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第680回例会1972・11・28（火）曇　No．21

鶴岡産業会館5F　6時30分より

「出　席の標語」　　張情報委員長

火曜日の12時30分から1時30分までの間は私は一切用事を作りませ
ん。それは私がロータリアンであり、その時間は私の地域社会のも

∠rノた，義人〝1．1β〝・∠りr）人．／
「も　う一度　見直そう」

彩点　鐘　　　　阿部会長　　　　　　　　渓幹事報告

隈ロータリーソング　　「奉仕の理想」

溝会長報告

本日例会終了後鶴岡ローターアクトクラブ

○例会日変更

寒河江RC　日月30日、22日　公式訪問の

ため休会

12月7日を12月9日　PM5・08

寒河江ボールにて

の発会式を開催することが出来ますこと、こ　　○会報到着

の上もないよろこびであります。　　　　　　　石巻、石巻東、仁賀保RC

O年次大会案内

浦和RC　3月11日～3即2日　埼玉会館で

会
報
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ご
家
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鶴岡口一クーアクトクラブ　誕生．′

鵬すくすくと　そだて　若き力

「奉仕の理想」を求めて　歩め若人－

（例会日　毎月第1・3水曜日7時より　青年センター）

〔大中敬一君挨拶〕

鶴岡ローターアクトクラブ発会式　次第

1・点　　　鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿　部　会　長

1・開　会　の　辞　　　　　　　　　　　鶴岡ロータリークラブ幹事　市　川　輝　雄

1・スポンサークラブ会長挨拶　　　　　　　鶴岡ロータリークラブ会長　阿　部　　裏

1・経　過　報　告　　　　鶴岡ロータリークラブ　ローターアクト委員　石　黒　慶之助

1．定款細則採択並びに役員決定

鶴岡ロータリークラブ　ローターアクト委員　安　藤　足　助

1・ローターアクトクラブ会長挨拶　　　　　　　　　　　　　会　長　大　中　敬　一

1・ローターアクトクラブ員自己紹介

1・目録並びにバッジ贈呈　　　　　　　　鶴岡ロータリークラブ会長　阿　部　　嚢

1・来　賓　祝　辞　　　　　国際ロータリー第353地区バストガバナー　安　斎　　徹

1・閉　会　の　辞

〔会員の自己紹介スナップ〕

分区代理　三　井　　徹

鶴岡ロト∵グリークラブ副会長　鈴　木　弥一郎

〔安斎バストガバナー祝辞〕



D鶴岡ローターアクトクラブ

発会式に当って＜

鶴岡RC会長　阿部　裏君

本日当クラブ多年の念願でありました鶴岡

ローターアクトクラブの発会式を挙行するこ

とが出来ましたことは、私のみならず鶴岡R

Cの会員全員にとりまして非常なよろこびで

あります。又安斎バストガバナー、桜井鶴岡

西RC会長、斎藤温海RC会長のご臨席をい

ただきましたこと、衷心より御礼申し上げま

す。

「汝、略しと嘆くか、何故自ら進んで灯を

ともさざるか」聖書の一節であります。現在

大人の中に「親子の断絶がどうの」「今の若

い者たちは何を考えて行動しているかわから

ない」等－特に今の若い人は批判はするが

自ら改めて実践する者は少ないと思っていら

れる方々が多いと思います。しかし、高校生

の中にこつこつと社会奉仕を実践している若

い人達がいることをご存知でしょうか。

この若い人々－高校生のボランテア活動

が主体でありますが、自らこつこつと小さな

ことを積みあげてこの世の中に灯をともす社

会奉仕を実践しているわけですが、高校を卒

業し就職あるいは進学することによって、せ

っかくこれらの奉仕活動もそのより所を失っ

てしまう場合が多かったわけです。

ロータリークラブは4年前から青少年プロ

グラムとしてローターアクトクラブの結成を

発表控奨したのほ、これら青少年のボランテ

アグループを結集して、奉仕活動のより所に

しようと意図したものでした。当地でもこれ

ら若き青少年の中からも次第にローターアク

トクラブ結成の気運がもりあがり、当鶴岡R

Cのローターアクト委員の熱心な指導援助に

より、今日のローターアクトクラブ発会に到

ったわけです。

では、ローークトーアクトクラブとは何をする

のか？　それは本日結成されたローターアク

トクラブの青年諸君がこれから決定すること

でありましょう。しかし、この発会式に至る

までに話し合われた中から

1．自己の向上を計ること。

職場は違っていても、人間として正しく

生き、その職場でどうしても必要な人物に

なるよう努力すること。

2．社会奉仕を実践すること。

自分たちは社会の中に生きている。その

社会に、出来るだけ奉仕しよう。自ら進ん

で社会自然環境を良くする運動を展開しよ

う。批判や指摘よりも実践活動を。

以上を主たる活動目標においております。

青年たちは夢をもち、自ら進んでこの世の

中に灯をともそうと、ここに結集したわけで

す。本日ご参集のロータリアンの皆様、ロー

ターアクト会員と共々「奉仕の理想」を求め

合いながら一緒に進み、立派な鶴岡ローター

アクトクラブに育ちゆくべく、心からなるご

支援を要請いたしたいと思います。

D鶴岡ローターアクトクラブ
の設立経過報告q

鶴岡RCローターアクト委員

石黒慶之助君

ロータリーでは、かねてより青少年問題に

強い関心を持っていますが、Roはractについ

ては1967年に青年に対する奉仕としての考え

で提案し、青少年委員会のプログラムとして



発表された新しい企画であります。以来数年

にして56ヶ国に1，200以上のRotaract Club

（RAC）、2万数千人の会員が出来ました。

わが第353区においては、3年前秋田県五城

目RCで初めてRACが誕生し、この1～2

年で福串、平、秋田、秋田港、山形西などの

クラブでRACが設立しております。

私共鶴岡RCは、明日の若い指導者と共に

奉仕活動を行なう有意義を認識し、RACの

設立を提唱することとなりました。昨年三井

賢二前会長は、ローターアクト委員会を新に

作り、その委員に早坂源四郎、三井徹、阿部

裏の3名を委嘱し、その調査研究に着手しま

した。

三井委員は、五城目RACの発会式に出席

したり、地区内各RACの設立状況の調査、

或は文献その也の資料の回収を行い、また阿

部委員は長年の間、市内のボランティア・グ

ループの育成につとめて来た経験をもとに、

多数の青年と接触LRACへの理解を深めて

まいり、更に早坂委員が次期地区ガバナーに

指名を受けてから一層その機運が高まり、委

員会の活動は活発になりました。

7月1日　阿部委員が鶴岡RC会長に就任。

市川幹事は会長の熱意を挺し、RACの設

立のため積極的に準備をすすめ、ボランテ

ア・グループを中心とした意慾的な青年た

ちと共にRAC設立の機運が必然的に盛り

上って来ました。

9月26日　RAC設立準備のためローターア

クト委員会を再編成し、委員長に阿部裏君

（現会長）、委員に三井徹君、石黒慶之助

君、安藤足助君、中山一三君、斎藤信義君

の6名を委嘱しました。

10月9日　委員会は他クラブの結成状況、定

款・細則の検討、クラブ会員へのアピール

の方法、会員候補者への説明会の持ち方、

などを協議しました。

10月17日　鶴岡RC例会において、RAC設

立の啓蒙スピーチ、並びに会員事業所より

の参加を呼びかけました。

10月25日　RAC会員供補者を青年センター

に集め、ロータリーの奉仕の理想とRAC

の性格内容などを説明する第1回設立準備

会を開催しました。

11月6日　青年セソクーにて第2回設立準備

会を開き、前回に引きつづきRACの内容

を説明し、定款・細則を検討し理解を疾め

ました。入会申込書受付を始める。

11月8日　青年センターにて第3回設立準備

会を開き、定款・細則を確認し、名称を鶴

岡ローターアクトクラブと称し、その他の

規約を検討し、会長に大中敬一君、副会長

に井上麗子さんを互選内定しました。

11月日日　鶴岡RC例会に会長並びに副会長

予定者を招待し、ロー一クリークラブの雰囲

気を参観してもらい、両君より謝辞を受け

ました。

以上の経過をもって本日の発会式を迎えた次

第であります。　　　　　　　　　以上

D鶴岡ローターアクト会員に期待するq

分区代理　三井　徹君

本日、鶴岡ローターアクトクラブの発会式

を挙行することが出来ました。当ローターア

クトクラブの誕生をご臨席の来賓、ロータリ

アン各位並びに会員諸君と共に心から祝福申



し上げます。この成果を得るまでにご努力下

さいましたロータリアン各位並びに青少年ボ

ランクリの皆様に対しまして探く敬意を表し

感謝申し上げます。

国際ロータリーは「奉仕の理想」をより強

く推進し実践するために、その活動の一つと

して青少年に対する画期的なプログラムを発

表しました。1962年実施されたインターアク

トクラブと1967年に実施されたローターアク

トクラブでありますノ

これは、従来間接的な方法をとっていたロ

ータリーの奉仕活動を、直接的なより積極的

なものにすることに踏み切ったものです。

平和な住みよい社会を作りたいと云う人間

の素朴な、しかも切実な願望を達成するため

に、イソクーアクト、ローターアクト、ロー

タリアンが直接手をとり合って活動して行こ

うと云うことであります。

今日、

世界のRCは

149ヶ国15，395クラブ　723，000会員

日本のRCは　1，134クラブ　57，002会員

世界のRACは

56ヶ国　1，293クラブ　25，860会員

日本のRACは　163クラブ　　4，127会貞

（当地区では五城目・平・山形西・秋田・秋

田港についで6番目に当クラブが設立された

わけです）

世界のインターアクトは

67ヶ国　2，954クラブ　64，988会員

日本のインターアクトは

243クラブ　　6，861会員

このように世界的に類をみない非常に特色

のある大きな組織を造りつつ、その上に個々

の力を結集して理想達成に邁進しようとする

のであります。

インターアクトはまだ高校生でありますか

ら、主として学校の中にあります。ロークリ

ーは学校の方針を尊重しつつ後援育成に努め

ております。しかし、ローターアクトは社会

人として直接ロー∵タリアンと手をにぎり合っ

て行動して参ります。

「奉仕の理想」の実現につきましては、そ

の考え方、実践の方法には多くの問題があり

ます。ロータリーは67年の歴史の中に、その

研究と実践を積重ねてきました。今後は更に

諸君の若い力を加えて、その名の示すように

積極的に活動して行きたいものと強く期待申

し上げます。

今後、先づクラブの運営に当りましては、

あくまでもお互に善意をもって解釈し合う心

からの融和親睦を計り、お互に愛称やアダ名

で呼び合うような仲間になって下さい。

次に、活動の面では会員一人一人がその原

動力であることを常に強く意識して下さい。

そして将来諸君がクラブから離れてからも、

社会の夫々の分野において「奉仕の理想」に

向って活躍していただきたいと強く希望いた

します。

ローターアクトの諸君は、ロー－クリアンを

良き先輩として、進んで慣れ親しんで話し合

って、先輩の体験した多くのものを頒けてい

ただくようにいたしましょう。

ロータリアンの皆様は、良き後輩のために

ご子弟同様に可愛がっていただき、これまで

の人生で得られた多くのものを頒け与えて下

さいますようお願い申し上げます。

最後に、ご臨席の皆様と共々に鶴岡ロータ

ーアクトクラブの発展を期待し、評途を祝福

申し上まげす。



態出席報告

本日の出席

会　　員　　数

出　　席　　数

出　　席　　率

前回の出席

前回出席率

修正出席数

確定出席率

欠　席　者

阿宗君、風間君、

平田君、池内君、

金井君、栗谷君、

（健）君、中山君、

63名

44名

69・84％

74．60％

53名

84・13％

長谷川（悦）君、芸網君

五十嵐（一）君、海東署

中野君、三浦君、三井

斎藤（信）君、佐藤（伊）

君、篠原君、佐々木君、富樫君

メークアップ

阿宗君一新庄RC

阿部（公）君、五十嵐（伊）君、佐藤（昇）君

手塚君一鶴岡西RC

中野君一遊佐RC

鬱ビジター

斎藤新作君、今野茂介君一温海RC

桜井活君一鶴岡西RC

安斎徹君一山形RC

D編集雑記q

「鶴岡ローターアクトクラブ誕生おめでと

う」ローーク仁一アクト委員会の特段のご苦労を

謝しながら、全員でワイングラスを合せて乾

杯．′　未成年者も同席との配慮か、「クラブ

例会とアルコール飲料についてのRIの方針

」にそってか－アルコール抜きの祝宴、盛

会の裡に終了した。

早坂ガバナーノミニーより宮城で東北ロー

ターアクトクラブ大会が明年開催される見込

ヽ＿ノ

衣との朗報が、若きローターアクト会員にも

たらされ、夢と期待をかきたてる。
一日も早く充実したローターアクトクラブ

に育つよう念願するものである。

鶴岡ロータリークラブ

例会日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内

＜メモ＞…クラブ例会とアルコール飲料……

RIとしては、これについて何等公式の方

針は示していないが、酒類を食事の一部とす

る習慣のない国は、例会で酒類を供しない方

がよいと云う通説になっている。


