善と国際理解のために、交換したバ

ーナーが140本ありました。これらを国別に

しますと、32ヶ国ありました。その中で最も
多い国の順に申し上げますと、
①（U S・A）米国が60本で最も多くて
③（AUSTRALIA）オ～ストラリヤが12本で
③（TAIWAN）台湾が9本で、
④（ARGENTNA）（FRANCE）アルゼン

チソ、フランスが7本で、
⑤（PHILIPPINES）フイリッピンが5本で
⑥（GERMANY、ITARY）ドイツ、イタリ

ーが4本で、

⑦（AUSTRIA）オ，ストリヤが3本で
蓬）（HONGKONG）（PERE）、（CHILE）

（MEXICO）（CEYLON）が2本宛で
㊥（OTHER COUNTRIES）その他は1本

宛でありました。

〔Ⅶ〕も神戸乗ロータリー
クラブからのお便り〝

欝末正久さんより、お便りがありました。
先日バーナを交換し、その後で又、私達の

クラブ会報をお送り致しましたところ、大変
喜ばれました。お礼に、早速368地区ガバナー
事務所で発行した、モ奉仕20題の奉仕の理想
へのアプローチ〝（アプローチとは新日本語

で研究の手引きとも解釈致しましょう）が送
られて釆ました。大変興味あるもので、その
内容は368地区の各クラブ奉仕の実話を具体
的に実例を以って、わかり易く、まとめたも
ので、唯、人から聞いただけでは真相がわか
りませんので、368地区を全部まわって、本
人一人一人に直接お会いして取材致しました
貴重なものです。是非、御笑覧下さいませ。
早速回覧致します。
協そのほか、神戸東ロータリークラブの週報
のよいところを申し上げますと、毎週報の終
り頃にロータリー情報（主として、ソフトム
ードなよもやま話）が書いてあります。ロー

タリー情報委員長の末正久さんの御考案のよ
うです。なるほどと感心致しました。1年間
に54回の例会に毎回、短くて有効な楽しいロ
ータリー情報が読まれ皆様にとって、大変勉

強になります。
野お便りの中で、神戸東口一クリークラブの
よいところを上げてみますと、①世界理解週
間には神戸地域の合同例会をやられて、国際
親善功労者の表彰をやっていること。②10月
11月は旅行好きな方々には、家族会が活発で
年に1、2回関東、北陸、九州方面の家族同
伴で一泊旅行をやって居り、③大笑会（大正
生れ、昭和生れの会ですが、その中に明治生
れが参加してもよいのがある）由。④別に
モむつみ会〝（会員の夫人だけの会）があり

2ケ月に1回程度、お茶の会、花の会、料理
の会、旅行の会などをやって居ります。
それが、14年～15年も続いて盾られると云

うのに驚きました。
以上のことは、私達の模範となるとおもい

まして、御参考までに申し上げました。あり
がとう御座います。

尚、〔Ⅴ〕～〔Ⅶ〕の資料は張先生から頂
きました。

〔Ⅷ〕幹事報告
（1）会報到着　大阪、東京、石巻、鹿児島、

本荘、村上、天童、寒河江RC
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こGoodwillbeginswithyou′′

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第625号　1971．10・19（火）（暗）

〔Ⅰ〕出席報告

阿宗君、阿部（公）君、
阿部（嚢）君、荒明君
長谷川（文）君、平田
小池君、五十嵐（伊） 妻喜
金井君、今問君、嶺岸君
三浦君、三井（賢）君、嵩
網君、斎藤（栄）君、斎藤

67・21％1着亡く常夜讐崇富表書

金井君一東京神田RC

阿部（賽）、三井徹君、
三井（健）君、富樫君一

鶴岡西RC

〔皿〕お客さま

〔Ⅱ〕会長報告　（代理）

特に報告事項なし。

〔Ⅳ〕阜連合年次大会の世界社会奉仕の
協議会に発表を依頼されて〝

張　　紹淵君

先日、国際ロータリー、352、353地区の連

合年次大会が、山形で行われましたが、甚だ
印象深い会合でありました。R・Ⅰ会長代理
金永詔先生御夫妻をお迎えして、小生にも大

変有意義なもので、得るところ沢山ありまし
た。

その3日前に、青森ロータリークラブの樋

口喜四郎リーダーから、小生に、今回の世界

社会奉仕の部門協議会で、昨年度の353地区
の世界社会奉仕の実施した事業をまとめて、

5分間発言するように、御依煩がありました
のでそのように、させて、もらいました。

何しろ、私、地区委員長は、不強勉でもあ
りましたし、R・Ⅰから、毎年来るべき書類

が、自分、委員長に送付がなかったのであり

ました。いろいろ考えた結果、R．Ⅰの世界

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う
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社会奉仕副委員長の斎木亀治郎先生や現ガバ
ナー、地区国際奉仕委員長とガバナーノミニ

とバストガバナの御指導の下に、よくもBRI

DGETHE GAPS〟すれば、よいと云うこと

が、わかりました。何もしないで、1年間を

過ごしたようなものであり、強勉させて、も

らって、ありがたいと云うところでした。過

ぎ去ってから、世界社会奉仕が、こんなもの
でした。と云ふことに気付き、鶴岡クラブの

例会でお話ししたことや、1年分に私が強勉
したアンケートや、参考書など、例の最良の

小冊子の未正久発行、斎木亀治郎著の阜世界
社会奉仕を考える〝も200部、出席会員に、

皆行きわたるように、他の書類も、樋口リー
ダーが、よく準備して下さいました。

そのために、プリントした書類を見ながら
フイリヅピンの385地区向けに、織機、ミシソ

編機の寄贈や、保原ロータリークラブと、福

島ロータリークラブのベトナムより、看護婦

見習生に看護婦養成実施のことや、自河口一
クリークラブの難聴学級の優秀な担任教師の

研究指導のために、欧米諸国の優秀な研究施
設に短期間研修したい要請のプロジェクトを

提出したことを説明が出来ました。

自分には地区世界社会奉仕の経験から、感
じたこと、追加させてもらいました。

（1）1つは、毎年R・Ⅰから来る書類から、プ
ロジェクトNo・をクラブレベルで求めるの

もよいことです。そのほかに、日本の全地

区が結束した、日本の世界社会奉仕委員会
と云う大きい単位で奉仕した方が、何かに
つけて、好都合ではないかと思いました。

殊に、－且緩急あれば、すみやかに、奉仕
活動が出来るし、より大きい奉仕が出来、
ロータリー奉仕の標準化、即ち、足並みが

そろえられてよいかと思われました。

（2）もう一つは、クラブからのプロジェクト

提出があった場合、（例えば、この度の、

白河口一クリークラブの場合）は、国際間

のよりよき理解と親善をほかる意味に於い

ては、よいことでありますが、このことを

何時迄も、放棄してほならんことであると
思われます。これも、国内の世界社会奉仕

委員会が、大きく一本になって来ますとそ
こからも、白河ロータリークラブのプロジ

ェクト提出した件を、容易に援助が出来る

かと考えて、追加させてもらいました。

〔Ⅴ〕モ国際ロークリ会長からのお便り〝

ERNST G．BREITHOLTZ

PRESIDENT，197ト1972

27SEPTEM13ER，1971．

張　君

只今、あなたの思いやりのあるお手紙と一

緒に、クラブのバーナと絵ハガキを受けとり

ました。

そして、あなたの表示の態度に、私は感謝
したいものです。

あなたの手紙が最高に興味がありました。
そして、あなたの思い付けの凡てが感謝され
ます。

私は赤、あなたがポールハリス、フェロー

であることを知って、大変幸福であります。

そして、あなたの骨折るだけの価値あるプロ
グラムの賛助に、私はこの機会をもって、私

の心からお祝いを申し上げます。

再度、感謝し、そして、クラブの全会員の

皆様に、私の公私共々の御挨拶を伝達下さい
ますようお願い致します。　　　　　敬具

R・Ⅰ会長

アンス　トジ．ブライトホルツ

〔Ⅵ〕幹事報告

（1）会報到着

高畠、長井、八戸、石巻東、八戸東、
余目

（2）静岡県に駿河ロータリークラブ設立

例会日　木曜日
例会場　蒲原町文化センター

（3）例会時間変更
山形北R・C lO／21（木）

午後6時一産業会館6階

東京日本橋RC ll／9（火）
17．30～18．30－パレスホテル
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≧Goodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第626号　1971．10・26（火）（晴）

〔Ⅰ〕出席報告

苦l讐＿＿＿讐欠
のl出席数≡　　38名

阿部（公）、阿部（襲）、荒
明、津田、安藤、張、長谷
川（文）、長谷川（悦）、早
坂（源）橋浦、平田、薮田
五十嵐（伊）、小花、三浦
中山、小野寺、磨、斎藤
（信）、佐藤（伊）、佐藤
（昇）、谷口、佐々木

〔皿〕お客さま

〔Ⅱ〕会長報告

1・7月北海道のロータリークラブよりスズ

ランを頂きましたが、その御礼として当地

名産の柿1箱お送りしました。

2．11月1日6時よりインターフォーラム実

行委員会の会合を開催します。

3．例会日11月2日が11月1日（月）に変更

になります。

4・新会員推選は現在まで1名だけですので

皆様の御協力方お願い致します。

〔Ⅳ〕親睦委員会より

来月13日（土）午前10時スタートで庄内地

区ロータリークラブ親睦ゴルフコンペを鶴岡

ロータリー主催で行います。

日月10日参加しめきり日ですので御希望者

は山下さんまで申込み願います。

費用は1，000円の予定、場所は湯野浜カン

トリー・クラブです。

会
報
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〔Ⅴ〕　人類と文化

池内方平君

人餅の歴史をふりかえってみると、今から

170年以前）産業革命の起った頃）初めて蒸気

機関が生まれ近代業が初まりました。燃料と

して初め石炭の時代がつづき、100年以上前

に水力電気が起される様になりました。その

次に液体燃料時代が来る様になりました。現

在は石油系燃料の時代ということになりま

す。

それに関連した内燃機関としてほガソリン

エンジン、ヂーセル及びロー一夕リーエソヂン

が出来て来ました。電気の場合に於ても火カ
ー水カー原子力発電という形に変ってきつつ

あります。

最近はガスタービンの良いものが出来るよ

うになりました。時代の発展と生活の向上、

高度化は、その時代に新しい機械が生まれる

ことが第一一条件になっています。

NfIKがラジオ放送を初めたのが大正14年

テレビは昭和32～33年代で僅かの年代で殆ん

どの家庭で必需品化してしまいました。

現在の世の中及び世界をみると自動車もカ

ラーテレビも普及して釆ましたが、次の自動

車、カラーテレビに次ぐ家電、及び排気ガス

の少い自動車を求めることは技術的に容易で

はありません。

電気自動車の話も色々とありますが、現段

階ではまだまだ実用化は難しい様です。電気

自動車の実用化には先ず電池の開発を行はな

ければなりませんが、私のみたところ50年前

と殆んど変って居りません。

世の中を見て釆ますと産業革命以来文化

（威械文明）は大変な進歩を遂げて釆ました

が、これからもう一段の進歩があれば世界は

大変な発展をするものと思われますが、この

壁は非常に厚い様です。

日本の経済成長の基礎は自動車とテレビで

すが、一応行きわたり下り坂に入った点でド

ルショックが来たということは日本の成長が

おそくなり、又止まるかも知れないという心

配があります。

ここで新しいものを日本で作り出し、世界

中の人々が手をさしのべて来る様でしたら日

本もますます発展するでしょうが、このまま

の状態がつづけば日本の産業はここらあたり

が絶頂ではないかと非常に悲観的な見方をし

ております。

〔Ⅵ〕ストール、ロータリークラ了の

会長、リンゼさんからのお便り

もSTAWELL ROTARY CLUBの

PRESIDENT L．G．BROWN27．

SEABY ST．STAWELL3380．

AUSTRALIA〝

張　様

お便りとお写実ありがとう御座いました。

貴兄達がストールをたってから、私はあれか

ら留守して居りましたために、今迄御無沙汰

致しました。

お写真は大変上手にとれました。どの写真

をみても、楽しそうに見えました。それぞれ

が、御来光の一行のすぼらしい思い出を私達

に残して下さいました。その後も、ときどき

あなた達が友達になった、人々と私達が話し

合いました。私の両親も、貴兄達とお会いす

る機会を得まして、大変喜んで居られまし

た。両親から（父、母共に80才以上）もくれ

ぐれも、皆様によろしくと、おっしゃって居

りました。

あなたが私の会員の皆様にあげる、おみや

げものは、新旧役員交代の夜会以前に到着致

しました。各会員があなた達のモ仲よきこと

は美しきかなの美しいゆのみを頂戴致しまし

た。そして各会員から、よろしくお礼するよ

うにと、たのまれました。私は、新旧役員交

＼－／



換会をやって、そして今では、私が、クラブ

の会長となりました。私が在任中、もう一度

鶴岡ロータリークラブを出来ればお訪ねした

いものです。

会にも、私夫妻にもお送り下さいました。

お人形さんとケース到着致しました。妻のマ

ジョリ（MARJORY）と私は、そのような、

美しい贈りものに致して誠にありがとう御座

いました。又、あなたの送って来た、ロータ

リーの16ミリフイルムは到着致しました。趣

く早い機会に、クラブの会員にみせたいので

す。あなた方のチャータナイト（CHANGOV

ER NIGHT）拝見したいものです。（遊佐

ロータリークラブ、チャータナイトでした。）

全ロータリー会員が私から、よろしくとあ

り、あなた一行が、我々の町に施した。好意

と友情に対して、感謝しで居ります。

私達は全部次のように感じて居ります。あ

なた方が、私達のクラブになされた訪問が、

国際親善とロータリーの友情の基礎をセメン

ト造りをして下さったことと感じて居りま

す。

私は、シドニーの大会で、あなた一行をお

会出来なかったことを残恩がって居ります。

私達会員も、その大会の大勢の人中をわけ

て探がしましたが、とうとう、あなた方を見

出すことが出来ませんでした。

私の妻マジョリ（MARJORY）息子（ST

EWART）スチワートは共に元気です。そし

てあなたはじめ、生妹、秀子、嶺岸さんにど

うかよろしくとありました。

最後に、どうか、貴クラブ会長さんはじめ

会員の皆様に、私達に代ってお礼して下さい

ますようおねがい致します。

〔Ⅷ〕モ世界平和の五ツのテスト〝

私は鶴岡ロータリークラブ会員になってか

ら、もう12年にもなります。その間、ロータ

リーの不強勉でありましたが、それでも、皆

様の暖かい友情で、見たり聞たり、直接、或

いは間接に教えられたりして、今日に到った

のであります。

考えて見まするに、ロータリーが1905年か

らポール／、リス先生が創立者として、ロータ

リー奉仕が始められ、今や世界の149ヶ国の

全会員が足なみ揃えて、今日までに、もう66

年の年月を経ていますが、なる程、ロータリ

ー会員と、その地域地域の一部分の人々だけ

が、ローータリー奉仕をよく知って居られるの

てあります。

その一方、世界の一般の民衆は、ロータリ

ーとは何んであるか、ロータリー奉仕は何ん

であるかを知らない方が多いのに、気が付き

ました。田舎では、殊にロータリーを知らな

いのが多いのでありました。それどころか、

ロータリーは、お金持ちさん達の特殊階級の

集まりであり、ゴルフをやったりして倖らそ

うに見えて、酒を呑み歩き遊んで居る人達の

集りのみであるとさえ誤解されていますこと

には驚きます。
モロータリーの友〝　と云う、立沢な雑誌を

読ませたり、説明したりしても、一般民衆や

教育委員長さんでさえも、容易にすぐは理解

出来ませんでした。

この調子で、行くと、ロータリーの前途は

思いやられることがないとは云えないと思わ

れましょう。又、考えるに、ロークリl会員

のみが、ロータリー奉仕を強勉していても、

ロー∵タもトーの世界平和えの促進、努力、完成

の目的に到達することが、まだまだ遠いよう

に思われました。

このようにノ考えるとき、私達、ロータリ

ー会員は、早く一般の民衆にも、このロータ

リーの目的の世界平和えの促進、努力、完成

に協力と、よりよき理解を求めなければなら

ないと思うのでありましょう。

殊に、世界各国の行政の方々は第一番とし



それと共に一般民衆の切なる御協力がなけれ

ばならないところであります。

しかし、宇宙の人間界には、自然界の山あ

り、丘あり、平野あり、川谷あると同じよう

に、階級の上、中、晋があるように感じられ

ます。

ロータリー会員の階級は人間界のとの階級

に属するかはわかりませんが、ロータリー会

員は少なくとも、人間界の上、中、晋の階級

の全体に亘って、ロークリの目的を促進、努

力、完成につとめなければ、意味少いものと

思うのであります。

その手段は何か、と考えるとき、世界平和

の目的に達するのに一番早いことは全世界の

行政の方々がロータリーの気拝であれば、世

界は、たちまちに平和になり得ることであり

ましょう。第二番目に早いことは、宇宙の人

間界の全部がロータリーの気拝であれば、た

ちまち世界平和になることでありましう。

その何れにせよ、結局、一番大切なことは

誰れにもおぼえやすい、行いやすい、テスト

を発見しなければならんことが我々ロータリ

ー会員の急がなければならん義務ではないか

と私が思うのです。そう云うわけで甚だ不強

勉の私が、学んだロータリーから拾い上げた

ものから、世界平和えの五ッのテストが生れ

た次第であります。

1・他人を思いやりましょう。

2・お互いに助け合いましょう。

3・自分の天職を繁栄させましょう。

4・自分の天職を権威あらしめましょう。

5・誠心誠意に努めましょう。

であります。

若しお気付きの点がありましたら御指導ね

がえれば、ありが度いのであります。

どうか、会員の皆様、益々ロータリーの奉

仕の理想に邁進なされると共に、たとえ、こ

のテストが、なくても会員の皆様の力で一般

民衆の全部に、ロータリーのよりよき理解を

させるようお願い申し上げます。

尚、〔Ⅵ〕～〔Ⅶ〕の資料は張君より頂き

ました。

〔Ⅷ〕幹事報告

（1）会報到着

石巻東、郡山

（2）例会休会の案内

酒田RC一日／3祭日のため休会

（3）阿部公一君の入院先

東京都港区西新橋3－19－18

慈恵医大病院　2605号

＼、■■′



DISTRICT　353

CLUB BULLETlN
創立534．6．9　承認534・6・27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目
ひ　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

曾　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正太郎

こGoodwillbeginswithyou′′

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第627号　1971・11・1（火）（暗）

〔Ⅰ〕出席報告

苦≒讐†

一一111

1

空陸崇敬

認諾笹30％闇雲二葉寅懲姦）警岳
長谷川（悦）君、早坂
（源）君、五十嵐（伊）君

〔Ⅱ〕お客さま

〔Ⅷ〕HAPPYE2JRTHDAYTOYOU〝

会員誕生

平田圭三君、田中晶英君、鈴木善作君、

薮田誠樹君

奥様誕生

阿宗良子様、阿部清（襲）様、

早坂左枝子（源四郎）様、橋浦寿千代様、

平田和子様、中山きくせ様、小松久子様

皆出席

9年間皆出席　新穂光一郎君

4年間皆出席　五十嵐八郎君

3年間皆出席　薮田誠樹君

2年間皆出席　阿宗文雄君

1年間皆出席　大川喜一君

〔Ⅳ〕10月100％出席（42名）

阿宗君、阿部（襲）君、安藤君、張君、長谷

川（悦）君、早坂（徳）君、早坂（源）君、佐藤

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



（順）君、市川君、飯自君、石井君、石黒君

五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君

五十嵐（八）君、海豪君、上林君、黒谷君、

小花君、小池君、嶺岸君、三井（徹）君、三

井（賢）君、三井（健）君、小野寺、大川君、

慶君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君

新穂君、笹原君、鈴木（弥）君、篠原君、高

橋君、小松君、手塚君、富樫君、上野君、

鷲田君、薮田君

〔Ⅴ〕会長報告

1．誕生記念品贈呈

2．奥様誕生記念品贈呈

3．皆出席者バッヂ贈呈

4・新会員推選期間1カ月延長、11月末まで

〔Ⅴ〕モR・l事務総長、ジョージ

アールミンスからのお便り1′

FROM R．Ⅰ．MR．GEORGE R．MEANS．

親愛なる友よ．′（張君）

最近貴君から種々のおたよりがありまし

た。それらのお便りは、あなたの親切な、お

もいやり深いことと、常に、ロータリーに関

心を持ち成長しつづけているあなたの偉大さ

を意味しています。

あなたの心からのお手紙ありがたく拝見致

しました。

私もシドニーの大会にも又その滞在中にも

皆様にお会出来なかったことを、残念でなり

ませんでした。

あなたのクラブバーナは最も人目をひく美

しいものでした。私はそれを記念品として大

事に致します。

妻のマサと私は、貴君から送って来た、日

本漆の6個のサカブキを頂戴し、光栄に存じ

ます。それらも美しいものです。妻のマサほ

亦、貴君が送ってやったピンク色の網スカー

フを喜んで居ります。

絵葉書の包の凡ては、役立った説明の附セ

ソをしています。鶴岡と近隣の最も興味ある

美しい風景等を私達にあたえてくれます。

又、貴君が各ロータリークラブ会長宛に
モ世界平和えの五つのテスト〝の入ったメッ

セージのコピーもありがとう御座います。

あなたとあなたの家族の方々、鶴岡ロータ

リー会員の皆様全部に、私達夫婦の暖かい挨

拶をお送り致します。　　　　　敬　具

事務総長　ジョージアール　ミソスより

〔Ⅵ〕会員スピーチ

1．いそづり情報　　小松会員

現在までの私の成掛は6寸もの2才3枚、

9寸5分～8分のもの2枚、1尺2寸もも1

枚等で合計しますと1回当り5分見当という

ことになります。

9月～10月上旬に掛けては大分収穫があっ

た様です。二、三日前からやっと又良くなっ

て来た様です。

2・いそづりのマナー　　高橋会員

最近いそづりのマナーの低下が目立って居

ります。その実例を二、三申し上げてみたい

と思います。

名竹をお持ちの方が2選間位前車を止めて
さいなだ〝を掃えていたそうです。（湯野浜）

古事が止まったな〝と思った時には袋のま

ま竿は消えてしまったそうです。（夜明け頃）

生まれて初めて黒鯛を釣った方が岩の水た

まりに入れておいたそうですが、気になるの

で見に行ったところ黒鯛は消えていたそうで

す。岩場には7名居り他よりは来られないの

で了解をとった上でモびく〝を開けてもらっ

たそうですが黒鯛は見当らなかったそうで

す。あきらめきれず今度は無断でもえび箱〟

を開けたところ出て来たそうです。

御用心の程．′

〔Ⅷ〕幹事報告

㊥会報到着　石巻、石巻東、新発田RC
㊥72年世界ロータリー年次大会の大会参加パ

ンフレット到着

◎鹿児島西RC　福田敏之氏より礼状到着
◎最上RCガバナー公式訪問報告書到着



DISTRl CT　353

CLUB BULLETJN
創立S34．6．9　承認S34．6．27

諾伺ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
曾　0235扮5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyou′′

ByERNSTG■BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第628号　1971・11・9（火）（もくり）

〔Ⅰ〕出席報告
■　　　l

本愴員数■　61名

目一一‾‾

の出席数

出一一一－

娼娼7014酬雷謂＝琵芸
諏惑　51‾綿短棄碧）薫語

転蜜‾㌫了材信）君、竺慧雷

〔n〕お客さま

苓‾▼【石目．東京荒諏

悪意竃器

［Ⅲ〕会長報告

（1）バナーの交換
1．荒川（東京）RCと交換
2．釜山RCと交換

（2）ガバナー公式訪問の変更
12月6日～7日が12月3日（金）4日（土）

11月30日例会を12月4日に変更。

11月23、30日の2回の例会は休会となりま

」㌔去娼綴
（4）フォーラムテーマ字句の訂正

1．クラブ奉仕部門（舟
親睦委員会の活動の・…‥

クラブの親睦委員会の……とする。

2．クラブ奉仕部門　㈲
……を作成せよとよく言われるが・‥…
……を作成せよと言われるが・…‥

3．職業奉仕部門
……の実態について述べて下さい。

……の実態について承りたい。

（5）16日は財団週間に当りますので委員長の
小花君よろしくお願いします。
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〔Ⅳ〕インターアクト活動に御協力を

安　藤　会　員

年末助け合い及び一部活動資金とするため
に廃品回収を致したいと思います。午前10時
より別紙コースの通り行ないたいと思いま
す。又品物は換金出来る古新聞、空ぴん、衣
料に限定しておりますのでよろしく御協力頂
き度く存じます。
去る10月31日阿部公一君をお見舞して来ま

した。25日に胆石があって手術をしましたが
その結果は非常に良好で食欲も出て来て大変
元気になり、今月中頃退院の予定になってい
ます。尚胆石以外は悪いところはないそうで
す。皆様によろしくとのことでした。

〔Ⅴ〕ビジターのスピーチ　　大前松夫君

只今御紹介頂きました東京荒川RCの大前
と申します。昨夜鶴岡に着き一夜湯の浜温泉
に一泊今朝例会に出席する前に先輩の方々と
羽黒山に行ってまいりました。
東京の荒川RCの例会場は、宝ホテルと申

しまして、御徒町と上野駅との中間の昭和通
りぞいにありますので、東京へお出掛けの節
はぜひお立寄り下さい。例会日は金曜日で
す。
バナーについて

遺観の笠ですが、
ま狩に来たところ
そして雨に会った
がなにもないという
にはずかしい思いを
ってもう一つがんば
とにもなるんだろう

、お
荒川
いう

田

た
した。
るもの
は非常
れによ
言うこ

〔Ⅵ〕幹事報告
卜　会報到着→東京RC、東根RC、石巻東

RC、能代RC、寒河江RC
2・例会変更→11月13日（土）PM6．00

天童RC……会員の歓送迎会のため
（舞鶴荘）

3．喜多方RC会員佐原史哉氏よりインター
アクトに参加しての御礼状と名物　身不
知柿が2由送られて来る。

4．鶴岡高専インターアクトクラブより廃品
回収の協力について各員各位を廻り（11
月14日）集める。

5・八幡RC設立総会（1り】13日土）1時よ
り　於八幡中央公民館

廃品回収巡回コース
第一班

安藤定助君（青柳町旧校長庁舎附近）一驚田
克己（本町三丁目三河屋商店）－今問壮太郎
（家中新町11－51交番附近）－佐々木敏全署
（家中新町今問近所NHK局長官舎）一票谷

正夫君（家中新町黒谷公認会計士事務所）一
池内方平君（家中新町酒井家裏、交番附近）
－大川喜一君（池内方乎君近所）一金井勝助

（池内方平君近所）一小野寺清（若葉町15鵬
43白井垂暦君附近）一佐藤伊和治君（三小と

家政校の問）－白井重暦君（北校横三中通
り）一谷口暗敏君（上畑町NHK裏通り）－
津田晋介君（上畑町津田弁護士）－海東与蔵
君（津田弁護士附近）一早坂源四郎君（上畑
町三菱電枚附近）－田中君（同左、殖産銀行
支店長）一張結滞君（日吉町張医院）一橋酒
勝久君（張医院前通り明治生命宿舎）－小花
盛雄君（泉町中花医院）－五十嵐八郎君（泉
町9－8）】上野三郎君＼馬場町信用金庫隣
風間宅内）一手塚林治君（馬場町拘置所前）
一笹原桂一君（馬場町医師会館隣）

第二班
中山一三君（三光町7¶8）一佐藤昇君（睦
町2－47佐藤建築設計事務所）斎藤栄作君（
本町二丁目斎藤外科）一阿宗文雄君（本町二
丁目志田医院前）－小松広穂君（鶴岡ホテル
隣）一石井貞吉君（山村帳簿店）一長谷川悦
郎君（山形銀行裏通り官舎）一三滴悌三君
（三浦測量事務所東北配電前）一飯白祐倍君
（飯白旅館）－薮田誠樹君（みゆき橋前）一

平田圭三君（泉町川端平田ガソリンスタンド
）一三井健君（平田圭三君隣）一鈴木弥一郎
君（本町一丁目ツルオカ薬局）一三井賢二君
（三井金物店・ギンザ通り）一高橋正太郎君
（ギソザ通り・かもじや）一三井徹君（三井

産婦人科本宅）一石黒慶之助君（主婦の盾附
近）－小池繁治君（エビスヤ書店）－上林一
郎君（ギソザ通り・上林商店）－五十嵐一郎
君（三和町6113日産自動車社長）
第三班
五十嵐三郎君（駅前温海堂）－市川輝姫君
（いちかわ玩具店）一佐藤忠君（山王前文化

堂）－鈴木善作君（鈴木牛乳・松文女子寮近
所）一芸網末松君（鳥居町31－48・松文社
長）一富樫良書君（鳥居町11－12）一斎藤得
四郎君（中劇前通り・斎藤印刷）一早坂徳治
君（早坂食品）一平田貢君（昭和町12－4）
一新穂光一郎君（本町一丁日キッチンナカム

ラ2階）－嶺岸光害君（中劇前通り・神社隣）
一長谷川又活君（文映隣り・大滝金物隣り）

鶴岡ロータリークラフ員各位様
先頃の年次大会においてほ数々の御協力を

いただきまして誠にありがとうございまし
た。このたび次の要領で廃品回収を計画して
おり すので昨年同様よろしく御協力をお額
い致します。
1．日的　NIiK歳末助け合い運動への協力

と、一部クラブ活動資金の強化
2．期日11月14日（日曜）午前10：00より

（小雨
3．お願い先

巡回径路ガ
4・回収物　甚

合上今回
ただきま

RC会員宅（各班お願い
のとおり）
手ですが換金、整理の都
の4種類に限定させてい

1　あきぴん（ビール・サイダー・コーラ
・ファンタ・清酒、1升瓶

古衣類　　3　古雑誌　　4　古新聞
際は回収した物がぬれるお
で延期（11月21日）させて

鶴岡高専インターアクトクラブ
会　長　　粕　谷　佐　一

説
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D t STRICT　353

CLUB BULLETIN
創立534．6．9　承認S34・6・27

諮問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第629号　1971・11・16（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

蒼空讐」竺欠置］
の出席数…　33名席除籍謂雛
～∴it・・：．・り∴十・一十・一い：

■　l薮田者

正

85．25％！プ

〔Ⅱ〕お客さま

阿宗君一新庄RC
早坂（源）君、中山君、佐
藤（忠）君一繊岡西RC
三浦君、三井（健）君－
フォーラム

〔Ⅱ〕会長報告

1．ガバナー公式訪問の変更
ガバナー病気療養中ですので12月中の公式

訪問は全面的に中止となり、1月より改めて
スケジュールを組むとのことです。よって12

日30日の例会は休会となりませんので御注意

、ノニーナ．‡‥一声ポJ．≒－‾●、『十●一

了することが出来ました。改めて感謝申し上
げる次第です。

〔Ⅳ〕ロータリー財団週間にちなんで

小花会員

日月15日を中心とした一週間は、ロータリ
ー財団週間ですのでこれに関連したお話を致

します。新しい会員も居られますので財団の

歴史にふれてみたいと思います。

財団の起りは1928年ミネアポリス（U・S・

A）に於てロータリーの大会が開かれた時始

めて設立されました。財団の目的は博愛、滋

善、教育、及び戦争、災害で被害を受けた人
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々に対する援助を目的とし国民間の理解と友

交を深めるのが主目的です。
現在までの活動は、（1）教育に対する補助

（2）研究グループの交換（3）特別補助金の三つ
に大別されます。

教育に対する補助金は現在三つあり、大学

卒業後大学院課程に対する奨学金で1947年よ

り始まって居り現在まで約3，000名が補助金

を受けています。年令的制限は20才～28才ま

でで性別は問わない。又既婚未婚を問わない
ことになっています。在学中の学生に対する

補助金も近年設立され18才～24才まで未婚の

男女を対象としており大学3学年以上となっ
ています。これは財団50遇年を記念して設立

されたものです。次は専問的訓練補助金があ
り4～5年前より設立され、21才～35才まで

の既婚未婚に関旅しないが、技工又は技術者

を対象とし、1年間自己の専問部問について

訓練を受けることが出来ます。
此の三つが大きな柱となって居りすべての

費用は財団より支出されますっ研究グループ
の交換制度は、1965年より始まり、現在まで

1，300名程度が参加して居ります。25才～35

才までの青年実業人及び尋問職業人を5人で
1グループを作り、ロータリアン1名をリー

ダーとして研究視察をします。期間は1ケ月

以上2ケ月以内となって居ります。往復旅費
のみ財団より支出されます。交換制ですので

到着してからの諸費用一一切は受入れ地区又は

クラブで負担するのを建前としています。

財団に対する支援状況について申し上げま

すと、353地区は全クラブが100％に達しまし

たが他地区に比べると落ち込んで居る状況で

す。

私達のクラブは700％で地区内では最高で
す。金額に直しますと、4893弗（1，760，000円）

が寄付された訳です。

財団週間の主な目的の一つはさ財団を支援
しよう〝ということで、又ロータリー財団を

活用することも主な目的の一つになって居ま

す。今後共財団を強化するために皆々様の御
協力をお願い致します。

★　　☆　　★　　☆　　★

☆　　★　　☆　　★　　☆

GOVERNORS MONTHLYLETTER No．5

0ct151971

ロータリー財団週間

11月14日～20日

ロータリー財団は元RI会長のアーチ一、

C、クランプの提唱で始まり、カソサスシテ

ィー・ロータリークラブの最初の献金で発足し

た。故ポールハリスのロータリーに対する偉

大な貢献を記念して計画された奨学金制度が
その基金の中から作られてから財団はすはら
しい国際奉仕活動を行なう基金へと発展し
た。財団は発足以来多数の若い人達に大学課

程の奨学金を贈っています。

353地区は700％ロータリー財団地区に

昨年1970へ71年度はロータリー財団にとっ

て誠にすぼらしい年度でありました。一年度
の寄附額が米貨2，461，501ドルという新記録

をつくったのであります。

わが353地区は皆様の今迄の御芳志がこの

栄誉に結集された訳で本当におめでたいこと
であります。9月のRI財団推進課長の書簡

によりますと、323地区の財団総額18，146ド

ル70会員一人平均5ドルで700％地区になっ

ています。

〔Ⅴ〕幹事報告

（1）例会変更

村上RClU25時間をPM5．00書源にて

H」形北RClり18を1号20pM5．00

亀松関にて

（2）会報到着

八戸、大阪、天童、余目、鹿児島、

石券RC

（3）ニコ」・一一プランズウイク市のジョン・T・オ

ブライェン氏より御福状到着

（4）喜多方RC佐原史哉氏より不身知柿が到

着、本日の例会で賞味する。



番会報
DISTR t CT　353

CLUB BULLETJN
創立534．6．9　承認534．6．27

品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30′－1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
宮　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

≧Goodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第630号　1971・11・30（火）（ゆき）

〔Ⅰ〕出席報告

〔Ⅰ〕お客さま

〔孤〕会長報告

（1）新会員推薦について
中野重次郎　　火災保険

同和火災海上保険㈱　鶴岡営業所長

今　野　成行　　短期金融
㈱山形相互銀行鶴岡支店長

池　田　　勤　　内科医
池田医院長

（2）クリスマス家族会実行委員

委員長　五十嵐一郎君　　市川輝雄君
委　員　高橋正太郎君　　田中晶英君

上野三郎君　　飯自祐倍君
蓼　　萬江君　　新穂光一郎君

橋浦勝久君　　小松広穂君
三井　　健君　　篠原一郎君

小池繁治君　　薮田誠樹君
鈴木弥一郎君　　佐藤順治君
長谷川悦部君　　　　　以上17名

（3）年末助け合いについて

歳末助け合い運動に協力して、次の通り
金一封をお送りしました。

会
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鶴　　岡　　市

思　　思　　園

（4）グループ交換で1月15日オーストラリア
へ向う荘銀の本間君に餞別を送りました。

1月11日の例会に出席されるとのことです

（5）クリスマス家族会委員の委員会を12月1

日17：00　会費1000円

西クラブよりも出席されます。

〔Ⅳ〕インターアクトの成果　安藤会員

11月14日行いました廃品回収の成果につい

て申し上げます。最終決算は9，000円強とな

り工専の廃品回収を始めて以来の大成果をあ

げることが出来ました。改めて御礼申し上げ
る次第です。

〔Ⅴ〕公害について　安藤会員

昨年来皆様に御心配をお掛けしておりまし
た公害について御参考までに申し上げます。

県の方では頭から、公害防止機材を入れる
様に申し、そのためには国民金融、中小企業

金融その他の金融機関に特別の道が開かれて
いると口ぐせの様に言って居りました。然し

私はそれに対して抵抗をもってやらないで居
りましたが、途中テレビに発表になった、県

内鍍金三工場のタレナガシは昨年12月通産省
のデークーで、その頃はどこでも出て居たの

で、私のところで出たのは割合に規制して居

た結果が出たものです。
も何故現在まで設備を作らなかったか〝と

申しますと、一つには法律が日進月歩に強化
され、且つ公害機材が雨後のたけのこの様に

売り出されたこと、それに加えて無害鍍金技
術が開発されて来たので、その歯車が合う時
期まだ待つべきであると考えたこと。もう一
つは公害は、機材を入れただけで防ぐことが

出来るものではなく、自己の工場に於ける毒

水の種類、量、排出される場所を押えること

更に絶対の排水量と云うものをどう云う風に

規制すれば良いのか、最小限の排水を処理す
ることが最も合理的であると云う此の根本の

3条件を極めないことには設備をしても死金
になるわけです。

ただでさえ生産性のない投資をするのに、

その上に叉も死金を掛けることはまかりなら

ん〝と云うことで県の方へも強く議論を立て

てひきのはして来た訳です。

最近になって、どうやら公害規制もモ水質

汚濁防止〝の制定により、又県条令の制定に
より一応落着いた形になりました。

公害防止用の機材も、色々出ましたが結局
のところ長所短所が、はっきり見定められる

様になり、それに改良が加えられて、90％程

度の完全なものが出来て釆ました。

完全と云うのは、鍍金関係ではシアン（C
N）、クローム（Cr）或はカドッュウム（C

a）、水銀（Ag）と云うものに対する毒性を

分解し、或は還元するための機材でしたが、
その後規制の強化によって、重金属が規制の

対象になりました。同時にトータルCr、トー
タルCNに対する規制が加わりそれらの、何

れに対しても利用出来る機材が9分通りの確

率で開発された訳です。

横根を入れただけでは、その機能を発揮す
ることが出来ませんので、薬品類（還元剤、

分解剤、凝集剤）を使用する訳ですがこれら
の薬品もほぼ完全なものが出来る様になりま

した。

尚、当社の社内事情も2年間のデークーに
よって、一つの基準をつかみそれに対処する

訓練も出来たことと、もう一つは来月23日か

ら直罰法が施行されることになったことです

比の様な結果8月20日に選定の結果東洋イ
ンキKXでCNの分解剤とCrの還元剤を自己

公害防止のため40億の資本に物を云わせて、

あらゆる技術投資をして開発した薬剤が非常
に優秀であると云うので私のところでも採用

しました。そしてこの薬剤を使用出来る機械

を導入することにしました。最近は無害餅金

液も出来る様になりましたので、今後共よろ
しくお願い致します。

〔Ⅵ〕幹事報告

◎会報到着

山形、山形西、藤沢、郡山、八戸東、鶴岡

西、石巻東、高畠、鹿児島西RC

㊥四日市西ロータリークラブ……国際ロータ

リーに加盟認証さる。

例会日時　金曜日12．30～

例会場　四日市商工会議所4階
㊥鶴岡高専インターアクトクラブより廃品回

収の礼状到着
◎八幡ロータリー仮クラブ創立総会に会長出

席につき礼状到着

◎小山南RCよりバナー到着



番会報
DISTRICT　353

CLUB BULLETJN
創立＄34・6・9　承認S34・6・27

諾岡ロー写り一
丁HE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目
ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

曾　0235紛5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正太郎

：Goodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第631号1971・12・7（火）（ゆき）

〔Ⅰ〕出席報告

〔且〕お客さま

阿宗君一新庄RC
五十嵐（三）－温海RC
金井君、嶺岸君、佐藤
（昇）君、佐藤（忠）薮田
君一鶴岡西RC
靡君－フォーラム

〔Ⅱ〕HAPPYBlRTHDAYTOYOU

会員誕生
石井貞書君、加藤嘉八郎君、鈴木弥一郎君

佐々木敏全署、津田晋介君、鷲田克己君

奥様誕生

長谷川恵美子様（文活）
五十嵐政子様（一郎）

上林あい子様、鷲田清子様

佐藤貴美子様（順冶）

〔Ⅳ〕皆　出　席

年間皆出席
2年間皆出席　靡　萬江君
1年間皆出席　富樫良書君

11月100％出席

阿宗君、阿部（嚢）君、安藤君、張君、長

谷川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、
市川君、飯自君、石井君、石黒君、五十

嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君

大川君、五十嵐（八）君、海東君、田中君

金井君、上林君、小花君、小池君、嶺岸
君、三浦君、三井（徹）君、三井（賢）君、

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う

前
回
の
出
席

‥・・小脳



三井（健）君、中山君、小野寺君、摩君、

佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、
鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、高橋
君、小松君、手塚君、富樫君、上野君、

鷲田君、薮田君

玩　具　の　花　　　　市川輝雄君

時は今クリスマスを控えて玩具の話をとの

事ですが、玩具といってもいろいろありまし
て、いわゆる大人の玩具の如きはその範ちゅ

うにほ入りません。御期待の向きには前もっ

てお断り申しあげます。

あれは公然をはばかる酔漢のなぐきみもの
で、健全な家庭にもちこめるものではありま

せん。

但し簡単ないたづら玩具などほジュークト
イとして取扱っております。（笑い袋、ビッ

クリ箱類）

さて身近にありながら案外知られていない

玩具業界を中心にお話しをしたいと存じま

す。

御多分にもれずわれずわれわれ玩具業界も
ニクソン経済政策に多大の影響をこうむりま

した。

そのため転廃業を迫られた下請業者もおり
ますし、倒産を余儀なくさせられた経営者も

あります。
かつては輸出振興ドル獲得の立役者であり

雑貨、輸出部問の1、2位を争った玩具業界
でありましたが、最近は香港、台湾、韓国な
どの低コストによって生産出きる後進国に追

いあげられて、今や玩具王国の面目をはすぐ

れたアイデアの開発と複雑なアクショ：／をも
つ高級玩具によって与えている現状です。

そもそも輸出にウェイトを置く玩具メーカ
ーは生産額（1，300俵円）の6割（700億円）

を輸出し約4割が国内において消費されてい
ます。

輸出と国内消費

先年、匡日日地区の消費者懇談会の席上でな
ぜ日本の玩具はその外装や説明に英語を使用

するのか、日本語で分り易く書けばよいでは

ないかと質問されたことがありますが、当時

その自動車がキャデラックやハイウェイパト
ロールカーであり、その自動車がウェスタ∵／

トレンである以上国内玩具の大半は輸出品の

おあまりであったといえましょう。

金属玩具の戦后の成長過程をみますと玩具
が輸出の花形であった昭和30年代はフリクシ

ッソ玩具といってハズミ串の作用で走る物が

大半でありました。40年代に入ると電動物と
いって小型モーターで走るノンストック物が

巾をきかせ、最近ではリモートコン1トロール
つまり無線操縦出きる高度な玩具も出て参り

ました。

各世帯の所得水準も高くなり、国内の玩具
消費がふえてくるに従い、輸出の伸びなやみ
も手伝って国内市場を開拓しようと新商品開
発に力を入れました。と時を同じくしてここ
1、2年、いわゆる消費者運動が高まってき

ました。

＼一、－／

STマークと安全基準

みなさんこのマークに気づいた方はありま

せんか。STマーク、セフティト、通産省の

肝入りで今年の9月1日より実施しました。

この（安全玩具）のマークこそ消費者運動の

圧力のもたらした産物です。
「輸出向けの玩具は輸出品検査法によって

チェックされているのに国内向けが野放しに

されているのは片手落ちではないか。国内の

消費者をバカにしている」というのがその言

分ですが、実際には国内向玩具の大半は品質
に関する苦情などが生産者にヂカに持ち込ま

れるなどの事情もあって輸出品の検査基準を

上廻るものばかりかと云って市場に出まわっ

ている玩具のすべてが全く安全とはいい難

い。

その塗料の色素に鉛が含まれていないか。
ブリキの切り口が危枚ではないか。たやすく

引火したり、感電したりしないかなど、玩具　、、一

安全管理委員会を作り、その検査機閑が一晶
一品検査の圭、検査済の物には合格マークを

つけている訳です。

玩具店とは

よいこによいおもちゃをのスローガンこそ

私達業者の願いです。玩具屋は子供相手の商

売だし、さしたる商品知識もいるまい。単価
が安い割合に派手でガサがあるから在庫も大
した金額にならないし、店を閃くには簡単だ

と考えるのは素人のあさはかな考えです。玩

具屋ほどやさしそうで難しい商売はないと云

えましょう。



ライフサイクル

第一にライフサイクルが短かい。消えては

現れ、現れては消え、フラフープにしろ、ダ
ッコちゃんにしろ、近くはアメリカンクラッ

カーにしろ、幼しの様に現れあわの様にすぎ

てしまいます。アメリカソクラッカーの場合

は正味半月、300円で売り出したものが最後

には50円でも見向きもしなくなるはげしさで

す。
それから特殊なブームにのった流行品とし

ても定番品とメーカーが呼称するものでさえ
へ　　2年ともちません。何がそうさせたかと云え

、J　　ば、子供の世界の好みの変化です。そしてそ

の底にあるものはテレビマンガ文化です。親

がなんと云おうとテレビや少年少女雑誌のい

わゆるマスコミキャラクター物が巾を利かせ

るからです。

デパートへ始めて出かけられた浩宮がまっ

さきに怪獣図鑑を買われたのをみてもいかに

全国の子どもたちに怪獣ファンが多く、怪獣

玩具が売れたかを推測出きましょう。

多　様　化

第2に品種の多様化です。
うちの取扱う商品を細分すれば3，000点位

あるでしェう。昔女の子向け玩具と云えはマ
マゴトや人形やマリ位なものでしたが、人形
一つにしても泣く、笑う、みるくをのみ、お

しっこするもの、布でできているものビニー

ル物、プラスチック物、着せかえするもの、

その着せかえ服数10点下着、はきもの、アク
セサリーそれを納める各種家具、フトン、ベ

ット、三面鏡、自家串、プール付マンション

と止まる所を知りません。更にボーイフレン
）　　ドまで出きています。

流通経路と商品開発

玩具を販売するものさえ目の廻る様な商品

開発はこれでもか－と商品を店頭にあふれさ
せ、そして忘れられてゆきます。

従業員700名以上の2、3の大メーカーを
のぞき、他のメ一一カーはその60％が20名から

100名未満であり、300名以上の従業員をかか

えるメーカーは数える程しかいません。

又そのメーカーの大部分は「製造問屋」傘

下に属しています。製造問屋は30軒～40軒位
の下請メーカーをもち、玩具の生産企画から

資金ぐり、在庫管理まで行い、自分のプラソ

ドで宣伝し販売する。ところが残品や不良品
が出ると下請メーカーが処理しなければなら

ない。こうした流通のしくみは弱小メーカー
の多い玩具産業持有のものです。

しかし輸出面では伸びなやみながら国内の

玩具消費が年々ふえていることから特異な流
通機構も改善されつつあり、商品企画、生産

販売においてもコンピューターなどを使い一

段と近代化や合理化がなされようとしていま
す。

こうした動きからみても以前の様にメーカ
ーや高姿勢の製造問屋が商品はテレビ宣伝さ

えすれば売れるんだといった販売中心主義か

ら、まずマーケッチソグ調査をして消費者の

好みに合わせた消費者中心主義の安定した息
の長い商品を開発する方向に向っています。

わが国の玩具も消耗品として激しく使い捨
てをさせる様なアメリカ式から比較的商品と
してのライフサイクルの長いヨーロッパ式の

玩具開発へとおそまきながら向っているわけ
で、子供文化の向上のためひいては我々販売
にたづさわっているものにとって喜ばしいこ

とだと存じます。

売価　の　話

先頃地元新開の投書欄で同じ玩具が甲店と
乙店とでは値段が違うが定価はないのかとい
う投書がのったことがありますが、メーカー
は新製品を市場に送り出す時、売上数量予想

や価格評価をして一個当りの売価を決める訳
ですが、売上が予想に反したりする場合があ

るので生産数量と売価の決定にはもっとも苦

労する訳です。

価格評価をあいまいにして類似商品の市場
価格より高いと商品として通用しないので、
メーカーではオートメ化で生産性を高め、コ

ストをさげてギリギリの値段を決定している

ようです。

したがって末端に至るまで（第部、都内売

価と地方売価と異なるものもありますが）定

価は全国的に統一されよく理解されているは

ずで、東京のデパートで買っても地方の専問
店で買っても同じです。

但し、ライフサイクルの短い流行おくれの

物は見切られて店頭に並ぶものもあり又無名
の類似品がスーパーのおとりに使ほれる場合

もあります。

玩具の値段を勝手に釣あげて売ったり仕入



値の倍になったなどということは昔の語り草
にすぎません。只この時世に個々の商品に定

価札を明示していない店がまだあることは悲
しいことと云わねはなりません。

購入決定権

玩具の購入は誰が定めるかということをあ
るメーカーが調査したデータがあります。

①母親50％③両親30％③父親16％④子供14％
このデータにみられます様に玩具は子供自身

よりも母親の購入がトップになっています。

恐らく半数以上は子供が欲しがるから買い与
えているとみてよいと思います。

木　製　玩　具

私は見なかったのですが、昨日のNHKの
TVlOlでヨーロッパの木製玩具のコレクシ

ョンをみられた万があると思います。ヨーロ

ヅペ特に北欧ドイツなどは昔から伝統的に木

製玩具の強い所ですが、質実な国民性とか樹
木資源の多い所から来るでしょか。

日本においてほ名古屋や栃木、静岡などが

木製物の産地でしたが最近はすっかりプラス
チック物や金属物に押されてしまいました。

アイデアのうまさ・意外性

教育図書メーカーである学習研究社が玩具
部問に進出する際もつとも教育的な玩具を銘
うって木製の大型積木など各種出しましたが

全然売れず武士の商法だなどと笑われて投売
りしたことがありますが、消費者にしてみれ

ば教育によいということだけでは買い与えら

れない何物かがあるようです。

白木の変てつのない物よりも明るい色彩の
アクションや音のある物を好むのは親として

の人情でしょうか。しかし木製玩具のもつ素

朴な肌ざわりが見直されてきたのは事実で
す。一流のデザイナーが一方では真剣に取組
んでいますので、いづれすくuれた物が出るこ

とと思います。

結　　論

玩具は子供にとって欠かせないビタミンで

す。運動能力を伸ばし音感リズム感を育て創
造性、社会性を培い知識を広げるもの次代を

担う子等に大きな夢をはぐくむこの玩具販売
という仕事に吾々ほ誇りと情熱を持たねはな

らぬと常々私自身にも従業員にも云い聞かせ

ている次第です。

最後に宣伝じみますが、当店のトイフレン
ド優待証をお手もとにおあげしましたので、

お子様、お孫様叉は知人へのプレゼントに御

利用下さい。年末一はい何回でも有効です。

モクリスマスと新年の挨拶を、外国のバーナ

交換クラフと全世界のロータリー加盟国に
送る〃

去る11月3日付、全世界に向けて、世界平

和の五つのテストを添えた、クリスマス兼年

賀状の葉書を航空便で送りました。
例年の通り、バーナーを交換した外国のロ　、〉

－クリークラブ全部と、ロータリー加盟国の

149ヶ国に向け、計263通をお送り致しました

郵便局では、熟練した局員ですが、1人と
私、小島弘君も協力してもらって、約一時間
許りかかりました。と云うのは、航空郵の料

金は世界の地区を3つに分けられ、料金が異
って居りますので、それを選り分けるのが大

変時間がかかりました。

夫々会長並びに全会員の皆様宛に送りまし
たが、それの述事のある、クラブだけから、

又、長くつき合の出来そうなクラブに、後か

ら鶴岡クラブのバーナを入れたプログラムを
R・Ⅰ会長と　ミンズ事務総長に送ったように

航空便で送ってやることにした。

後になって、甚だ済みませんですが、皆様
にも送らないと何んだか、悪いような気がし

まして、お送り致しますから、悪しからず、

御笑納下さいませ。　　　　　　（張君）

幹事報告

◎例会時間変更
上山RC→17日（金）4・30より

「よねや旅館」……クリスマスノミーティ

温海RC→20日（月）3．30より

「たちはなや旅館」…クリスマスパーティ
登録料3，000円　中学生以下，1500円

（参年次大会の案内
356区年次大会　4／9日（日）　前橋市県民

会館で開催されます…登録料5，000円
⑥会報の到着
鹿児島RC　東京RC　山形RC　能代RC

◎例会時間変更
山形西RC→20日（月）6．00

「ホテル大沼」……クリスマスパーティ

山形北RC→12／30（木）を25日（土）5．00
「産業会養」6F…クリスマスパーティ

＼

）



惑会報
DISTRICT　353

CLUB BULLETlN
創立534．6．9　承認534．6．27

品伺ロ」ヴリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
宮　0235輯5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第632号　1971．12．14（火）（ほれ）

〔Ⅰ〕出席報告

苦【讐」竺】欠
の鹿席数】　45名㈲

阿部（公）君、荒明君、
長谷川（文）君、平田君
池内君、海東君、田中
君、金井君、小花君、
今間君、三井（徹）君、
崇網君、磨君、斎藤

73・77％桓l岳君、佐相君、富

薮田君一米沢RC

斎藤（信）君一
酒田東RC

小池君一鶴岡西RC

〔正〕お客さま

〔Ⅱ〕幹事報等

例会時間、場所の変更

遊佐RC12月21日（火）　PM5．30→

遊佐農協3階……Ⅹmirのため

山形RC12月22日（水）　pM6．00→

グランドホテル　　　ク

天童RC12月25日を12月23日（木）

PM5．30→滝ノ湯ホテルク

ク　　1月8日（土）例会をPM6・00

新庄館→新年会のため

東京日本橋RC　1月4日を1月6日に

変更12．30→

パレスホテル→新年会のため

会報到着

藤沢、八戸、村上、寒河江RC

酒田RC12月29日を12月25日

郊外レストラン　ブルーライン

PM6．00

1月5日を相馬屋ゼpM6．80

／

／
　
　
）
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No．24

第633号　1971．12．28（火）（くもり）

〔Ⅰ〕出席報告

君、阿部（公）君、荒
、平田君、長谷川
君、長谷川（悦）君、
（徳）君、橋浦君、
君、大川君、斎藤
君、佐藤（昇）君、
木君、富樫君、上
、薮田君

五十嵐（三）君、安藤君

一鶴岡西RC

〔Ⅰ〕お客さま

〔Ⅷ〕会長報告

1・先週12月2日ヨ（火）に行われたクリスマ

ス家族会は、皆々様の御協力により無事終

了することが出来ました。

2．22日には、鈴木弥一郎氏の御母堂が亡く

なられ、私が会を代表して、お供養に行っ

てまいりました。

3．会員の今間さんは都合により退会きれる

ことになりました。

4・新会員は1月4日が例会日ですので推選

者は当日会場旺お連れして下さい。

鈴木弥一郎氏よりの挨拶

先日私の母の不幸に際しまして、皆様より

御供物等を頂き、厚く御礼申し上げます。

母は83才でしたが生前は小花先生にも色々

とお世話になりました。クラブの皆様には長

い間お世話になり有難く御礼申し上げます。

又その当日の夜に火災があり皆様からお見舞

を頂き心から感謝申し上げます。幸い類焼を

免れました。

簡単で御座居ますが此の席をお借りして重

ねて御礼申し上げます。

青少年委員会より御報告致します

昨年日本ユネスコ協会連盟から、鶴岡ロー

タリークラブに対して、ユネスコギフトクー

ポンの依頼がありました。クーポンの金額は

3，360円で、その送り先はマレーシア・セン

トニコラス盲人教育収容施設とペナム連邦の

聾唖学校です。

此の様に御援助頂きましたことは私達ユネ

スコに関係して屠る者にとっても大変有難い

ことで御礼申し上げます。

〔Ⅳ〕幹事報告

⑥例会時間変更

村上RC　1月6日　PM5・00　書源にて

◎NHX助け合いに寄附（クリスマス家族会）

クリスマス家族会写真申込受付

カラー80円／枚　モノクローム25円／挟
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惑会報
D t STRICT　353

CLUB BULLETIN
創立534．6．9　承認＄34．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

宮　0235餌5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou′′

ByERNSTG．BRErrHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第634号　1972・1・4（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

l二Il‾‾ミ

阿部（公）君、荒明君、
安藤君、長谷川（文）君
早坂（徳）君、橋浦君、
平田君、篠原君、黒谷
君、斎藤（信）君、佐藤
（昇）君、薮田君

〔皿〕お客さま

薮田君一米沢RC
阿宗君一新庄RC
長谷川（悦）君、佐藤
（昇）君、富樫君

一鶴岡西RC

〔Ⅱ〕HAPPY BlRTH DAYTOYOU

金員誕生

海東与蔵君、三井健君、嵩網末松君、

佐藤伊和治君

奥様誕生

荒明喜代野君様、池内俊君、

五十嵐とし（三郎）様、鼻網恵美子様、

谷口美代子様、高橋美津子様、

津田満里子様、中野悦子様

〔Ⅳ〕皆　出　席

12年間皆出席　　張　　紹淵君

11年間皆出席　　鷲田克己君

ク　　　　三井　　徹君

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う
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ク　　　　嶺岸光吉君

5年間皆出席　　佐藤　　昇君

12月100％出席　　42名

阿宗君、阿部（嚢）君、安藤君、張君、長谷

川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、市川

君、飯白君、石黒君、五十嵐（三）君、五十

嵐（伊）、五十嵐（一）、五十嵐（八）君、海東

君、金井君、上林君、黒谷君、小花君、嶺

岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）

君、岩網君、小野寺君、磨君、斎藤（栄）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、谷口君、高橋君、小松君、手塚君、富

樫君、驚田、薮田君

〔Ⅴ〕会長報告

し　新会員紹介

同和火災海上保険KX鶴岡営業所長

中野重次郎君

山形相互銀行鶴岡支店長

今野成行君

後程御挨拶を頂きます。

2．本日は新年第1回の例会で、ひさごやさ

んの御好意で特にお酒が各テーブルにあり

ます。乾盃したいと存じます。

音頭は今年も子年〝生まれの鈴木善作君

にお願い致します。

モ新年あけましてお目度度う’ございま

す。本年もよろしくお願い致します〝

乾　盃　〝　　　相　手

3．会長新年の挨拶

明けましてお目出度うございます。我々

のロータリー年度も、丁度半ばをすぎまし

て、いよい轟よ後半に入る訳ですが、前半は

予定されました、インターアクト並びにイ

ソダーシティ・－大会及びクリスマス家族会

終了することが出来ました。残りの半年は

特別に予定された行事はありませんが、延

期になったガバナーの公式訪問が残ってい

ます。　＿

ガバナーは、昨年11月頃に入院されまし

たが、12月には無事退院されました。1月

中は静養され、2月からは公式訪問にまわ

る予定とのことです。当クラブの訪問日は

確定しておりませんが、2月以降になるこ

とは確実です。

クラブの委員会の編成を一部入れ換え致

します。雑誌委員長の伊藤貞次君が退会さ

れましたので、雑誌委員長には、石井さん

をお蔽い致します。現S．A．Aの飯白さん

は雑誌委員にまわって頂きます。新入会員

の中野、今野両君はS．A．Aに入って頂き

ます。

尚後半の半年は内部の拡充に力を入れて

行き度いと思って居りますので、よろしく

お隣い致します。

後半の会費25，000円は、今月中に納入頂

き度いと思います。



＼、一・／／

〔Ⅵ〕新入金員紹介

中野新会員紹介　　小池君

私は推選者として申し上げますが、本日か

ら新会員となられました中野君を御紹介申し

上げます。

御職業は同和火災海上保険KK鶴岡営業所

長でいらっしゃいます。数年前には鶴岡にお

られましたが、その後秋田、弘前、新潟各営

業所長を歴任され再び鶴岡にもどって来られ

ました。今後は鶴岡にお住いもありますので

ずっと鶴岡でおすまいのことと思います。今

後ともよろしくお麻い致します。

新会員中野君の入会御挨拶

先程は会長、只今は小池さんより御紹介頂

きました中野でございます。

小池さんより御推選頂き、更に入会出来ま

したことは、身に余る光栄と存じます。今後

は会員の一員として一層努力して皆様の御期

待にお答えしたく存じておりますのでよろし

く御指導頂き度くお願い致します。簡単です

が入会の御挨拶にかえさせて頂きます。

今野新会員の紹介　　推選者　安藤会員

安藤会員は今日欠席ですので幹事より御紹

介致します。

私のすぐ前が山形相互銀行であります関係

で、今野さんとは揆見知りの間柄です。お務

めは山形相互銀行の鶴岡支店長でございま

す。中大経済学部卒業でお住いは若葉町に社

宅があります。お子様は2人だそうです。御

趣味は釣とゴルフ、登山とのことです。皆様

今後とも今野さんをよろしくお願い致しま

す。

新会員今野君の入会御挨拶

只今御紹介頂きました今野でございます0

若輩でございますが精一杯がんばりますので

よろしく御指導の程お願い申し上げます。有

難うございました。

っづいて本年の与えと〝子年にちなんで唯

一人の年男鈴木善作君に年頭所感をお願い致

します。

〔Ⅶ〕子年の年頭所感　鈴木会員

明けましておめでとうございます0一昨日

でしたか会長より電話があり、鶴岡ロータリ

【クラブ約60名の中にも子年〝生まれは私だ

けだそうです。

私は、明治33年11月3日生まれです0私の

妹と孫の2匹のねずみが居ります。ねずみは

皆様御存知の通り、いたずらものという感念

がお有りのことと思います。

ねずみは、ねずみ科に属する動物で、産業

上に有害な動物と云われて居ります。その種

類はゝどぶ〝≒くま〟も大黒〝モ南京〝モはつ

か〝　モしろ〝等があります。胎生動物で母体

には3週間居るだけの非常に短い期間で1回

に生まれる子ねずみの数は8～9匹と云われ

ています。子ねずみは約3週間で再び妊娠す

るのでその数は多大なものになります。そこ

でねずみ算と云う言葉が生まれました。

この科学の発達した今日では繁殖に対抗す

る薬剤も出来、ねずみも思うように繁殖出来



ない様になったとのことです。

ねずみは害のある動物と云われていますが

一方では神聖な動物としても認められていま

す。その一例として十二支の最初がねずみで

す。

大黒天のお使いにはとこまねず〟がつかわ

れています。農家では、平日でもねずみを尊

重するところがあるとのことです。又正月に

は、モねずみもち〝を供えるところもあると

のことです。又ねずみがいなくなると火災が

起きるなどということも云われています。

もねずみ経〝と云うのがあります。民話の

一つで、信神心の深いおばあさんが居りまし

た。和尚さんのところへお経を習いに出掛け

ました。おばあさんは目をつぶって考えたの

ですが、念仏の文句がわからなくなり、思い

出すことも出来なくなりました。ふと目を開

いてみると、ねずみが目の前をちょろちょろ

していました。その動きについて、和尚は次

の様に云ったそうです。

モおんちょろちょろ、そらかがんだ、にくい

しはせんぞ〝おばあさんはこれを有難いお経

だと暗唱して帰ったそうです。その夜におば

あさんの家にどろばうが入りました。

おばあさんは恐くなって、和尚さんから習

ったお経をとなえました。

ところがおばあさんがとなえるお経の文句

が一つづつどろばうの動きに適中するのでど

ろばうはすっかりあわてて逃げ出したそうで

す。これをモねずみ〝経と云うそうです。

も子〝年生まれの人の守り本尊は千手観音

だそうです。私はねずみ年ですが、ねずみの

気性とどこが似ているかお話ししましょう。

私は、なんでも好きで肉でも野菜でも魚でも

頂きます。

ねずみは、一本道を歩きます。私もこの会

場に来る時は毎週同じ道を歩きます。今年は

ねずみ年で非常に良い年になるのではないか

と思います。又多難な事もあると思いますが

私も大いにがんばって行き度いと思いますの

で、よろしくお願い致します。

〔Ⅷ〕幹事報告

し　会報到着

東京RC　八戸RC　八戸東RC

尾花沢RC　石巻RC

2．年賀状到着

ガバナー庄司晋作君　仙台RC、本田安全

運転普及本部、えるさん、県知事、青い烏

の会白井勇君

3．記念バナー到着

札幌オリンピック冬季大会開会式場にロー

タリーで聖火台を寄贈した。

＼）
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品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜　日
P．M12：30′－1：30

事務所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

含　0235鋤5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太郎

≧Goodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第635号　1972・1・11（火）（くもり）

〔Ⅰ〕出席報告

喜t芸

阿宗君、阿部（公）君、
阿部（賽）君、荒明君、
安藤君、長谷川（文）君
橋浦君、平田（圭）君、
石黒君、田中君、中山
君、斎藤（得）君、斎藤
（信）君、篠原君、谷口
君　　　　　15名

〔I〕お客さま

〔Ⅶ〕会長報告

し　ゲストを御紹介致します。

本日は、1月26日、オーストラリアの

278地区に、交換グループのメソバーと

して出発されます本間さんです。

2．皆勤′くッチを差上げます。

1）皆勤5年　佐藤　昇君
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〔Ⅳ〕　鶴岡ロータリークラフ上半期決算書　（1971．7．1～1971．12．31）

長谷川　悦郎君

収　入　の　部

科　　　　　　目

入　　　会　　　金

会　　　　　　費

薙▼仙　収　二㌃

顧　　麺　　金

合　　　　　　計

支　出　の　部

科　　　　　　目

総　　　務　　費

総　　務　　費

会　　場　　費

事　　務　　費
公式訪問費
旅　　　　　費
クラブ7ツセソプリ一

地区分担金
RI　分担金
米山奨学金
ク　ラ　ブ基金

＿　」　L　　昼】
職　業　分　類

会　　　　　報
親　睦　活　動

雑 誌
会　員　選　考

会　員　増　強
プ　ロ　グ　ラ　ム

広　　　　　報

－ロータリー情報
職　業　奉　仕

国　際　奉　仕

社　会　奉　仕
者禰奄
インターアクト

備　　　‾「j」＿＿▼＿一＿¶旦

合　　　　　　計

収入支出比較表

収入決算街

1，671，052

室意盈区軋蛋

（単位　円）

予算残額】　　備　　　　　　　考

訂‾「訂万両
3，275，000「了詞5狛両1膏宮5滴も

支出決算額

会費＠25，000×58名分

∴二　一1－

差引残額
当座預金122，688＿

仮払金㍊8，795　クリスマス他
一　仮受金234，畑0　　ク

226，983



鶴岡、鶴岡西ロータリークリスマス家族会収支決算書

1971．12．21

収　入　の　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

項　　　　　目　l　金　　　額l　　　摘

会　　　　　　　費

ク　ラ　ブ　補　助

鶴　岡　＠2，000×48＝96，000円

＠1，500×34＝51，000円

＠1，000×33＝33，000円

鶴岡西　＠2，000×22＝＝44，000円

＠1，500X6＝9，000円

＠1，000×16＝16，000円

鶴　岡　会場費より　20，000円

親睦より　　21，615円

会場使用料　10，000円

鶴岡西　会場費より　10，000円

会場使用料　　5，000円

雑　　　収　　　入 ビジター　＠2，000×2＝4，000円

＠1，500×2＝3，000円

＠1，000×1こ＝1，000円

合　　　　　計　1　323，615

支　出　の　部

項　　　　　目　l　金　　　額1　　　摘

会　場　諸　費

装　飾　用　品　代

会場使用料　　　　15，000円

子供贈物代　　　　13，500円

オードブル　　　　　52，500円

寿　　　司　　　　　34，000円

折　　　箱　　　137，000円

看　板　代　　　　　2，500円

テーブルクロス　　　1，520円

酒、ビール、ジュース　39，520円

15，035i　レイ、帽子他　　　15，035円

演　　　芸　　　費 10，000l　ェレクトーソ　　　　10，000円

雑　　　　　　　費 送　　　料　　　　1，540円

プログラム　　　　　1，500円

合　　　　　計　】　323，615



〔Ⅴ〕本間君の壮行会

1．会長挨拶

GroupStudy Exchange Programが発

表になりましたのは、私が会長就任間もない
7月だったと思います。国際奉仕委員会がこ
の件を取上げ委員長の磨さんが主要部分をプ

リントされまして、各職場の方へ推選方をお

願いした訳でございます。
ここにお見えの本間君が、荘銀より候補者

として推選頂きました。
これは地区で6名、各県2名の割当てでし

た。山形県からは2名ということになります

ので庄内1名、内陸1名という予想をしてお

りました。庄内地方各クラブより推選があり

ませんでしたので、鶴岡RCより本間君を候

補者として推選致しました。
昨年夏のインターアクト年次大会が当鶴岡

で行われた関係上、団長で行かれる穴沢先生

もガバナーも鶴岡にお見えになっていました
ので、いろいろ事情をお聞きしたところ、候

補者が多ければモ英会話のテストをやってみ
たい。〟と云うことも聞いておりましたので

私から本間君にもこの様なこともあるので今
から準備しておくように〝というアドバイス

をしておきました。幸いテストに合格されメ
ンバーとして決定しました。

1月26日空路真夏のオーストラリアへ行か

れる訳です。彼の地へ行かれました節は、大
いに見聞を広めて、有意義に2ケ月間の研修

を行って来て頂き度いと存じます。

2．本間君の挨拶

只今会長より御紹介頂きました本間でござ
います。現在荘銀勤務でございます。ほから

ずも外国で色々の出来事や社会事情などを見

開する機会を与へて頂きまして有難う存じま
す。

正式に発表のありましたのは、9月の352・
353地区大会の席上でした。

その後1ケ月1回の割合で、トレーニング

を受けて釆ました。
メンバーは次の通りです。

団長　穴沢先生

福島　渡辺君（農業）
山形　小山君（東北精機人事担当）

本間　（荘内銀行）

秋田　石井君（ジャケット製造）

小松君（畜産技師）
尚、日程は次の様になっています。

1月24日　鶴岡出発

25日　東京集合13：00

26日　東京出発

マニラ　一泊

27日　オーストラリアに入る。

到着後の予定は次の通りです。

1　ベースキャンプはジーロン市になって

いる。

2　到着後の1～2日は、観光旅行の予定

3　市長のレセプションを受ける。

3　日本大使のレセプションを受ける。

4　2月末～3月上旬に行われる278地区

の年次大会に出席

5　但し、詳細については未定です。

彼の地へ行きましたら、私の専問の銀行業
務ではなく、日本と経済的に関係の深い畜産
や鉄鉱関係の業種を見て来たいと思っており
ます。

こちらからは、出羽三山の紹介、鶴岡の産

業を紹介して参ります。
私達団長以下、民間の親善大使として微力

ながらがんばって参ります。

会　　長

0クラブより御餞別をお送りしました。

0当クラブのバナーと御殿まりを持参して頂

きます。
0鶴岡の四季（張先生作のスライド）

0オーストラリアの風景撮影用のフイルム

〔Ⅵ〕社会報仕委員長の挨拶　　　摩　君

会員諸氏の御協力により、本間君を送り出
すことが出来、委員会として皆様に感謝申し
上げます。本間さん元気で行って来て下さ
い。そしてすぼらしいレポートをとどけて下

さいます様お願いします。

幹事報告

会報到着　宮内RC
オハイオ州　ミドルタウン合唱団

8／9（水）　文化会館に決定



番会報
DlSTRI CT　353

CLUB BULLETfN
創立534．6・9　承認534．6・27
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THE ROTARY CLUB
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例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
宮　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou′′

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第636号　1972・1・18（火）（くもり）

〔Ⅰ〕出席報告

安藤君一山形RC

阿宗君一新庄RC

阿部（案）君、石黒君、
中山君、谷口君

一鶴岡西RC

〔正〕お客さま

〔Ⅱ〕会長報告

1．本日はロータリーの基本であるb四つの

テストモについて早坂さんよりお話があり

ます。

2．も四つのテストモについて　　早坂会員

も四つのテストモについて、古い会員の方

は今さら私が申し上げることではありません

が、新入会員も居られますし、この2、3年

この例会でさ四つのテストモについてスピー

チも無かったと思いますので、久しぶりに振

りかえってみたいと思います。

昨年12月上旬以来、鶴岡に不況ムードが出

て来て居ります。御承知の様に、今間さんが

現在再建のため整理されて居ります。率いた

ことに、人員整理の方も、スムーズに進んで

居り、必ずや今問さんが再建されるものと信

じております。
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叉、正月になり突然羽前織K．Xが操業を中

止されると云う発表がありました。これも大

きなシュヅクでした。色々伺いますと、取引

先に迷惑を掛けないことと、従業員に退職金

を支払えるうちに操業を中止しようと云う経

営者の決断と云えると思います。

何れにしても、この2つの問題と当四つの

テスト勺が関連していると云う訳ではありま

せん。ロータリーのモ四つのテストもの起源

についてはトロータリー手帳ミに次の様に記

載されて居ります。

『Herbert－Taylor（1954－1955年度R．Ⅰ

会長）の発案した自己反省の一つの方式で、

彼が1932年、破産に瀕していたアルミニウム

会社の建直しを引受けた時に、この方式を考

案してこれを再起のための経営の指針とし、

これによって見事に会社を立ち直らせたと云

われて居ます。

国際ロータリーは、この自己反省方式を高

く評価して、これをロータリーに於ける諸奉

仕活動、特に職業奉仕に於ける指針として常

用するに至った。

そして1954年Herbrt－Taylorは、その版権

を国際ロータリーに譲渡したので、現在はも

四つのテストで版権は国際ロータリーの所有

となっている。J

彼の経歴は大体次の通りです。

1893（M26）0ミシガン州ビックフォードに

生まれる

026才で結婚

0サンクレア石油KK（オクラ

ホマ）に就職

01年後退職

0保険、不動産、石油のリース

ブローカー

。32才の時シカゴに住む。

ジュェールティーCOに就職

039才でマネージャーとなる

この年倒産に瀕したアルミニウム会社の建

直しを依頼され、その時現在のモ四つのテス

トもに相当する標語を作った。その時彼は宗

教方面（ローマンカトリック・クリスチャン、

サイェソティスト、ユダヤ教etc）よりその

内容のチェックをし、宗教的にも充分受入れ

られるものと判断して採用することにしまし

た。その時の会社の状況は総資産より40万弗

超過する負債を持って居たそうです。（40万

弗はその当時の金額です）

。当時、会社の運転資金は6，100弗（銀行借入

金）だったそうです。彼は検討を重ねて採用

することにした標語を、先ず広告に使用しま

した。文章の中からbBestモとtFinenessモ

を除きました。その代りに生産品の実態を広

告にのせました。（真実かどうか？）次に販

売資料より競走業者の悪口等を一切除きまし

た。（好意と友情を深めるか？）使用人（従

業員）に対して、覚え込む様に教育し、更に

取引先、ディーラー、お客さんにこの標語を

ぶつけて行きました。そこでお客さんとディ

ーラーと従業員との間に信頼と好意（善意）

の夙調がひろがりました。1937年（再建に乗

り出してから5年後）には負債を全部返却し

その後の15年間に、会社は約100万弗の配当を

支払って居ります。

1954（829）0大阪ロータリークラブが世界

ではじめてバナーにも四つの

テスト寺を書き入れた。

0門司クラブ

高校の教室にも四つのテスト

モを印刷したポスターを配布

。上野クラブ

雨がさにb四つのテストモを

記入した。

内外編物EK社長の小林さんが終戦後初め

ての商談のためアメリカに行かれた時、小林

さんはモ四つのテスト勺のリーフレットを作

りも私の商売のやり方です寺と説明したとこ

ろ、相手も良く納得し、ロータリアンでなか

＼＼、＿／



った取引先がロータリアンになり、更に取引

もスムーズに行ったとのことです。モ四つの

テスト勺は企業の経営理念の中に取り入れて

行けば価値あるものではないかと思います。

そして時代が変っても、このb四つのテス

トモほ今後とも企業の中に生きつづけて行く

ことと思います。

魚　の　話　　　原田会員（西クラブ）

北半球と南半球では風の吹き方が異ること

は、皆様御存知のことと思います。

北半球は時計の針と反対方向にうずを巻き

南半球では時計の針の進向方向に風が吹きま

す。皆さんが陸上で、台風が日本のどこに上

陸するか、右にそれるか左にそれるかを知る

には、現在ではテレビで細々と教えてくれま

す。若しテレビが無かったらどうしますか。

沖の方で風が吹いて来た時、風の原因はな

にかをすぐ判断出来なければ、船長、航海士

としての資格はありません。ビルや建物、山

などから吹き下した風は風の本当の方向を知

るためには無意味です。低気圧の位置は古風

を背にして左手を挙げよモこれで知ることが

出来ます。風の方向が動く時には、そのまま風

を背にして体を廻せば良いことになります。

船に乗って居る者は、台風が本船の右に来

るか左に来るかを判断して、一番遊行し易い

ところに一寸逃げる訳です。そして半径の外

に出なければなりません。避行し易い方向は

船が右半円に居るか左半円に居るかを判断し

て、右半円に逃げるのが最も良い方法です。

そこで風を大体左舷30度位のところに受け

ながら避行するべきです。最近しばしば起っ

て居る事故は、私から云わせれば油断以外に

は何ものもありません。

海洋気象学に基いて、北西の風が吹く機会

が今年は大きいものが来て居ないために、北

西の風が吹かないのでb磨モとかもさめ勺は

寒流に棲息して居る魚ですので当然陸地に近

づいて来ない訳です。古さめくは来て居りま

すが海底に生棲するべきささめミが浮んで餌

を食べて居ます。モ釣さめ勺は大丈夫ですが

底引きのときめミは揚がりません。鱈も来て

盾ますが北西の風が吹かないために接岸して

居ません。

昔漁師はモ感もであると云われて居りまし

たが、私はb感モというものを科学で究明す

れば、必ず何かがあると思います。何かがわ

からないのでも感勺というものに責任転嫁を

しているだけだと思います。そのためには、

魚の性質を知ることが大切です。即ち、現在

食べざかりの魚をとるのか、妊娠中の魚をと

るのか、それによって場所は自ら変って来ま

す。

動物は本能によって食物が多い所、住み易

い所に住みたいと思うことは人間と変りあり

ません。それをつきとめるのが魚曹長或いは

船頭の頭脳であると思います。

浮魚の場合は、等温線を把握する必要があ

ります。そのためには気象状況（今頃から）

を記録しておく必要があります。

最近私はミヵ二七に成功した、日本一だと

云われて居りますが、小さいとき金沢でもヵ

ニモ取りをした時の頃からずーっと振り返っ

てみると、なるほどbヵこくにはこういう習

性があるんだと云うことが、わかりました。

よし、それではこれを捕えようと云うのが

私のモヵニ勺に対する勉強の基です。

以前西ロータリーで話した様に、通常は男

性軍と女性軍とは別居生活をしているが、産

卵期になると女性軍の方から強烈な分泌物を

出して男性軍を引きつけています。行動がも

ニブイモ目はモ近眼勺だと云った場合には必

ず他の器官が発達します。これが魚を獲る場

合の一つの秘訣と云えるでしょう。



〔Ⅳ〕幹事報告

①　会報到着

鹿児島RC、山形RC、藤沢RC、能代

RC

②　例会場及び変更

山形RC1月19日　研究グループ交換

チーム山形県壮行会のため、12．30よ

り産業会館6F

山形北RC1月20日　新年クラブ協議

会のため5．00　亀松閣

③　ロータリー財団より広報と年次報告が

届きました。

＼〟
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こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第637号　1972・1・25（火）（くもり）

〔Ⅰ〕出席報告

〔丑〕お客さま

今　回r鶴岡西

原田行雄君

鶴岡西
五十嵐

正雄君i

〔Ⅶ〕会長報告

1．昨日研究グループ交換のメンバーとし

て本間俊雄君が御出発されました。

2．ロータリー文献東京事務所より1972年

規定審議会によって審議され亭制定案及

び決議案の概要印刷物が届いています。ノ

今度のヒューストンの世界大会に於て審

議される事項の概要ですが、色々変った

ことなどが提案されています。これを小

花さんに研究して頂きまして後日例会で

発表して頂く様にします。例えばb会員

の性別を問わずモモメークアップの期日

を前後6日間を13日間にしたらどうか七

等があります。

〔Ⅳ〕財団について　　　　小花会員

つい最近財田の方から年次報告書が来てお

りますので、それによって現在の財団の状況

会
報
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ご
家
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み
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について申し上げます．

財団に於ける種々の事業の中で、最も大き

いものは、教育補助金制度です。これは大学課

程の奨学金が、1947年より現在までに約3，000

名が・補助金を受けています。最初は18人で

スタートしました。昨年だけでは、225人が受

けております。在学中（大学）の補助金です

が、これは1967年財団の50周年記念に創設し

たもので、現在まで224名が受けています。

専門的訓練補助金は1966年創設で、現在ま

で214ヶ国の専門的訓練のために特別に技術

者に与えられました。

研究グループ交換の方は、1966年創設で25

才～35才までの男性を対象としております。

各地区の間に色々交換が行なほれています。

特に日本とカナダ、オーストラリア等に交

換が行われています。来年度は我々の地区に

海外より来られる様になると思います。

その他、最近の情報によると、心身障害者

の教師に対する奨学金制度が設けられて居り

その候補者の選定に着手するべきであると云

うアドバイスが来ております。

ロータリー財団に対する寄附のことですが

これは多額のものになっています。昨年一年

間に寄せられた額は約250万弗、前年比で十28

％になっています。ロータリアン一人当りに

しますと、3弗60セ∴／ト（約1，000円）になり

ます。

昨年度にポールハリスフェローになった方

が688名ありました。これは1，000弗以上を寄

附した者に与えられるものです。財団に対す

る寄附の％ですがアメリカ、カナダ等が47．8

％を占めていますが、アジア地域に於ては33

％を占めています。その他ヨーロッパ、北ア

フリカ、東地中海等を入れて7％、英国は3

％その他となっています。

教育特別補助金の支出状況は、1969年には

約100万弗、1970年140万弗、71年には185万弗

この次の年度は、約215万弗を支出する予定に

なっています。

地区の％は、100％以上の地区はこの報告書

にのっています。最も多い地区は第500地区で

地区として800％になっています。日本では、

365地区（京都、滋賀）が300％、大阪を中心

にした366地区が300％、その他の地区は全部

100％地区と云うことになっています。尚、ク

ラブ毎の寄附の仕方について参考までに申し

上げます。

マサチューセッツ州（U・8．A）ウイリア

ムストーンR・Cは16，000％、これが特に桁外

れて多い様です。日本で最も多いのは東京江

戸川R・C（4，280％）次いで江東R．C（3，5

00％）小金井R・C（2，500％）藤沢R．C（2

，600％）藤沢北R・C（2，300％）川崎R．C（

2，300％）川崎北R・C（2，000％）川崎南R．

C（1，500％）等となっています。

毎月2，500円程度を債立てますと、そう云う

方が準フ三・ローになる訳ですが、もう4～5

人の方が居られれば、私達のクラブは毎年100

％づつレベルアップすることが出来る様な計

算になりますので．御参考までに申し上げま

す。

〔Ⅴ〕幹事報告

0会報到着

郡山、鹿児島、山形、山形西

0四日市西R・C認証状伝達式のご案内

4／16（日）四日市市体育館12．00

0鱈汁会のご案内（例会時間変更）

鶴岡西R．C　2／4　pM5．30

於湯の浜いさごや　登録料1，500円

2／11日　祭日のため休会

0ロータリー財団寄附　808％
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こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第638号　1972．2．1（火）（くもり）

〔Ⅰ〕出席報告

忘、

会員数162名！欠陸軍軍L荒野撃て
川（文）君、早坂（ パ
勝浦君、平田君、五十
㌢嵐（一）君、今野君、卸出席数1　43名

完r者l冨衰芋墓蚕妻詔藤…・・l

〔Ⅱ〕お客さま

今　回「聴「「酪
＿＿＿」迫

前回まで一7百着‾

2月言し
82名

薮田君一米沢RC
阿宗君一新庄RC
早坂（源）君一酒田RC
五十嵐（一）君、小池君
三井（徹）君、三井（健）
君、手塚君

一一隕軍門RC

鶴岡西日鶴岡西

置苛芸語草琵

〔Ⅷ〕HAPPYt3）RTH DAYTO YOU

会員誕生

長谷川文清君、早坂徳治君、

五十嵐八郎君、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

海東幸子様、金井百子様、小野寺桃枝様

大川晴子様

皆出席

3年間皆出席　　三井　健君

1月100％出席　　44名

阿宗君、阿部（賽）君、安藤君、張君、長

谷川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、

市川君、飯自君、石井君、石黒君、五十

嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君

五十嵐（八）君、今野君、海東君、金井君
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上林君、黒谷君、小花君、小池君、中野

君、嶺岸君、三井（徹）君、三浦君、三井

（貿）君、三井（健）君、小野寺君、摩君、

佐藤（昇）君．佐藤（忠）君、鈴木（善）、新

穂君、鈴木（弥）君、谷口君、高橋君、小

松君、手塚君、津田君、富樫君、上野君

鷲田君

〔Ⅴ〕会長報告

（1）2月誕生の会員並びに奥様に、記念品を

贈呈致します。

（2）会員拡大について

現在まで2名退会、2名人会と云う状況

で会員数の増減は有りません。

今後5ケ月程残って居りますので、期限

を設けませんから、心当りの方は新会員の

拡大に御協力頂き虔く存じます。

（3）ガバナー事務所より連絡事項

オ／、イオ州及びミシガン州から交換学生

の受入方を希望して来て居ります∩

『U・S．Aオハイオ洲及びミシガン州よ

り交換学生各1名希望して来て居ります。

次年度に、此の地区とクラブレベルで、交

換学生を希望するクラブは、2月10日まで

大至急ガバナー事務所まで、お知らせ下さ

る様お願い申し上げます』

皆様の御意見をまとめて返事をするつも

りですが、次の例会（2月8日）までに御

意見の有る方は、発表して頂きまとめたい

と存じております。

（4）次期役員選出について

新年度までは、まだ時間はありますが、

3月31日まで次期役員の決定をしなければ

なりません。3月第1例会（7日）をクラ

ブの臨時総会と致し度いと思います。総会

1ケ月前に予告する事になっておりますの

で、よろしくお願い致します。次期会長の

決定方法については、選挙による方法と、

指名委員会を設けて決定をする方法があり

ます。

当クラブでは全部指名委員会で決定して

屏る様です。昨年は7名の指名委員を以て

決定して居ります。今年は如何様にしたら

よろしいでしょうか。私個人の希望ですが

選挙は仲々大変だと思いますので、従来通

り指名委員会に依った方が良いのではない

かと存じます。尚これについて次の例会

（8日）で皆様の御意見を頂き度く存じま

す。

〔Ⅵ〕鶴岡商工会議所新副会頭挨拶

佐藤伊和治氏
早坂源四郎氏

去る27日に商工会議所の総会があり、その

席で副会頭に指名され、その場で承諾致しま

した。翌日になったら「鶴岡商工会議所副会

頭御就任誠にお目出度うございます」と云う

電報を2通頂きました。
モお目出度い〝と云うのはさよっぽど私を

お目出度いと云うことだろう（’と初めは解釈

しましたが、やはり電報を打って下さった方

の心もロータリー精神によってもちょっぴり

汲まなければならないものだろう〝と考えま

した。やることになった以上は、と云うこと

で昨日会頭、副会頭、専務、事務局長が集ま

って基本方針を検討、市長を始め、会議所と

してどうしても御協力を頂き度い各方面に御

挨拶にまわりました。

ロータリークラブには、ゆっくり御挨拶申

し上げる予定で居りました。

最年長の村田重次郎大先輩の所へ伺って会

議所の歴史は明治11年生まれの94才ともなれ

ばその裏表は皆御存知のことと思って聞いて

釆ました。モ会頭になりたくてなった方は屠

りますか〟。と云う質問に対して≒屠りませ

＼ヽ－／



ん〝。との事でした。

就任しました以上は、皆様の御協力の基に

努力して参る所存です。具体的な事について

は、我等のホープ早坂源四郎君よりお話があ

ると思います。任期1年半の間、皆様の絶大

な御協力をお疎いします。

早坂源四郎氏

卒直に申し上げまして、私は用心棒のつも

りでお引き受けしたのですが、考えてみまし

たら、私はミぉっちょこちょい〝でよく喋る

、一一′／　ので、先輩の佐藤さんが傍に居られるので安

心してよく喋れると、今感じて居ります。

ロータリーと会議所との関係について皆様

は御存知でしょうか。

ロータリーの手続要覧の中に、社会奉仕の

項目があります。数行ですが、商工会議所と

の関連が書いてあります。

要するにモロークリアソはその地域の商工

業者であれば、商工会議所の仕事に全力を挙

げて協力せよ〝。と書いてあります。

私は数年前に会議所の常議員を拝命しまし

た。今日副会頭の大役を仰せ付けられました

が、やはりその様な考えでお引き受けした訳

です。奉仕とは、やはり物心両面に於てしな

ければならないと理解しております。会議所

の運営には資金も必要で会頭、副会頭はよけ

い出さなければなりません。この事について

＼＿／　は、腹を決めています。又人よりも余計仲か

なくてほならないとも考えています。企業の

社長がゴルフなどでものうのう〝として若い

者を使うなどと云うことは出来ません。

私も他の会員、議員の方よりもより以上に

仲かなければならないと思っています。幸い

会議所には鉄達の海東さんが居られますので

傍で手綱をひいて頂けると思います。皆様も

ぜひこの様な意味において会議所の会員の方

議員の方は今後とも物心両面に絶大な御支援

を賜り度く存じます。

〔Ⅶ〕著書も水田の世界〝について

阿部　裏会員

この本は小学校高学年から中学生向きとし

て書いたものです。水田は、庄内地方では特

に珍らしいものではありませんが農村を離れ

た都会では珍らしいものの一つと思います。

水田は稲作をするところと云うのは、常識的

なことですが、その中に住んで居る種々の生

物は、それぞれに一つの世界を造って居る様

に考えられましたのでも水田の世界〝と云う

名前をつけて子供達に話し度いと思いまし

た。

水田の防虫対策と薬剤公害（B．tLC、D・

D．T、etC）についても、知ってもらいたい

と考えました。水田は広く美しいもので、特

に田植えの終了後はモみどりのじゅうたん〝

を敷きつめた様になって居ります。

外人からの話の中にも、日本の水田は大変

美しいと云うことを何回もききました。そし

て昔の私達の祖先が、水田を作り出すまでの

苦労や、農家の人達の生活も書いておきまし

た。水田に関しての、特に子供達に聞かせた

い話を書いてみました。自著を紹介させて頂

き有難うございました。

〔Ⅷ〕ロータリークラブ会員皆々様へ

本　間　利　雄

謹　啓

今回訪豪に際しましては何かと一方ならぬ

御心配やお世話を頂きました上に、鶴岡名産

の御土産又御餞別まで頂き何と御礼申し上げ

て良いやらただただ深く感謝の外ありませ

ん。彼地に着きましたら早速詳しくお便りを

申し上げます。

皆様もどうぞ御身御大切の程心から御祈り

申し上げます。

何となく心落ちつかぬままこれにて筆をと



どめます。

では心から御礼申し上げます。　敬具

於東京新橋　第一ホテル

〔Ⅸ〕幹事報告

。会報到着

余目RC、石巻東RC、長井RC、

村上RC

O例会時間変更

山形北RC　2月17日（木）の例会は

4時よりボーリング大会

6時より例会……産業会館6F

。認証状伝達式の案内

桐生西RC　4月27日（木）

桐生市産業会館にて

。357区、358地区連合年次大会

71－72年の案内

3月25日（土）東京の日本武道館にて

0本間利雄君より御礼のハガキ到着

＼＼）
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品岡ロー写り鵬
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou′′

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第639号　1972・2・8（火）（くもり）

〔Ⅰ〕出席報告

苦と竺警

l

l l

〔皿〕お客さま

温海RC　　を

三井（健）君、i

君　　　　【
一鶴岡西RC】

鶴岡西≧鶴岡西

半田茂弥君1足達一見君

〔軋〕会長報告

1．先週報告の通り、次期会長選出方法につ

いて協議したいと存じます。

第1案　選挙に依る方法

第2案　指名委員会による方法

比の結果第2案に決定

第2案に対して人数を検討

（1）3名

（2）5名　　7名

（3）7名　　多数

此の結果7名に決定

第2案の（3）7名の人選について検討

此の結果会長一任となり次の通り決定

1　張　　紹淵

2　早坂源四郎
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3　斎藤得四郎

4　石黒慶之助

5　三井　　徹

6　小池　繁治

7　三井　賢二（現会長）

2・交換学生受入希望について

この件について当クラブとして如何なる

処置をすればよいか、検討頂き度く存じま

す。

検討の結果次の通り決定

例会終了後理事会を開催検討すること

になりました。御了承下さい。

〔Ⅳ〕書籍の紹介

早坂源四郎

モ中小企業経営のコツ〝と云う本を御紹介

致します。

私も読んでみました。発行所は酒田商工会

議所で、昨年12月発行となっています。最近

庄内で起って居る倒産は、極めて基本的な経

営の原則を跨みはずした結果であると云うこ

とも、巻頭に書いてあります。内容も平易に

経営の原則を説明して居ります。読み易い本

ですので一読をおすすめ致します。

定価は500円となっています。

〔Ⅳ〕幹事報告

会報到着　東京、石巻東、能代

認証状伝達式の案内

370区浮羽（福岡県）RC

4／29（土）菅井中学校体育館

357区佐倉RC

V3（祝日）佐倉中学校体育館

352区鶴田RC

5／14（日）鶴田小学校

本間利雄君よりフィリピンから便りあり

佐原史哉氏（喜多方RC）年賀状到着

＼＼、イ
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諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
骨　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ヒGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第640号　1972・2・15（火）（くもり）

〔Ⅰ〕出席報告

臆

ク

ア

至忘義遠蟹蔓彗

〔Ⅱ〕お客さま

〔取〕後任会長候補を発表して

先週の例会に、小生は例会場を自分のうち

の中と思い込んでしまいまして、交換学生の

件でしたが、会長さんに、追加申し出をした

ことは、悪いことをしたようでどうも済みま

せんでした。お詫び致します。

どうもそれから、関連性があるようにすぐ

後に、会長指名委員に、小生、会長からささ

れ、その例会（8日）の夜、早速、指名委員

会を開催したところ、これも又、指名委員長

とさされました。大当りでした。指名委員長

は、後任の会長の承諾か否かの当り役である

とあって、指名委員達を代表して、委員会で

撰出された、後任会長候補者に実際に当って

説得して、承諾の気持ちにまで持って行く役

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う

措
辞

∴
∵
∵
∴
・

〕
門
∪
凹
日
常

空
空
艦

副
．
〕
仙
川
弗
薗
J
村

田
金
三
斎
原
鈴



をすることだそうです。

御承知の通り、日本国中の不景気で、この

節は皆様夫々が大変多忙です。倒産、又倒産

と相続づき、この次は私、自分ではないかと

心配して、緊張しています。と云うような気

持ちで、庄内、鶴岡も同じような現況であり

ますので、ロータリーの会長役を勤めるのも

大変なことと思われます。

その種々と御無理なところを、何んとかし

て、負けてもらいまして、ロータリーのため

私達会員達のために、尽そうという気持ちに

なられ、b承諾しました。〝とまでわ、云い

ませんでしたが、モロータリアンは、断わっ

て、いけないのだそうですから本当に困りま

す。〝まで。

私達、会員達の気持ちを組んでもらうこと

が出来ましたので、ここに、謹しんで、後任

会長さんを発表させてもらいます。

それは、農大の阿部嚢教授であります。

どうかよろしくお願い致します。　張紹淵

〔Ⅳ〕鹿児島酉ロータリークラブ会員河井時

義御夫妻様から五大な桜島大根が送っ

て来られる

昨日（14日）私は台所に大きな荷物がある

なあと思いました。荷物を開いたら、大きな

桜島大根でした。珍らしい、珍らしいと家の

人々、来る人々、従業員達も驚いて手で触っ

て見たり、抱いてみたりして喜んで居りまし

た。

早速、今日の例会（15日）に、ロータリー

会員の皆様に見せてから、皆で味みしようと

云うりで、今日例会卿こ運んで釆ました。こ

れで第2回目です。

河井時義先生は外科医です。昭和40年鹿児

島西ロータリークラブの名幹事を勤め、その

当時御夫妻が、塘一郎先生の会長時代の、鹿

児島西クラブの正式な最初の鶴岡ロー－クリー

クラブの訪問の一行と共に御来訪きったのが

御縁でした。

今迄、小生は筆不精でした。家内が河井先

生の奥様と文通したり、伸よしとなり毎年何

んかお送り下さって来て居られ、誠にありが
＼－－・・一

たいことで御座います。奥様達も私達ロータ

リーアン達のギャップスを助けて下さいま

す。

この例会場に発表させてもらい、写真をも

とってお礼をしたいので、重さ20キログラム

ですが、この大根を運んで来ました。どうか

鹿児島からのお白子さんが来られたと思って

抱いて下さい．′

何年前でしたか、私も家族連れで、大変と

河井先生御夫妻様はじめ、そのロータリーク

ラブ会員の皆様にお世話になり、親切にして

もらいまして私達の楽しい旅の思い出を残し

て下さいました。

今日、叉、このような喜びをあたえて下さ　＼、＿／

いましたのも、鶴岡ロータリークラブ会員の

皆様のおかげ様で御座います。

今日は叉偶然後任の阿部裏会長さんの御承

諾のお言葉を聞くことが出来ました。

皆様と共にお悦びを申し上げます。ありが

とう御座いました。

私の二重の喜びであります。私の感謝の意

味でスマイリングをさせてもらいます。

張　紹淵



〔Ⅴ〕モ353区の研究グループ交換からの

お便り〝

私にも、穴澤バストガバナーと本間さんの

同じ一枚に書いた、絵葉書のお便りがありま

した。オーストラリヤのシドニー市からで

す。

それによりますと、皆様が大変と元気でや

って居られます。夜になると大変お疲かれの

ようです。夜は、すぐ寝てしまいます。忙が

しいプログラムのようです。

穴澤先生が云うには、ロー－クリアンの家の

民泊が最も楽しくて理想的だと云って居られ

ます。帰られましたら8月来訪予定のオハイ

＝ト一洲の親善音楽団のことでお見えになられ

る由、会員達の皆様にくれぐれも宜しくとあ

りました。出発の際は皆様から御親切ありが

とう御座いましたとありました。

お伝え致します。　　　　　　張　紹淵

〔Ⅵ〕　オーストラリアよりの報告〔Ⅰ〕

本　間　利　雄

クラブの皆様、雪は如何でしょうか？

私、お蔭様で非常に快適な旅を続けておりま

す。本当にロータリー精神を味わって生涯の

思い出を経験しております。国民族、言葉、

習慣を越えた嵩高なものと感謝しておりま

す。豪州は真夏で華氏百度を越した事もあり

ましたが、木陰に涼しく、朝、晩も非常にし

のぎ易く思われます。とにかく、広く串で一

時間程走っても殆んど前方の景色は変らない

程です。

ジーロングの滞在中は連日炎天下，地元ク

ラブの方々に案内され牧場、ヨット見学ロー

クートー例会出席を続け非常に楽しいものでし

た。

ホストの方は、へヤードレッサー（美容

師）で、最初キザな印象を受けましたが、へ

ヤードレッサーとしては世界チャンピオンに

なった事もあり又、ヘルシソキオリンピック

のメソ／ミーとして参加したり、空軍のボクシ

ングチャンピオンになった事もあるとかで勿

体ない親父でした。

奥様もファッションモデルをしていたとか

で、非常にセンスの良いきれいな方でした。

滞在中連日「マザー」「マザー」と呼んで毎

晩一時から二時過ぎまで日本の事、豪洲の事

の話合いをしました。お二人共、政治、経済

にも極めて強い関心を持っている様で、我々

の想像以上に日本に対する認識も深い様に感

じられました。

次の行程に入るため、別れる朝は二人共起

きるとすぐ涙を一杯浮かべて別れを惜しんで

くれました。私も同僚が迎えに来なかったら

きっと大声で泣き出したでしょうが……。本

当に良いホストに当って幸いでした。

初めての外国という事で珍らしさもあった

のでしょうが、本当に良く色々の事を話し合

いましたし、二、三年後に東京で再会する事

を約束して別れました。

バララットでは、歯医者さんで御厄介にな

りましたが、こちらは、イギリス風の堅い家

でした。食事中も、小学校3年生の女の子が

おずおずしながら食事をとっている様に思え

一寸気の毒でした。庭にプールがあり一夕水



浴をし疲れをいやしました。

全員共バララットでは、保守性が強く、英国

風の習慣が尊重されているとの見方をした様

です。金鉱華やかなりし頃の町で昔の習慣が

多いのでしょうか？

どうもまとまりのないお便りですが御覧容

下さい、何れ又後便にて、取急ぎ御福葬々と

近況お知らせ迄。

〔Ⅷ〕幹事報告

。会報到着　石巻東、八戸東、米沢

0財団法人ロータリー米山記念奨学会より、

普通寄附金納入明細表が到着し、当クラブ

46．12．31現在、432，000となっている。

県内のクラブでは1番の成績です。

0認証状伝達式の案内

357区杉戸RC（埼玉県）4／2（日）

日本工業大学体育館にて

0鹿児島RC河井さんより20軸の桜島大根が

張先生に寄贈あり例会場で披露する。

→、一

＼＼）
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こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第641号1972・2・22（火）（くもり）

廉員数162名澗琵琶荒さ芸濃雷．
1

既婚闇
■　　l

l

l

∈

席雲巨9・03％

〔皿〕お客さま

嵐（三）君、金井君

（徹）君、三井（賢）

佐藤（忠）君、鈴木

）君一鶴岡西RC

盲亮哀南‾！酒　　田

川合正毅君斎藤一郎君

鶴岡西

桜井瑞男君

〔Ⅲ〕会長報告
（1）2月23日はロータリーの創立記念日で

す。1日早いのですが、今日はロータリー
についてのお話があります。

（2）当クラブ会員長谷川悦郎君の御母堂が亡
くなられました。クラブより生花をお送り
し私がおくやみに行ってまいりました0

（3）去る20日に庄内ボーイスカウト創立20周
年記念の式典がありました。
私は、都合が悪く代理として五十嵐一郎君
に出席して頂きました。その際当クラブが
感謝状を頂きました0

（4）会報639号にあります様に交換学生受入可
否について、理事会では庄内地方の経済的
事情を考えて、今回は見送ることに決定し
ました。

（5）オーストラリアに行っている本間利雄君
より手紙が来て居ります。

（6）もベトナムリポート〝という新聞が来て居
ります。講読希望者は申し出て下さい。

〔Ⅴ〕ロータリークラブとその創設者
ポール・ハリスについて　　池内方平君

先程も会長より話がありましたが、明日は
ロ＿クリークラブの創立記念日に当ります。

何か話をする様にとのことでしたので、ポー
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ル・ハリスの生い立ちについて、お話をして
みたいと思います。ロータリークラブがシカ
ゴに創立されてから、67年になります。
17世紀（1600年代）イギリスに革命が起き

て居ます。当時の国王チャールズ一世が国教
としてカトリック教を保護し、清教徒を弾圧
しました。そのために清教徒は革命を起し一
部の人は迫害をのがれて、有名なモメイフラ
ワー号〝に乗り、ニューイングラソド（現在

のアメリカ）に移住し、この地で開拓をはじ

めた訳です。その間（大変長い期間ですが）
この地に移住した人々は、イギリスとの縁を

切って独立するために2回程戦争をしていま
す。完全に独立した時、アメリカは13の嶺よ
り成り立って居りました。独立が出来て間も
なく南北戦争が起って居ります。

5年間の戦争が終って間もなく、ニューヨ
ークの一新聞記者がも行け若人よ西へ日〝　と

いう雑誌を発行しました。これがニュイング
ラソドの人々の心を動かし、田園から、工場
から多くの人達が西へ移動を開始しました。
その沿道にあったシカゴ（ミシガン湖の近く
にある）も当時は少さな町にすぎませんでし
た。然し交通の主要地となってからは大きく
発展しました。

その後シカゴに大火があり、一度は灰魔に
帰した訳です。たまたまシカゴを訪れたポー
ル・ハリスは、その当時のシカゴの雰囲気が

彼の性格に合っていたとでも云うのでしょう
か。このことがシカゴと／、リスとの見えない

縁となりました。
次にポールハリスの略歴を列記してみます

。1968年　明元4年1月9日　レーシソ生、

兄セシル
。3才の時父の事業の失敗により兄弟2人祖
父母の家に預けられる。少年時代を過ごす

。17才の時バーモント大学に入学したが、い
たずらがすぎて悪友3名と共に放校される
その後家庭教師について勉学。

019才の時クリストン大学に入学。
。事業後シェルドン大理石会社に感ずるとこ
ろあって給仕として就職。

01年後、祖母のすゝめにより法律を学ぶた
め、アイオア州に行く途中シカゴに滞在し
た時、当時のシカゴに対する彼の性格的愛
着を持った。

。25才でアイオア州立大学法律科に入学、在
学中祖父母を失い、精神的に大きなショッ
クをうける。

。卒業後生涯の職業につくまで5年間思いの
まゝの放浪生活を計画した。

○サンフランシスコで新聞記者となる。

○カリフォルニア各州をまわり果樹園、干ブ
ドウの労働者となり、デンバーでは証券会
社の立会人コロラド州では牧場のカーボー
イ、再び他の大理石会社のセールスマンと

なる。
国外に出るために商船会社の水夫の職をみ
つけ、バ／レチモア号（家畜運搬船）で大西

洋を横断する。
第2回目はミシガン号水夫長として東館。
ニューオリンズに落着いて新聞記者、オレ

ンジ畑の労働者になったりしたが、前職の

大理石会社（フロリダ）をたずね、セール
スマンとして就職し、キューバ、ハバマ群

島方面等に足なのはし約1年間、会社の販
路拡張に努力した。この間ヨーロッパ行き
の旅費を貯める。
本格的なヨ一・ロッパの旅に出る。英
州各地を数ヶ月の目時を費し
期の目的を果たして
1981年（28才）で、

4ケ月余した。
シカゴに落着き少壮弁
カゴを知るために常に
独身時代には15年間に
シカゴの土地の事情に∃

る夕刻友達とつれだ
ころ、友人が種々の
る姿を見て非常にうらやましく

を覚えた。
0良い友人を得たいという彼の強い熱意が、
たまたま友人（石炭商、鉱山技師、洋服商
に打明けて賛同を得たのがロータリー誕生
の第一歩である。37才。
ポール・ハリスが37才までにどの様な生活

をし、彼の性格はどうであったか、これが不
滅のロータリークラブ（RI）を作ったとい

う大きな動機になっている。
現在加盟国は149ヶ国、ロータリーの数は

1，500クラブ、705，5000人になっている。

世界にはいわゆる奉仕団体と称するものが
200程あります。中には女性だけの団体もあ
るときいています。

ライオンズクラブはロータリーの発足より

約10年おくれて創立され、その創立にはロー
タリアンがライオンズクラブの誕生には大き
な力を貸したということをきいています。

ロータリークラブに対してライオンズクラ

ブは弟分に当ると考えても間違いではなかろ
うかと思います。次回にはロータリー情報と
してのお話を致し度いと思います。
〔Ⅳ〕幹事報告
会報到着　大阪、八戸、郡山RC
例会時間、場所変更（余目RC）

2月25日（金）午後6・00山形銀行余目支店
認証状伝達式（353区八幡RC）

5月5日（金）八幡町中央公民館
登録日．30～12．30（昼食…準備あり）
式典12．30～13．30登録料1名4，000円
仮登録申込〆切3月30日必着

例会日例会時間変更（上山RC）
2月25日（金）を2月28日（月）に変更
PM3．00　よねや旅館

カ
の

り
年

メ
ケ

ア
5

あ
と
す

わ
っ
に

ま
帰
冠

て
に
予

出
て
な
く
い
び

て
え
居
る
歩
た

し
変
住
明
を
う

と
を
も
に
街
全

土
所
回
常
て
と

護
住
3
0
非
っ
人

欧
初
ほ
て

、、のし

国
り
た
対

、
る
え
つ
い
挨
感

柔
い
変
な
て
に
い

出
て
な
く
い
び
思

シ
　
〇
、
た
た
拶

感銘



DI STRI CT　353

CLUB BULLETIN
創立534．6．9　承認S34．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30′－1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyou〝
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〔Ⅰ〕出席報告

芸慧澗琴星章
忠志音読毎厚琵琶歪欝）君・

l

l

一一一一一一－11

：ツ

〔皿〕お客さま

〔Ⅶ〕会長報告

1）　ガバナー公式訪問の日程について

ガバナー公式訪問の日程について、これま

で再々変更になりましたが、此の度次の通

り決定致しました。

4月10日（月曜日）

P．M3：00　会長、幹事との懇談

P．M4：00　クラブアヅセソプリー

（於山王閣）

各理事及び委員長出席のこと。

新会員もこの機会に出席されたい。

4月11日（火曜日）

P．Ml：00　例会に出席

2）新会員の推選について

これまで度々新会員の推選方をお願いして

参りましたが、現在1名の推選がありま
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す。外に推選者がありましたら3月　5　口

（日曜日）まで事務局に提出願います。

〔Ⅳ〕母の葬儀無事終りまして　長谷川悦郎

2月16日私の母が亡くなりました節は、ロ

ータリークラブより立派な花輪を頂き心より

感謝申し上げる次第です。

その時の状況をお話ししますと、つい一二

時間位前まで、お客様と楽しそうに話をして

居りました。その後何時もの通りひる寝をし

て居りましたが、一時間位の間に何の苦痛も

なく亡くなったという次第です。故人も皆様

の御好意を大変喜んで居ると思います。大変

有難く御礼申し上げる次第です。

〔Ⅴ〕庄内の開発　　　　　　佐藤伊和治

去る24日県の主催で商工会議所にも案内が

ありました。題目はさ山形県農村地域工業導

入審議会〝　と云うものでした。

商工会議所からほ、私が出席し’て来まし

た。場所は山王闇で、出席者は県より企業局

長、企画部長、市長村長、農業団体、農業委

員、商工会議所etcで約2時間程の会議でし

た。

結局日本の農業のあり方について、根本的

に変化させないと農業は企業として、成立た

ないと云うことでした。然し現在のものを根

本的に変えると、農業人口は与になるとの

ことでした。農業はどうするかと云うと、庄

内の農業（鶴岡を中心として余目を除いた東

西田川）は水田は最底の面積を3．5加とし、

更にこの両帝よりの相収入は2叩万円だそう

です。その他畜産や野菜等よりの収入も見込

まれています。

これからの水田は30α以上を一枚とする様

に計画されています。櫛引、朝日地区は殆ん

ど30α1枚として圃場整備が行われて居りま

す。更に50加を一区画として協業施設を造る

計画の様です。この計画はもうすでに始って

居り、49年には完成すると云って居ります。

農業の方は、広域営農団地と呼ばれ、基幹

農道の整備が計画されて屠ります。全面積　＼＼）ノ

11，480加に対して、20．8た郡の農道が計画され

その工事費は26億3千5百万円とのことです。

その他に圃場整備（暗渠排水を含む）が計画

され、その地区は赤川、東郷、鶴岡でその面

積は8，450ゐ封こ上りその工事費は187億9千8百

万円見込まれています。その着工と完了は次

の通りです。

〔赤川〕S51年完了

〔東郷〕S46年－50年

〔鶴岡西郷〕S48年－55年完了

そして農業人口は与になりその余剰人口

を工業に振り向けようとの考えもある様で

す。

（その他工業団地等について色々とお話があ　ー、＿．′

りました。）

〔Ⅵ〕オーストラリアより報告〔丑〕

本間利雄

皆様にはお変わりございませんか。私もお

蔭様で軽い風邪をひきました丈で、毎日快調

に過しております。スワン・ヒルの隣町ケラ

ソグに滞在中です9



当地は非常にワインの良い所だそうで、ク

ラブの方と蛇の公園を散策する間に10台位の

トレーラートラックガ走って行きました。

－グレープを満載して－

この国の特徴として古いものなら何でも珍

重する風習があります。この前の長期滞在ミ

リセソトの市立公園にある博物館には、日本

なら何処の古道具屋にもごろごろしている様

な品物が勿体らしく陳列され、漏便器が五、

六箇も正面に飾ってあるのには度胆を抜され

ました。勿論そう古いものでなく、鶴岡の市

内セトモノ匡さんでいくらも見える様なもの

です。ニヤニヤみていたら、館長が勿体ぶっ

て説明をしてくれたのには参りました。

何でも古い特に敬意を表すのがェチケット

で、下手に「新しくて良い家ですね」等と言

おうものならグイと横を向かれます。

コブデソのホストの家が、建築後6年とか

で新しかったので同宿の矢島町の小松君と一

生懸命賞めたら型勢が変ってあわてたもので

した。

木製箱などが応接間にテンと飾られ、これ

を賞めると非常な機嫌で喜こんでいる場合が
＼、‾〆　　多い様です。

工場、研究所等の見学スケージュールも多

いのですが交換学生の通訳なので時間的知識

吸収迄にはいきません。術語が多く、最初の

方と後の方で説明の内容が違って釆たりしま

す。会社側の二～三分の説明が10語位の通訳

で終る…‥というケースが多く、言語の難し

さが通訳の方を見ていると事更痛感されま

す。団長を含め、全員語学は不得事の様で今

の処、私が一番良くできるという事になって

いる様でして、このケラングの町では、観光

の場合の通訳は私が請負った型になりまし

た。クラブの人が私の脇に来て、自分が話し

た事を皆に伝える様に言うのですが、それに

しても独特のアクセントや発音があり、三分

の一位しかわかりませんが、工場見学等と違

って、大概は通じる様です。

前回の宿泊地ニール町には、米沢の浜田君

が交換学生として来た事もあり、偏に彼の泊

った家が私のホス†でありましたし、今のケ

ラングも、福島県の女性蓮来君が一年迄滞在

し現在カナダの女学性が滞在している等、仲

々良い家庭です。

我々日本人はこちらでは、随分若く見られ

ている様でここの16才の娘に、私は結婚して

子供が二人いるといったら信じられない……

等と言われ、少々気を良くしながら本書をし

たためている処です。

何れ又、皆様ごきげんよう。さようなら

〔Ⅶ〕ヒューストンの規定審議会へ提出の

改正案と決議案は76件

昨年6月、アメリカ・テキサス州ヒュース

1、ソで開かれる国際ロータリー大会の規定審

議会へ提出される案件は76件の多数にのぼっ

ています。内容を項目別にすると、出席規定

16件、会員制度17件、クラブ運営7件、地区

運営4件、拡大5件、規定審議会4件、国際大

会5件、RI役員関係10件、決議案8件であり

ます。

このうち、クラブとして関心の深いと思わ

れる主な数件を以て下に解説しましェう。

0出席規定　例会欠席の埋合わせは、前後



各6日間となっているのを、欠席した目の直

前例会から直後例会までの間ならいつでもよ

いことに改める。＜RI理事会の提案＞

これは一応研究に値いします。その他の提

案はいずれも出席規定の暖和をねらったもの

で、取り上げられにくいと思われます。

○会員制度　現在の会員種類4種を5種に

ふやし、ジュニア正会員制度を新設する。そ

の資権は21～35歳の青年男子で、職業におい

て責任ある地位にあり、将来指導者として嘱

望されるもの。条件としては同一職業分類か

ら1人に限り、またジュニア正会員の数はク

ラブの正会員総数の25％を越えないこと。36

歳に達すれば、正会員または7デイショナル

正会員に推薦されない限り自動的に失格す

る。＜RI理事会の提案＞

ロータリー歴のない人でも事業から引退後

バストサービス会員として入会せしめること

ができる。＜RI理事会の提案＞

（注）前者は若い会員をふやす目的で賛成者

があろうが、後者は如何なるものだろう

か。

○地区運営　地区大会における選挙人の数

を、クラブの大小にかかわりなく1クラブ1

人とし1票の投票権をもつ。＜スエーデン第

135地区の提案＞

（注）現在は会員25人ごとに1人1票。改正

提案は国際連合的。

○拡大　現存クラブの区域内に区域を分譲

することなくして新クラブの設立を承認す

る。ただしこの新クラブ設立についてはRI

理事会の定める方針に従わねばならない。

＜アメリカ第542地区の提案＞

○規定審議会　規定審議会は現在は国際大

会の一部として大会開催地またはその付近で

開くのであるが、これを国際協議会の一部と

し協議会場またはその付近で開催するように

改める9＜ドイツり叩クラブの拷寒＞

○国際大会　現在は毎年開催されているが

隔年ごとに、3年ごとに、5年ごとに開催す

ればよいとする提案がドイツの異なったクラ

ブからそれぞれ出ている。

ORI役員　年齢70歳以上のものは国際ロ

ータリー役員をつとめることができないよう

にする。＜スイス第135地区の提案＞

（注）RI役員とは会長、理事、事務総長、

財務長、地区ガ／ミナーを指す。

ORl理事の配分　現在14人の定員（この

内2人は会長と次年度会長）が17人となるこ

とはすでに決定しているが、増員の3人を、

アジア、中南米にそれぞれ1人ずつ配分する

ほか、クラブの増加著しい地域に対し1人追

加割当てる＜Rl理事会の提案＞

○決議案　ロー一夕リーの2標語SerVice

above self，he profits most who serves

bestのうち前者を主要標語とする。理由は、

前者の方が広く認められているし、また適用

性が大きい。さらに、英語以外の国語では後

者よりも前者の方が適訳されやすいという理

由もある。ただし後者を使用しないというこ

とではない。＜RI理事会の提案＞

〔1m幹事報告

0公式訪門日程決まる

4／10（月）pM3．00　会長幹事懇談会

PM4．00　クラブアッセンプリ一　　、－′

4／11（火）12．30例会

0会報到着

米沢、鹿児島西、天童、石巻東、新発田、

藤沢、東京

。369区津山西RC　認証状伝達式の案内

5／13（土）……樺山文化センター
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〔Ⅰ〕出席報告

喜慧美挙…†

阿部（公）君、荒明君、

恕≒（悦）君、早坂（徳）君、
本■会員数；　62名困桑年型（茎二軍L畢芦

浦君、平田君、三十嵐
（三）君、小池君、三浦君
岩網君、大川君、摩君、

署司言率膵碧諾棄碧）
】

〔Ⅰ〕お客さま

今　回

▼＿＿＿＿＿3＿笛

前回まで－9了官‾

3月計

一温海RC

、鈴木（弥）君、
、富樫君一鶴岡

㌃誹等張謁

〔Ⅱ〕HAPPY BlRTH DAY TO YOU

会員誕生

荒明勝君、長谷川悦郎君、
五十嵐伊市郎君、小松広穂君、

大川善一君、斎藤栄作君、斎藤信義君、

佐藤昇君、佐藤忠君、手塚林治君

奥様誕生

早坂保江（徳治）様、五十嵐甲（伊市郎）様、
嶺岸豊子様、斎藤貢（栄作）様

2月100％出席　　42名

阿宗君、阿部（裏）君、安藤君、張君、長谷
川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、市川

君、飯自君、池内君、石井君、石黒君、五
十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（八）君

今野君、海東君、金井君、上林君、小花君
小池君、中野君、嶺岸君、三井（徹）君、三
井（賢）君、三井（健）君、中山君、小野寺君
磨君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）

君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、谷口
君、高橋君、小松君、手塚君、富樫君、鷲
田君、薮田君
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〔Ⅴ〕会長報告

し　理事会決定事項

昨秋両陛下欧州旅行の写募集（12枚）を
クラブで二組購入し、適当な施設に寄贈す

ることに決定しました。

〔Ⅵ〕次期会長に御指名頂いて

阿部　裏君

私が次期会長に就任する様にとのお話があ
りました。次期役員の方々と色々と御相談致

し度いと存じます。

3月10日17時より産業会館委員会室で行い

度いと存じますので御参集下さい。
三井君、早坂君、張君、石黒君、三井徹君

斎藤（得）君、小池君、高橋君の皆さん。
会費は1，500円を予定しています。

〔Ⅶ〕インターハイ雑談

五十嵐伊一郎君

インターハイについてお話をする様にとの

ことですが、現在のところ気持ばかり先行し

ている様な有様です。

尚皆様のところに水連の者が寄附を頂きに
参上していると思います。これはインドアプ
ールに温水器をつけたので160万円程かかっ

たためで時節柄大変恐れ入りますが御協力の

程お願い申し上げます。温水プールは現在テ
トス中ですので3月15日までほ使用出来ませ

ん。それ以降練習に入る予定になっていま

す。今月末からは合宿に入りオープンのプー
ルに出る準備をやって屠ります。

今月末になると山形西高の女生徒も練習に
入ることになって居ります。

7月1日（予定）プール開きを行ない、そ

の後一般開放を1ケ月位行ないその後インタ
ーハイが行われる予定です。プール開きの時

にシンクロナイズスウィ　ミング（水中バレ
ー）を御披露したいと思います。

各競技についての見方等は次の機会に少し
づつ解説して行き度いと思います。

〔Ⅷ〕加茂水族館の現状について

早坂源四郎

皆様御承知の通り加茂の水族館が現在清光
園の行きずまりから動物達が現在までの従業

員の献身的な努力によって命をながらえて居

り、これも将来を保証されて居りません。市

議会でも分離独立して業務を行なうという話
もきいて居ります。
この水族館が土地の名物として栄える様に

と願って屠る次第です。

そのためには導火線として、ローータリーが

水族館の再建に取り組んで頂くことは出東な
いものかと思います。（社会奉仕部門）素手

では出来ません。資金の必要なことですので

取敢えず動物の食糧位は出してやったらどう
かと思います。これにつきましては皆様の御

賛同と理事会の決定によって再建の口火を切
って頂き度くお願い申し上げます。

〔Ⅸ〕只今の発言に関連して

阿部　賽君

只今は水族館のことについて御発言頂き私

個人としましても大変感謝申し上げる次第で
す。水族館の方はなんとかして頂き度いと思
い荘内日報の方に投書もさせて頂きました従

業員の方々の様子をみて居りますと、全くの

無給で交代で泊り込み動物の世話をして居り
ました。

全く感心させられました。私からもよろし

く御協力の程お願い致します。
餌は輌（はたはた）の冷凍したものは3月

一杯分位はあるそうですが猿の餌は従業員が

自己資金を出し合って与えているとのことで

す。馬鈴薯、リソゴ、人参等だそうです。皆
様の御協力をお願い申し上げます。

〔Ⅹ〕事幹報告

会報到着　石巻RC

認証状伝達式の案内一室蘭北RC
4月9日　1時一室蘭市ニュージャパン

5月7日　2時半

静内RC一静内町公民館
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DISTRICT　353

CLUB BULLETIN
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品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜　日
P．M12：30′－1：30

事務所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

管　0235輯5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第644号　1972・3・14（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

本；会員数ぎ　62名灰

日

の

出讐∃
聖庸率恒％補語訂姦宙衰二義l

阿宗君、阿部（公）君、
荒明君、安藤君、長谷
川（文）君、長谷川（悦）
君、橋滞君、平田君、
金井君、嶺岸君、靡君
斎藤（栄）君、笹原君、

〔Ⅱ〕お客さま

全＿」空

8名

八　　幡

池田行男君

八　　幡

後藤正光君
伊藤祐次君

八　　幡

鈴木　幸君

豊里孟農芸蓋

〔取〕会長報告

1．ビジター紹介

八幡仮ロータリークラブ会長以下5名。

2．陛下の訪欧写真集2部購入し、市役所よ

り適当なところに寄附して頂く様に手配し

て来ました。
3．ロータリー財団よりの連絡によれば昨年

末三井、小花両氏の準ロータリーフェロー
の送金を致しましたところ、クラブの％は

800％になりました。次の900％までにはあ

と581弗77セント送れば良い様です。

4．次期会長より次年度の理事役員の発表を
して頂きます。

5．八幡仮ロータリークラブ会長より御挨拶

があります。

〔Ⅳ〕八幡仮ロータリークラブ会長検拶

池田行男署

既に御案内の通り、昨年11月13日八幡町に
ロータリークラブが発足致しました。
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実を申しますと、私達が八幡町にロータリ
ークラブを作って良いものかどうか疑問をも

って居りました。それに対してスポンサーの

遊佐クラブの皆さんから猛烈な発破をかけら
れました。私は自分なりにRCのあり方を研

究してみましたが、あの様な田舎町にRCを
つくって、皆様方の活動に少しでもブレーキ

を掛ける様では困るという自省がありまし

た。

庄司ガバナーからもRCは友達づくり、和

をびろげてゆくものだ〃。　≒何も心配しない
でまとまったならばRCをつくりなさい〟　と

云うアドバイスを頂いて、人口9，000人の町

にRCを創立しました。色々と御指導頂きま

した皆様に心より御礼申し上げます。

5月5日には当クラブチャーターナイトを

行ないますので皆々様御揃いで御出席頂き度
く存じます。
尚、当クラブのバナーが出来ましたので御

贈呈申し上げますので御受納頂き度く存じま
す。

〔Ⅴ〕八幡ロータリークラブよりの

メッセージ

貴クラブの繁栄を心からお祝い申し上げま
す。

当クラブは1971年11月13日（土）山形県の

北西地区（353地区）の名峯鳥海山の南麓に

位置する八幡町を中心に結成されました。国

際ロータリークラブの組織匿正式に加盟承認
される日（1972年5月5日）を期して名実共

に充実したクラブにすべく会員一同自己開発

と地域・近隣クラブから国際的視野に心を指

向し努力しています。

貴クラブの特性と優れた指導力に期待し当
クラブのオリジナリテーをより強いものに培

養するようにつとめます。

山形県八幡町は山（鳥海山）と川（日向川
・荒瀬川）の田園と森林の町で空も水も澄み

自然に恵まれた郷愁をみたす土地でもありま
す。渓流の川魚と山菜の山賊鍋、春は水はし
ょう、秋はりんどうを愛する当クラブ会員と

交歓いただけることを祈ります。

今回当クラブ会員が訪ねるにあたりお願い

労々ご挨拶申し上げます。

ーお願い－

ト　貴クラブのバナーの御恵贈をお願いし
ます。

2．1972年5月5日の当クラブチャーター

ナイトに是非御出席願います。

3．当クラブのバナー制定次第贈呈します
ので御受納願います。

（山形県）八幡仮ロータリークラブ
会長　池　田　行　男

幹事　金　子　守　利

事務所999－82山形県飽海郡八幡町観音寺
八　幡中　央公民館内

例会場　　　　同　　　　上

例会日　　　毎週土曜日12・30～13・30

〔Ⅵ〕幹事報告

。会報到着

鹿児島RC、八戸RC
o例会場移転のお知らせ

郡山南RC　4月6日より
ホテル「花かつみ」に変更

0例会場所、例会時間の変更

公式訪問のため

山形西RC　3月13日を3月16日

PM5．30～産業会館6F

山形RC　3月15日な3月16日

山形北RC　3月16日を3月16日
ク
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D卜STRICT　353

CLUB BULLETlN
創立534．6・9　承認S34・6・27

品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

宮　0235材5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第645号1972・3・21（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

本会員数！　62名

出席数1　43名

君、阿部（公）君、
君、長谷川（文）君
川（悦）君、揺浦君
君、田中君、金井君
君、三井（徹）君、
君、小野寺君、磨君
（伊）君、新穂君、
君、佐々木、津田

薮田君一米沢RC

85．48％1プト鶴岡西RC

〔丑〕お客さま

鶴岡酉l鶴岡西l鶴岡西

原田行雄君 壷壷頂妄；蔭雷三忘

〔Ⅱ〕会長報告

1．ランカスターR．Cへのメッセージを送

ることになりました。

2．研究グループ交換の本間利雄君は25日帰

る予定ですので次の例会で報告をお願いし

てあります。

3．次期会長に委員会構成を発表して頂きま

す。
1672～1973

鶴岡ロータリークラブ役員委員名簿

●印は地区協議会義務出席者
（いわき市平市民会館　6月25日）

会
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〔Ⅱ〕ロータリークラブへの御礼状

加茂水族館長

例年になく早い春となり、海もすかっかり

春の海の感がします。
10日庄内日報社よりの知らせで、鶴岡ロー

タリークラブから水族館飼育動物の餌代金

124，200円届いているとの事でありましたの

で早速参上し、いただいて参りました。

冬期間共に苦労し、魚等の世話をしてきた

飼育係一同と共に本当に心から感謝申し上げ
ます。

昨年12月末日突然全社員解雇があり事実上
の倒産に追い込まれ、水族館を管理する者も

同じ運命にあったのでありますが、長年手塩
にかけた動物達を見殺しには出来ず、自分達

も解雇による大きなショックはあったのであ
りますが、何とか現状のまま春まで持ちこた
えようと、努力して参りました。
すでに会社の役員はなく、名前のみの社長

が居るだけで金の入るあては全くなく、毎日
の餌代にもこと欠くありさまでした。
サルの餌だけでなく、アシカ、ペンギン、

ペリカンの窮となるハタハタの残も少く、不

安な毎日でした。早速当日よりいただきまし
たお金を使わせていただいております。
昨日（日日）170箱約6万円相当のハタハ

タを購入し餌不足を一応解消出来ましたので
ほっと肩の荷を降した感がします。

尚市に援助を申し込みました所、20万円を
約束してくれましたので、収入を見込めるま
でのつなぎは出来るものと思います。
鶴岡盲学校の生徒招待を計画し、持参しま

した折も心よく御援助いただいたり、日頃か
らの水族館に対する御厚情に深く感謝いたし
ます。

10日夕方にかけ、急に12日から水族館を開

館する事が決定いたしました。これで私達の
苦労も終ったと皆で喜び合いました。

また準備も十分ではありませんが、閑を見
て水族館に来られ私共に御指導下さいますよ
うお待ちしております。会員の皆様に宜しく
お伝え下さいませ。

47．3．11

鶴岡ロータリークラブ会長様

庄内浜加茂水族館　村上龍男

〔1日本間利雄君よりのあたし：ごり

益々快調に第3週目を迎えました。サマー
タイムと時差で二時間もずれる生活に戸惑い
ましたが今は、充分に活用して便利なものと
感服できる位余裕がでました。プール、湖、
川、海で五日も水泳をしましたのですっかり
焼け、色白の美男子？も型なしになりました
札幌オリンピックでは、日本が大変成績が

良い事も新聞で知りました。
余す期日も国際親善のため頑張る所存でご

ざいます。　　　　　　　　本間利雄

〔Ⅴ〕幹事報告
。会報到着

秋田RC、大阪RC、村上RC、石巻東R
C、山形RC、山形西RC、山形北RC

o第5回鶴岡市大観桜会の案内
4／22〔土）23（日）10～17時

公園北西広場
￥450円（お酒、折詰、おすし）
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品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235鋤5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第646号　1972．3・28（火）（ほれ）

〔Ⅰ〕出席報告

会員数　62名相詭）賢警霜
張君、長谷川（文）
橋浦君、早坂（徳）
平田君、黒谷君、
（徹）君、岩網君、

庸L出席率了5・8－％i者

君】
宗君一新庄RC
谷川（悦）君、嶺岸
井（徹）君、小野寺訝

磨君、新穂君
一鶴岡西RC

〔正〕お客さま

〔Ⅱ〕会長報告

1．先週クラブのロータリー財団への寄附が

800％になったとの報告を致しましたが、

今度正式に900％のステイッカーが届きま

した。

2．小牧ロータリークラブより、当クラブと

バナーを交換したいとの申し出がありまし

たので、交換したいと存じます。尚小牧ク

ラブのバナーは手許に到着して居ります。

〔Ⅳ〕渡米に際して　　　石黒慶一君

只今御紹介頂きました石黒です。今日は、
ロータリークラブの例会に出席させて頂きま

して、心より感謝致して居ります。先程会長

より話がありました通り、4月3日に2ヶ年

の予定でランカスターへ参ります。

ランカスターは、フィラデルフィアより事

で30哩（1マイル1609彿）程の人口6万程度

の小都市です。私が参ります病院は、ロータ

リークラブと関係があり、その設立に当って

会
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ほ、1943～1948年の間スポンサーとなり、現

在では一種の医療法人になって居り研究と臨

床の二本立てになって居ります。比の病院は

口蓋裂及びへアリップ（兎唇ミックチ）の愚

老を小さいときから管理しています。

ランカスタークラブと、当クラブとの交友

を深めるために、会長よりメッセージとバナ
ーを委託されました。

一生懸命やって参ります。今日は大変有難

うございました。

〔Ⅴ〕オーストラリアより帰国して

本間利雄君

前も後も判別がつかない位に焼けて、無事

帰って参りました。帰りに東南アジアの方で

水と食事の関係で体を少々こわしました。オ
ーストラリアは、如何にも大きい国だ、とい

うことをつくづく感じた次第です。

私達が訪れましたのは、全6州の内で最も

小さいビクトリア州です。それでも日本の面

積と同じ位です。
メルボルン空港に着き、迎えに釆ましたジ

ーロングと云うロータリーの方から、車に乗

せて頂きました。時速70哩で約1時間走りま

した。町の中をすぎると、殆んど同じ景色が

つづきます。牧場のくぎりにはガムトリーが

茂って居ります。

真夏でしたので、私達が着いた最初の一週

は華氏100度（約380C）突破という猛暑さが

つづきました。

ところが、湿度が極めて低いために、木陰

に入りますと、いねむりが出る様な気候でし

た。自為環境からみて、実に恵まれた土地で

あることを痛感致しました。

最初泊りました家は、ヘアードレッサーで

した。彼はゴールトホールと云う方で14の支

店をもって居ります。ヘアドレッサーとして

は、ニュー・ヨークで行われた世界ヘアドレッ

サーのコンクールでワールドチャンピオンに

なったそうです。

その他、ヘルシンキオリンピックで50007花

10，000m、3000m強歩に、オーストラリア代

表選手にもなったそうです。最近は、クレー

射撃にこっているとのことで、それもナショ

ナルプレジデントと云う資格を持って居ると

のことです。

この様に美容師と云うイメージからかけ離

れた大変男性的な方でした。現在は牛を26頭

（牛肉用）を飼い、御夫婦で世話をされて居

りました。

尚その他の詳細は、地元紙に報告しておき

ましたので御覧になったことと思います。

どうも有難うございました。

〔註〕華氏目盛について

1714年ドイツの物理学者G・D Fahyenbeit

の提案した温度目盛。記号Fo

氷と塩化アソそこウムを用いた寒剤によっ

て得られた当時の最低温度を00Fとし、人間

の体温を960Fとしたもの。

水の氷点（OCC）は32F、沸点は212Fと

なる。

ァメリカなどの日常生活の温度は現在でも

華氏である。F；とCOの関係は次の通り。

F＝％CO＋320

C＝（F－32）×声名

〔例〕FlOOロをCOに換算

CO＝三（FO－320）×邦

＝（100－320）×邦コ37・780

〔Ⅵ〕幹事報告

会報到着　八戸東RC、寒河江RC
例会日時変更

山形北RC　3／30（木）を3／28（火）
PM5．30　産業会館　6F

認証状伝達式
360区名古屋和合RC

5／5ホテルナゴヤキャッスル

358区東京世田谷南RC
5／28　京王プラザホテル

RC設立
367区　3／5　松山南RC設立

例会日毎遇木　例会場三越松山支店
バナー交換

360区小牧ロータリークラブより
バナー到着

公式訪問時間変更
4／10－2時　会長幹事との懇談会

3時クラブ協議会ホテル山王閣
会費　￥1，500円



惑会報
DISTRICT　353

CLUB BULLETlN
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諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235担5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyou′′

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第647号　1972・4・4（火）（ほれ）

〔Ⅰ〕出席報告

監庶塁】 聖竺・引阿宗君一新庄RCl

クj阿部（嚢）君、張君、黒

谷君、三井（徹）君
一鶴岡西RC

鶴岡西

桜井瑞男君

鶴岡西

石井幸雄君

鶴岡西
松田
善三郎君

〔Ⅱ〕お客さま

〔Ⅱ〕HAPPY BIFtTH DAY TO YCU

会員誕生
飯白祐倍君、今野成行君、新穂光一郎君

奥様誕生

阿部悦子（公一）様、市川芳子様
小花春子様、磨美麗様、笹原郁子様

年間皆出席
12間間皆出席

一ク

9年間皆出席
7年間皆出席
6年間皆出席
4年間皆出席
3年間皆出席

安藤足助君
鈴木善作君
石黒慶之助君
佐藤　　忠君
阿部　　豪君
上林一郎君
小野寺　清君

3月100％出席　　46名

阿宗君、阿部（賽）君、安藤君、張君、長谷
川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、市川
君、飯自君、池内君、石井君、石黒君、五
十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君
五十嵐（八）君、今野君、海東君、金井君、
上林君、黒谷君、小花君、小池君、中野君
嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井
（健）君、中山君、小野寺君、彦君、斎藤
（得）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴木

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う

∪
閲

）

‥禦一八叶．



（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、篠原君、谷
口君、高橋君、小松君、富樫君、上野君、
鷲田君、薮田君、手塚君

【Ⅴ〕会長報告

4月1日に、常盤ハワイに於て、インター

シティーミーティングがありました。

此のミーティングには、義務出席の、会長
・幹事の外に、張君が出席されました。出席

者は215名で、会合は12時より始まりました。

常盤ハワイは大変交通に不便なところで鶴岡
より車で7～8時間かかります。私達は東京

経由で行って参りました。本年6月には地区

協議会が行われますが、この点、充分御留意
の上計画を立てて頂き度いと思います。ミー

ティングには、約10項目の協議事項が示され

ましたが、特に必要なものについてお話し致
します。

（1）地区の分割と資金調整について
4月2日仙台に於て、352地区と353地区

のガバナーとバストガバーが集まり、ここ

で最終決定をするそうです。

（秋田一青森）（岩手一宮城）

（山形一福島）と決定しました。
（2）分区の分割について

荘内、最上が現在まで一分区を形成して
居ましたが、今度新庄が山形の中央分区に
入ったので、荘内が単独分区を形成するこ
とになりました。

（3）研究グループ交換負担金納入について

現在までは、前後期で合計500円納入し
て居りましたが、9月末にオーストラリヤ

から6名参りますので、前後期分をまとめ
て納入して頂き度いとのことでした。

匂）財団奨学生の申し込みの現状と選考につ
いて
73年度は、4月1日付で申し込みを打切

った訳ですが、その結果目名の申し込みが

ありました。その内2名が選ばれます。そ
の基準は地区の財団寄附額を会員数で割り
その額の多少によって人数を決めるとのこ
とで、当地区では2名に該当するとのこと
です。

（5）インターシティーゼネラルフォーラムに
ついて

開催について金銭面で苦労しているよう
ですが、福島県の例によると、出席の有無
に拘らず全会員より会費を徴収していると
のことです。

（6）研究グループ交換帰国報告について

本間君が出席し、僅かの時間で要領よく
まとめて報告致しました。
尚、次期ガバナーの壮行会も、併せて行

われました。
次期ガバナーの予定は、次の通りです。

5月20日　離日

世界ガバナー会議に出席
ガバナー教育を受ける。

6月11日　ヒューストンに於ける世界大会

に出席
19日　帰国
25日　地区協議会開催

●於　イワキ市乎市民会館
●地区協議会義務出席者が1名追加されまし

たのでお知らせします。
広報委員長

●時局講演会がありますので、その方へ御出
席下さい。

●親睦委員会報告
磨君の娘さんが、東京女子医大の難関を見
事突破されました。

〔Ⅵ〕グループ研究交換団よりの帰国の挨拶状

拝啓私共RI第353地区グループ研究交換団
は去る1月26日羽田発にてRI第278地区（オ
ーストラリヤ）に参り彼地のロータリアンか

らの非常な感激身に余る接待を受け充分に見
学出来又国際親善の目的も果たし得て帰路は
東南アジヤの各地をも視察いたして、去る3
月25日夜無事帰国いたしました。
今回私共の地区としての最初の此の企画が非
常な有終の美を得られた事は偏に我が地区各
クラブの絶えざる御支援の賜によるものと深

く思いを新たにし薮に深く御礼申し上げます
以上取敢えず帰国の挨拶を申し上げます。
昭和47年3月28日　　　　　　　　敬具

RI第353地区GSE

団長　穴沢義一
団員　石井宏作　小松寅治

本間利雄　小山孝之
渡部桂一

鶴岡ロータリークラブ

会長　三井賢二殿

〔Ⅶ〕幹事報告
会報到着　郡山RC、石巻RC
SSE団長大沢義一氏よりオーストラリヤ研

究交換団としての御礼状到着
合同認証状伝達式の案内
357区蓮田RC、桶川RC合同で

6月4日（日）埼玉県上尾市福祉会館
1973－5」3よりのロータリー世界大会－

スイス、ローザンヌ市

太平洋観光、富士海外旅行、海外旅行三社
よりパソフレット到着



DISTRI CT　353

CLUB BULLETIN
創立534・6・9　承認S34．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
曾　0235紛5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

By ERNST G．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971J1972

第648号　1972．4・11（火）（ほれ）

〔Ⅰ〕出席報告

芸芦
彗＿」竺憮蓋聾蓋
出席数　46轡票数空貨麓君：

l

憲忘忘■五識蕊軍盛雷うま警
1

1　　　　　　1

薮田君一米沢RC

中野君、金井君、鈴

（善）君、富樫君
一鶴岡西R

〔正〕お客さま

〔Ⅱ〕会長報告
1t　昨年末退会されました今間君は、此の問
まで病気で入院されて屠りましたが、ようや
く退院され現在自宅で静養されて居ります。
彼は、14年間に亘って当クラブのスマイル王
でした。先日の理事会で、病気のお見舞と云
うことで金一封差上げて参りました。
2・山形クラブの提案で、今年8月に県下全
般にわたって47インターハイが行われますが
RCとして全面的に之をバックアップする意

味から一人1，000円の御寄附を願いたいと云
う申し出が来て居ります。このことに関して
はガバナーより詳細に御説明して頂く予定で
す。

〔Ⅵ〕ガバナー公式訪問に拙する
例会場でのスピーチ

私は昨日ロータリーの総べてについて申し
上げましたので、今日は何も申し上げること
はありませんが、折格の機会でもあり、イン
ターアクトの若い方々も出席されて居ります
ので、日常考えて居ることを二三申してみた
いと思います。
鶴岡クラブは、353地区の模範優等生で我々

が日頃敬服しているクラブであります。事業
も大変立派であると私は思います。ロータリ
ーの活動の中に奉仕と云う言葉が盛んに用い
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られて居りますが、私はアメリカのモサービ
ス〟的な奉仕と日本の仏教的なモ奉仕〝とで
はモ奉仕〝と云う同じ言葉の中にもその持つ
意味は相当の隔りがあると考えて居る者の一
人です。ここには大学の先生も屠り大変学者
の方も居られますので私もこのことについて

御教示頂き度いと思います。
日本の仏教的奉仕（施し）は全く自分に報

いられることを期待しないものと考えられ、
その点から比較するとアメリカの奉仕とは全
く異質のものと考えられます。
私は昭和13年或る会社に就職し、満州に転

任を命ぜられ奉天と大連で約6年過しまし
た。その時大変珍らしいものを見てそのこと
は一生忘れ得ぬものになっています。これは

奉仕につながって居りまして過日地区大会で
RIの会長が、私の隣席に居り、その話をし
たところモそれは珍らしい話だ〝と申して居
りました。奉天に張作林と云う将軍が居り彼
は世界で2個所しかないと云うらドゥゼンド
ゥ〝と云う施設を作りました。
これは我国では見られない立派な施設で簡

単に云うと捨子の処理場でした。此処は無条
件で捨子を引取り非常にズ切に養育し、女子
は織物工（離毯工）男子は左官、大工、理容
師などの技術を教えます。そして乱児の時か
ら育てて教育と職業的訓練を行なって立派な
一人前の人間になった時門前に棄民な写真を

かぎってくれます。
モこの様に立沢な子供達が居ります。

希望者はありませんか〝
その施設の中は、誰でも子供達が作業をし

ているところを見学出来る様になっていま
す。これこそ無条件の奉仕であると感じまし
た。

これはロータリーに入る前に感じたことで

今ロータリー寸こ入ってモ奉仕〝という言葉を

考えてみると我々が使っているも奉仕〝など
というものは全く軽々しい奉仕ではないかと
常々に反省して居ります。

このことは参考として覚えておいて頂き度
い。何故なれば我々が満州事変当時彼に対す
る考え方は全く馬賊的な出身で蛮勢を振った
様に教えられて居たのにこの様に立派な人間
であったことを改めて感じました。

私は公式訪問に廻わって居る時に、三つの
提案をして釆ました。（ロータリーの友4月
号）

（1）自然を愛する運動
（2）明治を大切にする運動
（3）農村との交流を計る運動です。
小泉信三氏は国土美化の大切なことを人間

の顔に例えました。
アメリカのリンカーン大統領に対して或る

閣僚が自分の友人に大変優秀な者が居るので

是非閣僚にする様に話をしたところ彼は即座
にもノー〝と云ったそうです。その理由を質
問したところもあの男は顔がまずい〝　と答え
たそうです。モ蕨がまずい〟と云う言葉の意
味は次の通りです。

】r人間40才までは生まれたままの漠でも良
いが40才になったら自分の顔を持たなければ

だめだ。その責任のある自分の蕨を持たぬ男
は人間として役に立たない。それで私は彼を
信用することが出来ないので私は閣僚にする
ことは出来ない。』と答えたそうです。
小泉氏は国土の美化もその通りで日本の国

土を自分の手で護らなくてはならない。それ
が出来ない者は役に立たない国民であると云　　r
って居ります。この話を私は感銘拓く面白く
聞いたので一生忘れ得ない話の一つになって
います。

職業奉仕についての一例を申してみます。
九州福岡近くの大川と云う町でのことでこの
町は戦前より木工の町と云われていました。
戦前は日常の木工具を作って居ました。

終戦後木工組合の人達が熊本県工業試験場
長のも高知誠〝　と云う人に目をつけてその人
をプライベートの指導者としてむかえまし
た。彼は木工デザイナーとしてはトップクラ
スの人で、東京工業卒業木工デザイナーとな
りました。
引手のない家具は彼のデザインしたものだ

そうです。彼は非常に熱心に木工以外のすべ
てのことに尽したためも木工の父〝　とまで云
われる様になりました。
大川は勿ちにして洋家具の町、日本一の木

工の町となりました。彼と山形との関係があ
ります。彼の父は山形の第25旅団長で子供の
頃山形に居住したことがあるそうです。
58才で亡くなった時大川の木工業著は学校

の講堂を借り展示即売会を開き収入の全部を
高知家のために寄附し更に銅像を建ててモ木
工の父〝として尊敬を集めて居ります。
今夏47インターハイが県下全般に亘って行

ほれます。県下ロータリークラブが合同で一

言一㌧∵∴こて∴工．・－∴こ　＿
中学校よりロークリーが作品を募集しロータ
リー負を出し優秀なものをポスターにして各
クラフに還元すると云う原案ですが詳細は書
面で御通知致します。

よろしく御賛同頂き度く存じます。　以上

〔Ⅴ〕幹事報告　ガバナー公式訪問例会
〉会報到着
）例会場及
天童RC
山形西RC
山形RC
山形北RC
，八幡RC
登録料
5／5八幡
登録〆切

30 舞鶴文化会館
・30産業会館6F
．30　四山稜
．00産業会館6F
未登録到着
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惑会報
DlSTRICT　353

CLUB BULLETIN
創立S34・6・9　承認534．6．27

品伺ロ」ヴリー
THE ROTARYCLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：38

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235鉛5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyou”

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第649号　1972．4．18（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

．「、吊ナ

拙・」l－

阿宗君、阿部（公）君、
荒明君、長谷川（文）君、
早坂（源）君、平田君、
五十嵐（一）君、海東署、
黒谷君、小池君、劣網君
中山君、小野寺、斎藤
（信）君、佐藤（忠）君、
笹原君、谷口君、佐々木
君、手塚君、薮田君

鮎雲r87・個！；

〔皿〕お客さま

薮田君≠米沢RC
阿宗君一一新庄RC
五十嵐（三）君、五十嵐
（伊）君、富樫君

一鶴岡西RC

嶺岸君、大川君、佐藤
（忠）君－フォーラム

〔Ⅱ〕会長報告

1．先程の理事会に於き、インターハイ協力

費として、会員1名当－り1，000円お願い致

すことになりました。目下のところクラブ

で負担することは、困難な状態ですので、
よろしく御協力の程お願いします。

2．来期ですが、8月8日、9日、10日に亘

り、アメリカーオハイオ州の合唱団100名

の来日が決定して居ます。9日夜は鶴岡市

8日は酒田市で公演の予定になっていま

す。宿泊についてですが、鶴岡・酒田で人

数の半分ずつを受持つことに予定していま
す。その50名もペアで泊めようと考えてい

ます。2泊とも同じ家に泊めて頂き度いと

考えて居りますので御協力下さい。

3．やはり来期ですが、全米より大学教授及
び大学院学生25名（7月30日～8月4日）

が中小都市研究のため鶴岡に来市したいと
のことです。男女半々とのことですが、そ

の宿泊についてもよろしくとのことでし

た。
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ロータリークラブの集りにて

亀　川　芳　子

一、アルゼンチンに渡った動機について

22年前の当時、物資の最も不足し、又精神

的にも不安定な時期でした。

荘内神社近くの公会堂で行われた荻原神父
の講演があり、私も友達と聞きに参りまし

た。その内容は、日本は小さな国でモこれか

らは、大いに海外へ一人でも多く海外へ発展

するべきである〝　と云うことでした。そこで
と女であってもそういう国へ行ってみたい〝

と云う考えをもち、家族の大反対を押切って
アルゼンチンに渡りました。

二、アルゼソチソに行った当時の感想

22才のまだまだ世間知らずの井戸の蛙が生

れて始めて異国の土地で最も苦しかった事
1．も言葉の不自由さ〝想像をはるかにこえ

る切実な問題でした。最も頼りとする夫が、

日本語を充分に解さない為に（小さい7ケ月
の時に両親と共に日本を出た）2年間は、翼

があったら飛んで故郷に帰りたい思いをぐっ

とこらえるのが精一杯（アルゼンチンはスペ

イン語が国の言葉）でした。
2．も習慣の違い〝どこを向いても分らない

事ばかりで、全く羽をむしられた小鳥のよう
に、不自由なもどかしさと、孤独感がひしひ

しと身にしみるものでした。
3・而し終戦後の物資欠乏と精神的な不安定

な日本から出てヴェノス市より30キロ足らず

の処、夫とその家族の待っている家では眩し

いばかりの螢光灯（あの当時やっと鶴岡の映

画館等に螢光灯がともり、まだまだ珍しい時

代でした）の下に、溢れるばかりの御馳走が
並んで目を見張った事も、まだまだ記憶に新
しいところです。（おすし、おサツミ、かま

ぼこ、鯛の丸焼、鶉の丸焼き山と積んだサン

ドイッチ・リンゴ・オレンヂ・シャンペソ・

ぶどう酒・その他）私の到着を祝い、主人と

その家族始め、空港に出迎えて下さった方々

（主に日本人）30人余りの為に、準備された

食堂に出席した時、アルゼンチンにもおいし
い日本の御馳走が沢山あるんだなと、安心し

て喜んだものでした。

4・主人の家は、両親と主人とその兄弟計6

人の大世帯でカーネーシュン栽培の花井業で
この仕事は園が大きい程多忙で、亀川家では

当時、10本余りの温室を経営していました。

日本人を1人、外人（原地人＝アルゼンチン

生れ）を1人使っていました。あの当時の賃
金は1日8時間9ペソ、現在1日8時間

1，500ペソ（物価に比べ人件費がはるかに値

上りしている、その他種々の手当てもある）

使用人の他に、家族が一致協力して、国の仕

事に従事していたため、私はよく買物（毎日
の食事に必要な物）に出たが1年間位は、主

人の妹より紙片に書いてもらって買物をした
が、それが非常に私のスペイン語の習得に役

立ちました。
0急に買物に出かける時等は、よく手まね足

まねで買物をした事等、今でもみんなの笑い

ぐさになっています。
5．ルハソの聖母の教会に、お礼詣りをした

時、つくづくアルゼンチンは広大な国である
と思いました。

世界的にも有名な′レハソの聖地は、家から
35キロメートル位の地点にあるがその間殆ん

ど山が見えなかった事を思い出します。

平野には牛がのどかに群をなして、あすこ
にもここにも放してあった事、叉油の原料で

あるひまわりが、見わたす限り植えてあった
ことも兄い出します。

6・モ食生活の違い〝

朝　殆んどコーヒー・ミルクとトースト．ミン

又はサンドイッチ、紅茶等ごく簡単に

昼　ビフテキにサラダ、スープ等日本人はよ

く昼と夜は御飯等も一緒に食べる
夜　すきやきと御飯、スープ等昼と少し変っ

た形の肉料理に野菜

食後のデザートとしてよく果物やケーキ等

頂きます。又曜日によって、肉料理の仕方が

大体決まっており、日本人でも外人に倣って
いる家庭も少なくないようです。

料理の仕方は変っても肉食国として世界第
一として知られています。

ア・家屋は殆んど煉瓦を主として作られてい

る為に、耐火建築であり、めったに火災等は

起りません。
8・建築が洋風であり、たたみ等しいてない

ので、朝靴をはくと（叉はぞうり、スリ　ッ
パ）ベッドに入る迄それを脱ぎません。

9・家族に対する呼び方は、両親に対しては

日本人も殆んビバノミ、ママ又は′くヒート、コ

ミ一夕でよいのですが、兄弟、姉妹に対して

目上に対して敬称を使いません。

例えば、末子が、自分よりも10才以上の目



上の兄叉は姉を呼ぶ場合、名前を呼びすてに
します。そして兄弟、姉妹の間だけでなく、

伯父さん伯母さんに対しても、同じような呼
びすてにするのは、最初とても変な感じでし

た。

三、いつの間にか長い年月の間に自分も亜国

人として生活していました。

◎而しふり返ってみますと、過去22年の間、

いつの間にか自分もすっかりア／レゼンテンの

人々（家族は勿論）に、親愛の情をもち、そ
の中にとけ込んで全然そこにあの当時の違和

感を感ずる事がなくなっていました。それは
10年前からのもっと前の定かではないが、多

分子供の成長につれて白から習慣を身につけ
ていったものと思うし、アルゼンチンの国民

が、如何に親日感を持って、日本人を受入れ

ているかという事にもなります。結局、人間

は人種や肌の色が違っても、話し合ってみれ

ば情もあり相通ずるものがあるという事を強

く感じます。
0民族性についてあれこれ思い浮かべてみま

すと
1．スペイン人、イギリス人、イクリ一人、

ポルトガル人、その他のヨーロッパ人種日本

人、支那人、朝鮮人、その他……アジア人

北アメリカ人、ロシャ人、南アメリカ人

と殆んど、全世界中の人々が集っているが
この国の国語であるスペイン語を話し、（各

家庭ではその国の言葉もよく話して二世、三

世にも教え伝えられている）どこの国の人と

余り区別せず仲良く暮しています。
2・殊に日本人に対しては、大いに尊敬の念

を持って接し、日本人は勤勉、正直、清潔な

国民であり、更に頭脳も優れているという観

念が保たれています。それは、過去60年、50

年前に、アルゼンチンに渡った日本人が、長
い間に苦しみも悲しみものりこえて築き上げ

た、尊い日本人の地盤であり、看板ではない
かと思います。

3．一般に見て、非常に楽天的な国民であり

花を愛し、余りこせこせせず、明日に夢をも
って生きる人種であると思います。
4・貯蓄するという事が余りなく、生活を楽

しみ、夏休みに入ると（学校の夏休みは12月

より3月上旬迄約3ケ月余り）よく遠く海や

山を求めて、避暑に出かける人が多くありま

す。中には借金をしてでも行くという人があ

るという事です。

0もァルゼンチンに於ける日本人の仕事〝＝

職業は一世の場合、（外交官等一部・貿易商
等一部の人を除き）花井栽培者とクリーニン
グ業が大半を占めていたが、現在では二世が

他の人種と殆んど同様各方面に進出して（弁
護士医師、技師、神父、大学教授、教員その

他）アルゼンチン国家の繁栄の為に、大いに

貢献しています。主人も弟も、外科医として
20年近く活躍していたが、現在は静療中で

す。そして、彼等は日本人としてよりは、む
しろアルゼンチンの人として、活躍しており

私の長男も現在大学1年に進み、殊にカトリ
ック教会内の青年部で、自ら役員も引受け、

外国人の中で全くその中に同化して活躍して
います。

二世が既に亜国民として成長しているとい

う事は、数年前、ボクシングの世界選手権大

会が亜国で開かれた際、むしろ日本選手より
も聴国選手アカバロに応援していたというよ

うな小さな事でも、うかがわれます。
0両し面白い事に、すっかり亜国民として成

長している日系二世、三世がいつまでも親と

共にお米の御飯や大根、白菜等の漬物を好ん
で食べるのは、やはり小さい頃から両親と共

に食事をしたその習慣が残っているものと思

うし、その中で大和魂も又消える事なく受け
つがれていると思います。
0日本人の各家庭を廻って、日本の食料品、

調味料、お餅、又うちわや薬等も売って（串
で廻る）非常に重宝がられている方もあり、

又日本のお菓子を専門に作って（まんじゅう

餅、せんべい、おこし等）繁昌している家も

あります。
お豆腐屋さん等も、一週間に一度位、かま

ぼこや、こんにゃく等をもって配達している
のでこちらからアルゼンチンに行かれても食

生活では不自由はないと思います。

四、22年ぶりに故国日本に帰って感じた事
0道路が狭く、昔のままなのに串と人がうん

と増えていること。
0日常生活品、電機器具、衣服…セソイ品等

が目を見張るばかりに発達し、品質もはるか
にアルゼソチソの物より優れて、生活水準が

驚く樫高くなっていること。
。労働基準法が行き届いている為か、夜等八

時頃にはすっかり閉店して静まり返っている
のは、日本人の生活が豊かになった一つの証

拠でもあるように見えます。20年前は、夜10時



頃迄殆んどの店が開いて、賑やかであったと

記憶しています。
0銭湯が見えなくなりました。

0商店のサービス等は非常に感じがよく、さ

すがは日本であると思いました。
。アルゼンチンでは見なかったカラーテレビ

自動ドアが鶴岡の個人の店に迄取入れてある

事も全く驚きました。
0日本ではちょっと値切りるとすぐ負けてく

れるが向うでは相当買っても殆んど負けない

（店員の場合は殊更に）
五、22年ぶりに何もなかった敗戦直後の日本

が驚異的な発展をとげた姿と比べ、アルゼン

チン国を眺めてみますと、まだまだ国のすみ

ずみ迄行政が行き届いておらないとつくづく
考えさせられます。

ヴェノス・アイレス市を始め大きな街では

文化水準がほぼ日本と変らないが、一歩避地
に入ると文盲人が多く、その子供達もまだま

だ教育を受けず、文化の恩典に恵まれない気
の毒な状態にあります。

3年ほど前に東京スピーラ修道会からシス

ターがヴェノス近郊の教育面で、又日本人の

宗教教育、カトリックの公教要理の指導に当
っていましたが、今年の2月始めリオガヂエ

ゴというアルゼンチンの南の果に司教様のお

望みで行かれましたが、そこでも多くの幼い

子供達が恵まれた人々の温かい援助をどれだ

け待っているかという事を痛切に感じました
0ちょっと道路の悪い処には電気もなく、郵

便も届かない。
六、22年前に比べ、地班の距離がうんと締ま
っています。

行く時に8日間かかった飛行機の旅が、4
日間足らずでこれるようになり、その日の飛
行便の関係で、3日間又は直行で48時間でも
往来出来るようになりました。（船の場合は
4、5日間位）
親日国アルゼンチンに、今後どしどし日本

人が移住して、日亜親善の為に日本民族は優
秀な民族であるという誇りと自信と勇気を持
って両国並びに世界の発展（人類発展の為
に）の為に尽して頂きたいと思います。
0亜国ではどのような日本人を待っているか

と云いますと
・農業技術者トラクター等遅転出来る人、

農業一般の知識を有する人、養蜂、鶏のヒナ
の鑑別者、その他
・電機（器具）技術者…現在日立、東芝の支

店がある。

七、アルゼンチンは、日本の面積の7倍半の
広大な国であり、人口密度が日本の33分の1
で、今後一人でも多くの日本人が将来有望な
資源の豊かな国アルゼンチンに発展して、両
国の親善と繁栄の為に尽して頂きたい念願を
のべまして拙いお話しを終ります。

僅か20分間のお話しで、充分私の意を表す
事は出来ませんでしたが、拙いお話をお聞き
頂きました事を感謝し、不充分な点は質疑広
答の形で答えさせて頂きます。

1ケ月足らずの訪日期間中、美しい日本の
ふた昔前と変らぬ桜花を眺める事の出来た事
は、本当に嬉しい事でした。が又、主人や子
供達の待っているアルゼンチンに、一日も早
く帰らねばならないという心境も又いつわら
ないところであり、それは即ち、私はアルゼ
ンチンの人となっている事でもあると思いま
す。

およはず乍ら私も、海外に発展されたい方
々の為、ささやかな心と力を捧げ度いと希っ
ております。

ロータリークラブの方々の益々社会福祉の

為に尽され発展されます事を切に祈ります。
1972年4月18日

日　　　　本
アルゼンチソ
北アメリ　カ
ソ　ビ　エ　ト

ブ　ラ　ジ　ル
パ　ラ　グアイ

ボリ　ビ　ア

国の人口と面積
人　口　　面　積
万単位　　方城

1億　　　37．0
2，500　　277．7

19，692　　　936．3

23，311　2，240．2

8，318　　851．2

現住所
Sra Yoshiko Kamegawa
AV．Corriente4062C－45

Buonos．Aires

Argentina

〔Ⅴ〕幹事報告
。会報到着　天童、郡山、鹿児島西、石巻東

八戸東RC
国際ロー

3月12

タリー加盟承認の報告
日付で367区松山南RCが承認さ

れ例会日　木曜日　例会場三越松山支店
。認証状伝達式の案内

西那須野RC（355区）6月4日
塩原町　ホテルニュー塩原

太田西RC（356区）群馬県　5月28日
三菱電気群馬製作所

。クラブ創立10周年記念式典の案内
能代南RC　6月4日（日）

能代市民体育館
。例会時間及び例会場変更のお知らせ

鶴岡西RC　4月28日（金）6時
七内旅館　登録料1，000円

スピーカー　亀川芳子
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DlSTRICT　353

CLUB BULLETIN
創立534．6．9　承認534・6・27

顔岡口一々リー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎過　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

管　0235鉾5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正太郎

こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第650号　1972・4・25（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

車陸軍；67誠メ－＿▼l

〔皿〕お客さま

慧谷君一東京えばらRC
海東君、阿宗君一新庄
C　薮田君一米沢R
早坂（源）君、芸網君、
野寺君、佐藤（忠）君、
塚君一鶴岡西RC
地君－アヅセソプリー

Ⅷ〕インターアクトのお話　安藤会員
工専のインターアクトも、新年度を迎えま

して、大体の活動計画も出来上りました。そ
の活動計画の中で、昨年の様に今年は象潟の

地区大会が熱心で、全員参加したいと云うこ
とで、その資金集めに廃品回収をしたいと云

うことですので、皆様の御協力をお願いしま

す。時期は5月13日を予定しています。ビー
ルビン、1升ビン、古新聞、古雑誌等を重点
に集めたいと思いますので御準備頂ければ有

難いと思います。今年は金物、古こうもり等
は差引かえて頂き度いと存じます。

兼ねて計画しておりました西高、工専との

指導強化並びに委員の連絡協議会を行うべく
計画しておりましたが幸い西クラブのインタ
ーアクト委員会から呼びかけがあり西高の校

長共々ここで会合致しました。非常に実の入
った会合になり酉高クラブの若干低滞しかけ

た原因もよくわかりましたし、又新年度校長

指導教官等が変られまして新たな一年生の入

会もあり西クラブ共々に鶴岡クラブの御協力

も得たいとのことでした。

29日に両校のインターアクトが協同で10時

会
報
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ご
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族
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ん
な
で
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み
ま
し
ょ
う

R
C
小
手
小



半頃から大山公園の清掃奉仕を行なう計画も

あります。又工専の例会日が決り例会口には
是非ともロータリーの方々から御出席を願い
たい。ついては、誰方がお出で願えるか割当

てをして知らせてくれる様にとのことでし

た。

よろしく御協力の程お願い致します。

〔Ⅳ〕昭和47年度予算について　　鶴岡市長

大変御無沙汰をして恐縮でございます。日

頃市政につきましては何かと御援助やら御指

導を頂き大変有難く御礼申し上げます。
今年度の予算について話をする様にとのこ

とですが予算の説明などと云うのは興味の無
いもので、長い時間を掛けてもと思い資料を

用意して参りました。

1．当初予算　65億4315万9千円
一般会計　38危9890万5千円

46年度の最終予算と同額

2．総務費

住民記録の電算化900万円
北庁舎移転

公民館・→旧保険所
水道部→旧職業訓練校

3．民生費

南部保育園新築19，050千円

4・衛生費

し尿処理施設整備事業費（2年目）
132，368千円

広域ごみ処理施設整備事業負担金
8，720千円

100才の処理能力をもつ純機械式で16

時間稼功で200巨処理出来る。（新規）

5・商工費

長期安定資金貸付金等　　64，000千円

信用保証協会、商工中金に預託
10～30倍の貸付

商工中金を充分御活用下さい。

6・土木費

都市計画街路事業　　　　12，000千円

北駅の鶴岡中央工業団地の中の都市計画
道路の事業

住宅建設事業　　　　　　76，634千円

美原団地16戸建アパート　　　　2ヶ所

昭和47年度一般会計歳入予算

（単位　千円）

款　　　　　　　別

市　　　【　　　∵画

」軋二軋　譲　与　▼遡＿
娯楽施設利用税交付金

」∃盟巨象塵＿変旦＿垂」
」堕」▼互▼＿＿＿餌．＿＿＿塾＿

一．室塾安全塑筆嘩遡室生全＿
＿分担金及狸．負」生食＿
▼【＿便＿旦＿狸＿盈＿＿び手数料
国　庫　支　出　金

「訂【一‾盲■【【西　　金

＝啓二二項＝二重二二ラこ

：，・・一　・

一一一繰一一冊WA　　金
一J：「二　．一

一一一紅－些一計
山∵　　＿＿＿＿▼▼　　情

歳　　入　　合　　計

＿喜一二二二‥…二
3，898，9051100．0

昭和47年度一般会計歳出予算性質別内訳

・′　j・い‡一軒て・、

旦き鱒二中辛乱1

員－一幸賢十芸濃
ぐう　そ　　の　　他　＝84，405

小　　　　　計　11，418，878

」型．＿室」＿＿靂　費＿“

」担」重畳星空重昂垂堅
い　維持修繕費

＝亘二三二二す【1一頂「
小　　　　　計

劉二罠華拳
2　投　資　的

1生き

墨
36．4

墨
0．8

君

㌦∴　三㌦∴　仁王㍊
（2）災害復　旧事業136，9帥1・0
（3）失業膏．青首葉1　59，9珂73
3　云－【債　　裏】293，876「了詣‾す‾頂「一‾‾豆‾‾－企「‾‾‾785「‾‾

工と■「二一：　．謡、．．．－6－痩師出資金13，357川・1

二二⊂二線1　出　　金1109，7師．宮詣

㌶一号－⊥一旦⊥望む些牡も寧費「．＿9．＿L…＿、．師　＿＿＿軋＿■　5、000，＿旦
歳　　出　　合　　計13，898，∽引100ノ



昭　和　47　年　度　各　会　計　予　算　（歳出）

（単位　千円）

予算額j構成矧　重要事業と新施策

議　　会　　費 57，452：再

総　　務　　費

民　　　生　　　費

衛　　　生　　　費

労　　　イカ

445，335∃11，4

農　林　水　産業費

交通安全施設費4，080　交通安全指導員6名

増員　街灯料補劣金の15％引上　大谷地区住
居表示整理の実施　住民記録の電算化　北庁

舎移転経費10，000●

南部保育園新築工事19，500．老人家庭奉仕
員1名増員　老人福祉相談員1名増員　老人
福祉ベルの設置　重度心身障害児養育手当の

引上　地域保育所補助金の10％引上

し尿処理施設整備事業費（2年目）132，368

広域ごみ処理施設整備事業負担金8，720

くる病、股関節Ⅹ線撮影料の個人負担の解消
病院、水道会計への繰出　97，000

失業対策事業費　59，785

土地改良事業補助金2，000　農道整備事業費

11，396　畑地総合整備事業補助金4，900　林

道新設整備事業費13，554治山施設事業7，859

農免道路工事地元負担金2，134　漁業構造改

善事業3，280　漁港修改築事業費31，634

事業所設置奨励金3，000　湯田川梅林築園事

業4，900　長期安定資金貸付金等64，000

浸水対策事業13，000　道路新設改良事業等

175，966　橋梁改良工事25，124　赤川綜合開

発事業負担金4，940　都市計画街路事業

12，000　土番計画整理負担金17，500下水路

新設事業36，000　加茂港改修負担金　6，990

公園新営改良工事5，000　県事業負担金

16，811住宅建設事業　76，634

湯野浜分署移転改築7，000　消防ポンプ自動

車、小型動力ポンプ購入5，900　貯水槽新設

工事2，590

上郷小屋内運動場新築工事

大山小　　　　ク

第三中学校統合校舎新築工事

第一中学校増築事業

644（′L36費



（ツゲキ）

幹事報告

0会報到　真石巻東、大阪RC

O認証状伝達式の案内

山形南RC　6／18（日）山交ビル7F

（山形市香澄町駅前）

登録11．00～13，00　式典13．00～14．00

祝宴14．30～16．00

登録料　会員家族共1名5，000円

親睦ゴルフ大会　6／19（月）

1名2，000円　仮登録〆切　4／30

0例会場変更のお知らせ

新庄RC　4／28（金）12．30最上公園

配田RC　5／3（金）休会

9ゲスト　鶴岡市長　白井重暦



感会報
DISTR tCT　353

CLUB BULLETIN
創立534．6・9　承認534・6・27

顔岡ローヴリー
THEROTARYCLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目
ひ　さ　ご　や

例会日　毎遇　火曜日
p．M12：30～1：30

事瘍所　鶴岡市馬場町
商工会議所内

宮　0235㈲5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正太郎

≧Goodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BRErrHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第651号 1972．5・2（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

日　　　　　　　　　　　　　1

1本1番員数．62名欠呵軍票∑荒讐慧惑聖篭
言も二二i一一二′伽文）君、早坂（源）君

。・出席数と　47名席諾禦）宗謂讐ト
】　　　　　・嵐（一）君、中野君、三

上‥．．∴三′「．．8諒輿㌦十・∴㌦

79・0警手阿宗君一新庄RC「
52名；庵君一クラブ協議会

㌫完；海東君一鶴岡西RC

〔Ⅱ〕お客さま

今　回1亀岡西

表裳竺聖二至
11：名■

5月計≡
113‾名

Ⅷ〕GAPPYBIRTHDAYTOYCU

会員誕生

阿部公一君、橋浦勝久君、市川輝雄君、
金井勝助君、小花盛雄君、三滴悌三君、

中野重次郎君

奥様誕生

石黒常様、加藤静江様、黒谷貞子様、

篠原多美枝様、上野和子様

皆出席
2年間皆出席　長谷川悦郎君

弓　4月100％出席　47名

阿宗君、阿部（賽）君、安藤君、張君、長谷
川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、市川
君、飯自君、池内君、石井君、石黒君・五
十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（八）君
今野君、海東君、田中君、金井君、上林君
小花君、小池君、中野君、嶺岸君、三井

－：・‾∴：－‾

⊆　埋草、彗杢璧）苧ゝ聖穂雪遠望木聖霊
篠原君、高橋君、小松君、手塚君、浮田君
富樫君、鷲田君、薮田君

会
報
は
ご
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〔Ⅴ〕会長報告

1．新会員推せんについて

下記4名が新会員として推せんされました。
1　板　垣　俊　次

庄内カラー現像所代表取締役　商業写真
2　青　山　新　永

山形テレビ鶴岡支社長　　　　民間放送
3　兼　子　淳一郎
パーラー白樺経営　　　　　　契　　茶

4　吉　岡　雄　三

花寿レ経営　　　　　　　鮨　業

2．9月4日′－6日までオースト　ラリ　アの

278地区の研究グループ交換の方が6名当

地方に参ります。2人1組で3組になりま

すがその宿泊を当クラブ会員にお願いした
いと云う要望が穴沢氏より来て居ります。

【Ⅵ〕退院御礼　　　　阿部公一会員

私は昨年の7月頃から体の事で不注意で過
労ぎみでした。私達の旅館協会の幹部が年を
とったため代行になり、政治的なものにもタ

ッチしたのも一因と思います。結局胆嚢炎で

入院手術しました。
お蔭様で再びこの席に出ることが出来まし

た。皆様の御厚情を厚く感謝申し上げます。

〔Ⅷ〕「会津磐梯山」　メラニー・テマーズ

アメリカオハイオ州よりの交換学生で福島

県会津若松市に留学中。

〔Ⅷ〕オーストラリアの思い出

下山田礼子さん

私は昨年3月に福島県のいわき市の最南端
にある勿来ロータリークラブからの留学生と

して鶴岡の姉妹クラブであるオーストラリア
・ストウェールクラブに一年間お世話になっ

て来ました。そして3月21日に帰って参りま

した。

ストウコ＝・一一ルロータリークラブでは10軒の

お宅でお世話になって、毎月のように家が変

っていたのですが、53人の会員の皆さんがと
ても親切で親しみのある態度で、とても楽し

く一年をすごして参りました。

私はストウェールではストウェールノ、イス

クールと云う高校で、高校2年生の授業を半

年間やって来ました。向うの学校の制度は1

月から始まるので私が行った3月にはもう始

まって居たので3月より編入して12月に修業

証書を頂いて釆ました。そして今年の3月か
らほ6年制と云うのになります。学校の生徒

数は僅か400名で町に学校は2つしかありま
せん。

ストウェールは皆様御存知の通り、人口

6，000人、メルボルンから西へ200加工のところ

にある田舎町でした。人口6，000人と云うと

日本人の感覚から云ってとても小さな町のよ

うに聞えますが、オーストラリアは面積は日

本の23倍あり、人口は東京の人口と全く同じ

と云う大きな国なので、人口6，000人と云っ

ても大きな市のもって居る政横を全部もって　　㌧－ノ

いる町です。その中で一年間過ごして来まし・

たが、この町は張先生、小花先生、嶺岸さん

も御存知のようにグアンピョンと云うオース

トラリアでは珍しい山脈があって山脈全部が

州立の公園になっています。その公園はとて

も広く雄大ですがその中が自然のまま残され
ており、コアラやカンガルーなどオースト

ラリア特産の動物が沢山おりました。そして

その中に入ると日本では考えられないような
もせきせいインコ〝など色のあざやかな鳥が

自然の中ですごして居る光景をみて釆まし
た。

又山脈の中に入ると山の全体がオーストラ

リアの優雅なユーカリ樹などの特殊な香りが

あって山脈に一歩足をふみ入れる新鮮なモに
おい〝が印象的でした。

こい－カリ樹の中でせきせいいんこや、きれ

いな鳥が沢山居て日本ではみられないとても

すぼらしい自然がこの町にはありました。
・9月にはオーストラリアから交換学生が参

ります。その時にはこんどほ私達が案内しよ　、－
うとはりきって居ります。
本日はお招き頂き有難うございました。

〔Ⅸ〕幹事報告
0会報到着　石巻RC、米沢RC
。地区大会の案内（360区）
10月21日（土）、22日（日）岡崎市民会館

0認証状伝達式の案内
352区、多賀妹RC　6月18日（日）

多賀城中学校体育館
。年次大会の案内
361区年次大会10月21日、22日韓市で開催

0例会場変更
会津若松南RCの例会場がフジグランドホ
テル4Fに変更　例会目　月曜日

0ゲスト　下山田礼子　メラニー・テマーズ



番会報
DISTR卜CT　353

CLUB BULLETfN
創立534．6．9　承認534．6．27

品岡ロー々リー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30′－1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
曾　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第652号　1972．5・9（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

両衰膏二両面子香う君こ葡
明君、長谷川（文）君、早

芸宣竺縁冨謂二霊妄
君、小花君、中野君、嶺
岸君、斎藤（信）君、三井
（徹周一、三浦君、三井健）
君、佐藤（伊）君、笹原君
佐々木君、上野君、薮田君

早坂（源）君一八幡RC

富樫君、鈴木（善）
一鶴岡西RC

阿宗君一新庄RC

〔皿〕お客さま

、●三．一芸二㌦1∴ 村　　上

斎藤繁雄君

〔Ⅱ〕会長報告

1・当クラブの早坂源四郎君がガバナーノミ

ニー候補に指名されまして、御本人も長考

数日に及んで、之をお引受け致すことに決

定しました。当クラブの理事会に於きまし

ても、全面的に御協力申し上げる事にして

承認致しました。皆様も絶大な御協力をお

願い致します。

2．5月5日に八幡のチャーターナイトがあ

り、当クラブより14名程出席致しました。

遊佐のロータリークラブが、発足2年にし

てホストになり、遊佐の会員の奥様が総出

で会場に来られ、近頃見られない熱意のあ

るチャーターナイトでした。

〔Ⅳ〕ガバナーノミニー候補に指名されて

早坂源四郎会員

只今三井会長からお話がございましたが、

6年目位に大役が廻って来る様です。入会し

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う
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て6年日に会長、その後6年してガバナーノ

ミニーの候補の指名を受けました。元会長、

理事会の方にもお話し申し上げ、市のトップ

の方にも御了解頂きまして、先週5月4日に

地区の指名委員会の委員長とバストガバナー

の安斎さん、飯島ガバナーノミニー（此の7

月からガバナー）及び地区幹事及び元会長4

人程御出席頂き、そこでお引き受けする旨を

はっきり申し上げました。皆々様の絶大なる

御支援をお願い致します。

〔†〕子供に幸せを　　　鴻池雅夫氏

〔自己紹介〕

私は7年前、大阪から鶴岡に転任して参り

ました。私の本職は、牧師で宗教家です。7

年間鶴岡に住み、本当にすぼらしいとこだと

いうことを痛感しております。こちらに参り

ました時から、非常に歓迎されました。庄内

と関西は、昔から非常に交流があり、特に大

阪、京都とはその関係も大きく探かった様で

す。

この様にすぼらしい場所に育っている子供

達は非常に幸せだと思いました。私の子供は

八丈島で5年半育ちました。色々な地域に講

演を依願されて参りますが、その時色々な調

査を致しました。その調査をするに従って、

この恵まれた鶴岡の子供達も、亦都会の子供

達と同じ問題をもちつつあると云うことに、

気がつきました。

幼児については幼稚園から帰ってから、80

％は家の中で遊ぶそうです。その理由は誘拐

と交通事故、それに仲間が居ないことだそう

です。

小学生の場合は〝遊びを知らない〝というこ

とも遊び時間があまりないモと云うことがわ

かりました。

中学生の場合は、山形県で非行少年の数は

鶴岡が二年連続トップです。

今の子供達は、経済的には恵まれすぎてい

ますが、精神的な栄養不足の様です。経済的

に恵まれている反面、精神的なさびしさがあ

る様でも指しゃぶり寸や自家中毒が多くなっ

ています。又一つの原田は、核家族と都市化

現象だと思います。自動車が多くなり、ドラ

イブに行くために子供達は月曜日には疲れ切

って、居ねむりしている子供がいっぱい居り

ます。

子供は国の宝、市の宝、社会の宝でありま

す。ところが子供達が今の現状ならば私達が

年寄りになった時の事が心配です。子供のた

めに色々と考えるグループが、あちらこちら

で子供達のために、何かしようと云う運動が

始って居ます。その団体はB．B．S、青い鳥

子供を守る会、世界にかける橋等がありま

す。これらのグ′レープがお互いにコミュニケ

ーションをはかり活動して居りますがその裏

付けとなる運動資金が不足しています。今後

とも鶴岡の子供達がより健全に育つ様に、皆

様の御協力をお願い致します。

〔Ⅵ〕幹事報告

。会報到着

東京RC
。移動例会の案内

5／13（土）pMO・30　舞鶴公園山頂一

天童RC
O年次大会の案内

370区10／21～22－唐津市文化会館

0353区地区協議会（前夜懇談会）

6／24（土）いわき市農協会館

しゃくなげ会館

登録料1，080円

6／25（日）地区協議会いわき市

平市民会館

登録料4，000円　〆切5／15必着

0例会時間及び変更のお知らせ

温海RC　5／15（月）3時より

関川　金沢昆旅館
0事務所移転一神田RC　5／1より

千代田区九段南1－6－17　千代田会館8階
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露会報
DISTR卜CT　353

CLUB BULLETlN
創立534．6．9　承認S34．6．27

品岡口一々リー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
曾　0235輯5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第653号　1972．5．16（火）（くもりのち雨）

〔Ⅰ〕出席報告

竺竺＿＿空憫誌野島態

面鮎窒79・03％竺孝鰹盤彗

〔皿〕お客さま

石井君、小花君
一八幡RC

中野君一遊佐RC
薮田君一米沢RC
阿宗君一新庄RC

堅旦　し草月握
‡阿部正男君 伊藤成生君

〔Ⅲ〕会長報告

1・理事会の決議事項を申し上げます。

早坂源四郎君より、産業会館の建設につ

いてクラブより寄附を願いたいと云う話が

あり、理事会で検討の結果、建設資金とし

ての寄附なら具合が悪い。現在会議所の事

務委託費として年間20万円を納めていま

す。結局10万円を事務委託料として寄附す

ると云うことに決定しました。但し会計の

都合もあり、今年度中に10万円そっくりお

渡しすることが出来ないかも知れません。

その際には二度に分けて寄附しようと云う

ことに決定しました。

2．ここ二三年盲学校の生徒を水族館に招待

して居りました。今年もと云うことで阿部
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さんにお願いしたところ、期日の関係で、

明日早速実施されるそうです。

これに対して、鶴岡クラブでは例年通り

35，000円寄附致します。

3．オハイオ州合唱団の受入れについて、幹

事よりお話をして頂きます。

（幹事）

合唱団来日の予定表が到着致しました。

先般13日の庄内地区8クラブ幹事会が次期

幹事を含めて、湯野浜鶴屋で開催しまし

た。8月8日（火）は酒田で、9日は鶴岡

で公演予定です。

7日　仙台着　バスで鶴岡・酒田へ

職業は多種多様で、人員は95名で女性は54

名程になっています。

穴沢氏の指示と幹事会で約100名の人員

を如何に受入れるかを検討しました。先方

では二泊（一家庭）を希望しています。鶴

岡地区では、鶴岡、鶴岡西、温海クラブに

25の宿泊のための家庭が必要になって来ま

す。そのことで西クラブからは5組引受け

て頂くことに決りました。温海クラブは

も引受けませんモとのことでした。鶴岡で

は、20家庭を探さなければなりません。よ

ろしく御協力下さい。

〔Ⅳ〕研究グループの話　　早坂源四郎会員

穴沢氏より研究グループの世話をする様に

とのお話がありました。

G・S．Eの委員長が穴沢氏でb庄内地区の

委員長を命ずる与と云う話を最近頂きまし

た。私がプログラムの取りまとめをやって屠

り、先日の幹事会で酒田、酒田西・東等庄内

地方のクラブの方に御協力を頂きプログラム

の原案を作りました。私の作りました試案を

先ず示しまして、酒田クラブの協力を求め、

私のプログラムを修正して頂く様にお願いし

てあります。

9月4日　新発田駅で福島地区より引つぐ

7日　本荘駅前で秋田側に引つぐ

詳細なプログラムは決定次第御報告致しま

す。

〔Ⅴ〕鶴岡高専インターアクトクラブ
廃品回収に御協力お願い

かねてお願いいたしておりました首題の件

来る5月28日（口）実施の予定でございます

ので誠にお手数でしょうが、次のような廃品

を出来るだけ多くご準備おき下されご提供下

さるようご協力の程よろしくお麻い申し上げ

ます。

記

1．空　ビ　ン（但し一升ビン、サイダービ

ン、ビールピソ、コーラービ

ン、フアソタービンに限らし

ていただきます。ウイスキー

ビンやその他のビンは対象に

なりませんので悪しからず）

2．古　新　聞（出来るだけヒモでしはって

いただきたい）

3．古　雑　誌（特に週刊紙は歓迎します）

4．ダソボール及同空箱

以　上

鶴岡ロータリークラブ

インターアクト委員会

＼ヽ－ノ



⑳　尚御近所にもお呼掛けいただき成塁を拡
大出来れば誠に幸甚に存じます。
又お店がお休みとか、お宅がご不在の折
は回収品のおいてある場所を33－3220安

藤足助まで御連絡いただければ好都合に

存じます。
当日雨天の際は回収品がぬれますので延

期の予定です。

鶴岡ロータリークラブ会員各位様

ロータリークラブのみなさまには、常日頃

いろいろと御協力いただきありがとうござい

ます。

さてこのたび次の要領で今年度第1回の廃

品回収を計画しておりますので、昨年同様よ

ろしく御協力をお願い致します。

1．日　的

NHIく歳末助け合い運力と一部クラブ活動

資金の強化

2．期　日

5月28日（日曜）午前9．30より（小雨決行）

3．お願い先

鶴岡RC会員宅

（数班に分れ、去年と同じ要領で行ない

ます。）

4．回収物

甚だ勝手ですが換金、整理の都合上、今回

は次の4種類に限定させていただきます。

①　あきぴん（ビール、サイダー、コー

ラ、ファンタ、清酒などの

一升ぴん）

（多　古衣類

（診　古雑誌

④　古新聞

なお、当日雨天の際は延期し、期日はおって

連絡いたします。

鶴岡高専インターアクトクラブ

ク　ラ　ブ運営

会長　笠　原　照　明

匪品回収巡回コース

第1班

安藤足助（青柳町旧校長官舎附近）一驚田

克己（本町三丁目三河屋）一佐々木敏全

（家中新町NHE局長官舎）一黒谷正夫

（家中新町栗谷公認会計士事務所）一池内

方平（家中新町天理教前）一大川喜一（池

内方平附近）一金井勝助（同左）一小野寺

清（若葉町15－43市長宅附近）一佐藤伊和

治（三小と家政校の中間）－白井重暦（北

校横三中通り）－谷口晴敏（上畑町NHK

ウラ通り）一津田晋介（上畑町津田弁護

士）一海東与蔵（津田弁護士附近）－早坂

源四郎（上畑町三菱重機附近）一田中晶英

（同左殖産銀行支店長宅）一張紹淵（日舌

町張医院）一橋浦勝久（張医院前通り明治

生命社宅）一小花盛雄（泉町中花医院）一

五十嵐八郎（泉町9－8鶴岡魚類）一上野三

郎－（馬場町風間本宅内）一手塚林治（馬

場町拘置所前）－笹原桂一（馬場町医師会

館隣）

第　2　班

中山一三（三光町7－8）一佐藤昇（睦町2－27

佐藤設計事務所）－斎藤栄作（本町二丁目

斎藤外科）一阿宗文雄（本町二丁目阿宗水

道）一小松広穂（鶴岡ホテル隣）－石井貞



書（山村帳簿店）一長谷川悦郎（山形銀行

裏通り社宅）－三浦悌三（三浦測量事務

所）一飯白祐倍（飯白旅館）一薮田誠樹

（みゆき橋前東北車輌）－平田圭三（泉町

川端平田スタンド）－三井健（同左隣）－

鈴木弥一郎（本町一丁目ツルオカ薬局）－

三井賢二（ギンザ通り三井金物）－高橋正

太郎（ギンザ通りかもじや）－三井徹（三

井産婦人科本宅）一石黒慶之助（主婦の店

横石黒歯科）一一小池繁治（ギンザ通りエビ

スヤ）－上林一郎（ギンザ通り上林商店）

一五十嵐一郎（三和町6－13日産自動車社

長）

第　3　班

五十嵐三郎（駅前温海堂時計店）一市川輝

雄（いちかわオモチャ）一佐藤忠（山王

閣）－鈴木善作－（鈴木牛乳）一芸網末松

（鳥居町3ト48枚支社長）一富樫良書（鳥

居町11－12）－斎藤得四郎（中劇前通り斎

藤印刷）一佐藤順治（大東町佐藤工業）一

早坂徳治－（早坂食品）一新穂光一郎（本

町一丁日キッチンなかむら2階）一嶺岸光

舌（中劇通り神社隣）一長谷川文清（大滝

金物店左隣）

〔Ⅵ〕幹事報告

0会報到着

村上、石巻東、鹿児島西、能代

。350、351地区連合年次大会

9／23～24　札幌厚生年金会館にて

0山形南RCより

）

例会日　火曜日12．30分

例会場　6／18まで　レストラン佐藤屋

ク　　6／18以降　山交ビル7階

事務所　山形商工会議所

6／18　PM1．00　チャーターナイト

山交ビル7階

0例会場移転の案内

尾花沢RC　6／1より

尾花沢市　北部信用組合尾花沢支店
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事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235鰯5775
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幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第654号　1972・5・23（火）（くもり）

〔Ⅰ〕出席報告

弓阿部（公）君、 再紬燕1習
應愴員数　　62名次席明君、安藤君、長谷川

堤忘‾‾完膚と警憂意義監喜

司

】

－　∴　二∴ll　　，　　－

．L佐々木君、富樫君、上野君
諾∃

前原席賢72・58％ 上林君一東京江北RC
阿宗君一山形RC
薮田君一米沢RC

〔正〕お客さま

今　回l鶴岡

〔Ⅱ〕　一　規　嚢　　　　中花会員

先日、体育館の前に駐車しようとしました

ところ、先輩の寄附したも四つのテストモが

ありますが、それと一緒に植えてあるもそて

つ勺が気候に合はないためか、頭の方が坊主

になってしまい、幹だけが立っている状態で

した。

今年はインターハイも行われ、この近辺が

若人の集う中心にもなります。このことに関

してどの様な方法をとるか提案申し上げま

す。

尚、このまとめについては会長に一任申し

上げます。

〔Ⅳ〕市民の森の趣旨について

市民の森会長

も市民の森の会モほ、原則として会費は頂

いて居りません。それは10万市民全部に会員

になって頂き度いと云う趣旨で、特に会の維

会
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家
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持については、費用をつかわず全部苗木代に

すると云うことですので、会費は必要でない

と思います。

従いまして、会員の方からは、応分の御寄

附を頂ければ非常に有難いと存じます。比の

次の例会に申し込み書を持って参りますので

会員の皆様に御加入頂き度く存じます。

〔V〕GOVERNOR’S MONTHLY

LETTERより

インターシティミーティング

去る4月1日常盤ハワイアンセソターレス

ト、ウスに於て平クラブホストのもとに353

地区内各クラブ会長、幹事を始め来賓ホスト

クラブ大会委員等を含め約200余名が参会盛

会裡に行なわれました。

正午点鐘ホストクラブ松本会長の開会の挨

拶に始まり坂本次期地区幹事の司会により、

会は進行、飯島ガバナーノミニーに対して庄

司ガバナーより記念品を贈呈。

飯島ガバナー／ミニーより謝辞がありその

後ガバナー提案の協議がありました。協議事

項は分区分割等何れも重要問題ばかり各クラ

ブ例会で会長、幹事より詳細報告されたもの

と思います。

13時40分より飯島ガノミナーノミニーの歓送

会に移り和気あいあいの間に15時過ぎに散会

しました。

Rl理事会議決から

RI理事会議決概要がRIより送って参り

ましたので、その中の一、二をご紹介致しま

す。

ロータリアン縁故婦人の組織

理事会はロータリアン縁故婦人が組織を作

ることに関する以前の決定を変更し、新たな

決定を下した。その要旨はつぎの如くであ

る。

理事会は、ロータリークラブの社会奉仕そ

の他の活動に際し、ロータリアンの婦人縁故

者が個人としてまたグループとして協力、参

加して下さることに対し大変感謝しておるも

のであります。

女性が各種公共奉仕においてしめる役割は

ますます増大しつつあることをおもい、かつ

またロータリアン縁故婦人がロータリークラ

ブ奉仕活動の協力者ないしは支持者として、

それぞれの地域社会においてしめる位置を考

えあわせ、理事会はロータリアン婦人縁故者

が、ロークリrクラブ活動の支持とロータリ

ーの理想の促進を目的として、ローークリーク

ラブとは別に地方グループを作ることを助け

これを奨励するものであります。その際、こ　＼、＿．．′

のグループほっぎの性質をもつことが望まし

いと考えます。

①　グループは地域ロータリークラブのスポ

ンサーによるか支持によって作られ、その

活動の目的は地域ロータリークラブの活動

を助けることであること。

②　グループの目的のひとつがそのメンバー

の問に知己をえ、友情を深めることにある

こと。

③　他の同種のグループとは捉けいしないで

その地域内の活動を行なうこと。

④　グループの名称はそれぞれの地区できめ

てよいがロータリーの名を入れないこと。

⑤　そのメンバーはその地域内に居住するロ
ータリアンの婦人縁故者、即ち妻（あるい

は未亡人）娘、姉妹、母に限ること。

更に理事会はつぎのことを強調しておりま

す。

①　これらの組織に対して理事会ないしRI

役員、また各クラブなどは公的な正式の認

承を与えることはできない。

②　ロータリーの名称、紋章などを使用して

ほならない。

ロータリークラブの若手役員

理事会は各ロータリークラブの会長がクラ

ブの若手役員を任命することを奨励します。

この若手役員の任務はクラブの全ての青少年

奉仕活動の進展と協調に対して責任をもち且

またクラブ理事会も直接責任をもつものであ

ります。



日本のインターアクトの業績記録

インターアクトニュースの第2号に日本の

業績記録が紹介されましたので皆様にご紹介
いたします。

日本のクラ了の業績記録

日本のインターアクト・クラブは各奉仕分

野において業績を積み重ねています。以下に
それら業績報告のうち代表的なものを幾つか

紹介してみましょう。

宮崎県立都城商業高校イソクーアクト・ク
ラブでは全校清掃活動をおこなったはか、校

内に花園を造り、また校内の樹木に殺虫剤を

撒布しました。

金沢市立工業高校インターアクト・クラブ

は、校内および学校近辺の道路、バスおよび

市電停留所の清掃をおこないました。
竹田商業高校インターアクト・クラブは、

近辺の神社、墓地、および城址の清掃をおこ
ないました。

山梨第一商業高校インターアクト・クラブ

は校内に花壇を設け管理しているほか、富士

山の自然を守る運動の先頭に立っています。

成田高校インターアクト・クラブは地元の

精神薄弱児施設および交通事故遺児のための
資金を集めました。

斐太実業高校インターアクト・クラブでは

吹奏および打楽器の使用法について、市内の
中学校生徒を指導し、またそれら学校の卒業
式の際には音楽を演奏しています。
一条高校インターアクトクラブは、東パ

キスタン難民の救援資金募金活動をおこない
ました。

下関商業高校インターアクト・クラブでは
アルゼンチン、アドローグのアルミランア・

オルへ・インターアクト・クラブとレコード

を交換しました。

日田商業高校インターアクト・クラブでは

交通事故で両親あるいは片親を失なった児童
のために、14，817円を集めました。

城北高校インターアクト・クラブでは沖縄
の学生に図書450冊を寄贈しました。

高松工芸高校インターアクト・クラブでは

月に2回市内公園の清掃をおこない、再生利
用のため廃品を集めています。
八代第一高校インターアクト・クラブでは

校庭、校舎敷地、海岸、公園および廟の清掃
をおこないました。そのほか校内にゴミ入れ

を置いたり、校内自転車駐車場のペンキ線引

作業をおこなったことがあります。

ロータリーの現状

1972年3月27日現在149カ国および地理的

地域に15，166のロータリー・クラブと推定、

713，250名のロータリアンが存在しています。

1971年7月1日以降に結成された新クラブは

48カ国にまたがり合計で289となっています。

交換学生便り
帰国を前にオーストラリア留学中の日本人

交換学生とかつて当地区に学んだオーストラ
リア人交換学生が278地区大会で一しょにな

り寄せ書きを送って来ましたのでここにけい

さい致します。

尚、この寄せ書きにある日本人交換学生は
去る3月21日無事羽根田に到着帰国致しまし
た。尚前月号4頁に紹介の上野洋子さん（須

賀川）のホストクラブはSt．Arnaud，

Victoriaと決定しました。

今年度のオーストラリヤ行の交換学生5名
は3月29日無事羽田を出発オーストラリヤへ

向いました。

ローターアクト便り

秋田、秋田東、秋田北のロータリークラブ

が、提唱クラブとなって、第353地区内のロ
ータアクトクラブとしては第5番目、県内で

は既存の五城目、秋田港クラブに次いで第3

番目の秋田ローターアクトクラブが創立され
た。

その発会式並びに認承伝達式が、1月29日

午後1時から、秋田第一ホテルで行なわれ
た。

若者たちとの隔りを取り除き、彼らに日常

的な身近な奉仕活動の場を提供することこそ
ロータリアンとしての最も優れた奉仕ではな

かろうか、という見地から昨年来、秋田、秋

田東、秋田北の3クラブのロータアクト委員

会が中心となって、18才から21才までの銀行

員、店員などを対象に、クラブ造りの推進を
図ってきたがこのほど男子16人、女子15人の

会員がまとまり、この日発会式となった。

発会式には、第353地区郡波次期ガバナー
ノミニーをはじめ、全県ロータリークラブの

各会長ら来賓に迎え、また、提唱クラブの合
同例会に合せての発会式とあって、3クラブ
の会員も多数出席、約250人のロータリアン

が相い集い、モ若き奉仕の担い手モローター

アクトクラブの前途を祝福、発会式は若さに

満ちあふれた盛大さをきわめた。



理事役員は次の通り

ト会長井上弘行　卜副会長藤井克子　l幹事
水沢一郎　l会計三滴敏之　卜理事小岩治彦
清水宏　高山久美子　伊藤ちづ子

なお、例会は第1、第3水曜日と月2回、

午後9時半からで、秋田第1ホテルで開かれ
る。

宣ニュース；

①　研究グループ交換チーム帰る

オーストラリヤに派遣の研究グループ交換

チームは数々の成果をおさめて、穴択団長は

じめ団員一同非常に元気で予定通り3月に無

事帰国去る4月1日のインタトシティミーテ

ングに出席して当日出席の会長、幹事さんに

団長の穴沢バストガバナーーより詳細の報告が

ありました。

②地区分割の件
去る4月2日仙台にて352、353両地区合同

の諮門委員会が開かれましたが、その席上

325、353両地区の再分割案が審議され地区編
成が〔青森県一秋田県〕〔山形県←福島県〕
〔宮城県一岩手県〕の三地区に再分割される
ことに意見が一致しました。

地区編成に関して次の通り委員会が構成さ
れました。

地区分割委員会構成（敬称略）

第352地区

委員長
ガ　　バ　　ナ　　ー　笹気幸助

副委員長
ガバナーノ　ミ　ニー　村井幸吉

ク　次期ガバナーノミニー　山本祐二郎

委　　員
地　　区　　幹

ク　会

ク　次

ク　次

第353地区

委員長
ガ　　バ　　ナ　　ー　庄司晋作

副委員長
ガバナーノ　ミ　ニー　飯島隆俊

ク　次期ガバナーノミニー　郡渡伊四郎

委　　員

幹　　事　坂部政夫
区　幹　事　坂本行蔵
資金委員長　堅田誠一
会　計　長　川島　公

（動　ローンザヌ行日本輸送委員長に
穴沢バストガバナーが任命されました

来年の国際大会はスイスのローザンヌで開

催されます。季節もよし場所もよし、来年は
日本からも沢山のロータリアンが参加を予定

されて居ります。去る3月3日付でRIブラ

イトホルツ会長より日本のローザンヌ行輸送

委員長に穴沢バストガバナーが任命されまし
た。

穴沢バストガバナーは国際大会出席の経験
も豊富な為に立派に大役を果されることと存
じます。誠にご苦労様です。

；事務連絡：

○地区協議会

本年度の地区協議会はRIよりの指示によ
り2日間に捗って行われることになり第一日

目は会長、幹事の会が開かれます。会場は前
に連絡した通りですが、9月24日午後3時よ

り会長、幹事以外の方は6月25日だけ出席し

て頂くことになります故今からその様に予定

をとっておいて下さい。亦このことについて

ホストクラベの平東クラブより連絡ある事と

思います故宿泊の点でも宜しくご考慮下さ
い。

○標準クラブ定款について

先に各クラブに一部づつ標準クラブ定款を

送ってありますが之は来る6月24日・25日の

地区協議会に於てテキストとして使用致しま

す故会長、幹事さんはアンダーライソの部分
に注意して読んで下さい。亦当日お忘れなく

持参して下さい。

○ポールハリス徽章

ポールハリスフェローの方には名誉あるポ
ールハリス徽章がRIより贈られて居ります

ロー一夕リーの大会ではポールハリスフェロー

の方は誇りを以ってこの徽章を必ず胸につけ

て下さい。

〔Ⅵ〕幹事報告
0会報到着　石巻、八戸、八戸東、仁賀保
。例会時間場所変更
八幡RC　　5／20（土）公式訪問のため

5／26（金）5時　後藤屋旅館
山形南RC　5／30（火）　ク

当日6時　産業会館6階
。山形南RC認証状伝達式
6／18（日）登録11・30～13・00

登録料5，000円　申込〆切6／3

＼＼－ノ
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惑会報
DISTRICT　353

CLUB BULLETJN
創立534．6．9　承認534．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235担5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbegins withyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第655号　1972・5・30（火）（雨のちくもり）

〔Ⅰ〕出席報告

本r会員数毒　62名反歴窯彗・禦．くだ整
荒明君、長谷川（文）君、
平田君、海東君、黒谷君芦

者巌蒜着：崩嘉詣違義貞

三品「完 中野君、嶺岸君、三浦君
大川君、買網君、磨君、
斎藤（栄）君、斎藤（信）君

〔Ⅰ〕お客　さ　ま

今　回】酒　田芦鶴岡西

露島；竺竺＝竺讐竺竺

≡覇若謁－

〔Ⅷ〕会長報告

1．来る8月8日・9日アメリカオハイオ国

際親善合唱団の歓迎委員会のメンバーが決

定しました。

委員長　　阿部　裏君

副委員長　　高橋正太郎君、市川輝雄君

委　　員　　小松広穂君、鈴木弥一郎君

薮田誠樹君、上野三郎君

磨　万江君、三井賢二君

2．先月17日盲学校生徒を水族館に招待しま

したが、その時の礼状が届いています。

3．28日（日曜日）三川町にライオンズクラ

ブが新しく結成されました。

私が参加して参りました。

会場ではクラブ会員の拡大に非常に力を入

れていると云うことを感じました。

6月25日に松山ライオンズクラブが出来ま

す。
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〔Ⅳ〕水族館の見学について　　阿部　嚢君

会長より話がありましたが、5月17日鶴岡

盲学校中学部の生徒を、ロータリークラブで

加茂水族館と羽黒山に招待しました。朝は雨

でしたが、好都合に雨もあがり、大変美しい

景色でした。ひる頃に水族館に着きました。

海岸での採集は、丁度波が荒くて出来ません

でした。その代り、タコや魚を麻酔して生徒

に触あってみてもらいました。触わる様子を

みていますと、人差指と中指と二本の指で触

っていました。

初めての様子で、大変喜んで居りました。

先生からもロータリークラブに対してお礼を

申し上げて下さる様依頼されました。以上報

告致します。

〔Ⅴ〕さ市民の森〟の申込について

三井　健君

只今お手許にも市民の森〝会員の申し込み

書を差上げました。会員の皆様には、ぜひこ

の会に参加して頃き、御協力をお願い致しま

す。事務局の方で、とりまとめて頂いており

ますのでよろしくお願い致します。

〔Ⅵ〕鶴岡高専インターアクトクラブ

廃品回収御協力の御礼

昭和47年5月30日

会員各位殿

鶴岡ロータリークラブ

インターアクト委員長

安　　藤　　定　　助

去る28日第7回廃品回収を実施しましたと

ころ会員各位の格段の御協力によりまして予

期以上の大成果を挙げ量にして小型トラック

で5台となり、早坂食品（会員）と鈴木清書

商店（鳥居町）の特段の御好意により大変高

く換金していただき、総額18，600円となり前

例のない金額となり、又会員各位には廃品を

御提供下さった外活動資金にと現金を下さっ

た方、或は慰労にジュース、おやつを下さっ

た方もあり尚路上に於てこの奉仕の趣旨を知

り協力して下さった市民も数人おる等して本

回収奉仕は物的成果の外に、クラブ員一同に

計り知れない感動を得ましたことは何よりの

収獲と存じます。

重ねて会員各位の御協力に対し深く感謝申

し上げます。

〔Ⅷ〕幹事報告

会報到着

長井、築館

例会変更

上山RC　6／2～6／4に変更

12・30　上山市白糸観光KKにて

家族会のため

天童RC　6／3ほボーリング大会のため

天童ファミリーボールに変更

山形南RC　6／612．30産業会館　7F

6／136．00　レストラン佐藤屋

353区年次大会の案内

10／3（火）12～17時（会長、幹事10～11．30）

10／4（水）9．30～16時

於　平市民会館

登録料　会員5，000　家族4，000

仮登録　6／30まで

ゲスト

青　山　新　永

＼＼＿ノ
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DISTR卜CT　353

CLUB BULLETIN
創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
宮　0235鋤5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbegins withyou′′

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第656号　1972．6．6（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

阿部（裏）君、長谷川

君

〔Ⅰ〕お客　さ　ま

〔Ⅱ〕HAPPY BJRTH DAY TO YOU

〉会員誕生

阿宗文雄君、阿部案君、張紹渕君、
石黒慶之助君、
小野寺清君

奥様誕生
安藤美智子様、

年間皆出席
13年間皆出席
9年間皆出席
3年間皆出席
1年間皆出席
1年間皆出席

五十嵐一郎君、上林一郎君

長谷川敏子様（悦郎）

小花盛雄君
早坂源四郎君
手塚林治君
市川輝雄君
佐藤順治君

5月分100％出席

阿宗君、阿部（裏）君、安藤君、張君、長谷
川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、市川
君、石井君、石黒君、五十嵐（三）君、五十
嵐（伊）君、五十嵐（八）君、今野君、海東署
金井君、上林君、黒谷君、小花君、小池君
中野君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君
三井（健）君、小野寺君、磨君、斎藤（栄）君
斎藤（得）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴
木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、谷口君、
高橋君、手塚（林）君、小松君、富樫君、鷲
田君、薮田君
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〔Ⅴ〕会長報告

1．6月9日は、クラブの創立記念日で、本

来ならば前日に今日記念行事を行うのが立
て前ですが、都合により来週の例会日に行

うことにします。

2．体育館前の樹木は市の方でユーカリラン

に植え換えたそうです。

3．理事会決定事項　退会者について

荒明　勝　長谷川文清　加藤嘉八郎
以上三名の退会承認

新会員の推薦に関する氏名発表

47．6．6

鶴岡ロータリークラブ

次の4名の方々が新会員として推薦され、

所定の手続きを経て会員諸君に氏名発表致し
ます。

若し会員の中で新会員の入会に反対される
方がありましたら書面で其の反対の理由を具
して理事会（幹事宛）10日以内にご送付下さ
い。

風　間　慶　三

㈱荘内銀行専務板締役　　商業銀行
森　田　清　治
鶴岡信用金庫常務理事　　信用金庫

宮　川　俊　介

松ケ岡ガラス工業㈱社長　ガラス器製造

佐　藤　文　部

鶴岡ジャスコ㈱専務坂締役　百貨店

4．会費の値上げについて

当クラブの会費は前後期合計5万円です。
理事会に於て検討の結果、各種の負担金が

値上げされる見通しで、従来は地区負担金
1人当り1万円、食事代年間2万円計3万

円は必ず必要となっています。

明年度値上げ予想されるものに、地区負担
金がクラブ全体として10万円が見込まれて
います。来年変はローターアクトの設立が

予想され、これに10万円位設立後維持費と
して年間10万位を予定しています。

国際奉仕関係として8月初削こオハイオ州
の100名の合唱団の来日及びオーストラリ

アの研究グループ交換6名の来日があり、

これにも5万位、現在商工会議所の事務委託

費が20万円で他に電話料として月2，000円

を見ておりますが、これも借上の様子があ
ります。これらの諸事情より考えて現在の

年間5万円では不足を生ずる様に考えられ
ます。

他クラブの年間会費は次の通りです。

山形、山形西、山形北　65，000→70，000

米沢（昨年より）　　70，000

米沢酉　　　　　　　60，000

酒田、酒田東　　　　50，000～55，000

以上の諸事情により、10，000円値上げして
60，000円としたいと存じます。これは総会

によって決めることになって居ります。

次週例会でこの件について御協力頂き度く

存じます。

〔Ⅵ〕新会員青山新京君の梅介

新穂光一郎

生年月日：大正13年9月　山形市
学　　歴：米沢高等工業（電気通信）
職　歴：40年8月N・H・K郡山放送局

技術部長　44年Y・T・S入社
47年現在　Y・T・S庄内支社長

事務所：経済連3階

［Ⅷ〕－の関RCについて　　高橋第四君

私達のクラブは昭和36年2月23日発足しま

した。社会奉仕的な仕事としては創立記念日
に、ロータリー賞や善行賞というものを地域

内の中学、高校を対象に贈っています。これ
は駅の清掃奉仕、老人クラブに対する奉仕活

動に対して贈られるもので、ロータリー賞3

名、善行賞5名となっています。これも今年
で6回目になります。先程も会費の話が出ま

したが、私達のクラブでは、年間5万円で

す。これもいささか不足の様です。
私達の近くの平泉には、中尊寺がありま

す。一の閑よりバスやハイヤーの優がありま

す。最近大改修を終り立派なものに復元され
ました。一度お出掛け下さい。これからは新

幹線や縦断道などが出来ると交通の健も良く
なり、当地の皆様と地域のた捌こ役立ちたい

と考えています。

〔Ⅷ〕幹事報告

会報到着　石巻東、郡山、鹿児島西
認証状伝達式会場変更（山形南RC）
式場　殖産相互銀行本店4F
祝宴　殖産相互銀行本店8F

＼＼ヽ＿．一・



惑会報
DISTR卜CT　353

CLUB BULLETIN
創立S34．6．9　承認S34．6・27

品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
宮　0235¢95775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第657号　1972・6・13（火）（くもりのち雨）

〔Ⅰ〕出席報告

∴∴－∴†‾さ
・．・．二＿二∴一：1－

〔Ⅰ〕お客　さ　ま

三二二三享！く

今　回

4名
前回まで

J∵∵　＿

128名目亀岡西

6月計五十嵐　‾′　‾　【　■　　　一l－l－　l　－lpq

132名　　卓三者

〔Ⅱ〕会長報告

1．来期よりの会費値上げについて

上記の件について異議のある方は挙手願い

ます。……（なし）

では来年度より年会費6万円に決定しま

す。

2．6月9日は創立記念日に当りますが、都

合により、今日之を行います。

但し記念日としての行事は、予算の関係で

特に処わず、チャーターメンバーから当時

の話をして頂きます。

〔Ⅳ〕創立当時の思い出話

チャーターメン㌧べ－

創立時には、役員選定に苦労しました。又

ロータリークラブの内容のP．Rやその存在

価値についてもなかなかの苦労でした。初代

会長には小花さん、幹事には、安藤さんをお
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願いしました。鶴岡人は新しいものにも喰い

つきが悪い〝と云うことをつくづく感じまし

た。同処に周囲に気兼ねをした様です。

30名位の会員にしたかったのですが、そこ

まで到らなかった様です。

－行事について－

チャーターナイトの場合、会員夫人は義務

出席にしましたが、大変良い成績でした。

12年後の現在行事を行うときには、皆で協

力して行く気拝を、出発時にもどって考えて

見て頂き度いと思います。

海東与蔵会員

先程のお話で、良かったら入ると云う人も

居たと云うことでしたが、私の場合は初めか

ら入会すると決めていました。

発足12年になるとのことですが、私は半年

だけは皆出席しましたが、1年間皆出席した

ことは一回もありません。

同じチャーターメンバーでも、私の様なも

のも居りますし、又初代幹事の様に活躍した

メンバーも屠ります。ロータリーが現在の様

に発展したのも、この様に活躍して下さった

会員のお蔭げと感謝しております。

津田晋介会員

私がロータリークラブというものを知った

のは昭和7年で当時東京の或る設計事務所に

居ましたが、週1回例会に所長が出席してい

るのをきいておりました。

昭和34年当時鳥居町に住んで居り当時同町

在住の安藤さんより、ロータリーを鶴岡に作

りたいと云う熱心な話がありました。そして

間もなく発足の動きがあり鶴岡ホテルで第1

回の会合がありました。

農協でチャーターナイトの式兼が行われま

したが、子供が結婿のため国に帰るため（当

時S．A．A）出席出来ませんでした。

8．A．A当時、私として苦労をしたのは席

の決め方で私は1年程札を作って席を決め、

席を常に変化させる様にしました。

創立前後の記憶にあるものは以上の通りで

す。

池内方平会員

〔Ⅴ〕幹事報告

0会報到着

能代、新発田、鹿児島

0368地区年次大会の案内

兵庫県豊岡市にて

10／28・29開催

。例会時間変更

山形RC　6／28　pM5．30　丸久5F

クラブオーラムの為
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惑会報
DISTRICT　353

CLUB BULLETlN
創立534．6．9　承認＄34．6．27

戎岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30′－1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235幽5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第658号　1972．6．20（火）（あめのちはれ）

〔Ⅰ〕出席報告

阿部（公）君、
）君、橋浦君、
五十嵐（甲）君、
三井（徹）君、

中山君、磨君、
）君、佐藤（伊）君
）君、笹原君、
）君、僅々木君

逓週竺竺順賀蔓：撃畳讐
石黒君、五十嵐（伊）君
中山君、斎藤（信）君、
佐藤（忠）君、富樫君

一鶴岡西RC

磨君、斎藤（栄）君一外国詠詔
〔Ⅰ〕お客　さ　ま

今　回　東京城北】鶴岡西

南畠蕃讐華甲讐竺攣

挺欝旦悸一旦旦
136名≡　善三郎君華藤成生君

鶴岡　西

菅原松雄君

〔Ⅷ〕会長報告

特にありません。

〔Ⅳ〕庄内空港の必要性について

伊藤善市君

私は酒田生まれの余目育ち、昭和16年酒田

商業卒業です。

私が日頃考えていることを、申し上げま

す。それはb庄内に空港が必要である〟と云

うことです。開発のための手段は幾つかあり

ますが、先ず第一に重要なのは交通・通信態

形を整備して、時間距離や経済距離を縮めて

行き、日本列島全体が、一つのユニットとし

て、機能する様な、その様なシステムを早く

作って行くことが大事なことですし、もう一

つは交通・通信形態の整備は、必要条件であ

りますがモやる気〝をシステム化（教育）す

ることが、串の両輪の様に開発の戦略として
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必要な訳です。

実は、この点について我々の先輩（明治時

代の）は非常に停かった訳でして、あの様に

政状不安定でしかもG．N．Pも小さかった頃

に日本列島に交通のネットワークを作り上げ

ました。又海外から、今で云うノーベル賞ク

ラスの一流の先生方を呼んで（当時月給最高

は日銀総裁とのこと）より高額の給料で優遇

しました。多くの人材が来日し大学、各種政

府系機関等に於て、一番最新の良い情報や知

識を入れてくれました。

同時に叉、若い人達を海外に多く留学させ

海外で勉強した成果をもって帰り、日本の近

代化の基礎を固めて行きました。

現在、G．N．Pがこの様に大きくなったの

に、そして又大きくなったからこそ交通・情

報に対する需要が高まったのに拘らず、どち

らかと云えは需要量の成長に比べて、供給が

（施設整備etc）立ちおくれています。

庄内は誇り高き地域ですが、山形県や叉、

他地方の仕事をやってみて、庄内を考えてみ

ますと私はどうも庄内の場合、先ず何よりも

整備しなければならないのは、情報格差を如

何に縮めるかと云うことを、開発の戦力にし

なければならないと思います。同じ情報が、

東京その他から出されても、到達するまで時

間が掛ることです。

もちろん、テレビ・ラジオは同時に着きま

すけれども、人間の対面情報と云う一番大事

な情報は遅れがちになりますし、場合によっ

ては限られた情報しか入って来ないとなりま

すと、意志決定をなさる時どうも不安な訳で

す。人間と云うのは、情報が多くないと不安

の余り、色々な新しいプロジェクトに対して

拒否という態度をとったり、渋々対応したり

すると云う、消極的な反応を示すのが常であ

りますが、多くの情報が入って来ますと、私

達はそれに対して未来の目で現在の変化を見

て、積極的、創造的に適応することが出来る

訳です。

従って庄内はかっては農業についても山形

県下一でしたし、日本でも有名であった訳で

す。然し反当収量一つをとりましても、S20

年～30年代にかけては、生産性の一番高い市

町村と云うものを上から並べますと、ベスト

テンに全部入って居りました。現在庄内はベ

ストテンに入って居りません。内陸にもって

行かれました。

酒田は工業都市で行こうと云いますが、北

港建設が進み実現しますと、目標年次には、

現在の山形県の年間出荷額と同じ位上乗せさ

れて、丁度倍になる勘定でありますが、しか

し、これまでのところを見ますと酒田の工業

出荷額は、S20年代に山形に抜かれ、S30年

代には米沢に抜かれました。

当地の鶴岡についてみますと、人口4万程

度の天童よりも、工業出荷額が低い訳であり

まして、工業都市とは酒田の場合、充分大き

な声では申されません。

なぜこの様になって来たかと云いますと、

我々先輩の作った実績が良すぎたと云う面も

あったかも知れませんが、私はどうも情報が

遅かったのだ、情報格差である、と思いま

す。情報格差と努力格差とと云うのは地域格

差を小さくする二つの要因でありますが、情

報格差があれば、対応の仕方に我々は遅れを

とる訳です。そのうちも新幹線も通るだろ

う〝、そのうちミ高速道路のインターチェン

ジも出来るだろうケと申しますが、庄内地区

に新幹線が通ったり、或は高速道路が出来て
とスタジオ102〝で開通式の模様などをテレビ

などで放映される時には、むっいに庄内まで

来たか〝と云う、そういう意味でのモニュー

ス／ミリュ一になったら大変だ〝、と云う気持

なんです。ですから、そういうものは、何時

かは出来るでしょうが、未来の大切な戦略手

段を先取りしまして、庄内にも空港をつくる

べきだ〝と云うことです。



情報格差を作った幾つかの要因を調べるこ

とか出来ますが、例えば鶴岡・酒田からの東

京への直通列車（急行・特急）は、何本ある

かと云うと、昨年では山形、新庄、新潟、秋

田は全部15本以上あります。ところが庄内は

4～5本です。夜行列車は、今度2本寝台が

つきましたが（出羽は末だついていない）現

在はこの様な状態です。

そういう状態でありますと、山形までは日

帰りが出来るが、庄内はちょっとミショウナ

）／　イ〟と、二の足を踏む様な状態です。

ですから財界その他の多忙な人達は、出来

れば日帰りですませたい人が多いので、そう

なりますと、最もホットな情報をもっている

人が、こちらの方に来なければどうしても、

対応に遅れを取ることになります。

東北地方は、一般に空港に対してはやや認

識が糾、（遅い）様で、仙台がやっと拡張が

実現しました。実は、九州を見ますと、東京

から遠距離であることもあって熱心なのです

が、70年代に各県2，000～2，5007花の大形空港

の建設に乗り出しまして、殆んど出来まし

た。大分、熊本、鹿児島は4月1日に開港式

があり、私もそれに関係したものですから出

席し、日帰りしました。香港から2便お祝い

にやって参りまして、将来は国際空港として

やって行く意気込みです。成田があの状態で

すし、大阪は空港に反対して居ることもあ

り、米国や東南アジアから来るお客さんを、

鹿児島で頂いて、そして観光は鹿児島を一廻

りさせて、東に行き、東京でかなりの金っを

使て、我が東北に来る頃はモスッカラカン〝

だと云う構想ではないかと思われる様に空港

に重点的に手を打って居ます。

鹿児島は当初50万人位でしたが、80万人に

なり、今年はも130万人～150万人位だろう〝

と云う想定です。でありますから、空港建設

と云うものを開発の戦略としてやりますから

70年代は後半になりますと、九州がかなり伸

はすのではないかと私は思います。

新幹線があるから良いではないかと云う説

もありますが、鉄道、空臥　自動車はそれぞ

れ機能が異ります。自動車は便利なもので、

面的結合が可能です。鉄道は線路の上以外は

産れないもので、線的結合です。

これに対して、空港は点と点を結ぶもので

すから、点的結合です。点と線と面と云うも

のが、相互に補いあって一つの総合的なシス

テムが出来上った時に、実は総合交通態形、

或は総合交通システムと云うものが出来上る

訳で、国もそう云うことを考えて居ますが、

各地域で総合交通システムが如何に巧くきく

かによって、その地域の産業発展の基礎、或

は住民の生活の便利さ等々が決定される訳で

庄内に於ては情報格差を縮めると云うことと

酒田・鶴岡と云う2大拠点がある訳ですが、

それが相互に交流し合って知恵を出し合って

庄内全体を豊かにして行くと云う意味に於て

私は庄内にぜひ空港が必要と思います0

今候補地になって居るのは2つありまして

京田川左岸及び右岸があります。

何れに決まるにしても、そういう空港が仮

に出来るとしますと、庄内平野には現在34万

人位いの人口があり、酒田10万人、鶴剛0万

人、残りは分散しています。庄内のどこに住

んでも大体8割の人間が、30分で空港にアプ

ローチ出来る訳です。これは便利な拠点性を

発揮する訳です。空港は滑走路だけではなく

空港建設を一つの戦略として、内陸形の飛行

棟で運んでも間に合う様な、非常に賦課価値

の高い工業をつくって行く訳です。既に熊本

や北九州ではLC（集積回路）は、飛行磯

で運んで居ます。この様に考えますと、リン

ク工業地帯の建設も可能です。

鶴岡は中央工業団地がいよいよ発足したそ

うで、御同慶に耐えませんが、そう云ったも

のが、空港をうまく利用することによって可

成り高い生産性のものを上げることが出来、



更にその附近にレジャーセンターや、或は物

量基地をセットしますと、それを核として、

庄内全域に、プラスの波及効果を及ぼすこと

が出来る訳です。それは簡単には出来ないで

しょうが、少くともこの様な面について、地

元の財界のリーダーの方々は、そういう力を

盛り上げて欲しいと、私は願って居る訳で

す。

私は先週の水曜日、沖組で青年会議所の復

帰記念の全国大会（会員大会）があり、それ

に招わかれて行って来ましたが、復帰して色

々な変化がありましたが、パスポートなどが

不要であると云うことは、距離に対する抵抗

を排除してくれて、非常に気分的に近くなっ

たと云う感じもしました。

今、新聞その他で御承知の通り、ドルと円

との読み換えで物価が上って問題にされてい

ますが、少くとも復帰が実現して、確実に物

価が下ったものは電話料金と本です。私は商

売柄本については非常に敏感で、那覇その他

の本屋をまわるのですが、確実に本について

は良くなりました。

今までは1弗360円で、更に1割高でした。

それで我々は1割高いものを買って居まし

た。然も本は、委託でなく買切りで輸入と同

じ取扱いですので、良い本でも売れる見込み

がなければ本屋は本を置きません。従って我

々が学生諸君に色々な本を推選しても、すぐ

手に入らないし、2ケ月もかかる訳です。そ

れが本土並みになりましたので、値段は本土

と同じであるし、しかも委託になりましたか

ら、学生諸君は大いに本を買って読んで居ま

す。

本が安くなったことと、本土との電話料が

半分になったことで、情報格差が大いに縮ま

ることになる訳ですし、新聞も安くなりまし

た。東海道線が走る前に、東京から大阪まで

明治20年頃のデーターで19日で、その費用は

当時の国民所得と比べると、丁度半年分で

す。往復ですと、1年分掛った訳です。1年

分と云うと、かなりの金額で今の金筋にすれ

ばアメリカやヨーロッペに旅行し、更に湯の

浜や田川温泉で一休みしてもお釣が来ると云

う位のものです。当時はお伊勢参りと云うの

は、一生一度の大事業だった訳です。

ところが、東海道線が明治22年に出来、時

間は18時間となり旅費は当時の1人当り国民

所得の1ケ月分です。

現在新幹線が出来る3時間10分で結ばれま

したが、1人当り所得と比べると2　日分で

す。空間的距離には、昔と変りませんを、時

間距離経済距離は縮まって、実際の所得と比

べるとその旅費はかなり下って居ます。従っ

て国鉄が予想した以上に新幹線の利用者が多

く、間もなく5億の人間を運ぶことになりま

す。人身事故は零です。

上越新幹線がS51年に開通しますと、東京

新潟間1時間30分で結ばれます。

東京在住のサラリーマンが新潟に出て、一

泊しても次の日は通常通り出勤出来る距離に

なります。ここで空港と云う共通の玄関を作

って、全体としての成長と物心両面の豊かさ

を実現したいと、お祈りする次第です。

〔Ⅴ〕幹事報告

0会報到着

大阪、遊佐、八戸、温海、一ノ関、石巻束

0例会変更

6月28日　PM6時　相馬屋一→酒田RC

6月30日　PM6時　r　条一→新庄RC

o年次大会の案内

355、356地区連合年次大会

10月7日～9日　新潟県民会館

365地区年次大会

10月7日～8日　橿原市立体育館

（奈良県）
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