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第7TO回例会1973・7・3（火）はれが0・1

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂
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羽黒山の山伏

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　80．30％

前回の出席

前回出席率　　79．10％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　89．55％

欠　席　者

阿部（公）君、五十嵐（一）君、田中君、中

野（重）君、菅君、斎藤（信）君、佐藤（昇）
君、佐藤（忠）君、笹原君、佐々木君、津

田君、富樫君、上野君

メークアップ

阿部（公）君、五十嵐（伊）君、佐藤（支）君

薮田君、佐藤（昇）君、鷲田君、板垣君一

鶴岡西RC

O点　　鐘　安藤会長　18時

○国家斉唱

○ロータリーソング　「奉仕の理想」

○お誕生月　おめでとうございます

会員お誕生

黒谷正夫君、嶺岸光害君、中江亮君、佐

藤順治君、森田清治君

奥様お誕生

張生妹様、飯白安江様、小池英様、斎藤
信子様、佐藤清子様、佐々木節子様、富

樫貞様、田中咲子様、薮田淳子様、中野
ふみ子様、進藤瑞枝様

〇年間皆出席者

13年間皆出席　　海東与蔵君

9年間　ク

8年間　ク

5年間　ク

3年間　ク

2年間　ク

1年間　ク

五十嵐三郎君

鈴木弥一君
小池繁治君
高橋正太郎君
小松広穂君
森田清治君

06月100％出席者　　55名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、風間君

安藤君、張君、森田君、長谷川君、早坂

（源）君、佐藤（順）君、山本君、市川君、飯

白君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）
君、高橋（良）君、今野君、海東君、金井君
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佐藤（衛）君、上林君、崇谷君、小池君、小

花君、中野（重）君、吉野君、嶺岸君、三井

（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、男網君

菅君、小野寺君、中江君、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

佐藤（支）君、高橋（正）君、小松君、手塚君

津田君、中野（活）君、富樫君、上野君、鷲

田君、薮田君、板垣君、進藤君

会長挨拶

1昨日から愈々御指名の会長の大任が

両肩にかかりまして肩のごりごりする思

いでございます。

これから1年間就任致しますけれども

もとより皆様の御協力なくして出来ませ

んので偏に皆様の特段の御協力を御願い

致します。

本年は創立15周年に当ります。同時に

当クラブ15年の試練である処の地区大会

を開催しなければなりません。

この意義ある且つ大変な時期に大任を

お引受けしました。又R・Ⅰ会長からほ

「本年こそ行動の時」と特段と行動を要

請されております。

重ね重ねの重い任務があるのでありま

して重ねて皆様の御協力をお願いしなが

ら私なりにベストを尽して1年間活動し

てまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

猿次に前年度大変御苦労なさいました会長

さん幹事さんに記念バッジを進呈したい

と思います。　　　　　（小松幹事）

前会長　阿部　塞君

前幹事　市川輝雄君

○会長報告

本日15時より各委員会のアヅセンプリー

に引続きまして第1回の理事会を開きま

した。理事会の決議事項を申し上げます。

1・アッセソプリーで協議致しました各委

員会の活動計画は種々の意見を交換さ

れ、各委員会の活動計画を尊重される中

に採決されまして、一応48年度の活動計

画は決定されました。

2．クラブ資金の預金銀行を鶴岡信用金庫

本店に決定致しました。

3．前年度当クラブの名誉会員であります

白井垂暦現市長を今年も引続き名誉会員

として推薦することに致しました。

4．定例理事会は細則に示されてあります

様に毎月第1回例会後、この会場で行う

ことを原則とする様取りきめました。

5．例会を進行する上に会長、・副会長不

在、幹事、副幹事不在の場合順序を次の

様に決めましたので幹事より報告して頂

きます。

ィ．会長不在の場合は副会長、副会長不

在の場合は年令順の理事の年長者から

順次ということにきめました。

ロ．幹事不在の場合は副幹事、会長、副

会長、理事の年令順と決定致しまし

た。

※1昨日（日曜日）かねて東京の病院に入

院中の池内方平君が退院なさいましたの

でお見舞に行って来ました。

非常にお元気で皆さんによろしくとの事

でした。

築1ケ月になりましょうか五十嵐一郎君が

其の後のご経過が思わしくない様で、荘

病院内に入院なさっています。

お見舞いして来ましたがどうもお見受け

したところ大変経過が思わしくなく私が

行きました時には、ベットの上に伏っせ

て苦しみを訴えて居りました。膵臓関係

だそうですが、一寸心配される様に感ぜ

られました。

面会等も非常におっくうそうに見えまし

て勿々にお見舞いだけ言いまして帰って

釆ました。



○幹事の挨拶

確か2月頃だと思いますが、安藤さんか
ら一寸用事があると言われ、何が何だか分
らないままにお会いしました処、「お前幹

事をやれ」と言われ吃驚仰天したわけであ

ります。

その間市川前幹事の幹事としての色々の

面に於ける彷き振りをその意企のもとに見
て参りまして、これは大変な事だと思いま

した。それでも地区協議会にも出させて頂

きましたし、ベテラン安藤会長のアドバイ
スに依りまして初例会をここ迄漕ぎつけた

わけであります。

前幹事市川君は目の前でホヅとした様な
顔をしていますが、市川君の言われました

幹事は会長のよきパートナーにならなけれ
ばならないと言いのこされて幹事の職を私

に譲ったわけですけれども又変な意味にと

られ大物幹事だとも言われましたが、成る
程身体は大きいのですが裏を返せば大男何
とかかんとかということもあります通りで

おそらく安藤会長の手足まといになるので

はないかと思います。

又良き妻でなければならないと言われま

したが私も精一杯やる心算でありますけれ

どもどうかご先輩の大姑、小姑の方々が沢

山居られる様でありますので、この新米の

嫁を好意と友情を以て今年1年大過なく過
させて頂きたいと思います。

私も精一杯頑張りますのでよろしくお願
い申し上げます。

○幹事報告

1．会報到着

石巻東ロータリークラブ　604号～610号

2．チャーターナイト案内

365地区　京都西南ロータリークラブ

京都東ロータリークラブ

合同チャー・タ・－ナイト

と　き　昭和48年9月16日

ところ　京都　都ホ　テル

登　録14・OD′〉15・00

登録料　6，000円　同伴5，000円

○新会員の紹介

高　橋　辰　美　君

推薦のことば　　　黒谷正夫君

新会員の高橋辰美さんをご紹介申し上げ
ます。

大正11年8月24日生れだそうでございま

して、お髪の割にお若い様であります。

もともと釜石のロータリークラブに属し

て居りまして向うのガバナーを通して早坂

さん宛に申し込まれたのでございます。

※趣味はゴルフ、釣

祭ご職業　日本生命保険相互会社

山形支社　荘内営業部長（団体保険）

荘内に7つ位の支部がございます荘内支

部、鶴岡支部、酒田支部とか沢山ございま

す。
これらの支部を統括しておれるのが高橋

さんでございます。

高橋新会員のご挨拶

ただいまご紹介に預りました高橋でござ
し、ます。

日本生命でございますが、釜石ロータリ
ークラブに昭和45年にお世話になりまして

この4月こちらに転勤になりましたので向

うの山本ガバナーノミニーからご紹介を頂

きまして当クラブに転入させて頂いたわけ

でございます。

非常に不勉強でございましてロータリー
の方も今年は皆さんのリードに依りまして
一生懸命勉強させて頂きます。

先程から見せて頂きましたが非常に和や

かで愉快なロータリークラブで私も心から

喜んで居る次第でございます。

非才な者でございますけれども皆さんの

友愛と同情に依りまして御指導と御願を申
し上げご挨拶にかへる次第でございます。

どうぞよろしくお願申し上げます。

珍しく懐しい来訪者、パーマー御夫妻の紹介

安　藤　会　長

本年度初例会にはるばるアメリカのロン



グビーチから懐しい珍客、パーマー御夫妻

を迎え、国際親善に幕明けをすることが出

来ましたことは本当に嬉しいことでござい

ます。

パーマー御夫妻はアメリカ、カリフォル

ニヤ州ロ∵／グビーチに御住いで、去る昭和

36年7月、丁度12年前の今頃、長女ポーラ
ーさん（当時13才）と長男フィリップ君

（当時11才）をお連れになって夏休みを利
′′　用され庄内の家族関係等家政学を研究に鶴

／　岡を訪ねられ、当クラブにもおいでになり

会員や多くの市民とも友変を結ばれ、今回
お世話をしておられる、こゝに御一緒にお

いでの鶴岡工業高校教諭の阿部清三先生と

もお知り合いになり翌年の昭和37年阿部先
生がアメリカに留学された時はパーマーさ

んのお宅に寄宿されて勉強され、その後当
クラブより派遣の三井玉男君や会員の小花

盛雄君、三井徹君も渡米の折パーマーさん
をお訪ねし大変御親切をいただいておりま
す。その後現在まで絶えず文通がつづけら
れておりました。

御主人のポーロ・パーマーさん（48才）

はアメリカ、カリフォルニヤ州ロソグビー

チ総合学校の先生で奥様のチャーリン・パ
ーマーさん（47才）はロサンゼルスとロン

グビーチの中間にあるコンプトン・カレッ

ジの家政学の先生でいらっしゃいます。

12年前お連れになったポーラーさんは25

才になられ、既に嫁がれお母さんになって
おられるそうで又フィリップ君は23才にな

られ大学在学中とのことです。
お2人共又是非鶴岡を訪ねたいと云ってお

られるそうです。

12年前来訪され、1ケ月の滞在の間、贈

られた「いづめこ」を御覧になり学究心を

起こされ「いづめこ」で子供を育てゝいる

本物を見たいと希望され、又本物の「いづ

めこ」が欲しいと云われ三非徹君御夫妻が

大変苦労なきったり、本物を態々作らせて

送られたこと、又フィリップ君が背高ノッ

ポで道往く人々の注目を集めたこと、又チ

ャメのフィリップ君が池に落ちたこと等数

々のェピソートがある懐しいお客さんです

今日はよくおいで下さいました。心から歓

迎いたします。

パーマーさんの挨拶

こゝに来て先ず最初に幸せという言葉で

切り出したいと思います。

誰かこの前来た時折、このネクタイピン

（トヨタのマークが入って居りますが）を

私に呉れました。13年前頂いたこのバーナ
ーどなたかごぞんじありませんでしょうか

13年前釆ました時には口には言えない沢

山の嬉びを皆さんから頂きました。特に今

お名前を言われました方々からも沢山頂き
ましたし又、東京の人達からも貰ったりし

て兎に角すぼらしい方々の嬉びを前回来た

時に受けて行ったわけです。それを向こう
に持ち帰って今写真に見せました様に向こ

うの学校で学生や先生方に展示致しました

その中には小花先生や三井先生から頂い

たもの、例えばお祭りにかぶる笠、そんな

ものもあるので廻して見れば（写真）お気
付になるんじゃないかと思います。

私が来た時には何時も歓迎され非常に感

謝申し上げております。それで皆さんがア
メリカへ、例えばロータリーの会議、その

他のことでおいでの節は是非々々私のうち
に寄って下さい。今pこ／グビーチに住んで

いますが鶴岡と同じ様にどんどん大きくな

っています。

このバーナーはロングビーチから2つ日

の町のカナマウントという町なんですけれ

ども丁度自分の勤めている学校の最後の日

に、6月15日に夏休みが始ったわけですが

その前日14日の日に最後の学校の終る日、

昼食会を持、つたんです。丁度同じ日にカナ
マウントのロータリーの集いがあり、その

会長さんから是非持って行って呉れと頼ま
れて持って来たものです。

カナマウントの会員をご紹介させて頂き

ます。

大別するとビジネスマンと酪農の方が大部

分です。

最後に会長さんの名刺とバーナーを贈り

たいと思います。

○スマイルボックス

佐　藤　支　吉　君

小　松　広　穂　君



◎

第711回例会1973・7・10（火）蜃No・2

日　火曜日12時38分

場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
所　鶴岡市馬場町　商

長　安藤定助　幹　事

QTimefor爪くtion
「今　こ　そ行動の時」

○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

風間君、安藤君、

（一）君、海東君、

66名

54名

81．82％

80．30％

57名

86．36％

早坂（徳）君、五十嵐

黒谷君、嶺岸君、三井

（徹）君、小野寺君、斎藤（栄）君、斎藤

（信）君、笹原君

メークアップ

阿部（公）君、菅君、富樫君一鶴岡西RC

佐藤（忠）君一酒田RC

Oビジター

原田行雄君、大川俊一君、佐藤拡君

鶴岡酉RC

○点　　鐘　　鈴木善作副会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　鈴木善作副会長

去る7月3日のクラブ協議会（クラブ

アヅセン　プリー）には各常任及び特定委

員長のご努力により過去を見直し、之から

行動し、潜在力を発揮し、質の向上を計

る。

漸新にして、具体的な創意に富んだ、し

かも各委員会の連累のとれた活動計画が完

成し、理事会の採択も得られました。

之で例年にない年度頭初より活動計画に

基く、本格的な活動が開始されましたこと

はRI会長ウイリアム　C　カーター氏の目

標（ターゲット）にも即し、ご同慶に堪え

ません。

又初例会は親睦委員会の早速の活動によ

り和気窺々の中に胸襟を開いて歓談をつく

し、又造々ロングビーチよりノミ・－マ夫妻を

迎え、旧友を温め、本年度重点活動の親睦

会
報
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の刷新増強と国際旧友の親交推進の実を挙

げ、新年度をスタート出来ましたことは本

当に感謝に堪えません。

今後一層の会員各位並に各委員会の活発

なる行動をお願いいたします。

（会長の代読）

整会員の田中晶英君が、盲腸の為入院中であ

りましたけれども今回全快致しまして本日

より出席なさいました。

誠におめでとうございます。

○幹事報告　　小松広穂幹事

1・年次大会の案内

打）354地区年次大会

ホストクラブ　秋田ロータリークラブ

10月13日～10月14日

登録料6，000円（会員家族共）

7月31日必着する様申し込まれたし。

伺　367地区年次大会

ホストクラブ　高知南ロータリークラブ

10月20日～10月21日

登録料　会員6，000円　家族4，000円

8月31日必着する様申し込まれたし。

ぐう　360地区年次大会

ホストクラブ

名古屋南ロータリークラブ

10月20日～10月21日

登録料　会員5，000円　家族4，000円

7月25日必着する様申し込まれたし。

2・ぴ）仮盛岡南ロータリークラブ設立

び）例会日時

毎週木曜日12．30～13．30

回　例会場　盛岡グランドホテル

3．例会時刻変更

材）鶴岡西ロータリークラブ

7月27日（金）16時より　ホテル山王閣

（再　寒河江ロータリークラブ

7月19日（木）17時20分より

伊勢屋会議室

4．例会日時場所変更

材）山形西ロータリークラブ

7月16日（月）を7月17日（火）

17時30分より

場所　囁　月

伺　酒田東ロータリークラブ

7月12日（木）を7月14日（土）

18時より

場所　湯田川温泉　御殿旅館

5・例会場変更

材）大阪ロークリークラブ

8月27日より大阪市北区ロイヤルホテル

2階（山楽の間）に変更

伺　会津若松南ロータリークラブ

会津中合7階スペシャルルームに変更

TEL（02422）（参5151

6・会報到着

材）天童ロータリークラブ

．ノ拓．762～J拓．767

桓）寒河江ロータリークラブ

．ノ侵．690～tノ促．699

¢う　東京ロータリークラブ

．／拓．46～JIG．49

（⇒　東京ロータリークラブより「ロータリ

ー創立68周年記念家族会誌」

銅　西宮ロータリークラブより「ロータリ

ー手引」

7・公式名簿募集の案内が入っています。

ご希望の方は事務局迄申し込んで下さい。

価格の方はまだ分っておりません。

8・本日プログラム委員会の委員長が、欠席

の様でありますが、先般のクラブ協議会に

おきまして各委員長より当分の間活動計画

について御説明をお願いすることがプログ

ラム活動の一環としたい旨申されておりま

す。

その順序は先日皆さんのお手許に渡され

またクラブ役員、委員名簿の順でお願いし

たいと思います。今日は委員長さんが欠席

ですので、親睦活動委員会の方から始めて

頂きたいと思います。



○親睦活動委員会　　　　　　中江　亮君

1．早坂（源）君がガバナーとして研修の為

アメリカに行かれました際RI会長さんと
一緒に撮されました写真が非常に良く出来

ており、友の会の雑誌に見事にのっており

ました。その記事を書かれたのが佐藤伊和

治君で、これ又すぼらしい記事でありまし

て先程多額のスマイルを頂戴致しました。

有難うございました。ガバナーもスマイル

をお廉い致します。

2．荘内銀行が1千億円の貯金を達成された

という非常におめでたい話がありますが肝

心の金井会長さんがさっさと退場なさいま

したのでこの次の例会の時にお願い致しま

す。

3．2ケ月に1回実施しております、ゴルフ

大会を次の様に開催致しますので希望者は

事務局に申し込んで下さい。

と　き　7月18日（水）12時30分より

ところ　湯の浜カントリークラブ

○親睦活動委員会　　　　　　吉野　勲君

月山登山のおすすめ

当委員会は7月下旬より8月上旬の間、

月山登山の計画をたてました。八合目まで

はバスで行きます。尚詳細については事務

局より葉書でご案内が届く筈でありますの

でご家族共々大勢ご参加下さいます様お願

い申し上げます。

○会　　計　　　　　　　　　森田清治君

会費納入のお願い

昨年決定致しました48年度の会費でござ

いますがもう行事もスタートしております

ので半期分4万円、成るべく早目に納入し

て下さい。

○インターアクト委員会　　　三井　健君

先日の日曜日にクラブ会員が廃品回収を

実施しました処、会員皆様方の大変な御厚

意に依りまして約2万円近くの活動資金を

得ることが出来ました。

どうも有難うございました。

○ローターアクト委員会　　　阿部　裏君

7月7日8日に仙台の方の遠刈田温泉、

蔵王ハイツ研修所で第1回の国際ロータリ
ー東北地区、ローターアクトクラブ東北連

合大会が開かれました。スポンサークラブ

が第352地区の柴田ロータリークラブ・ホ

ストが仙台大学ローターアクトクラブでご

ざいました。

それで参加しましたのは11のローターア

クトでありました。それは青森、秋田、五

城目、秋田港、山形、鶴岡、仙台、平、福

島、釜石、仙台大学で合せて72名程参加致

しました。それに各地区のガバナー、352地

区の′ミストガバナーの方々がおいでになり

まして非常に色んな事を御注意戴いたりし

まして部会の討論会も非常に熱心に行なわ

れました。リクレーション等もありました

し、大成功ではなかったかと思います。

そして何よりもよかったのは青年諸君が

自分達も同じ様に悩んでおり、努力してい

る人達が東北地区にこんなに沢山居るとい

うことを認識した事、それが一番よかった

んではないかと思いました。尚来年は案と

しまして秋田の五城目で第2回の大会を開

きたいという希望が延べられました。

○ロータリー情報委員会　　張　紹淵君

1．記録に関する問題

（6）世界中のインターアクトクラブの概数

は

（ロ）3，000

2．その他の事項に関する問題

錮　インターアクトクラブへ入会できる者

は

伺　提唱ロータリークラブの自由裁量で

少年、少女



○会報委員会　　　　　佐藤　順治君

本年度の計画

委員会本来の目的達成の為、頑張るつも

りですが、本年度は特に親しまれる会報の

編集に努力したい。

その具体案を次に列挙します。

1・会員家族のスナップ写真を取り入れ

る。

2・会員よりの興味ある投稿文を時々掲載

する。
3・各委員会と密接な連携をとり、成るべ

く多くの情報を掲載する。

4・他クラブの会報、ロータリーの友の中

から教育、親睦に寄与するもの、其の他

必要と思われる事項は随時に抜葦掲載す

る。

5・次回例会日迄発行出来る様努力する。

以上理事会で承認されました会報委員会

の計画でありますが、若干補足させて頂き

ます。

第1番目の項を実施することに依って、

写真を通じて家族ぐるみの交際をし、親交

を拓めることが出来るわけであります。然

し、写真は億却だから誰れかに撮って貰い

たいと思って居る方も沢山おいでのことゝ

思います0そういう方にはこちらから技術

屋を派遣しますので成るべく日曜日、平日

ならば夜何時頃と御指定頂きたいと思いま

す。

フィルムの大きさは6C耽×9cmで

カラーの場合は1枚当り　500円

白票の場合は　1枚当り300円

を頂戴致します。

尚、写真をお借りする時は御家族の簡単

な紹介文を添えて下さい。

特に適齢期の青年、又はお嬢さん、おい

での方は成るべく早く御貸し願います。こ

れによって会員同志の御家族が良縁で結ば

れることが可能なことで、誠におめでたい

結果になるわけであります。要するにこの

様な計画の成功するか香かほ皆様方の御協

力の如何に懸って居るわけでありますので

何卒よろしくお願いを申し上げます。

○会員のスピーチ

最近の石油事情について　中野清吾君

最近の石油情勢は余りにも大きな問題が

ありまして、又吾々の生活に最も密着して

おる問題であります。

皆さんの御参考になる様なことを申し上

げることが出来ますかどうか、私なりに知

って居る範囲のことを申し上げます。

現代は石油時代と云われ、私達の生活は

石油なしでは成立ちません。自動車、船、

飛行機等の燃料、時計、ミシン、機械等の

潤滑油、又火力発電の燃料、都市ガス、プ
ロパンガス等の原料は皆石油であります。

更に衣料品、家庭用品、建築資材、化粧品

薬、道路舗装用等も石油で造られている部

門が非常に多いのであります。又身近かに

は世の男性、女性が肌身離さず大事に身に

つけている／くソテーまでがガソリンと兄弟

でありまして私達の生活に欠く事の出来な

い地位を占めているわけであります。

ところでこれからの石油事情はどうなり

ますかということを簡単に結論から申し上

げますと今年の冬は（来年の冬も）相当不

足となります。特に原油からガソリンを精

製する課程に於て灯油、軽油、重油が出ま

すが、之を中間溜分と云いまして之が非常

に不足すると思います。値段もまだまだ上

ると思います。これは私の見解ではなく、

政府並びに元売（石油メーカー）の一致し

た見解であります。

此の様な物価高の折に皆さんから「石油

よ、お前もか」とお叱りを受けるかも分り

ませんが、その理由を分って頂ける様これ

からお話し申し上げたいと思います。

石油のとれる国で日本を1（100万キロ）

としますと、

サウジアラビヤ　　　259倍

イ　ラ　ン　　　　　262倍

ソ　　　連　　　　　432倍



アメリ　カ　　　　　　619倍

という状態でありまして、アメリカの

619倍というのは全世界の20％生産してい

るのであります。

次に石油を使う国を申し上げますと

1位　アメリ　カ　　82，900万キロ

2位　ソ　　　連　　42，200　ク

3位　日　　　本　　26，000　ク

4位　西ドイ　ツ　15，400　ク

日本の消費量はこの10年間で10倍になっ

ており大量消費国になっています。

1年間の1人当り石油消費量はドラム缶

10本で1日大体1升ビン3本（5．5β）位

になります。消費の大きな需用家は電力で

あり、自動車であり、石油化学となってい

ます。

次に輸入国の大きなところを申し上げま

すと全世界を川0％とした場合、西欧49％

日本17％、アメリカ15％、其の他19％とな

っております。

次に日本のストソクを見ましょう。現在

は45日分のストックを持っていますが今年

の2、3月頃は35日分しか持っておらず非

常に逼迫した状態でした。これもタンカー

で運搬している分を含めての在庫ですから

誠に心細い状態でした。今後日本は60日分

位の在庫を持ちたいと政府は考えている様

です。西ドイツは現在60日～75日分位の在

庫を持ちたいと対策を樹てゝいる様です。

アメリカは90日～120日位の在庫を持ちた

いと考えています。日本の場合は45日分で

すから海員ストとか、港湾スト等時々あり

ますと、直く“在庫に影響し、非常に石油の

危枚感を感ずる状態です。

中曽根大臣が在庫をするのにゴルフ場の

下を貯蔵庫にしたらどうかとの発言に依り

随分論議を醸して、ゴルフ場の株価が上っ

たという話もあります。庄内のゴルフ場に

も善宝寺の方から、又七窪の方から穴をあ

けて貯蔵すれば相当のストックが出来ると

思います。

この様なストックを持つのに従来は7万

トン～15万トンのタンカーで運んでおりま

したが、それでは輸送の合理化とか、消費

の増大に伴った自給が出来ないので最近は

37万トン～49万トンのタンカーで運んでい

ます。

今後日本で計画しているのは75万トンの

タンカーで運ばなければ、今日の日本の消

費量を賄うことが出来ないということで

す。75万トンのタンカーですと従来通つい

たマラッカ海峡は通れなくなるので、ロン

ボツク海峡を通ることになります。そうな

ると大体片道16日、積荷2日、荷上げ2日

かゝり、往復で40日かゝるわけです。距離

にして12，000キロ位です。

現在、大消費国日本向けのタソカーが非

常に多くなりまして、これは人の話ですが

郁子の木陰で土人がテクテク踊りながら

「あのタンカーもヤボン行きか」と言って

おりインド洋も非常に幅湊しているそうで

す。

従来世界の石油を支配していたのは、2

3年前迄はメジャー（国際資本）でありま

したが現在はオペック（産油国機構）にと

って代ったのであります。革新系の方がよ

く使う「搾取」という言葉がありますが、

オペックはメジャーに搾取されておるとい

う考えになり、吾々はこゝで一致団結して

産油国としてメジャーに対抗して行かなけ

ればならない。自分達の掘ったものは自分

達の手で売り捌く権利を持たなければなら

ないということになり、最近立場が変わり

生産制限とか、出荷制限をし、しかも価格

は当然上げるという状態にたって来まし

た。

これに対しアメリカはいち早くニクソン

のエネルギー教書を出してその対策を樹て

た様ですが、日本はこの教書を非常に恐れ

政府と元売会社は一体どんなことになるの

かと真剣に考えた様です。

アメリカが中東の原油を殆ど買占め、日

本には出さないのではないかと心配したの

ですが、実はそうではなくアメリカ国内対



策として所謂石油資源は大切だから消費に

は慎重にやろう、と国民の協力を求めた点

が大きかったと思います。

去年の灯油がなぜ、あんな風に逼迫した

状態になったかと云うと政府と元売会社が

350万キロ位のストックを持てば、今年の

冬は暮らせるだろうという見解の為で、従

来の500万キロのストックから見れば150万

キロのセーブをしたので、不足になったわ

けです。

最近灯油とか、中間溜分の油がゆるやか

になって来ておりますが、それは各メーカ
ーの貯蔵設臓の持たない、又それに耐える

だけの資金を持たない元売会社が、出して

いる様です。

日本石油の場合は備蓄設備、資金がある

ので今着々鹿蓄しています。

私のとこ為は割当になっています。今年

の冬の様な窮屈な割当ではありませんが、

10日毎の出荷割当になっております。

日本石油は今は特約店が少し窮屈な思い

をさせるけれども冬には去年の様な窮屈を

与えないから協力して欲しいという状態で

す。

この様に吾々の生活に密着した生活必需

品が海外依存である為に、今後このエネル

ギーはアメリカ以上経済的に大切に使わな

ければならないと思います。

◎次の委員会報告の件、実は先週会報N仇1

に掲載する筈でありましたが、小生手違い

の為今回掲載させて頂きました。

張紹淵君、石黒慶之助君、並びに会員の

皆様に対しお詑び致します。

（会報委員長　佐藤順治）

○ロータリー情報委員会　　　張　紹淵君

今までのプログラムに従ってやったこと

について、とかくの弊害もあるやに聞いて

おりますが、それだからと云って其のまゝ

放っておくわけにもゆきませんし、ごく簡

単に、そして皆さんが平等に分る様に今度
ロータリー情報示設板を掃えましたからこ

の1時間の間に眺めて見れば覚えられ、少

し説明すれば頭に入るんじゃないかと云う

アイデアで、委員会が之を作りました。

今日は手続きの問題ですが、

所属クラブの例会に連続3回をこえ

て欠席しなければならず、しかもその

期間他のロータリークラブの例会に出

席する機会を持ち得ないことが予めわ

かっている場合には、

「クラブ理事会に対し、出席免除を

要請することが出来る」

ことを忘れないで下さい。

○地区年次大金の進行状況　石黒慶之助君

1．大会のシンボルマークが決定致しまし

た。

鶴岡ロータリーマークはバーナーより

デザインしました。

鶴は1今こそ行動の時」を象徴し、エ

メラルドグリンは「うるわしい豊かな自

然と平和で健康な世界」を表現する。

2．シンポジュームのテーマ

「今こそ行動の時」

副題－心豊かな住みよい世の中を作る

には。



第7T2回例会1973・7・17（火）

会　日　火曜　日12時30
会場　鶴岡市本町二丁目
務所　鶴岡市馬場町
長　安藤定助　幹

T盲meforn〈tion
「今　こ　そ行動　の　と　き」 羽黒山の山伏

○出席報告

本日の出席
会　　員　　数　　　　66名
出　　席　　数　　　　48名

出　　席　　率　　72．73％

前回の出席
前回出席率　　8ト82％
修正出席数　　　　60名
確定出席率　　　90・91％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、風間君、早坂（源）
君、板垣君、飯自君、五十嵐（一）君、
嶺岸君、三浦君、三井（健）君、小野寺君
斎藤（信）君、笹原君、高橋（正）君、津田
君、富樫君、進藤君、高橋（辰）君

メークアップ

安藤君一秋田北RC海東署、黒谷君、
嶺岸君、三井（徹）君、小野寺君、－鶴岡
西RC

Oビジター

若松政次君一高萩RC、菅原隼雄君、庄

司満君、阿部正男君、鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　　　安藤会長
○ロータリーソング（我等の生業）

○会長報告　　　　　　　　　安藤会長
造るぼる茨城県高萩市より御来訪下さいま

した高萩RC若松様有難うございます。あな

たのクラブから初めての御来訪でございます

ので記念に、当クラブのバーナーをお贈りい

たします。

皆様によろしくお伝へ下さい。

先週秋田出張の為欠席しましたので次に報

告事項を申し上げます。
1．第1回RAC（ローターアクトクラブ）

東北連合大会に参加して。

去る7日～8日遠刈田温泉蔵王ハイツ（雇

傭促進事業団勤労者研修施設、宮城勤労総
合福祉センター）に於て仙台大学RACが
ホストで柴田RCのスポンサーで開催され

た第1回RAC東北連合大会に鶴岡RAC
のメソバー6名と共に参加いたしました。

大会の模様は先週例会で阿部委員長さんよ

り報告されたと思いますので重複をさけま

すが2、3所感を述べ参考に供したいと存
じます。

tl）現代の青少年が友達作りの場、話し合
いの場、遊び（リクレーション）の場、

及びその機会を求めているかということ

と、一つの目標を与えて適切な指導を与

えれば潜在している若さ、思考力、創造力
総合力を開発され、素晴らしい力が発
揮されることをまのあたりに見て、疎い

感銘を受けると共に職場の青少年指導に
又ロータリーの青少年奉仕に大いに考え

させられるものがありました。
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（2）人は矢張りお互いに相対し、笑顔を交
し歌に話しに言葉や声を通じ、又お互い

に手を握り、肩を組む等身体の触れ合い
によって最短時間、最短距離に人の心が

通じ合い、それにより友情が湧きそして
思いやりの心が起ることの事実を、他人

同志の初めての顔合せの80名のたった1

泊1日足らずの今回の集会に於ける各ミ
ーテング（会議）、リクレーション、自由交

歓を通じて改めて痛感させられました。
（3）次は柳か批判になりますがロータリー
が提唱して作られたこの素晴らしい青年奉　　4・

仕事業にロータリアンの無理解、無関心、

無責任を痛感させられました。と申し

ますのは先づロータリアンの参加者の少

いこと、又参加しても共に行動し、理解

しようとする意志の殆どないこと、その

指導、援助は限られた人にまかせた形に
なっていること等で特にバストガバナー

の指導に誤った発言の多いこと等でした

（4）バストガバナーその他の祝辞や挨拶に
おいて何の準備もなく貴重なプログラム

の時間を無視し、感銘もない、内容もな
い長口舌は意慾に燃える青年を前にして

大人とし、特にロータリアンとして汗顔

この上なく寒心に堪えないものがありま

した。
2・鶴岡RAC（ローターアクトクラブ）初例

会とポーロ・パーマ氏との懇談について。

去る4日（第1水曜日）幸い釆鶴中の
ポーロ・パーマー氏と阿部清三先生を招待

し初例会を開催し、例会に引続きポーロ・
パーマー氏を囲み阿部先生の名通訳で和や

かに懇談会を行い大変有意義な初例会とな

り、双方興つきず再会を約して夜10時頃終

会、更に11日再び同氏との懇談会を開き打
ち溶けた中に充分国際理解を深め、先の東

北連合大会と共に会員のRACの理解と興

味を増すことに大変役立ちました。
会員も2名増加しました。

3．鶴岡高専IC（イソクーアクトクラブ）

の初例会と廃品回収について。

（1）去る6日（金）初例会を行い、当クラ
ブより三井健委員長他新進気鋭の委員出席
し、学校側よりも本年度指導教官（顧問）

伊藤、大沼、児玉の三先生出席され、初顔

合せと今後のクラブ運営について話し合い

ました。委員会の一層の活躍をお願いしま

す。

（2）去る8日実施した廃品回収には会員皆
様の御協力により、クラブ始って以来の大

成果（収益は2万円）を挙げ大変喜んでお
ります。本当に有難うございました。特に

奥様方によろしくお伝え下さい。

尚三井委員長は自らトラックを運転し、

最終回収及び処理に応援下され、又早坂商

店（早坂徳治君）には例年の如く空瓶処理
に大変な御厚意を戴き、挺く感謝申し上げ
ます。

秋田北RC（ロータリークラブ）訪問に
ついて。

去る10日（火）秋田出張の折、同クラブ

訪問レミーナーを戴き当方よりもお送りし
ました。

同クラブは会員45人位のクラブで秋田第
一ホテルが例会場で初めての訪問でしたが

山形銀行の元大山支店長の渡辺さんと殖産
相互の斎藤さんもメンバーであられ、大変

友情をいただき楽しく過ごして参りました

仲々生気に満ちた和やかなクラブで青年会
議所の現役メンバーも6～7名おられ、例

会進行も各委員会が夫々の担当で分担され
よく活動しておられました。

又スマイル等も誠に楽しく上手にやって

おられました。
5．パーマー夫妻の帰国と阿部清三先生の渡

米について。
パーマー夫妻は去る14日（土）8時の「

いなほ1号」で帰国の途につかれました。

又文部省推選派遣の阿部清三先生は来る
23日（月）22・07「急行鳥海」で渡米の為

出発されます。パーマー氏を通じバーナー
をいただいたカナマウントRC及び姉妹ク

ラブのニュープランズウイックRCも訪問

して下さることになっております。

6．第2回理事会報告

去る12日（木）第2回理事会を開き、次
の事項を協議し決定しましたので報告いた

します。

（1）1973～1974鶴岡ロータリークラブ予算

が決定されました。森田会計より報告して
いただきます。

（2）ロータリアン誌の予約購読は会員の予

約8部、IC、RAC寄贈の2部計10部と

しました。

（3）RI（国際ロータリー）に対する報告



書、人頭分担金の納入については会長、幹

事に一任願いました。

（4）前年度出席実績の検討の結果、約8名
の常連的欠席者、しかも割に古い会員のメ
ークアップが充分行われないことが出席率

低下の最大原因であり、他の会員は新旧を
問はず大変出席がいいことが判ったので、
この事実を融和、親睦を損じないように例

会で表明すると共に出席委員会の善処をお
願いすることにした。

（5）ロータリー財団寄附実績を検討し、張

君初め数人の会員の特別な好意により、地
区内最優秀の実績をもっているのでこれを

維持し、更に向上する為にロータリー財団

委員会の特別の創意と活動をお願いすると
共に例会に於て全員に協力方要請すること
にした。

○幹事報告　　　　　　　　　　小松幹事
1・会報到着

村上、東根、郡山、能代各RC
2・例会変更

酒田RC、ィ、7月25日を7月21日に
ロ、例会場　料亭　玉勘

3・例会時刻変更

灯）東京日本橋RC8月例会日（7日14
日21日28日）時刻8時30分より9時
30分迄

伺　山形北RC
7月19日　　時　刻18時より

場　所　産業会館6階
やう　山形RC

7月18日　　時　刻18時より

場　所　囁月

○会計報告
1．前年度決算について

前年度会計　今野成行君
ィ．前年度決算書
ロ．スマイルボックス会計収支決算書
ハ．インターアクト会計収支決算書
こ．交換学生会計収支決算書

ホ．クラブ基金会計収支決算書

以上について今野君より説明あり、全員異

議なく承認されました。
2．今年度予算編成について

今年度会計　森田清治君
1973年～1974年度に当り「もう一度見直

し、今こそ行動のとき」を基とし、当鶴岡
ロータリークラブの活動、特に各種委員会

の一段の飛躍と全会員の総意に基く、総合

力の発揮を容易ならしめる為に、下記重点

事項並びに留意点を考慮し、本年度の予算
編成をなすものとする。

重点事項

1．会員の増強をはかるは勿論のことである

が年平均会員70名を算定基準とした収支予

算とする。
2，各委員会の活動計画に基き、活動内容を

勘案重点的に予算を配分した外、各項の予
算最少額を大巾に増額し、委員会活動の一

大躍進を可能ならしめる予算額とする。
3．地区大会負担金140万円を特別計上する。
4．クラブ基金を将来の当鶴岡ロータリーク

ラブの活動に備える為10万円を計上し、ク

ラブ基金の充実を計ることとする。

5．社金奉仕及び国際奉仕の奉仕資金は原則

的に会員の拠出金の外、スマイル会計を主

体として本会計には計上しないこととする
6．インターアクト及び交換学生の特別会計

はこれを廃止し、前年残を本会計の雑収入
に繰入れ簡素化をはかることとする。

7．各委員会の活発にして計画以上の活動に

備える為、予備費に幅をもうけることとす
る。

留意事項

1．出席奨励ハンカチは廃止する様委員会と

協議。
2．誕生祝晶は金額に捉われず実用に即し、

且安価なものを選定ある様委員会と協議。
3．各委員会関連の行事、集会、会議への出

席諸費は各委員会予算に計上、その他、地

区行事（地区大会、ミーテング、地区協議
会）及び他クラブ行事への出席諸費は総務
費内の旅費予算に計上する。

4．各委員会予算には所要の文献、パンフレ

ット、並びに資料（会員へ配布用も含む）

の経費も含むものとする。

5．例会場の奉仕者に対する謝礼金及び例会

場附近の駐車の為御迷惑をかけている方々
に粗品贈呈の費用を計上するものとする。

尚7月12日の理事会に於て予算が編成さ
れ、決定されたものですが規約に依ります
と総会の決議を必要とするのでありますか
ら以上御説明を申し上げ提案を致します。
以上について森田君より説明あり、全員

異議なく承認されました。



○予算編成について補足事項　　安藤会長

詳細なる御報告がありましたので御諒承
願えたと思います。特に今年の重点は今迄
の予算を全々見直してやって行く処に今の

様な重点が出て来たのであります。

特に会計の簡素化とか、各委員会に先程の

趣旨で大幅に増額活動資金を持った問題
より活動する委員会に対しどんどん資金を

使うということで予備費を増強する問題、

兎角曖昧になっている社会奉仕の資金、外
に出す社会奉仕外に出す国際奉仕の資金は
ロータリーの指導として本会計から出すも

のでなく、スマイルボックスから皆さんの

心を社会に、国際に奉仕するのだという趣

旨になっておりますので其の基本線を本年
はしっかり樹てて行きたいと思います。

次にクラブ基金は初年度から実施してお
るのですが之も曖昧になっておりまして、

例えば今度の地区大会の様な場合にも実は

くずして使ったあと又クラブ会計の余猶の

あった時に埋めておく、というのが本旨で

あったのですが色々な関係で曖昧になって
おりますので今年は今会計の報告があった

様に思い切って増額し約50万の基金を持っ
ておき、歴年度に於て問題が起った時いち
いち皆さんにお計いしないでも運営出来る

という形をとったわけです。

以上が今年の予算の相当見直した勉でご
ざいます。

最後に「ひさごや」さんの食事代の件、

大変恐縮万万でございますが先代の御主人
からロータリーは「ギブアントテイク」だ

、そして「食事が何より例会の中心だ」と
いうことをしっかり御家族、従業員の方々

にも植えつけておられましたのでこういう

言葉（森田会計の説明によると1人の食事

代は従来通り400円で結構ですということ）

が通って来たと思います。これに報いるに

は我々は個人的に、公的に色々な会合を持
つことが多いのでありますが、そういう会

合は努めて「ひさごや」さんを利用させて

いただき、職業を通じて恩返しをしたいと

思いますので御諒承と御協力を御願い致し
ます。

○雑誌委員会　　　　　　　　中野清吾君
本年度計画事項の説明
1・「ロータリアン誌」購読及び寄贈部数

の調査を発註。

2．「ロータリーの友」購読及び寄贈部数
の調査と発註。

3・各委員会及び会員に対し、「ロータリ
ーの友」えの投稿及び写真掲載等の勧誘

4・配本に当り事前に通読し、主要事項、

興味記事等を例会にて紹介する。
5・「ロータリーの友」に対する関心調査

（アンケート）を地区委員会への報告。
6・ロータリー雑誌週間の企画実施。

○会員選考委員会　　　　　　斎藤得四郎君
本年度計画事項の説明
1・当委員会本年度の方針は会員の選考に

当り、当クラブの現況を考え量より質を

主体として活動して行く方針です。
2・会員選考委員会は理事会を通して職業

分類委員会、会員増強委員会より推薦カ
ードが提出された場合は、遅滞なく委員

会を開きその審査にあたります。
3・本会員選考委員会は推薦された会員候

補者を本人の人格及び一般社会の評価と
出席並に奉仕の義務を果し得る立場にあ
るかを勘案して量より質のモットーに照
して選考します。

○親睦委員会　　　　　　　　中江　亮君
月山登山のこと皆さん大多数の御賛成を

得ましたので来る8月12日（日）に決定致
します。
会員の皆さんは勿論ですが家族の万々を

中心にして実施したいと思いますので成る
べく多数御参加願いたいと思います。尚詳

細は葉書でご案内を致します。
○ロータリー情報委員会　　　張　結滞君

1・記録に関する問題

（1）世界におけるロータリアンの概数は

ぐう　732，000

（2）ロータリークラブの概数は

再15，606

（3）ロータリークラブの加盟国の数は

何149

（5）第1回国際大会が開催された年は
伺1910年

（7）米国以外で最初のクラブ結成はカナ
ダの

ぐうウイニペッグ

2．其の他の事項に関する問題
的ローターアクトクラブプログラムには

下記の青年が参加出来る。
U）年令18～28才の者

○スマイルボックス

若松政治君（高萩RC）
安藤足助君、田中晶英君



第7T3回例会1973・7・24（火）

日　火曜　日12時30

場　鶴岡市本町二丁目
所　鶴岡市馬場町

長　安藤足助　幹

＼　J

QT盲meforn〈t盲on
［全＿こ　そ行遡」2　と　き」 羽黒山の山伏

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　46名

出　　席　　率　　69．70％

前回の出席

前回出席率　　72．73％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　90．91％

欠　席　者

阿宗君、早坂（源）君、早坂（徳）君、石井君

石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（一）君、高

橋（良）君、海東君、佐藤（衛）君、黒谷君、三

浦君、斎藤（信）君、佐藤（昇）君、笹原君、佐

藤（友）君、谷口君、津田君、富樫君、薮田君

メークアップ

高橋（辰）君一酒田RC

阿宗君一新庄RC

阿部（公）君、板垣君、飯自君、三井（健）君

嶺岸君、小野寺君、高橋（正）君、富樫君、進

藤君一鶴岡西RC

早坂（源）一公式訪問

○ビジター

田中登君一山形北RC

石井幸雄君、佐藤拡君、庄司溝君、

石原武君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「奉仕の理想」

○悲しいお知らせ　　　　　安藤会長

今日は誠に悲しいお知らせがございま

す。例会毎に、或は其の他の会合で、然も

この席場で大変お世話になっておりました

ここの奉仕員の山本よし子さんが前日迄非

常にお元気でおられましたが、急に脳溢血

で倒れまして、去る7月20日お亡くなりに

なりました。誠にお気の毒というか、何か

信じられない思いでお顔が彷髪と浮んで参

ります。

それから旧年度の最後のガバナー月信に

出ておりますが、我が鶴岡クラブの創立の

時に大変お世話になりました山形RCの幹
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事をやられました尾原儀助さんが6月15日

にお亡くなりになっております。これは誠

においたましい事でございます。男山の酒

造会社の社長さんです。

お二人の御冥福を祈りまして黙藤を捧げ

たいと思います。

黙　躊　　　有難うございました。

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

第1、第2、第3回と例会を続けて釆た

わけでありますが、年度初めの為に毎例会

共、いろんな報告事項が多くて、皆さんの

懇談の時間がなかったのですが、今日は久

し振りで楽しい懇談をしておられる様で

す。それでも一応の報告事項がありますの

で一寸楽しい座談を中断させていただきま

す。

1・「テーブル配置変更」について

SAAの斬新的なアイデアで14年間の

例会テーブルの配置がこの様に変りまし

た。夫々御意見があろうかとは思います

が暫くこれでやって見たいと思います。

色々御意見がありましたらSAAのお耳

に入れていただき、よりよいテーブル配

置に改善したいと思います。

2．「本年度活動計画書」について

各委員さん並びに委員長さんのご努力

の御蔭で本年度活動計画も予算共々こゝ

に立派に出来上がり、お手許にお配りす

ることが出来ました。

皆様方の年度突入前からの御努力に対

し、厚く御礼を申し上げると共に、活動

計画が飾り物にならない様御活動の程御

願い致します。

今年の活動計画書には、各委員会の計

画の後に「成果」という欄を作りまし

た。これは色々おやりになった事項を年

度末に纏めると忘れがちになりますので

折角の貴重な活動についての記載洩れの

ない様に、そのつど書き入れて頂く心算

で空欄を作りました。どうか御諒承の上

御利用願います。

3．「必ずお読み願いたい記事＿目について

旧年度最後のガバナー月信であります

が、新しい354地区の閑ガバナーの就任

に当っての所信が述べられております。

「共に奉仕する我々の年度」と「新年度

への決意」は大変示唆にとんだ有益な御

所信であります。どうぞこの論説を充分

お読み下さいまして活用していただきた

いと思います。

4・「張　生妹君」のことについて

旧年度最後のガバナー月信（5頁右

下）にポール・ハリス・フェローの見出

しで「張生妹君（鶴岡）、6月1日送金

済」となっており、「上記2君の栄誉を

讃え、R・Ⅰ財団へのご協力に感謝致し

ます」という報告が載っております。こ

れは張生妹先生を会員と心得て載せたら

しいのです。先頃先方より紹介がありま

したので、「この方は当クラブのメンバ

ーである張紹澗君の奥様です」とはっき

り回答しましたので、R・Ⅰより改めて

感謝の意が表せられ墾遁います0御諒

承臥ま争一／ノ

5・「彗新海三先生の渡米」について

茄清三先生が昨日の鳥海号で元気で

メリカへおたちになりました。当クラ

ブとしては姉妹クラブのニューブランズ

・ウイヅク、又この前バーナーを頂きまし

たパナマウントRC、ロングビーチRC

この3クラブには会長宛にメッセージを

トお願い致しました。それから市商工課よ
1り鶴岡の観光パンフレットを貰い、それ

を添えてあげました。その後、あと4、

5ヶ所のクラブを訪問して、ロータリー

いう御厚意があ

＼、＿ノ



りましたので、ロータリーの宛名を書か

ないメッセージを5部、それにバーナー

と共にお願いしております。

阿部先生は当クラブにとってなくては

ならない人で今迄も大変御世話になりま

した。又今回も色々御世話になりますの

で、当クラブから心ばかりの餞別を差し

上げましたが、大変感謝されて皆様によ

ろしくと言っておたちになりました。お

帰りは9月の中頃の予定でございます。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1・例会変更

材）酒田RC

8月8日（水）を8月4日（土）に変更

時刻　午後7時30分　　場所　小　幡

伺　遊佐RC

納涼親睦の為7月3日］（火）に変更

時刻　午後6時30分

場所　遊佐町中央公民館

2．事務所変更

田島RC

福島県南会津郡田島町中町

猪股伊八方　TEL2－－1116

3・下関北RC　認証状伝達式仮登録

印　日　時11月11日

何　場　所　下関市長府マリン会館

ぐう　登録料　会員7，000円

夫人同伴10，000円

4・松島RC　認証状伝達式11月18日

6月3日付で承認されました。

打）例会日　毎遇火曜日

回　時　刻12．30～13．30

困　場　所　松島ホテル

5・年次大会案内

“）第352地区年次大会

ホストクラブ　釜石RC

期　日　9月21日～9月23日

場　所　新日鉄釜石製鉄所保健体育館

登録料　会員家族共5，000円

（ロ）第350地区年次大会

ホストクラブ　旭川西RC

期　日　9月22日～9月23日

場　所　旭川市公会堂

登録料　5，000円

6・そ　の　他

作）ガバナー公式訪問が3月7日に実施

されますが、16．00～18．00迄のクラブ

協議会には役員理事、各委員長義務出

席となりますが、委員長欠席の場合は

代理委員出席して頂きますので7月31

日迄出席委員長に報告して下さい。

伺10月6日～10月7日実施の当クラブ

ホストの地区大会には、会員、夫人共

義務出席に決定しておりますが、仮登

録を御願いしたいと存じますので、本

日配布の年次大会案内のキリトリの部

分に御記入の上7月31日迄提出して下

さい。

○会員増強委員会　　　　　長谷川悦郎君

本年度計画事項の説明

計画4項目について説明致しましたが、

これから良く考え、委員の方々と相談の上

初期の目的完遂に努力致しますのでよろし

くお願い申し上げます。

○広報委員会　　　　　　　小野寺　清君

本年度計画事項の説明

本年は色々な課題がありますので、これ

の遂行の為に広報は活発にやらなければな

らないという気持です。幸いに委員のメソ

／ミ一にNIiK（佐々木敏全君）山形テレビ

（進藤誠一君）もおりますし、不省私もロ
ーカル紙の作製部門に勤めております関係

上、お互い協力致しまして目的遂行に努め



たいと思います。それにしても3人の協力

だけでは出来ません。目的を円滑に行ほれ

ます様皆様方の特段の御協力、御指導をお

願い致します。

特に今年は地区大会を控えております。

この様な大会は再び当クラブにやって来る

ことはないと思われますので、此の成功の

為には準備段階に於ける広報活動、その経

過、その結果等の報道、公報について特段

の力を注ぎたいと思います。又計画に掲げ

てある中にインターアクト・ローターアク

ト、青少年委員会の奉仕活動の交換、並び

に青少年会議所の方々の中に一部ロータリ

ーに対する批判があるということですが、

その程度と内容について確かではありませ

んが、青年会議所の有志と懇談し、意志の

疎通を図り、誤解をとき、より以上の協力

を御願い出来る様努めたいと思います。

○山形花笠踊りについて　　　鈴木副会長

山形花笠踊りは皆さんの御援助によりま

して本年で6回目になりました。今年は小

供のシャンシャン隊を作ります。これは衣

裳を天神祭りの天狗の着物に統一するのだ

そうです。次にヤング舞踊団を作り、大会

に参加します。これは若い女の方23．4才位

の別蹟さんを揃へ、遇1回づっ稽古をして

おり、参加人員は20名位だそうです。

去年は自衛隊の参加について一部の方か

ら反対され誠に残念でした。今年は金もか

かることでもあるし参加しないことになり

ました。今年の参加人員は現在3，000名で

去年より増加しております。期日は8月10

日、11日の2日間で、時間は19時より22時

迄です。通る道順は山王様より昭和橋を通

り、昭和通りを経て、蓮台院迄続きます。

予算は2，126，000円ですがその内市役所が

35万円、商工会議所が2万円、県が15万円

出すことになっております。県がもっと多

く出して呉れれば、皆さんに御迷惑をかけ

なくてもよいと思いますが、現在はまだ不

足しています。

大会の会長が市長でありますので、目下

市長の名前で寄附をお願いしております。

よろしくお願い致します。

○ロータリー情報委員会　　　大川喜一君

1・規則に関する問題

的　地区ガバナlほ。

再　クラブで指名され、国際大会で選

挙される。

2・規則に関する問題

的　新ロータリークラブを結成する人

は。

材）地区ガバナー並にその代表。

3・手続に関する問題

囲　年次地区大会は

再　地区の全ロータリアンのための啓

発的かつ激励的な会合である。

4．記録に関する問題

（8）国際ロータリーの理事会の構成員数

は。

桓）14名から17名。

○スマイルボックス

金井勝助君

田中　晶英君

佐藤　　忠君

中野垂次郎君

＼＼J
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第714回例会1973・7・31（火）

例会日　火曜日12時30分
例会場　鶴岡市本町二丁目
事務所　鶴岡市馬場町　商
会　長　安藤定助　幹　事

ebrn〈tion
そ行動のとき」　」

○出席報告

本日の出席
会　　員　　数　　　65名
出　　席　数　　　48名
出　　席　　率　　73・85％

前回の出席
前回出席率　　70・77％
修正出席数　　　　59名
確定出席率　　90・77％

欠　席　者

早坂（源）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君
窯谷君、吉野君、三浦君、三井（徹）君、菅君
大川君、中江君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君
佐藤（伊）君、谷口君、佐藤（昇）君、富樫君
高橋（辰）君

メークアップ

佐藤（友）君、佐藤（衛）君一温海RC

黒谷君一余目RC

薮田君一山形RC

阿宗君一新庄RC

石黒君、五十嵐（三）君、海東君、高橋

（良）君、佐藤（昇）君、谷口君、富樫君
一鶴岡西RC

早坂（源）君一公式訪問

○ビジター
佐藤昭吾君一温海RC

佐藤孝二郎君一余目RC

本間邦雄君一酒田RC

○点　鐘　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　安藤会長
1．本日は7月最終の例会です。月末でお

忙しいところ御苦労様です。
本日は珍しく御常連の鶴岡西RCの方

が見えられず、酒田、温海、余目RCの

珍客をお迎えしております。本当に有難
うございました。

2．本年度例会も5回を重ね、漸く軌道に

乗った思いがいたします。

皆様の御協力と御努力により本年度目
標「今こそ行動のとき」が着々実現せら
れ、出席率も86・36％、90・91％、90・91％

90．77％と90％台を維持する迄に向上し、

新会員1名の推薦もあり、親睦活動も活
発に展開され、SAAの活動により14年

間の例会場のテーブルの配置も一変し、
スピーカーの配置も変り、青少年IC

（インターアクト）RAC（ローターア

クト）各委員会の活動も始まり、国際奉

仕もパーマ御夫妻を迎え、又阿部清三先
生をアメリカに送り、張生妹先生の御寄
附と斎藤栄作君の御寄附により2人のロ
ータリー●フェローが追加され、職業奉

仕も「四つのテスト」の普及に始まり本
当に今年度の活動に頭初より素晴らしい
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ものがあります。又地区大会の準備も大
会幹事を中心に会員の夫々の役職に於け
る活動、御努力で着々進められておりま

す。あとに大会幹事より御報告があろう
かと思います。

引続き8月～9月とこの調子を盛り上

げ10月の地区大会の成功を期したいと思
います。一層の御協力をお願いします。

3．青少年委員長に代って報告

印　本年度活動計画の一つ。ボーイスカ
ウトの東北大会参加の激動と援助の一

貫として、指揮用天幕一張の寄贈を計
画しておりましたが8月2日完成予定

でありますので、取敢ず大会で使用さ

せて大会終了後贈望式を行います。

庄内地区ボーイスカウトの大会参加

は約70名で、来る3日7時43分発列車

で先に当RCより贈った「庄内隊」旗

を掲げて元気に大会場岩手県盛岡市郊

外滝沢村一本木原に向って出遷しま

す。

（ロ）去る28日（土）～29日（日）鶴岡地

区ボーイスカウトのカブスカウト（小

学校3年生～5年生）50名の9ケ月の

訓練成果を試すため、金峯山中の官で
一泊、舎営訓練を行い、当クラブから

も激励の為会員が参加しました。
4・国際ロータリーのニコ⊥・－スより

6月19日現在ロータリーの現況

加盟国　　　　　　　　150ヶ国

クラブ数　　　　　15，688

ロータリアン　　　736，750名

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
1．例会変更

材）温海RC
8月13日を8月9日（水）に

時刻18時　　場所　瀧の屋旅館
桓）山形RC

8月1日（水）

時刻18時　　場所　丸久屋上
2・例会場事務局変更

材）東京小石川RC
事務局　7月30日より文京区関口

2－10－8　藤田観光椿山荘内
例会場　藤田観光　椿山荘
例会日　毎遇金曜日12・30～13．30

回　気仙沼南RC
8月2日（木）より気仙沼市柏崎

69－1気仙沼プラザホテル内
レストラン　シャトー

3・認証状伝達式
松戸北RC

と　き10月10日

ところ　松戸市市民会館
登　録11．00～12．00

式　典12・20～15．00

祝　宴15・00～17・00

登録料　会員家族共5，000円
8月10日迄申込まれたし。

会員家族紹介

「安藤定助君」

右より　和服にくつろぐダンナ
最愛のミニチアワイフ　美智子
レイをかけてシャレ

こんでいる愛犬

貫禄十分の長男
恥かし気に控えてい

（相月結婚予定）
シャンとスマシている

長男の嫁ハソ　由紀子

我が家は大人の集団で夫々一論一説の
持主。兎角論議の始りそうなところだが
家族同然のメル君が仲々の利巧着直く“仲
裁に入るので論にならず先ずは泰平。今
のところ和楽の中心はメル君だが、その

中よりよい和楽の中心が出来ることを楽
しみにしている次第。

クふ融ニr二＝二心ク繭娠‾＝＿′F二、1テr－＝＝二二1）誉ゝクビブコ，．＝モ＿＿√†一二；＝＝、．テ二二丁ノグ　ー‾＝‾＿クーこ、／

4．其の他

“）地区大会仮登録締切りの件
会員、家族は義務出席になっており

ますので特に申し出なければ出席とし
ます。都合により欠席の場合はその都
度事務局に申し出で下さい。

（ロ）8月7日ガバナー公式訪問の件

る
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11．00～12．00　会長、幹事面接

12．30～13・30　例会に出席

16・DO～18・00　クラブ協議会に出席

協議会には各役員、各委員長は義務
出席になっておりますが各委員長欠席
の場合は本日私（幹事）迄代理人の氏
名を報告して下さい。

再　クラブ協議会に出席の方は本年度ク
ラブ活動計画を必ず持参して下さい。

○職業分類委員会　　　　　飯自祐倍君

本年度計画事項の説明
過日委員の皆さんと相談致しまして、大

綱は報告書の通りであります。が本年度は
会員75名となりますとシニアアクチブ会員

が25名位になるようです。3分の1がシニ

アアクチブ会員であるということは、それ

だけクラブが古くなったとも言えますけれ

ども悪く言えば老化現象が一段と強くなっ

たとも考えられるわけであります。

去年変りました分類表については前委員
長の海東さんが立派に作られましたのでこ
れを踏襲していきたいと思います。

尚、中央団地に誘置されます工場が出来
ますとこれ以外の職業分類が出て来、会員

増強のことも考えられますが、其の時はそ
の時点で考えることに致します。

3分の1がシニアアクチブ会員になりま

すと未売場の部門が非常に多くなると思わ
れますので、皆様の御尽力を頂きましてな
るべく多く充填される様勧誘し、会員をふ
やして頂きたいと思います。

○プログラム委員会　　　　海東与蔵君
本年度計画事項の説明

プログラム委員会は非常に難しい面があ

りまして仲々円滑なプログラムの編成が出

来ないのではないかと心配しておりますが

皆様方の御協力をお願いしたいと思いま

す。会長の本年度の活動方針の中にも座談
会型式の例会をするということですので、

そういう面も取り入れた形で考えて見まし

たが大体6つはかりを取り上げて見ました

その1つは毎年のことですが会長、幹事

各委員会との密接な連携をとり、各委員会
の報告、其の他の面について各委員会から
の連絡事項を申し上げる様にしたい。

2つには年内の特別行事を適切にプログ
ラムに組入れることで、例えば9月には世

界理解週間があり、これは新穂君に今から

申し上げてありますし、10月には児童活動

週間、或は11月にはロータリー財団週間、

或は1月にはロータリー雑誌週間という様

に夫々ロータリーの世界的に設けられる週

間がありますので、そうした場合は各委員
会に於て夫々その理解を探める為にスピー
チをお願いしたいと思います。

特に本年度は地区大会がありますので或
は地区大会が終わる迄の間は、地区大会関

連の色々の計画或は報告等があると思いま

すので、大体スピーチの重点は地区大会以

降になろうと思います。

3つには年度中に各会員より一度はスピ
ーチをお願いすることを強引に進めたいと

考えております。各会員には2週間前位に

御連絡を申し上げますので、御自分の職業
を通じたスピーチでも結構ですし、或は皆

さんにおきかせしたい様なお話がありまし

たら別に20分間、30分間の長い時間は申し

上げません。3分でも5分でも10分でも結

構ですのでよろしくお願いします。
次に大体毎月1回乃至2回よその方から

お呼びしてスピーチをお願いしたい考えで

ありますが、年度頭初の為に各委員会の活

動計画の報告、その他がありますのでまだ
行っておりませんがそういう形で今後取上

げていきたいと考えておりますのでよろし

く御協力を御願いします。

○地区大会について　　　　‾、ヽ
地区大会幹事　石黒慶之助君

只今会長膠御挨拶で、我がクラブが非常
に活発顔進展を見ている。各委員会の活動

に前進的な状況である、との御説明

き、ホストクラブとなる鶴岡クラブが

の様に活発であるということは、大会成

功に結びつくことでありまして大変嬉しく
おきき致しました。

今迄の大会の準備については私共役員が
中心となり、色々な骨組を検討して釆まし

たが、現在仮登録の御案内を出し、本日を
以て登録の締切りになっております。2、
3日中集計しますので又発表する機会があ
ると思います。これに引続き今月10日には
本登録の御案内を各クラブにお上げする予
定であります。然し乍ら私共がいくら骨折
りましても仲々手が届きませんで本当に骨
組だけが出来たという状況であります。

本大会の特徴を若干申し上げ、その様に
会員の御協力をお願いする様な事項を申し
上げたいと思います。

′レ
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尭ず大会ですが御承知の通り10月6日、
7日の2日間ですけれども、RIの規定に
よりますと9時間以上、3日間位の日程を
とる様になっております。しかし先般浦賀
の大会で1日半の大会を経験しましたので

確信を持って1日半に短縮したのでありま
す。それから前以て申し上げました通り
「部門別協議会」を「ゼネラルシ∵／ポジュ
ーム」に替えまして2時間30分会員と家族

が一緒になり、御協議申し上げる時間をと
りました。

もう一つは懇親会を開く会場がありませ
んので止むを得ず第1日目のお昼にRI会
長代理を囲む会を体育館で開催する予定で
あります。これについては会場やら、接待の
委員会が大変お骨折りのことと思います。

それからここで最も大きい本大会の記念
講演の事について発表する楼会を得まして
非常に嬉しく思います。

実は25日に三井安弥さん並びに三笠宮家
の竹中敬太郎さんという事務官から電話連
絡ありまして、「鶴岡大会には三笠宮殿下
同妃殿下お揃いで御出席になられる」とい
う内報を受けました。
私共は誠に光栄と思いまして早速金井委

員長を中心に役員が対策を考え、目下官様
のスケジュールにつきまして第1案、第2

案と格好の資料を宮家に早速お送りした次

それについて御返事を戴きますと、皆様′′／
の日程が決定するわけですが、今迄353瑚
区に於いて官様の大会御出席はなかったご㌧、
とです。鶴岡大会が非常に盛り上る為には
官様の御来訪が大変有難いことだと喜んで
おります。これについては後程宿泊のこと
警備のこと、御案内のこと、お食事のこと
等大変難しいことが出て来ると思いますが
それは今後の課題です。

次に幹事として最初全く暗中模索の大会
立案でしたが、その後色々な資料を研究し
各役員の御意見をおききし乍ら名案を絞っ
て来たのでしたが、どうも一長一短があり
まして非常に素晴らしい御進言を受けた会
員の御意見が没になったり、浮き上ったり
して、どうも全会員一致の大会盛り上りの
気運に対し、幹事の手椀がよくないのか仲
々思う様にいかないことを此の席からお詫
び申し上げたいと思います。
今後は私共の力でなく、愈々各委員会の

活動の時期になると思います。実はまた委
員長さんには御連絡がないと思いますが、
8月4日午後1時より産業会館で委員長さ
んを中心にした会合を開きたいと思います

尚同日は委員長の他にも「大会をこうし
たい」叉は「こうすべきだ」という御意見

のある方も是非参加して頂きたいと思いま
す。何れにしてもまだまだ煮まっておりま
せんし、RI会長代理のお名前も決定して
おりません。どうぞ皆様の名案をどしどし
言って頂き大会を盛り上げていきたいもの
だと思っております。

プログラムの方も既に3回日位の校正が

出来ております。しかし私共ホストクラブ
の役員会のプログラムだけでなく、地区に
プログラム委員会があり、8月8日にプロ
グラム委員会が山形で開催されます。その
席で決定しますと直ちに庶務外務委員会の
方でプログラム細部について御整理頂く様
な格好になると思います。

これから10月迄大いに張り切って任務を
担当して頂く様この席から御願い申し上げ
ます。私共の大会でございます。是非成功
させたいと思います。どうぞよろしく御協
力の程お願いしたいと思います。

○親睦活動委員会　　　　　佐藤　衛君

月山登山について
委員長の中年零がお休みですので私から

訂貰詣冨話芸宗讐遣墓誌琵蓋
しまして皆様に御案内を申し上げました処

／ノ多数の御賛同を頂きまして誠に有難うござ
いました。でもまだ出欠の有無を連絡して
いない方がありますので至急事務局迄連絡
下さる様御願い申し上げます。

バスの準備、味噌汁、ジュース、ビール

小供さんの御土産等の準備がございますの
で忘れないでお願い致します。

○インターアクト委員会　　　三井　健君
昨日と今日の2日間地区のインターアク

トの年次大会が常盤農業高校がホストクラ
ブで勿来ロータリークラブが後援致しまし
て開かれております。鶴岡高専からは8人
の会員が大沼教官の引卒で参加しておりま
す。実は私共委員も参加しなければならな
いのですが生憎月末にかかりましたので、

参加出来ませんでしたが、三井徹君が地区
のインターアクトの委員をやっております

関係上出席致しておりますので同君に代行
して頂いた次第であります。

○ロータリー情報委員会　　　山本隆男君
1・規則に関する問題
帥　65才以上の正会員で5年以上正会員

であった者は自動的に
困　シニアアクチブ会員

鋤　正会員として10年しかたっていない
者がシニアアクチブ会員となるための
最低年令は
伺　60才
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○出席報告

本日の出席

会　員　　数　　　65名

出　　席　　数　　　　49名

出　　席　　率　　75．38％

前回の出席

前回出席率　　73．85％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　90．77％

欠　席　者

阿宗君、早坂（徳）君、五十嵐（一）君、田

中君、嶺岸君、三浦君、三井（賢）君、三井

（健）君、中江君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君

新穂君、浮田君、富樫君、上野君、鷺田君

メークアップ

三井（徹）君一勿来RC

黒谷君一余目RC

五十嵐（伊）君、吉野君、菅君、中江君、

佐藤（昇）君、谷口君、富樫君、高橋（辰）

君一鶴岡西RC

早坂（源）君一公式訪問

○ビジター

旅河正美君一藤沢RC

大川俊一君、半田茂弥君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○国歌斉唱

○ロータリーソング「奉仕の理想」

○お誕生月　おめでとうございます。

会員お誕生

安藤足助君、早坂源四郎君、三井徹君、

三井賢二君、高橋辰美君

奥様お誕生

三井章様、佐藤奈津子様、手塚峰子様、

風間慶子様、吉野英子様

〇年間皆出席者

10年間皆出席　　　五十嵐伊市郎君

07月120％出席者　　　　　　3名

小池君、小野寺君、高橋（正）君

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



07月100％出席者　　　　　49名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤

君、張君、森田君、長谷川（悦）君、早坂

（源）君、佐藤（順）君、山本君、板垣君、

市川君、飯自君、石黒君、五十嵐（三）君

五十嵐（伊）君、高橋（艮）君、今野君、海

東君、金井君、佐藤（衛）君、上林君、黒

谷君、小池君、吉野君、嶺岸君、三井

（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、完網

君、菅君、中江君、斎藤（得）君、佐藤

（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）

君、佐藤（友）君、谷口君、佐々木君、小

松君、手塚君、中野（清）君、富樫君、上

野君、鷲田君、薮田君、進藤君、高橋

（辰）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

卜　第3回（8月定例1理事会を8月2日

に繰上げ開催し、次の事項を審議し、決

定致しました。

①　慶弔及び旅費内規を審議決定

（卦　ガバナー公式訪問（8月7日）の打

合せ

③　慶弔規定に基づき池内方平君、五十

嵐一郎君に対する見舞いの件

④　地区よりⅠ．C及びRACに助成さ

れた各20，000円の取扱いの件

⑤　Ⅰ・C地区大会参加に50，000円、R

AC東北大会参加に20，000円、同取敢

ずの活動資金に30，000円、計50，000円

助成の件

⑥　阿部清三先生渡米に際し、R．C親

善訪問依頼に餞別贈呈の件承認

⑦　青少年委員会よりボーイスカウト東

北大会参加に天幕一張を寄贈し、激励

の件採択

⑧　例会場（ひさごや）の奉仕員に対す

る謝礼と、先般亡くなられました山本

よし子氏弔問の時期、方法について協

議し決定

⑨　賜暇願出者の出席処理、方法を協議

し決定

⑬　会員奥様並びに家族に対する会長名

の書翰をロータリー大要について発翰

の件承認

⑪　社会奉仕委員会よりの提案採択す

“）鶴岡駅に大時計を寄贈の件

（両　駅のロータリー傘補充の件

再　駅アーケート鉄骨塗替奉仕の件

⑫　7月クラブ活動の反省

⑬　8月の主要活動計画検討

⑭　外部からの寄附要請に対する基本態

度について審議し、決定す。

2・当クラブより天幕一張を寄贈し、激励

した、鶴岡地区ボーイスカウト東北大会

参加隊は昨日午後5時30分1名の事故も

なく元気で帰鶴しました。

寄贈した天幕は指揮所用として、先に

贈った庄内旗と共に野営場に異彩をはた

ち、大いに活用され大変感謝されており

ます。

3・RAC（ローターアクト）は本年度第

1回の奉仕活動として、来る8月9日

（木）午後6時より市観光課に協力し、

由良海水浴場の清掃奉仕をしますので会

員も多数参加し、御協力をお願いしま

す。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1・会報到着

東京RC

2．例会変更（時刻）

椚　新庄RC　日時　8月10日

午後6時30分

場所　三光舎屋上

ビアガーデン

＼　）



伺　上山RC　日時　8月10日午後5時

場所　殖産相互銀行屋上

3・認証状伝達式

び）鹿島臨海RC

6月7日　加盟承認

と　き11月11日10．30～15・00

ところ　神栖町体育館

登録料　会員6，000円　家族5，000円

ホストクラブ　潮来RC

桓）大阪城東RC

6月7日　加盟承認

と　き　9月29日14．00～18．0〕

ところ　大阪国際ホテル

登録料　会員7，000円　家族5，000円

ホストクラブ　大阪東RC

4・高萩RCよりバーナー到着す

5．阿部清三先生より近況のお知らせ到着

6・新会員の推薦に関する氏名発表

山　本　　正　君

（松文産業株式会社鶴岡工場長）

7．本日16時より18時迄の間実施されます

ガバナーの公式訪問に伴うクラブ協議会

には、新会員成るべく多数出席して下さ

い。

○スピーチ　353地区ガバナー早坂源四郎君

例会を2、3回休みましたら他クラブに

来た様な感じです。

先程会長さん、幹事さんと1時間ばかり

お話し合いをしましたが活動計画が非常に

立派に出来ております。流石は15年を迎え

るクラブであると思いました。

私公式訪問するクラブは今日鶴岡クラブ

で15番目であります。地区幹事の小池君の

親心か、兎に角余り外に行っていじめられ

ない様にと地元から始めました。どうやら

今日迄無事健在でやっております。御安心

願いたいと思います。

今日私には特別の講演の主旨もありませ

んので、この7月16日温海を皮切りに廻り

ました各クラブで見聞しました事を皆様に

御披露したいと思います。何か参考になれ

ば幸いと思います。

私が公式訪問に出る直前カーター会長よ

り手紙が参りました。それには公式訪問に

出る時は「各クラブに会員増強を強く呼び

掛けてほしい。そして地域社会におられる

有能な、而も経験のある、そして資格のあ

る立派な会員をクラブに迎え入れてロータ

リー活動に参加させてほしい」という主旨

の手紙であります。

私が尾花沢クラブを訪問した時に、例会

場の丁度正面の処に充填、未充填職業分類

表があり、どういう職業分類が空いている

かを大きく書いて貼ってありました。私は

非常に嬉しく思った次第です。

庄内の八幡クラブでは非常に若い会長さ

んでした。私が行った時に丁度八幡町長さ

んがお見えになっておられ、私と同席しま

した。会長さんは私に今日はガバナーの公

式訪問の折で具合がいいから町長さんを名

誉会員に推薦することにしたと言い、又傍

には未だ入会しておりません八幡町の商工

会の会長さんもおられ、近く入会する様な

お話もおききしました。私も会長さんに会

員の増強を強くお願いして来ました。

最上クラブは小さなクラブであります。

そこに行きました時に新会員5名おられま

した。新しいガバナーを迎えて貰いまして

私も非常に感激致しました。

皆様御承知の福島クラブは当地区に於て

も大クラブです。現在会員が79名ですが、

更に増強計画を持っております。私に「こ

れからどの位伸したら良いでしょうか」と

聞かれましたので私は「100名位迄なら良

いでしょう。しかしこの会場では一寸無理

ではありませんか」と言いましたら、「中

川デパート新館が駅前に出来ており、そこ



に近く移るので2，300人位は大丈夫です」

とのことでした。

福島クラブは会員の中に元市長さんもお

りますし、元参議院議員の方も2名位おら

れました。地域社会に相当有力な、強いて

申し上げれば発言力を持っておられる方と

若い会員が多数おりました。私は素晴しい

クラブだと思いました。しかも一体感をな

している様に感じました。

こちら（鶴岡）のクラブでもヤングパワ

ーを迎えられまして、のびて行かれること

を切望するわけであります。一寸公報関保

のことに触れて見たいと思います。

私が遊佐クラブに参りました時に交換学

生のウェソディーさんが来ておられまし

た。これが先にNHKの東北便りのニュー

スを見ました。交換学生の便りとでも申し

ましょうか、これがNHKの部内で評判が

よくて中央で優秀賞を貰ったということで

す。

私が伺いました時会長さんが、つい最近

再録音をしたということでした。映画の方

はそのままで録音を一寸再録したのだそう

です。どういう点にNHK放送記者の興味

をひいたのか分りませんが、私の推定です

と、日本海に近く、鳥海山の麓で、しかも

余り大きくない町で起きた出来事にニュー

ス価値があったのではないかと考えており

ます。

福島に行きました時に、福島民報の県北

版（地方版）に私の公式訪問の日程が載っ

ておりました。小さくではありましたが地

方新聞がロータリーニュースを載せるとい

う処に福島地区ロータリアンの公報に対す

る考え方があると思います。

話は違いますが私が温海に伺いました時

に、其の前に私が温海の老人の一人暮しの

家庭に火災報知器を送ったことがありま

す。それを荘内日報では非常に強く、大き

く出しております。私はどういうふうに荘

内日報と連絡をとられたのか聞こうと思っ

ていたのでしたが、プログラム自体も町の

福祉係の智恵を借りたということでした。

それから荘内日報の記者がおられた時に

は、記者に時々例会場に来て頂き、色々お

話合いをしたそうです。

要するにロータリーと第一線記者との間

にコミュニケーションがあったとのことで

した。

私の考えておりますことは、公報関係も

密接な連絡がなければなりませんが、その

元をなしているのは地域社会に密着した、

ロータリーの一人よがりでなく、地域社会

の望んでいる行動アクションがなければ駄

目だということであります。皆さんも御同

感だと思います。

酒田に参りました時に酒田クラブの会長

さんが、丁度協議会の始まる前でしたが、

私の方で、社会奉仕のプログラムには載っ

ておりませんが、7月21日（土）に私のク

ラブと酒田東クラブの有志を募り、約30名

ばかりの会員が巡視船「とね」に乗って酒

田港湾を巡航するということでした。

それは「夏の親睦活動のプログラムです

か」と聞きました処、それは違う、海水汚

染の調査をするのだそうです。私はそれを

聞いて、これは素晴らしいプログラムだ、

是非やってほしい、海の水が汚ない、汚な

いと騒いで非難するばかりでなしに、現実

にロータリアンの目で見ること自体が大切

である、と言いました。

荘内日報にも一寸便りをしたのですが、

私がレークプレッシユドに行く前ですが、

シカゴのバーモンドホテルに泊りました。

翌朝起きて部屋の外に出ますとシカゴトリ

ピーン紙がありました。その新聞を開けて

見ましたら青いチラシが入っており　まし

た。



そのチラシにウェスチングハウスの文字

が下の方に書いてありました。私が若い時

に一寸ウェスチングハウスの仕事をしたこ

とがありますので、興味を以て見ますと、

その中に1970年に15才から63才迄のシカゴ

市民の有志が、シカゴ河を貨物用カヌーで

渡ってシカゴ河の水質の汚染度を調べた。

それが発端でシカゴはアメリカで一番綺麗

な町の一つになったという風な記事でし

た。

要するにそれが動機で新聞紙とT．Ⅴを

動かして、シカゴ市民が一生懸命努力して

産業方面も協力し、それから今迄河に捨て

たものを充分注意して、調査した時点に於

ては酷く汚れていた河が現在では、シカゴ

市民の誇りになっているという記事であり

ました。勿論下の方に公害防止器を作って

いるという宣伝も入っておりましたが、そ

の半分以上の記事はシカゴの汚染に対する

市民の努力の記事でありました。

話が変りますが私福島の南クラブ公式訪

問をした時に会長さんが今日は何時もの例

会場ではなく職場例会をやりますとのこと

でした。森永牛乳の工場でした。

例会には福島クラブ単独でやっておりま

す交換学生地区の援助を受けずクラブ単独

の一ケ月の短期交換学生のアメリカのカリ

ホルニヤの医学生（女性）も来ておりまし

た。時間があるので私森永牛乳の外に、キ

ャノン工場に行きまして一寸吃驚したので

すが、約1，000人位の若い人が伐いており

ました。

工場の内を見てまいりましたが、写真器

の組立工場でした。そこでイカいている若い

人、18才から21才位迄の約1，000人ですが

男の人も綺麗な顔をしているし、女の人も

又綺麗なのが揃っており吃驚しました。

こんなに若いビュテフルなヤングパワー

が福島におるのかと聞いて見ました処、福

島を中心にしてやっているが、その周辺の

方、又県内各地からも来ておるとのことで

した。ついでに一寸社長の御手洗さんの所

謂社是について申し上げますと、御手洗さ

んは理想主義を標接しておられる。理想主

義は恐らく物質面に対する精神主義と解し

ています。そして社是は三日の精神で自発

自覚、自治の三つでした。

これは要するに自分のことは自分で始来

するという考え方だと思います。それで会

社のトップの考え方は非常に大切なものだ

と思いました。

次に保原クラブがありますが福島の周辺

です。桃の産地で今ここではメリヤス工場

が盛んであります。会長さんも勿論メリヤ

ス工場、私そこのメリクス工場を拝見しま

したが、これは完全な中小企業の経営です

が非常に近代化されており、織機はドイツ

製で1，000万円位のものが並んでおりまし

た。

ここの例会場は保原ではなく梁川町でし

た。夏は何時もここでやっておるのだそう

です。そこはメリヤス工場の協同組合で出

来ているビルデソグ（二階建）で、そこの

広い会場でやりました。同業者が集って

（少さな業者から大きくても2，300名程度

の業者）強固な組合を作っておるのだそう

ですが、皆ロータリアンでした。大いに激

励して参りました。織物業界も仲々大変で

ありませよう。

新庄に行きましたら、今迄ロート製薬の

工場の工場長さんが副会長になられ、仕事

の方も織物に転換したそうです。工場には

5，000万円位の機械も入っている由の話で

したが、その工場を見る機会がありません

でした。

次に飯坂クラブに行きました。ロータリ
ーフェローで353地区からドイツに留学し

た佐藤千霹さん（ピアノをやる方）という



万が今年の春ドイツから帰って来ましたの　　○親睦活動委員会　　　　　佐藤衛君

で、飯坂クラブが慈善音楽会を開催したら

約1，500人も入り、儲けの60万円位の金額

を関係市町村の福祉資金に寄附したとのこ

とでした。6月末には10名の准フェローを

出しました。と会長さんが報告して呉れま

した。私は今迄そんなこと全然知りません

でした。

次に余目の例会に行きました時、食事が

ソーメソとメロンだけでした。会場の公民

館には冷房もなく大変暑かったので、「こ

の御馳走は気に入った」と言ったら、会長

はガバナーが来たから悪くしたというわけ

ではないけれども今日の食事は普段よりズ

ート程度の落ちた食事ですとの事でした。

どういうわけか「普通なら一寸色気をつ

けてもいいんじゃないか」と尋ねたら今日

は100万ドルのロー－クリー財団の食事であ

るとの事でした。「あなたの話も5分間に

して呉れ」と言われ、私も一寸むくれまし

て、ガバナーの例会のスピーチは大切な行

事になっており、これをやらないと私はR

Iに責任を感ずるのだから5分間と言はず

15分間位にしてはしいということでお話を

し、勿論私は15分間位スピーチをやりまし

た。

今日のプログラムは特別にあるのだそう

です。何かと思ったら例会時間の20分間で

会員の競り市をやるのです。会員の持って

来た不用品を並べ競り市をやり、売り上げ

が3万と何千円、それをすっぽりロータリ

ー財団に寄附するのです。鶴岡クラブに較

べれば少さなクラブでも色々努力している

様であります。

そろそろ時間でありますので私の近況報

告をこの辺で終らせて頂きます。

前親睦活動委員長高橋正太郎君は今回水

野盃荘内地区予選ゴルフ大会に於て優秀な

成績で優勝なさいました。賞品にテレビを

頂いたそうですので、スマイルの方も超大

型でお願い致します。」

○スマイルボックス

高橋正太郎君

○ロータリー情報委員会　　張紹　淵君

大川喜一君

山本隆男君

1・規則に関する問題

的　標準ロータリークラブ定款の改正

は。

ぐう　国際ロータリーの国際大会で。

2・規則に関する問題

的　アデイショナル正会員に必要な資格

条件は。

〃）正会員のそれと同じ。

3・洩則に関する問題

的　アデイショナル正会員の身分上の唯
一の相違点は。

再　正会員の会員身分終結と同時にそ

の会員身分が終結。

4・規則に関する問題

的　クラブのバスト・サービス会員と

は。

伺　現職から引退した元正会員。

＼＼、＿ノ



◎

羽黒山の山伏

○出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席

前回出席
修正出席
確定出席

75．38％

59名

90・77％

欠　席　者

早坂（源）君、飯自君、五十嵐（一）君、高

橋（良）君、上林君、吉野君、三浦君、大

川君、斎藤（信）君、津田君、富樫君
メークアップ

中江君、新穂君一遊佐RC

阿宗君【新庄RC
嶺岸君、三井（賢）君、三井（健）君、佐藤

（忠）君、富樫君、上野君、鷲田君
一鶴岡西RC

Oビジター

三浦栄治君一戸田RC

阿部正男君、佐藤拡君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　安藤会長

1．ガバナー公式訪問終る。

去る7日ガバナーの公式訪問を受けまし
たが、会員各位並びに理事、役員、各委

員長の方々のご努力とご協力によりRI

会長のターゲット「今こそ行動のとき」
に相応しい生気発渕とした、漸新にして
アイデァに富んだ活動計画と、年度開始

僅か1ケ月に於ける素晴らしいその行動

実績は、ガバナーの期待を満たし、賞賛

を得ることが出来ました。深く感謝申し
上げると共に今後一層のご活動をお願い

致します。
尚、ガバナーより次のようなお手紙を

いただいております。

※早坂ガバナーよりの手紙（全文）
この度の公式訪問の節は色々と御配慮

に預りまして厚く御礼を申し上げます。

例会、クラブ協議会を通じ、会長、幹事
殿を初め、理事、各委員長の方々が非常

に熱心に、積極的なのを拝見し、私自身

貴クラブ員でありますので誠に嬉しく、

探く感銘致しました。
活動計画書も非常に良く整備されて居

りますことは貴殿の指導力に依るものと

軽く敬意を表する次第であります。
来る10月の地区大会にはホストクラブ

会
報
は
ご
家
族
み
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な
で
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み
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し
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としてのご活躍を大いに期待申し上げて

おりますので何卒全会員を挙げて地区大

会の成功に絶大のご協力を賜りたく切に
お願いを申し上げます。

昨日の協議会の前には種々ガバナーと
しての希望等を申し上げましたが、偏え

に貴クラブが当地区の有数の指導的クラ

ブとして今後益々当地区内に於ては重き

を成すと考えましたので敢えて申し上げ

た次第です。

何卒会員皆様によろしく御伝え下さい
ます様御願い申し上げます。

地区大会の御協力と本年圧プログラム
の道行を重ねて御願い申し上げます。

御健斗をお祈り致し里す。
2．第1回会族会（月山登山）＼盛況裡に終

る。／
／かねて親睦活動委員会で計画準備して

／／ぉられた第1回家族会（月山登山）は一
／ノ昨日の12日絶好の好天に意まれ、90名

（内会員30名、家族60名）の参加のもと
に大変楽しく 盛況裡に終ることが出来ま

親睦活動委員会の中江委員長、早坂、
佐藤、吉野の3君並びに特に事務局の山
下さんのご努力、ご苦労に対し酷く感謝

申し上げます。
尚、国際奉仕委員会の積極的なご協力

により遊佐RCの交換学生ウエンディー

さんの参加を得まして本家族会に花を添

えましたことも探く感謝いたします。

どうぞご参加下さいましたご家族によ

ろしくお伝え下さい。
3・ロータリー情報の誤解防止について。

去る7月10日の例会に於けるロータリ
ー情報教育に於て（会報No．2最終頁記

載）「所属クラブの例会に連続3回をこ
えて欠席しなければならず、しかもその

期間他のロータリークラブの例会に出席

する機会を持ち得ないことが予めわかっ
ている場合には、クラブ理事会に対し出

席免除を要請することが出来る」と申さ
れましたが、ガバナーの公式訪問に於て
この件は軽々に単なる出席免除と誤解さ

れない様、クラブ細則第9条賜暇（クラ
ブ定款第8条第5節再又は国と共に）に
ついて充分説明し、飽く迄も会員の身分

の喪失を防くためのもので出席規定によ

る出席免除の処置方法ではないことを徹

底する様とのご注意がありましたので関

係条項について説明いたします。

ロータリー情報（暢暇）の説明

（1）クラブ細則第9条「賜暇」

理事会に対し書面を以て、正当且つ充

分な理由を具して申請することによって

会員は一足期限を限り本クラブの例会出

席義務を免除する賜暖が与えられる。
（註、このような賜暇は会員身分の喪

失を防ぐためのものである。しかし本
クラブに対してその会員を出席同様に

見倣すためのものではない。その会員
が他のクラブの例会に出席しない限り

出席を免除された会員は欠席と記録さ
れなければならない。

但し標準クラブ定款第8条第5節再
又は国の規定に基づいて認められた欠

席は本クラブの出席記録に算入されな
い）

（2）クラブ定款第8条（会員身分の存続）

第5節（終結一欠席）

再　長期にわたる健康不良又は傷害のた
めに本節の規定に従うことが現実に不

可能なシニア・アクチブ会員又はバス
ト・サービス会員は、その状態の琵く

限り、理事会に申請して、出席に関す
る諸条件を充たすことを免除されるこ

とが出来る。そして彼の欠席は本クラ
ブの出席記録に算入されない。

巨）一つ又はいくつかのロータリークラ

一二・

、

ブで通算20年以上会員であって、65才

に達したシニア・アクチブ会員は、出

席規定の適用を免除されたい希望を、
書面を以て、幹事に通告することがで
きる。もし理事会によって承認されれ

、その会員の出席又は欠寓は本クラ
＼ブの出席記録に算入されないものとす

＼串。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1．年次大会の案内

び）第357地区年次大会
ホストクラブ　入間RC

と　き11月17日～18日

ところ　入間市民会館

登録料　6，000円

＼→■■′ノ



伺　第359地区年次大会
ホストクラブ　甲府北RC

と　き10月11日～12日

ところ　山梨県営体育館
登録料　6，000円

困　第361地区年次大会の本登録締切り
8月31日迄　石川県小松商工会議所迄

申し込まれたし。

とき10月13日～14日

2．認証状伝達式

び）神奈川県寒川RC（第359地区）
6月18日　加盟承認

と　き10月21日11．00～16・30

ところ　寒川神社参集殿

登録料　5，000円

何　松戸北RC（第349地区）
と　き10月10日11・DD登録

ところ　松戸市民会館
登録料　5，0nO円

3．例会変更

打）寒河江RC（クラブ協議会の為）
と　き　8月30日17・30～

ところ　伊勢屋会議室

伺　遊佐RC（納涼ゆかた会）
と　き　8月14日を9月16日（木）に

18．00～

ところ　山形相互銀行遊佐支店

再　山形南RC（納涼パーテー）
と　き　8月21日18．00～

ところ　蔵王温泉　雲海荘

国　山形西RC（納涼バーチー）
と　き　8月20日18．00～

ところ　ホテル　オーヌマ

銅　八幡RC（納涼ゆかた会）
と　き　8月18日19．00～

ところ　八幡町法蓮寺池田良書君庭園
3．会報到着

八戸RC、八戸東RC、酒田RC、酒田

東RC

O社会奉仕委員会　　　　　三井徹君

本年度計画事項の説明
1．基本方針として

（1）地域社会が最も緊急とする必要に応
えなければならない。
地域社会は最近流動が激しく、そこ

に新しい問題が生れて来る。環境汚染

自然破壊に伴う問題、人口の移動即過

密過疎の問題、交通災害、正義と法と
秩序の問題などがそれである。

現在の計画がこれらの問題を抱える
地域社会の実状に通じているか否かを

評定しなければならない。それにはパ
ンフレット15～J「あなたの地域社会

を知れ」などによって検討する。

計画の実行に当っては決議23へノ34な

どによってその方法の妥当性を確認す

る。

（2）社会奉仕活動が資金の不足によって

妨げられてはいないか。を検討し資金
調達の方法についてぴ）スマイルボック
ス（現行）回ノミザ一、困オークション

国チャクーライーショーなど今後研究

して行きたい。

（3）青少年奉仕計画は近年最も重要な課

題である。これは特定委員会の積極的
な活動を計る。

（4）インターアクト並びにローターアク

トは最も新しい青少年奉仕の手段であ

る。将来に大きな可能性を示してい

る。共者共特定委員会の積極的な活動

を計る。

2．具体的な奉仕活動の項目は現在最も注

目される。（イ）環境の整頓、浄化。（亘交通

災害に対する対策。再青少年更には幼児
の健全育成。国地域社会の遵法、静穏。

等の事項について。

（1）当クラブ過去14年間社会奉仕活動の

実績。

（2）パンフレット15J「あなたの地域社

会を知れ」

（3）国際ロータリーが全世界から集録し
た社会奉仕事業の試案一覧表。

を参照して検討し、摘出し、その必要
の高いものから実行に移し行動する。

将来への夢を持つならば市内を流れる

内川に美しい魚類を放流して楽しめる
ような状態にして行きたい。

尚、現在活動しておりますことは駅にロ
ータリー傘の設置、時計を寄贈する問題

これは当初割合いに予算が少なかったの
で理事会の諒解も得たのでしたが、その

後仲々やりにくいとの話がでて再検討の
必要がある様です。

それから交通遺児の実態調査、先に10

周年記念にクラブから交通安全協会に寄



贈した交通指導串の状況等を調べています
以上の様な状況でこれから更に又活動し

て行きたいと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

○スピーチ　　　　　　　　石井貞吉君

スイスのアルプスを訪ねて

（特号に掲載致します）

○年次大会について　　　　石黒慶之助君

去る8月8日山形でプログラム委員会が

ありまして、会議の最中にガバナーより電

話があり、「当地区の年次大会に派遣され
るRI会長代理はジガイク・プライ

に決定した」とのこなでした。
この方は英国人で元女1

ん

の御経

験があり、又英国だけのロータリーのBI
の元会長さんで、かってない大物がおいで

になるということでガバナーも非常に神経

を使っておられる様です。

次に官様の宿舎については亀屋（湯野

浜）さんや萬国産（温海）さんの非常なお
骨折りにより大体決定致しましたことを御

報告申し上げると共に、両旅館の御努力に
対し、厚く御礼を申し上げます。

次に先週荘内のコ・ホストクラブ（7つ

あります）に参上し、大会の概要を説明し
ました処、全部のクラブが大いに張り切り

まして、「鶴岡クラブは大変御苦労さんで

す。我々も全員参加の形で御協力申し上げ
たいからよろしく御願いしたい」という雰

囲気でした。

どうぞうちの方でも本登録が8月10日で

全部発送しましたので、今日幹事からお話
があった様に全員参加が建前でありますが
プログラム編成上、どうしても欠帯の方は

プログラムに載りませんので、（欠席者で

も負担金は頂戴します）本当に参加する方
のお名前だけの申込みをお願い致します。

○薫見睦活動委員会　　　　　中江　亮君

去る8月11日三浦悌三君が道形地内に社

屋を新築し、移転致しました。尚、それを
設計なされたのが佐藤昇君であります。
又はるばる戸田よりビジターとしておい

でになり、また三浦栄治君より初めての訪

問ということで過分のスマイルを頂戴致し

ました。

○スマイルボックス

三浦栄治君
三浦悌三君
佐藤　　昇君

○ロータリー情報委員会　　大川喜一君
張　紹淵君
山本隆男君

1・規則に関する問題
¢句　ロータリアンが他のロータリークラ

ブの例会に出席することによって所属
クラブの例会に出席したと同様の効力
を与えられるのは？
¢う　欠席の当日またはその前後6日間

のうち、どの日かに開かれる例会へ

出席した場合。
2・規則に関する問題

的　もしロータリアンがある都市から他
の都市へ移転する場合？

（⇒　移転先の都市のロータリークラブ
で会員候補者としてあらためて推せ
んされ正式に会員に選挙のこと。

3．規則に関する問題

的　アディショナル正会員並びにシニア
アクチブ会員以外、会員は各1職業分
額から各1名に限るという原則に対す
る唯一の例外は次の分野に適用され
る？

伺　新聞および宗教。
4．規則に関する問題
仕9　会員の職業分類とは次のことを意味

する？
U）当該会員がたずさわっている実業

または専門職業。

「月　山萱拝」　　市川輝雄君

芭蕉茂吉みそぎ登りし岩の道
吾子励まして幾人か抜く

鴛の笹鳴き追ひし山陰に　　　　　むれ
ニッコウキスゲの鮮烈な群落

天に近き悌生池のささらなみ

空の色よりすがしく澄めり

雲通ふロックガーデンの草花に

飛び交ふ蜂のにぶき羽音

ひとがた紙にけがれぬぐいて岩室の

月読みの神に神文唱ふ

大いなる陽炎もえて見はるかす

庄内の野はかすみがくれぬ



◎必打
第717回例会1973・8・21（火）晴No・8

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QT盲melor如t盲on
「今　こ　そ行動の　と　き」 羽黒山の山伏

本塁の出雲　数　66名　　　○ロータリーソング「手に手つないで」

出　　席　　数　　　47名

出　　席　　率　　71・21％

前回の出席
前回出席率　　83・33％

修正出席数　　　　61名

確定出席率　　92・42％

欠　席　者

阿宗君、長谷川君、早坂（徳）君、板垣君
五十嵐（一）君、今野君、海東君、栗谷君

嶺岸君、新穂君、三浦君、完網君、斎藤

（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐々木
君、富樫君、上野君、高橋（辰）君

メークアップ

飯自君、高橋（艮）君、上林君、吉野君、

富樫君一鶴岡西RC

早坂（源）君一公式訪問

○ビジター

山本末治君一京都西RC
夏目重彦君一奥三河RC

長野正彦君、菅原松雄君、羽根田正吉君
一鶴岡酉RC

○会長報告　　　　　　　安藤会長

1．先週の例会はお盆のためにここの奉仕

員が手不足でしたが、さすがはロータリ
アン、早速各自が奉仕サービスに出動し

大変な活動で手不足も何等支障なく、例

会食事を終えることが出来まして、正に
「今こそ行動のとき」に相応しい、しか

もロータリアンの集いらしい、思いやり

盗るる例会風景を展開されましたことを

嬉しく存じております。
2．毎日依然として日中30度を超す暑さの

連続ですが、立秋も過ぎ昨今は朝夕めっ
きり涼しくなって参りました。猛暑と斗

って参った心も身体もほっと緊張の緩む

時期です。会員皆様は勿論、ご家族、並
びに職場の方々の衛生、安全管理に留意

し、職業奉仕に支障ない様お互い心掛け
たいものと存じます。

3．三浦悌三君が3－4日前大変な火傷（
ヤケド）をされ、張医院に入院中とのこ

とです。容態について張君より概況お願

いしたいと存じます。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う
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○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1．会報到着　　　恵庭RC

O地区大会について

地区大会広報委員長

小野寺　　清　君

地区大会も愈々迫って参りました。早坂
ガバナー、金井委員長、小花副委員長、小

池地区幹事、石黒大会幹事、三井副幹事、
高橋副幹事の各位をはじめ、大会委員の皆

様には諸準備の為並々ならぬご苦労をおか

けしており感謝しておる次第です。
私は記録、広報を担当していますが11人

の委員は密接な連絡と研究を重ねてゆかね

ばなりません。皆さんのご指導、ご助援を

頂き、何とか重責を果たしたく存じており
ますので宜しくお願い申し上げます。

本大会の事務局としてほ当然参列の来賓
や会員一同にプログラムなど、いろいろ書

額等配布されるわけですが、この際地元の
新聞、荘内日報社の立ち場として社長に代
って私から皆様に予めご了承、ご協賛願い

たいことがございます。

それは今から13年前の1959年、昭和34年

10月24日、当鶴岡ロータリークラブ認証式

を迎えるとき、現在の当クラブ会長安藤さ
ん、その他2、3人の方が本社にお見えに

なり、地元の新聞として協力するようにと
のご要請がありました。私どもとしては当

然の責務としてお引き受けしましたことを

今もって記憶に新たなものがあります。
これが（実物の新聞を示す）その折りの

記念特集号で皆さんから大へんご好評を頂

きました。実はこの実物はこのほど安藤会

長さんからおかりしたものです。安藤さん

のコレクションといいますか、整備保管の

良さに感嘆した次第です。
そこで、こんどの年次大会においては地

元新聞として質、量ともに本大会の面目を

恥かしめないような記念特集号を発刊した
いものと関係各位のアドバイスを頂き乍ら

いろいろ構想を練っております。

大体の編集方針としては常時4頁建の荘

内日報を、10月6日付は6頁または8頁に

増頁します。内容は他の地区大会で地元新

閲が発行した特集も参考にいたしますが、

奉仕と友情を探めるロータリー精神が紙面
に潜るように、そして新鮮で明るいユニー

クな紙面づくりをいたしたいと思います。

勿論この度は光栄にも三笠宮、同妃両殿
下のおなりもありますので、この点紙面に

光彩を放つと思います。
その他慣例によってロータリー創始者ポ

ール・P・ハリス、RI会長代理ジャック

・プライド、第353地区早坂ガバナー、

73－74年次大会の金井委員長、安藤ホスト

クラブ会長、来賓の山形県知事、鶴岡市長

各位の談話、地区大会役員名簿、表彰者名
簿、その他多彩な資料を載せます。

また読んで楽める紙面造りのためにゴル

フ大会の風景写真、他府県から来られる役

員、会員諸氏のために「庄内の観光」欄を
特集いたします。その「ガイド」と申しま
しょうか読ませる紙面造りのために前会長

阿部裏先生から「庄内の伝統と風土」と申
しましょうか、内容といたしましては庄内

の自為、歴史、人物、産業、食べもの、な

ど先生独特の筆致をもって紹介した原稿を

書いて頂くことになっております。なるべ

くローカルカラーに富んだものに仕上げた
いと考えております。

この記念特集号作製については、かなり

の経費もかかります。本社としては勿論、

奉仕的にやらせて頂きますが、ホストクラ
ブの会員皆さまからは、皆さまの当クラブ

の担当、ご職業、ご住所等を附記した、歓

迎名刺広告をお願い出来れば幸甚に存じま

す。さらに大きな企業主の方々や、観光地

来会者の各宿舎、ホテル、旅館のご経営者
の方々には別にPRの広告をお出し願いた

く近く書面か係員を参上させますから何分
ともよろしくご協力お願いいたします。

なおこの特集記念号作製につきましては

何かとご鞭撞、ご支援を賜わりますよう宜
しくお願い申し上げます。

○職業奉仕委員会　　　　　佐藤　忠君

本年度計画事項の説明
本年度活動計画をお読みになり、内容に

ついてはお分りになっておると思いますの

で省略しますが6項目については行動に移



し、即活動したいと考えています。

要するにロータリーの綱領にもあります
ように、職業を通して社会に奉仕すること
であり、これは個々の問題であります。皆

様がよきロータリアンとして自覚され、職

業人として質の向上に充分尽されます様ご

努力をお願いいたします。

尚、委員会としては「四つのテスト」を

各職場に是非掲示して頂きたいと思いま

す。鶴岡西RCでは新入会員には額縁に入
れて「四つのテスト」を贈星しており大変

よいことだと思います。当クラブに於きま

しても、予算（1万円）もあることですし

新入会員には額縁に入れ、7月入会の方に

もさかのぼって贈呈したいと思います。

前からの会員の方は事務局に注文し、2

枚でも3枚でも、つまり会員外の方でも結

構と思いますので、ご希望の向にはお分け
してもよいと思います。

次に事例研究のことですが、今年は是非
取り組んで行きたいと考えています。

新聞紙上に載っておりますが「基礎原料

が非常に不足を来たし、秋には倒産も出る

のではないか」という問題ですが我々ロー

タリー会員の方々にとってもいろいろ関連

があると思います。それで、これらの問題

を掟起して頂きまして事例研究に取り組ん
でみたいと思います。

要するに先はど申し上げました様に「個
々の会員がロータリアンとして、又職業人

として質の向上に充分ご努力お願いした
い」というのが職業奉仕委員会のお願いで

ございます。

○青少年委員会　　　　　五十嵐伊市郎君

本年度計画事項の説明

内容については計画書を見れば分ります
が6項目に分れています。5項目だけは、

これをやめては支障を来たす恐れもありま

すので、今迄通りのことをやります。

もう一つ、やりたいのは恵まれない青少

年を市民プールに招待しようという考えで

す。処が恵まれない青少年を2つに考えて
います。

その1は、生活保護を貰っている小供、

学校準保護の子供をプールに招待して水泳

をやらせたい。

もう1つは身障児の水泳です。これは水
の中での不自由さがなくなるんじゃないか

自分達もやれば出来るんじゃないか、とい

う気拝を養うために計画したのです。

前者の方は市役所と色々お話合い致しま
した。鶴岡市には約600人の該当者がおる

そうです。それで鶴岡市から約1週間位の

キップを発行して貴い、それを各家庭に送

りまして、これが生活保護とか準保護だと
か分らない様、一般の子供と同じ様に市民
プールを閃放して葉うことに話合いが出来

ましたのでロータリーとしては直接関係し

なくともよい様になりました。

次に後者の身障児の件ですが、前にその

人達をプールに招待しようと思いましたが

来る人が非常に少いのです。自分の裸を他

人に見せるのが嫌だとか、泳げないとか、

色々の事情もある様でしたので、この度は

計画を変更し、父兄と身障児を一堂に集め
昼食をご馳走し乍ら「どういう事を望んで
おるか、「どういうことをやってやろう

か」ということを考え計画を練るつもりで

す。

どうぞその節は色々と身障児の問題もあ

ると思いますので何かアドバイスがありま

したら教えて頂きたいと思います。

○インターアクト委員会　　三井　健君

本年度計画事項の説明

インターアクト委員会は前委員会が確固

たる基礎を築いているので本年度委員会と
しては、その基礎を踏んまえてRI会長の
ターゲット「今こそ行動のとき」をモット
ーに更にロータリークラブがインターアク

トを設立した趣旨と理由を今一度考え直し

て活動を行いたいと思う。

次にその活動計画としては

（1）先ず委員会、指導教官、クラブ会員が
一体になるにはなにをなすべきかを考え

三者の意志の密接な疎通を計る。

（2）その為には先ず指導教官との意志疎通
の方法として屡々会合を開き、指導教官
の積極的活動と意欲を刺戟する。

（3）クラブ活動の計画と実行は出来る限り

会員の自主的なものとし、その為には指



導教官（学校当局）の指導を期待すると　　○スマイルボックス
共に、本委員会はそれを尊重して、その

計画と活動に如何なる手伝が出来るかを

考えて実行する。
（4）国際理解の場を出来るだけ提供する様

に努め、交換学生又は国際的行事にも機

会を見て交換出来る様に努める。
（5）地区大会に際しては学業に差支えない

範囲に於て奉仕活動を期待する。

○花笠祭りのお礼

実計委員会副会長
鈴　木　善　作　君

去る8月10日、1日］、山形花笠祭り庄内

会場として夜7時より10時迄2日間に亘り

まして花笠のパレードを行ないました。こ

の前お話しした通り参加人員は3，200人以

上、団体の数は47位ありました。非常に盛

会でありました。
これも備えにロータリー会員の皆様から

高額のご寄附或はアーチ、ボンポリ設立に

対し色々ご援助下さいました賜と思いま

す。大へん有難うございました。

去年は電気工事の方が上から落ちて手、

腰を痛めましたので、それでは駄目だと思
い今年は羽黒山の山伏を山王様の前から先

頭にしてやりまして、お蔭様で無事故であ
りました。羽黒山の宣伝ではありませんけ

れども仲々有難いものと思いました。

尚、後ほど市長よりお礼状を差上げると
思いますが取敢えず私から厚くお礼を申し
上げます。

○親睦活動委員会　　　　　中江　亮君

安藤足助君は全国メッキ組合連合会東北
ブロック会議にホスト役を務められ、盛会

裡に終了しました。

次に鈴木善作君は山形花笠祭り庄内会場
の実行委員会副会長として8月10日、1日］

の両日花笠祭りの大役を果たされました。

次は佐藤衛君、今回温海温泉桶屋旅館の
改築工事を引き受けられ、本日は起工式の
喜びの日であります。

最後に小野寺清君、本日のスピーチにあ
る様に荘内日報を代表しての切なるお願い

を叶えて欲しいとのことです。

安　藤　足　助　君

鈴　木　善　作　君

佐　藤　　　衛　君

小野寺　　清　君
山　本　末　治　君　　京都西RC

（尚当クラブ初めてのビジターのため）

夏　目　重　彦　君　　奥三河RC

（　　　　同　　　上　　　　　）

○ロータリー情報委員会　　大川喜一君
張紹　淵君
山本隆男君　　、＿ノ′

1・規則に関する問題

鋤　もし会員が義務としての平均出席率
を保持しえなかった場合は。

伺　会員身分は自動的に終結する。
2．手続に関する問題

帥　ロータリアンはその会員身分を保有
するために、年度の各半期間に次の平

均出席率を保持しなければならない。

再　60パーセント。

○お　願　い　　　　　　　会報委員会

毎例会日盛沢山のプログラムによりまし
て当委員会としてお話し申し上げる機会が
ありませんのでこの紙面をかりましてお願
いを申し上げます。
1・先にお願い申し上げておりました会員

家族スナップ写真の件につきまして、未
だほんの一部しか集っておりませんので

なるべく早目にお願いします。
尚、会報No・5に安藤足助君の第1号

が掲載されておりますが、この添え書き
は一応理想的なサンプルの一つとして諌　＼、′一
に結構なものと思われます。この形式に
こだわることもありませんが、明るい、
アイデアのある添え書きも必ずお願いし
たいと思います。

2．出張撮影の件ですが二、三のご希望も

ありましたが、あまり少いので中止させ
て頂きます。何とかご自分で写されます
様お願い申し上げます。
尚、当委員会にとって「会員家族写真の

掲載」はデパートに例えるならばいわゆる
「目玉商品」とでも申しましょうか非常に

重く考えております。会員の皆様意のある

ところをお汲み取り下さいまして御協力の

ほどを重ねてお願い申し上げます。



◎

第718回例会1973・8・28（火）暗Ⅳ0・9

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebr爪〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」 羽黒山の山伏

○出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席
修正出席
確定出席

欠　席　者

風間君、山本（隆）君、五十嵐（一）君、海

東君、金井君、小池君、三浦君、三井

（健）君、中江君、斎藤（后）君、笹原君、
高橋（正）君、津田君、中野（清）君、薮田
君、進藤君

メークアップ

高橋（辰）君一酒田東RC
阿宗君一新庄RC
新穂君一温海RC
長谷川（悦）君、板垣君、今野君、海東君
黒谷君、嶺岸君、完網君、富樫君

一鶴岡西RC

Oビジター

菅原松雄君、石原武君、東本敏直君、
小林忠康君、工藤武樹君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　安藤会長
1．年度開始2ケ月間の活動成果は素晴らし

い。

年度開始2ケ月、例会も9匝トを重ねまし

た。「今こそ行動のとき」を目標にその成

果は素晴らしいものがあります。目下取纏
めておりますので何づれ発表いたします。

2．地区大会まであと40日、さあ今こそ行動
のとき。

地区大会まであと40日（正味38日）で

す。お手許に配布した示標を参考に地区大
会委員として、又ホストクラブの委員とし
て夫々の任務に向ってベストをつくして行

動しましよう。

3．張紹淵君が米山記念奨学会より「米山功
労者」として表彰。

ガバナー月信でご承知のことと思います

が、この度張紹淵君が米山記念奨学会に多

額のご寄附をなされ、同会より「米山功労
者」としてその栄誉をたたえられました0

4．病床の友の容態
ィ、池内方平君

その後患部に若干の腫などあり、退院

時予想された好経過でなく、大へん気を
もんでおられました。

ロ、五十嵐一郎君

その後の経過もはかばかしくなく、若干
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左膜に床ずれも出て苦しんでおられまし
た。

以上のお2人には副会長と共にクラブを

代表し、御見舞金を贈り懇ろにお見舞して
参りました。会員皆様によろしくとのこと
でした。
ハ、三浦悌三君

意外にお元気で、火傷は大変なもので
したが独りで起臥、歩行もされ、片手で
タバコも点火し、喫うまでになっておら

れました。

以上3君の一日も早いご快癒をお祈りい

たすと共にご看病の奥様方のご苦労をお察
しいたします。

最後に私のことでございまして、ご披露

申し上げるべきかどうか迷った様なわけで

誠に複雑な気拝でございます。と申します
のは此の度第二次支那事変以降大平洋戦争

終了迄の軍籍に於ける勲功に対し、一時中

断されておりました叙勲が再開されまして
図らずも私が「勲五等瑞宝章」を賜りまし
た。ご披露を申し上げます。

○幹事報告 小松幹事
1．会報到着

石巻RC　東根RC
2．バーナー到着

戸田RC
3．例会変更

酒田東RC

と　き　8月30日（木）18時

ところ　御園別館
4・‾　地区大会仮登録の締切りほ8月31日にな

っておりますのでよるしくお願いします。

5・東京世田ケ谷RCより「10年の歩」を贈

呈されました。
6t　新会員　山本　正君

同君については去る8月7日皆さんのと
ころに入会の異議申立てについての印刷物

を配布しましたが一人の異議申立者もあり

ませんので正式に会員資格が認められまし

た。推薦者の完網末松君よりご紹介、山本
正君のご挨拶をお願いします。

尚、山木君の委員会所属は親睦活動委員

会に決定しましたのでよろしくお願い致し
ます。

○新会鼻の紹介

山本　正君

推薦のことば　　　　　男網末松君
新会員の山本君をご紹介申し上げます。

山本君は大正15年3月福井県の勝山市に生
まれまして昭和23年3月京都大学工学部機

械工学科を卒業され、翌年松文産業に入社

致しました。爾来今日に到っておりますが
その間昭和42年に取締役に就任、昭和45年

6月（3年前）鶴岡工場長として赴任して

来たのであります。趣味、その他について
はご本人よりお聞き願います。

簡単でありますがご紹介申し上げます。

○山本新会員のご挨拶

ただいまご紹介に預りました山本でござ
います。

ごらんの様に年も若いし、何分にも当地

に参りましてまだ3年にしかなりませんの

で色々不慣れなことも沢山あると思います

が入会させて頂きました以上は会発展の為
にも大いに努力したいと考えていますので

よろしくお引廻しの程をお願い申し上げま

す。

趣味は無趣味でありまして、色々なこと

をやりますがさっぱりものになりません。

写真を擬したり、熱帯魚を飼ったり、レコ
ードの観賞等もやりましたが、目下の処は

車を運転してドライブするのを唯一の楽し
みにして居ります。

私が前に住んでおりました福井県の勝山
という勉は大変な山の中で、しかも谷間で

あり、東と西は約1，000米位で両方とも山
に突き当る位の処であり、折角串を買いま

してもあまり出歩くことは出来ません。精

々仕事で福井とか金沢に行くとか位しか使

っておりませんでした。

庄内に参りましたら大変広いのでどこへ
でも走り甲斐があります。東に向って走っ

ておりましたら、いつの間にか北に向って

走っているという様に大変な広さでありま

す。お蔭様で休みで畷ある度に精々ドライ
ブをして楽しんでおります。

どの趣味一つとりましても仲々これが趣

味でございますと申し上げるものになりま
せんので、まあ無趣味に近いとご了解頂い

た方がよろしいかと存じます。

簡単でございますが今後共よろしくお願
い申し上げます。



○ローターアクト委員会　　阿部褒君
本年度計画事項の説明

昨年はお蔭様でローターアクトクラブが

結成され、認証式迄こぎつけることが出来
まして大変有難うございました。

今年は愈々活動しなければならないとい

うので会員が夫々検討して1ケ月程前に実

行計画をたてた様です。

先ず委員会としては7月7日、8日の2

日間遠刈田蔵王ハイツで東北地区のローーク
ーアクトクラブの大会に、こちらから8名

参加致しました。非常に有効だったと思い
ます。それから8月に入り、市の観光課か

ら掃除道具等を買って貰い、由良海岸（海
水浴場）のゴミの清掃奉仕を致しました。

尚本年度の事業計画は人形劇をやりたい
と思います。指人形、あやつり人形、影絵

芝居等先ず最初一つづつ作り、施設の老人
ホームを訪問し、そこで話し合いをしたい

と思います。これは成るべく早く実行した
いと考えています。9月5日に舞台の幕等

皆揃える予定です。
それから御承知の様に市の公園に緑の森

を作っていますが、そこに小鳥が来る様な

実のなる木、例えばガマズミ等を植えるこ

とです。10月から11月頃秋の植樹の時青年

諸君が奉仕することになっております。

次に国際奉仕の方では古切手を集め、ネ
パール等に送る為もう集め始めています。

青年諸君がその中皆様にお願い申し上げる
ことと思いますが各会社等に参りました手

紙等ありましたら、切手の処を切り取りま
してローターアクトの方にご寄附願えれば

大変有難いと思います。尚その時は青年諸
君がご連絡申し上げ、又裁きに参りますの
でよろしくお願い申し上げます。

次に親睦委員会ですが、青年諸君の中の

社会奉仕委員会とか国際車仕委員会とか色
んな委員会がありますが、それぞれの委員

会の活動がスムーズに実行出来ます様に各
委員会毎にミーテング等をする計画をして
おりました。

社会奉仕委員会では先日他の会員も誘っ
て8名程鳥海山に登り、どんな人形劇をし

たらよいか等話しておりました。私もそれ

について行き、山に登らせられ、かなり疲

れましたがローターアクト委員会はそんな

ことをしております。

尚ローターアクトクラブの会合は毎月第

1、第3水曜日午後7時から青年センター

の2階で開いております。それで私達クラ
ブの委員の人達はなるべく参る様にしてお

りますが、一般の皆様方も何日ということ

はありませんが、何とかご都合をつけられ

青年諸君のやっている処をご覧になって頂
きたいと思います。そうすれば青年諸君も

励みが出て、活動もどんどんやる様になる
と思います。どうぞおいで下さる様お願い

申し上げます。

○国際奉仕委員会　　　　　新穂光一郎君
本年度計画事項の説明
1．姉妹クラブ、マッチトクラブとのより以

上の親交、会員訪問海外クラブとの交流及
び来訪海外ロータリアンを歓迎する。

2．地区大会を中心に地区内交換学生及び研
修生などを招待する。鶴岡在住の留学生を
例会へ招待し、スピーチなど依頼する。

3．国際理解、ロータリー財団等の週間行事
実施に協力する。

4．地区の方針に従いつつR．A・C及びⅠ・C
の海外TOURの支援態勢を固める。並び
に青少年交換計画も前向きに考える。

5．ガバナーの方針を支援する意味で、積極

的に外国語（特に英語）を取り入れる。
6．新たに近隣海外ロータリークラブとの交

流を、あらゆる機会に推進したい。

○ロータリー財団委員会　　　谷口晴敏君
本年度計画事項の説明
1．会員及び地域の人々、特に大学、高専、

高校等にロータリー財団情報を提供する。
これは文献等を揃え、その中から必要事

項を要約して配布する方法があると思われ
ますがまだ実行しておりません。

2．財団寄附を奨励する。

当クラブはポールハリスフェロー、準フ
ェロー等非常に優秀な成績ですが、更に皆

様のご協力で拡げていきたいと思います。
幸いにして先般石黒先生が準フェローの

手続きをおとりになられ、ご寄附を頂戴し
ております。ご報告申し上げると共に感謝
致します。

3．財団利用資格者を調査する。
これについてはガバナーから「調査する

のみならず、これを実行に移す様努力すべ
きである」とのご指示を頂いた次第です。

4．ロータリー財団週間行事のマンネリ化を

改め、有益にして興味ある企画をする。
これは新鮮味をそそる様な企画を考えて



います。第1案として当クラブのみならず

地区内の利用者の方々の体験談、その後の
感想等を拝聴する機会を持つ計画です。

これについては三井先生からご協力を戴
くことになっております。
最後にこの計画書につきまして次の様なご

指導を頂きました。
あるクラブでは昼食を財団の資に、月に何

回か節約し、これを財団の寄附に廻すことだ
そうです。当クラブでも全員が参加する様な
計画をたててはどうかということです。

これは非常に重要な、意義あるご指導と拝
聴し、石黒委員にも会長さんにもご相談、並
びにご意見を拝聴しましたが、これは委員会
で実行すべきであるとの結論に達しました。

そこで委員会として皆様にお願い申し上げ
是非実行したいのは毎月の第1例会日に財団
ボックスを設置し、皆様全員より財団寄附を
お願いすることであります。金額については
一人何円という窮屈な考え方でなく、皆さん

のポケットに有り合せのコイン、例えば煙草
のつり銭とかその額は問いません。兎に角額
よりも全員が気軽に参加出来ることに意義が
あると思います。9月から早速実行致します
のでご賛同の上よろしくご協力下さいます様
お願いを申し上げます。

○地区大会について

地区大会幹事　石黒慶之励考
先般は地区プログラム委員会で、又一昨詠

はガバナー、現会長とお会いしてプログラム
の大綱が決定致しました。

しかしこのプログラムの内容を例会で申し
上げるわ桝こはゆきませんので、各委員会を
早急にお開き願いたいと思います。その委員
会に私共が参上し、少人数の処でご説明申し
上げるのがいいと思いますのでよろしくお願
いします。出来得れば今日から来月上旬位迄
の間に、今の大会の委員会がどっかで開催さ
れている様にしたいと思います。又皆さんの
中にはご自分の部署をお忘れの向きもあると
思い、退会者を除いた新会員を迎え入れた、
新しいメソバーでの委員会の構成をお届けし
ました。尚各委員会におきましては、大変ご
無理とは存じますが期日も切迫しております
ので、計画書を9月10日位迄纏められ、私迄
ご提出願います。
実はRI会長代理さんの日程がきまりまし

た。9月30日仙台でバトンタッチを受けま

す。お帰りになるのが大会の翌日で10月8日
です。それ迄の8日間は本地区で受持つこと
になりました。旅館も予約契約で一杯になっ
ており大変心配しましたが、最初の3日間は
ガバナーがご一緒して蔵王とか、磐梯とか向
うの方にご案内し、鶴岡においでになるのが

10月4日であります。10月4日から3日間は

温海温泉のグランドホテル、最後の7日は亀
屋さんにお願いし、翌8日に秋田の方へバト
ンタッチという事になります。ガバナーも大

変神経をお使いの様です。
次に各委員会では兎角委員長さんがお一人

でお働きになっている様ですが、各委員は責
任を分担され、どの会員も遊んでいる会員と
か、眠っている会員のない様にして頂き、こ
れから1ケ月しかありませんので大いに張切
って下さい。それには先ず委員長さんより各
委員に対し、分担の任務を割当てて頂きたい
と思います。
尚委員会を開催しましたらその席で新しい

プログラムの詳細をお渡ししますから、その

節は万障お練り合せの上必ずご出席下さいま
す様お願い致します。
今後は8月31日を以て登録を締切りますが

仲々集りません。仮登録も7月末で締切りま
したが3分の2位が精々でして、後の3分の
1は電話で督促してもまだ来ない状態ですb
プログラムを作る上に、又人員を把握する上
で非常に苦労しています。それを大体半月位
待ちまして9月15日には登録人員も全部把桓
したい予定であります。
来月4日に三笠宮家に参上致しまして、官

様のご日程の詳細を確定したい考えです。
以上大体の計画やら、私共の要望を申し上

げました。よろしくご協力をお願い申し上げ
ます。

○スマイルボックス

叙勲　勲五等瑞宝章　安藤足助君

j Oロータリー情報委員会　　　大川喜一君

張　紹淵君
山本隆男君

1・規則に関する問題
幽／くスト・サービス会員は下記以外、会

員としての他のすべての権利、特典を有
する。
ぴ）バスト・サービス会員は職業分類を

代表するものではない。
2・手続に関する問題
朗　各地区におけるRIの管理役員は。

何　ガバナー。
3．手続に関する問題
国　国際ロータリーの立法機関は。

伺　規定審議会。
4・手続に関する問題
餉　RIの実務上の役員は。

伺　事務総長。
5・手続に関する問題

錮　クラブ役員と委員会委員長の合同会議
の名称は。

材）クラブ協議会。
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第719回例会1973・9・4（火）晴　が0．10

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈t盲on
「今　こ　そ行動の　と　き」

○出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　76．47％

修正出席数　　　　63名

○ビジター

佐藤五右工門、本間新之垂君、

菅原鉄三郎君一温海RC

羽根田正吉君、細井功君、半田茂弥君、

石原武君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○国家斉唱

確定出席率　92・65％　　　　　○ロータリーソング「奉仕の理想」

欠　席　者

阿部（裏）君、早坂（徳）君、石黒君、薮田君

五十嵐（－）君、吉野君、三浦君、斎藤（得）

君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君

佐々木君、富樫君、高橋（辰）君

メークアップ

薮田君一米沢RC

風間君、山木（隆）君、海東君、金井君、

小池君、三井（健）君、中江君、高橋（正）

君、中野（清）君、進藤君一鶴岡西RC

○お誕生月　おめでとうございます

会員お誕生

小池繁治君、池内方平君、高橋正太郎君

上野三郎君、菅　健君、山本隆男君

奥様お誕生

今野幸子様、三井順子様（賢二）、

三井糸様（徹）

〇年間皆出席者

8年間皆出席　　　三井賢二君
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08月250％出席者　　　　　7　名

石崇慶之助君

08月200％出席者　　　　1名

高橋正太郎君

08月100％出席者　　　　　51名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（塞）君、風間

君、安藤君、張君、長谷川君、早坂（源）

君、佐藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、

市川君、飯自君、五十嵐（三）君、五十嵐

（伊）君、高橋（良）君、今野君、海東君、

金井君、佐藤（衛）君、上林君、黒谷君、

小花君、小池君、中野（重）君、吉野君、

嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井

（健）君、男網君、菅君、小野寺君、中江

君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、新穂君、

鈴木（弥）君、佐藤（友）君、谷口君、小松

君、手塚君、中野（活）君、富樫君、驚田

君、薮田君、進藤君、高橋（辰）君、森田

君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

今日は年度始まりまして初めて、外来の

ゲストスピーカー鶴岡職業安定所の池田所

長さんを迎えております。後程「鶴岡職業

安定所管内における最近の労働事情」につ

いてスピーチをお願いすることになってお

ります。その後各委員会のご報告が沢山あ

りますので、お食事から行事をはじめまし

た。誠に申訳ありませんがお許し願いま

す。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1・会報到着

天童RC、東根RC、会津坂下RC

2・認証状伝達式

“）松島RC　　　6月30日加盟承認

と　き11月18日10．00より

ところ　松島町民体育館

登録料　5，000円

回　姫路東RC　　7月24日加盟承認

3．例会変更

灯）天童RC　　9月15日老人の目につ

き例会休会

伺　酒田東RC　9月6日職場訪問ボー

リング大会開催の為職

場訪問

午後5時　㈱ニシムラ

午後6時　大成ボール

○スピーチ　鶴岡職業安定所　池田所長

「鶴岡職業安定所管内における
最近の労働事情」について

先程ご紹介を頂きました地元安定所長を

やっております池田でございます。職業紹

介業務につきましては平素皆様方から何か

と大変お世話になっておりますことを感謝

申し上げますと共に今後共よろしくお隣い

を申し上げたいと存じます。

ご承知の様に昨年来停滞気味だった当地

の産業経済は本年に入りましてカモら景気の

上昇と中央工業団地への進出企業が本格的

にきまる等、今疲大きな活気示期待され、

発展に向っておりますことは誠に喜びに堪

えない次第であります。

こうした産業経済の発展と共に管内の雇用

情勢も大きく変ろうとしておりますが、産

業の発展に見合う労働力の確保が今後益々

重要な課題となって来るわけでございま

す。産業の必要とする労働力、中でも若い

エネルギーとしての新規学卒者に対する期

待はきわめて多く、如何にしてこの若年労

働力を企業の発展に結びつけるかが今後の

重要な必要条件の一つであると思われま

す。

そこで本日は管内の新規学校卒業者の職

＼、＿ノ



業紹介状況を中心に若干申し上げて見たい

と思います。若干数字が入って恐れ入りま

すが、先ず始めに今年の春の卒業者の状況

から申し上げますと、史学墜竺娃畳魁校

三二控三重墓羞滋且2⊥L名雌を

旦埜全佐里璽些堂燕1名、就職者は258名
で全体の8軍些艮っております0豊里墜艶

ヽ二、　　一■　▲　■▲一一一一一‾　l

聖畢生＿些元琴職空軍墾登る姓
名、残りが県外に241名就職しておりま
－】一一一r一・一、Lh一一一㌦り㌦‥一・・→㌦一一〉

す。高等学校は全部で11校ですが卒業者が
＼　　　・．1－▲　　　　　　　　　一　　　　、－－ヽ．一一一一一一－パー】一一一一：‘、‾‾

2，743名、進学者は省略し、就職した方が

上里」名1｝全体塑＿59㌦％、そ野内で地元に就

職が35％の573名、残り1，048名が県外就職

となっております。4月の始めに調査した

県の見込みでは、中学校もそうであります

が、高等学校におきましても県内に就職希

望者が全体の半数にのぼっておりながらも

結果的には県外就職が増加したのでありま

す。その理由些雛蛤左

いうことに依るものと思われます。

次笹室生旦且皿重義渚の勤労情況を申し

上げますと、これは去る5月末の調査です

カミ史豊藍空追竪纂き重畳空誓ヱ星空冬＿前年

増となっております。その内進

くdjA829名一丁＿就職者が136名′

と現状では4％と非常に少くなっておりま

す。その他未定が63名、従って就職者と末

冠者を仮に全部就職しても全体の6％位．
－■－　■▲一一　一、－　　　　　　＿

そ色白県申声望考が全体の理餐璽梨残

りが県外とな（ております。

又高等学校では卒業者が2，838名、前年

より87名液になっております。進学が739名

就職1，530名で全体の54％、その外561名は

未決定です。この1，530名の就職希望者の

内で地元就職希望者が全体の46％700名、

残り830名が県外になっております。しか

し従来の今迄の情況から見まして中学、高

校共に最終的就職者はこれより多くなると

考えられますので、高校は去年の数位いは

就職されると思います。

この就職希望者に対する求人の情況を8月

末現在で見ますと、中学校では地元から

391名、県外から1，388名合計1，779名来て

おります。しかしこの数字は従来と余り違

っておりません。若干の増加位いですが中

卒の就職が難しいということだと思いま

す。高等学校では地元で1，333名ですがこ

れでも前年度から見ますと前年の最終合計

より既に400名多くなっております。これ

でも今度新しい泉自動車、東京部品の145名

は入っておりません。県外については今整

盈虫壬生が鰻弘麺蛎、去年は4，373件

で18，500名ですから今年は更にこれ以上で

あることははっきりしています。何れにし

ましても新規学卒求人は主体が高等学校に
一一　．　　　一一一一一　一一一－・・・・一小山一一一　　・「

すっかり移っており、求人の倍率も10数倍
′－・▼サ　　　　ト肌、‾‾‾h一一一一一一▼－‘h－▼一・▼【一1、

位いほなると考えられます。

さて一番問題となっておる新規学卒者求

人の初任給はどうでしょうか。今年の3月

卒業就職者の情況を申し上げます。これは

労働省の労働市況センターから送られた賃

金の情報であります。 全国平均で中学校が

＿男重きアユ腿型・鼻墜旦圭＿、
45，300円、女子42，500円という全国平均と

申しますと賃金を16等分に分けましてその

中位数をとっております。これに対して、

これは本県に弱電初め女子向きの企業が非

常に多いということが云えると思います。

星高放男子挙，980円、－女子娘580日となえ

ております。この貸金には超過勤務手当、

或は臨時の賃金は入っておりません。又今

年の春闘に依る賃上げは含まないといって

おります。この計算の出し方は一寸難しい

説明ですが3月から5月迄に入社した方々

をデータ一に依り算定したもので農林水産

等は入っておりませんが、それ以外の中、



大産業等について調査したものです。

では現在申込まれている県外求人の賃金

はどうでしょうか。規模の格差に依り、又

業種に依り非常に差が出来ておりますので

難しいのですが一番多いところを見ますと

中学校で38，000円～43，000円位です。県外

の大手の繊維関係は殆ど最高の方です∩高

等学校は45，000円～51，000円位です。しか

し男子は殆ど50，000円近い47，000円から

48，000円位が多いようです。

一方地元の受理している賃金を見ると中

には県外と殆んど同じ高い賃金の処も若干

はありますが、大多数はかなりの差が出て

おります。これからこの格差が益々大きく

なるのではないかとも考えられます。尚、

学卒の就職に関連しまして去る6月下旬鶴

岡市に於て地元就職者の激励慰安大会を開

催しました際、その時のアンケートに依り

ますと、その中に職場に対する希望や相談

したいことがありますかという項目の中に

「ある」と書いた人がかなり居りました。

その項目について労働時間、休日について
一番、次が仕事のこと、対人関係、賃金の

ことを挙げております。休みについては管

内に於ても隔週5日制、或は月1回5日制

等が増加しており、前年よりも休みが多く

なっておりますd

祝祭日の全休、土曜の半休という希望が

多く特に高校卒の方から多く出ている様で

す。新規学卒者は初めての職場生活ですか

ら色々と戸惑いや、なやみ等に突当る点が

あろうと思われます。

労務管理の改善については従来から色々

と配慮がなされておりますが、従業員の職

場意識を的確に把撞されまして、事業の経

営者と従業員との意志疎通が円滑に行われ

まして従業員が職場生活に満足感、充実感

を持つことが出来る様に雇用管理を進めて

行くことが大事なことは申し上げるまでも

ありません。こうした魅力の持てる職場造

りが即ち求人対策であり、同時に従業員の

定着対策に繁るものと存じます。

次に最近に於ける中央工業団地の関係の

進出企業の労務情況について簡単に申し上

げます。ご承知の様に中央工業団地に入る

進出企業で新しい処は殆んど出揃った様で

す。その中で現在労務を補充している勉は

男子では泉工業、これは第一次が求人90名

に対して99名就職し、既に埼玉県の本社工

場で実習し、12月の創業と同時に鶴岡に戻

って来るのです。第二次として現在30人の

求人を頂いており、既に3分の1ほ就職し

ております。次に東京部品工業は第一次が

70名の求人に対し61名が就職し、神奈川県

の本社工場で実習しております。来年8月

予定の創業と同時に地元に戻って来ること

になっております。第二次が80名の求人を

出しておりますがまだ7名位しかきまって

おりません。

この二つは男子を主とした企業であり、

賃金は18才で基本給49，000円、一方では

49，900円、年令に依りまして29才で70，000

円位の基本給を出しております。その他に

色々の手当が入るわけであります。

女子では東北みすゞ電子工業、これはみ

すゞ電子と同じ系列でありますが、新規

200名の内100名は既に現在のみすゞ電子の

方に入って就職しており、新しく出来た時

にそちらに移ることになっております。残

り100名は現在募集しておりますが、年令

の幅を拡げればかなりの応募者もあります

が、中・高年の方々は職場に限度がありま

すので最近は16才～35才位迄の年令に制限

している様です。

これらの工業団地からほ、その他に求人

が多くなるわけですが、労働条件の高い水

準の企業が新しく立地した場合は労働力の

企業間の移動が大きくなることは他の地域



でも見られることでありまして、今後企業

の増加により、こうした傾向が益々大きく

なると考えられます。

従いまして既存企業におかれましても新

しい雇用情勢に対応致しまして更に一層の

労働条件の向上についてご配慮をお願い申

し上げたいと思います。

○ロータリー財団委員会　　　谷口晴敏君

初めにロータリー財団委員会ではこの前

の例会でお願い致しました様に、ここに小

さい箱をおきましたので、お帰りの際はよ

ろしくお願い申し上げます。

次に私事で甚だ恐縮でございますが簡単

にご挨拶を申し上げます。実は私昭和44年

5月に由良電子という会社にピンチヒッタ

ーとして入社しましたが、会社も一応軌道

に乗った様でございますので先月末に退社

致しました。

そして今度は国道7号線の停留所の直ぐ

前に8月31日水沢産業を発足させて頂きま

した。この会社は自動車とか、電気メータ
ーの差動部分を製造するので、国内約80％

のシェアーを持つ藤田電気の会社の最末端

のささやかな会社であります。普通の実業

家の方々ですと新しい企業をやる場合は当

然鶴岡の市内でやる筈でしょうが、片田舎

に造りました所以は、実はご案内の通り庄

内平野の一番西の端で農業経営規模が非常

に小さい所です。それがだんだん基盤整備

等で大型化され、近代化されますと従来小

規模なるが故に婦人労働力が農業の中心に

なっておりましたが、その婦人労働力を転

用せざるを得ない様な情況に進んでおりま

す。勿論大部分の人は鶴岡に就職しましょ

うが矢張り農村の人は家庭の環境、或はそ

の他の実情で地元に残らなければならない

立場の人もかなりある様に思われますので

地元の人達と共に農工一体の職場を造ろう

ということで他の役員は全部地元でござい

ます。

私は今後飽く迄も臨時として、ピンチヒ

ッター的な立場でありますが、勿論出来る

だけ早く地元の人達が外部に頼らずに－木

立出来るという形にもって行きたいと念願

しております。そんなささやかな会社であ

りますが皆さんからよろしくご指導、ご支

援をお願い申し上げたいと思います。

○雑誌委員会　　　　　　　　津田晋介君

ロータリーの友について

雑誌委員では委員会報告はないんですが

この雑誌について私の感想を述べたいと思

います。私このロータリーの友を読み始め

てから10何年もなりますけれども編集の方

針は全然変っておりません。一貫して同じ

方針です。矢張り雑誌である以上面白いと

いう面がなければならないと思います。ロ

ータリーの友はそういう点から考えて面白

いというふうに言えるかどうか。どういう

性格の雑誌かと言えば、同行の志が読む雑

誌という性格でしょうけれどもロータリー

クラブ以外の人がこれを見た場合、読んで

みたいという意慾をそそられるであるうか

と考えて見る必要があると思います。どう

してもこれは一般人から見て読みたいなあ

という意慾を起させる魅力に乏しいと感じ

ます。

矢張り雑誌の編集は月並みなものでなく

何か読む人の目をひく、興味をそそるとい

うことがなければ雑誌としての生命はない

と思います。どの雑誌でも特殊記事という

ものがあって、それに皆がひかれて買うと

いう様なのが多いと思います。ロータリー

の友にはそういう特徴というような配慮が

欠けていると思います。

まだ任期は1年間近くありますので、ロ
ータリーの友をどういう雑誌にした方がよ

いかという事が雑誌委員に課せられた使命

であるならば、ここ1年近くの間充分検討

してそれなりの案を纏めて見たいと思いま

す。

○地区年次大会事務局開設について

年次大会副幹事　高橋正太郎君

昨日から地区年次大会の終る10日頃迄に



商工会議所2階の1室をお借りし大会事務

局を開設し、私は鶴岡に居る時は常任して

います。私に用のある時は自宅でなく、事

務局迄ご連絡願います。

尚、事務担当は日向早苗さんです。よろ

しくお願い致します。

次に現在迄に入りました登録メンバーを

申し上げますと僅か492名の参加人員であ

ります。後15クラブ（鶴岡クラブを含め

て）本日迄登録がありません。ゴルフは現

在69名、車の駐車台数川9台、奥様は52名

というところでございます。奥様の方が多

いというわけではありませんが492名では

誠に困った数字でございます。皆さんもお

知り合いの会員がありましたら沢山勧誘し

て頂きたいと思います。

○規陸活動委員会　　　　　　中江　亮君

先回の例会でご承知のことと思いますが

安藤会長が第二次大戦中の勲功に依りまし

て勲五等瑞宝章を受章されましたので当ク

ラブの慶弔内現に依り、お祝いとして金一

封を贈呈します。

次に新穂光一郎君は温海グランドホテル

の設計を担当され、佐藤衛君が工事を担当

され無事見事に竣工されました。おめでと

うございます。

次に有名なゴルフ用品メーカーの美津野
ゴルフが東北大会を開催されました時に、

当会員の高橋正太郎君が見事優勝されまし

た。おめでとうございます。尚高橋君はこ

の次の大阪に於ける全国大会にも出場する

ことになっております。是非優勝していた

だきたいと思います。

次は只今お手許にありますロータリーの

友（9月号）の第6頁をご覧になって下さ

い。

年次地区大会の委員長をつとめられます

金井勝助君のお写真がのっております。大

会にご参加されます様との呼びかけの記事

ですがお写真から拝見しますと貫録充分で

又男振りも抜群であります。只今そういう

ことを兼ねてスマイルを頂戴致しました。

尚一言つけ加えて申し上げますが先般ガ
バナーの公式訪問の折に、当クラブはクラ

ブの大きい割にスマイルの活動が非常に鈍

く成果が上っていないのではないかという

お叱りを受けました。どうぞ皆様嬉しいこ

と、おめでたいこと等沢山あるかと思われ

ますので、よろしく自主申告をされ沢山ス

マイルを頂戴したいと思います。

○スマイルボックス

○ロータリー情報委員会

大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

1．手続に関する問題

帥　クラブの次期役員は次の所で研修を

受ける。

両　地区協議会
2．手続に関する問題

軸　ロータリーの公式機関雑誌の名称は

弼　「ザ・ロータリアン」。

3・その他の事項に関する問題

的　職業奉仕事例研究とは何ですか？

ぐう　実業または専門職業上で実際に経

験した問題。

1ロータリークラブ加盟国150f

ノーフォーク島ロータリーに加盟

ロータリーの国際家族に最近加わった一

員は、豪州シドニー港の東北方、太平洋上
に浮かぶ面積13．5平方マイルのノーフォー

ク島である。これによって、ロータリーク

ラブのある国および地理的地域の数は150

に達することになる。豪州の領地であるノ
ーフォーク島は、1，600の人口を有してい

る。ノーフォーク島ロータリークラブは

292地区の一部で会員数24名である。もし

あなたが一筆歓迎の言葉を贈ろうとされる
なら、下記クラブ会長宛に出されることを

お勧めする。
EdmundT．Lenthall，P．0．Box316，

Norfolklsland2899，Norfolklsland

君
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第720回例会1973・9・11（火）雨No・11

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QT盲mefoHktioh
「今　こ　そ行動　の　と　き」　′

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　47名

出　　席　　率　　69．12％

前回の出席

前回出席率　　79．41％

修正出席数　　　62名

確定出席率　　91．18％

欠　席　者

阿部（公）君、阿部（裏）君、風間君、張君

山本（隆）君、板垣君、市川君、五十嵐

（伊）君、五十嵐（一）君嶺岸君、三井（徹）

君、三浦君、中江君、斎藤（栄）君、斎藤

（信）君、佐藤（忠）君、佐々木君、中野

（清）君、上野君、鷲田君、高橋（辰）君

メークアップ

高橋（辰）君一酒田東RC

薮田君一山形RC

阿部（裏）君一余目RC

石黒君、吉野君、佐藤（忠）君、鈴木（善）

君、富樫君一鶴岡西RC

Oビジター

羽根田正吉君、菅原隼雄君、菅原松雄君、

細井功君、太田毅一君、石寺龍象君、

佐藤成生君鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

仁　地区年次大会まであと24日．′

もあと24日に迫り、参加人

にのぼることも確認され、

金井大会委員長を中心に着々その準備を

進められ、このところ大詰めに入った感

がございます。この間大会委員長及び委

員の御苦労は大変なことと存じます。特

会
報
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ご
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族
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に大会幹事、副幹事の御苦心は察するに

余りあります。

どうか会員皆様は夫々大会役員として

大会幹事及び各委員長の手足となって文

字通り積極的なご活隈をお願いいたしま

す。

2．地区大会までの例会プログラムについ

て。

地区大会まで例会は3回しかありませ

ん。

この3回の例会のプログラムは会長、幹

事報告の外は特別のプログラムを組ま

ず、地区大会委員会の諸連絡と打合せ時

間に提供し、余った時間はこれに関連す

る懇談その他に当てる様プログラム委員

会のご配慮がありましたので、大会委員

会で充分ご利用願いたいと思います。

但し次回18日の例会は世界理解週間を

実施する様R．Ⅰ会長のご指示がありま

したので、国際奉仕委員会で企画してい

る行事をやらせていただきます。

3・地区大会出席確認について。

去日ご家族宛に地区大会の目的や概要を

のべ、そのご参加のお願いをし、会員を

含む出欠の確認票によるお返事をお願い

してありますが、これで当クラブの参加

人員を確認するのでありますから、お帰

りになりましたら早速投函の有無を確め

られ、必ずご返事下さる様お願いいたし

ます。

4・ご熱心などジターの来訪について。

昨日福生RC会員の福生コンクリート工

業㈱代表取締役山崎正志君が来訪され、

日頃鶴岡には求人関係で大変お世話にな

っており、当地より多数の優秀社員が入

社しておるので、一度お礼をかね、当ク

ラブを訪問したいと思っていたが例会日

に仲々めぐりあえず、本日バーナーを贈

り訪問に換えたいとのことで、バーナー

を交換し、多額のスマイルを摂戴致しま

した。

5・三浦悌三君ご退院。

かねて入院加療中の三浦悌三君が去る8

日（土）退院されました。

おめでとうございます。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1・会報到着

八戸RC、東京RC、八戸東RC、

2．例会変更

寒河江RC

9月13日を9月11日に変更

午後6時30分より　　場所　澄江寺

3．仮クラブ創立案内

河北RC

事　務　局　石川県河北郡七塚町北浜ハ

の6

例会ところ　七塚町行政福祉総合センタ
ー　二階会議室

と　き　毎水曜日12時30分より

4・認証状伝達式

態野RC　6月30日加盟承認

と　き11月9日13．30～18．30

ところ　グランドホテル

くまの　オレンヂ

登録料　7，000円

5．ウエソデーさんより月山登山招待つお

礼状が参りました。

6・財団法人ロークリ【米山記念奨学会つ

新理事長湯浅泰三氏の理事長就任の害毒

状が参りました。

、＿／



7．今年度8月より例会日毎ひさごやに小

部屋一室準備してありますので、地区大

会関係或は委員会等の諸打合わせ等には

積極的にご利用願います。

○プログラム妻真金　　　　海東与蔵君

地区大会迄のプログラム、及び会員のスピ

ーチについて。

地区大会が終了する迄のプログラムにつ

きましては、先程会長からお伝えした通り

でありまして、18日の例会日には世界理解

週間ということで国際奉仕委員会の新穂委

員長に世界理解週間につきましてスピーチ

をお願いする予定でございますが、その他

の時間は全部地区大会の為に開放したいと

考えております。

次に本日「会員スピーチ予定者名簿」を

配布しましたが、この方々には職業の面で

も又はその他の面についてでもスピーチ

（5分間～10分間位）をお願いしたいと思

います。地区大会終了後ですけれどもスピ

【チをお願いする時は2、3日前にご連絡

を申し上げますので、かねて準備しておき

ました原稿に基きましてよろしくお願い申

し上げます。

○社会奉仕委員会　　　　　佐藤昇君

懇談会開催について。

三井委員長が欠席ですので私からお知らせ

努々お願いを申し上げます。

社会奉仕委員会の活動の指針にする為に

環境整備、浄化、美化並に市民憲章推進に

ついての懇談会を開催します。

日時は9月13日午後7時から9時まで、

場所は鶴岡産業会館会議室でございます。

それでご出席お願いしたいのは内川を美し

くする会、市民の森の会、市民憲章推進委

員会、青少年委員会、ロー一夕ーアクト委員

会、インターアクト委員会、ローターアク

トクラブの会員、インターアクトクラブの

会員と指導教官の方々であります。是非ご

出席願います。それからクラブのロータリ

アンの方々も出来るだけご出席頂いて貴重

なご意見を承りたいと存じます。

○ご挨拶

地区年次大会委員長

金井勝助君

一番ロ【クリーに不勉強で非常に申訳な

い様な男が大会委員長をおおせつかりほん

とうに困っておりますが、困っている、困

っているという間にだんだん日がたって今

日に到ったのであります。

今更どうこう申し上げるわけではござい

ませんが、それにしても地区大会幹事の石

黒先生、当クラブの安藤会長さん初め皆さ

ん夫々のご担当部署で非常にお骨折りを願

っております。誠に感謝に堪えません。先

程安藤会長さんの言われた通り大会迄1ケ

月もございません。どうぞ今後共よろしく

お願い致します。

○スマイルボックス

山崎正志君　　福生RC

Oロータリー情報委員会　　大川喜一君

張　紹淵君

山本隆男君

1．その他の事項に関する問題

錮　世界社会奉仕とはロータリークラブ

が下記について他国のクラブの援助を受

ける方途である。



再　社会奉仕計画。

2．その他の事項に関する問題

的　「われわれが考え、言い、或は行う

こと」を判断する際の指針は。

（イ）「四つのテスト」。

3．その他の事項に関する問題

的　国際青少年交換の基本目標は。

回　国民間の理解を増進。

○地区年次大会について

13時10分より約20分間年次大会の為の時

間が設けられました。先ず石黒大会幹事、

高橋大会副幹事より現在迄の経過につい

て、又今後のこと等について詳細の説明や

ら、お願い事項が申し述べられ、引続き両

君を中心に活発な質疑応答がなされ、有意

義の裡に閉会しました。

例会日は大会迄あと3回、貴重な時間を

充分にご活用の上、指示、連絡、確認、責

任など万々遺漏なき様つとめられまして、

硫石は鶴岡クラブであるといわれる様な悔

のない、立派な、しかも盛大な大会になり

ます様祈念したいものであります。

（編集子）

○会員家族紹介

黒谷君のご家族

どう考えても一人足りないのですか、こ

れが全家族です。

左より　恵（長女7才）No．1工（長男
12才）No．3　私N0．2　ということです

が、名前の後にある数字は我が家に於け

る力学関係のランキングです。

説明しなくとも大体お分り頂けると思い
ます。

撮影場所は我が家の玄関前です。

新穂君のご豪族

佐藤忠君のご家族



◎遭首
第72T回例会1973・9・18（火）曇No・12

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebrlktion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員　　教　　　　68名

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　77．94％

前回の出席
出　回出席率　　69．12％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　9日8％
欠　席　者

阿宗君、長谷川君、板垣君、石井君、五十嵐

（一）君、高橋（良）君、海東君、中野（重）君

吉野君、三浦君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君

鈴木（弥）君、中野（清）君、薮田君
メークアップ

市川君一米沢西RC

五十嵐（伊）君一千葉RC

山本君一温海RC

阿部（窯）君一余目RC

佐藤（忠）君一酒田RC

阿部（公）君、風間君、張君、板垣、嶺岸君
三井（徹）君、中江君、中野（活）君、高橋

（辰）君一鶴岡西RC

Oビジター

管原隼雄君一鶴岡西RC

○点　　鐘　　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング

「日本ロータリアンの歌」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

今日は委員会の報告もあるようですし、
私の方からもお話がありますし、今日は又

国際理解週間であり、国際奉仕委員会の方
でその行事の準備をしております。又地区

大会の関係も色々ある様ですので時間を少
し早目に始めさせて頂きます。

1．当クラブの地区大会における各日毎の

出席予定人員、及びご出席する奥様の服

装についての報告やら詳細な説明。

2．先般急報として葉書でご通知申し上ご

ましたが、会員の大川喜一君のお宅で不

慮の火災にあわれましたので取敢ず当ク
ラブからお見舞いを致しましたが、後程

その情況についてお話しがあるかと思い

ます。

3．鷲田克己君が腎う炎で非常な高熱を出

され、去る12日荘内病院に入院され、そ
の後の経過は良くお元気になられたそう

で皆様によろしくとのことでした9

会
報
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○幹事報告　　　　　　　小松幹事

1．会報到着

石巻RC　藤沢RC
Z．例会変更

ィ、山形南RC

第三例会日　午後6時　山交ビル7階
ロ、温海RC

9月24日を9月23日に変更

3．第360地区大会案内

ホストクラブ　名古屋南RC

と　き　　　10月20日～10月21日

ところ　　　　名古屋市民会館

○ご挨拶（火災について）　大川喜一君

今の度は皆様にとんだご迷惑を掛けまし
てはんとうに申し訳なく思っております。

クラブからは早速炊出しの寿司やらお見舞

いを戴きまして誠に有難うございました。

殊に寿司はあのどさくさまざれに手伝いの
人々の窟食に丁度間に合いまして一段と有

難く感じました。私もこういう時は食べ物
が一番という事を覚えていなければならな

いものだと思いました。
一代に火災を経験する人は何百人に一人

と思いますが、私もその一人になったわけ
です。火災の原因はまだはっきりしており

ません。火元の部屋にはまだストーブもあ

り．ませんし、火の気と云へば煙草の火だけ
です。、その部屋は若い連中が寝泊りしてい

る処で煙草は火事の30分前に契っておりま

すム私は今迄方々廻って見ておりますが煙
、草が原田ではないと思います。しかし漏電

ということにしても確固たる証拠がないの

で、結局警察では煙草が原因だということ

になろうと思います。

当日私は何時もの通り6時半に会社に行

き朝食の為往復し、2回目うちを出たのが

9時過ぎでした。10時10分前頃でしたがサ

イレンが鳴－りましたけれどもまさか自分の

うちが火事だとも思いませんし、又煙も見

えませんでし声。そうしている中に鶴岡工

高の前とか、私のうちだとかということが

分りましたので早速帰宅しました。私が帰
った時は火は消えたけれども全部水浸しで

しわ。・廊下は川と同じ様で、玄関は滝の様
でした。蒲団は田舎に持って行き乾して貰

いました。

それから僅かですが火災保険に入ってお

りましたので日本損害保険協会から登録損

害鑑定人の今井さんがこられ損害程度を見
ましたが、外から見ると大した事はない様
に思いますが中に入って見て「これはひど

い」ということでした。そして7割程度の

損害に見て呉れました。
私も70才を過ぎて何百人に1人という経

験をしましたが、昔の人はよい事を言った

もので「ないと思うな運と災難」といった

ものです。私もこういうことは無論あると

は思っても見ませんでしたが矢張り災難は

何時あるか分らないので、それなりの心構
えは必要なものとつくづく感じました。

次に保険のことですが市内南町に何十年

もおりましたが、その時と同額の200万円

しか入っておりませんでした。何もなかっ

たら何年たっても掛け金の掛損の様な気が

することと又外から火が来ても四方皆あい
ているので火事になる心配はないし、自分

のうちからは尚更火災等出す気もありませ

んのでいわば安心料という程度でした。今
こういう事になって見るともう少し余計入

っていたら助かると思いました。それで

「ないと思うな運と災難」ということをつ

くづく感じた次第です。
ほんとテにすみませんでした。

○親睦活動委員会　　　　　中江亮君

1．新穂光一郎君

新穂建築設計事務所創立15周年を迎え
ての記念祝賀会が去る15日産業会館で行

なわれました。おめでとうございます。

2．佐藤伊和治君

温海グランドホテル建設に当り金蔓興

業（株）より数千万円にのぼる資材を納
入され、併せて伊和治君が同ホテルの取

締役に就任されました。おめでとうござ
います。

3．心からのスマイル

小池繁治君、三井健君、上野三郎君、薮

田誠樹君、中江亮君

或る祝賀会に於て興がつのるに任せて

誰かのスマイルの一声でかなりのスマイ
ルを頂戴しました。

○スマイルボックス

大川喜一君、新穂光一郎君、佐藤伊和治

君、小池繁治君、三井健君、上野三郎君



薮田誠樹君、中江亮君

○ロータリーの友委員会　　　阿部　嚢君

ロータリーの友委員会からお願いを申し

上げたいと存じます。ロータリーの友委員

会からロータリーの友9月号をお読み頂い
てそれの感想のアンケートの用紙が10枚来

ております。大変恐縮ですが各テーブル2

枚づつお願い致します。
このアンケートには3つ書いてありまし

て例えば「日本近海の汚染の現状と対策」

というのを宇田先生が書いており　ます。

（2頁から8頁迄）それをお読み頂いてこ
んな文章はロータリーにはいらないとか、

感心したとか、簡単で結構ですからアンケ
ートにお答え頂ければ大変有難いと存じま

す。よろしくお願い致します。

○地区大会ゴルフ委員金　　　男網末松君

ゴルフ委員会から一寸お願いをさせて頂

きます。年次大会も逼迫して参りましたが
ゴルフの方も同様迫って参りましたので是

非皆様からもご努力をお願いしたいと思い
ます。

実は今度ゴルフ大会に参加されるビジタ
ーの方は70名です。それで法人無記名を何

とか皆様方からご支援、ご協力を頂きたい
と思います。

尚今申し上げました法人権のある方は、

阿宗水道さん、小池繁治さん、金屋興業さ
ん、亀屋ホテルさん、鶴岡建設さん、鶴岡

。信用金庫さん、笹原商店さん、温海佐藤組
さん、荘内銀行さん、荘内日報さん、荘内
三菱電機さん、殖産銀行鶴岡支店さん、つ

るや旅館さん、手塚商店さん、三井健さん
三井病院さん、山形銀行鶴岡支店さん、山

形相互銀行鶴岡支店さん、鶴岡日石さん
以上の方々が会員権をお持ちの筈であり

ますので大変恐縮でありますが、この次の

例会日ご持参願いまして山下さんの方へお

届け頂きたいと思います。

尚歯の浜の万は阿部公一さんに、又大山
の方は管原建材さんにお願いしておきまし

たが会員の方々も近くの法人無記名のある

方を何とか集めてご協力下さいます様お願
いを申し上げます。

○国際奉仕妻員会　　　　新穂光一郎君

海外旅行のハウツー

国際理解週間というのは実は9月15日を

含みますその週の例会日となっており、も

う一週間も遅れましたが、先週も仲々プロ

グラムが多かったので遠慮申し上げ、今週

にして賞いました。

RIの指示に依りますと国際理解週間に

は一番手取り早いのが海外旅行の話だそう

で皆さんの興味、その他を引きつける様な
スピーチをやれということです。

私も海外旅行のことは良く知らないんで

すけれども海外旅行で誰が何処へ行ってど
うしたか、山が綺箆だとか、建物が大きか

ったとか、海が探かったなどと言ってもし

ょうがないので、今日は海外旅行に行くに

はどういう様にして行けば良いのかという

ことを話して見たいと思います。実は皆さ

ん充分お分りになっており、こんな事今更

なんだということもあると思いますし、文

通に一寸聞きにくい面もあると思われます

が、国際理解週間ということで勘弁して下
さい。

先づ第一にパスポートを申請します。パ
スポートとはご存知の様に名前とか、本籍

住所、それから刑罰等がないかという事を
調べる為に外務省に申請します。最近は観
光旅行でも数次パスポートを貰える様にな
っております。昔ですと1回限りでしたけ

れども最近は6，000円支払へは誰でも数次
パスポートを貰えるという状態です。

パスポートを貰うと一諸に注射をしま

す。注射をする時それを記入したイェtj－
カードを貰いそれと同時にビザをと　り　ま

す。ビザというのは私最初入城許可証じゃ
ないかと考えたのですが、よく調べて見ま

すと入城許可証ではなく要するにパスポー
トに対する裏書きの様なものです。

ついでに入域許可証は又別に書類があり

国交のない場に行く場合、これを持って行
かないと入国出来ません。

昔は沖縄とか、最近は台湾かアプリケー
ションを持って行かないと入れない様です

その手続き関係を済ませたら日本円を銀行
で両替するとか、或は空港でも両替出来ま

すのでそのどちらかで交換する様です。
大体鶴岡から行く場合は天の川か鳥海で

上京し、朝の9時から10時位の飛行機に乗



るケースが多い様です。羽田空港に行って

間違うことはないと思いますが注意しなけ
ればならないのはドメステックニアーライ

ン（国内線）とインターナショナルェア←

ライン（国際線）の二つあることです。ド

メステックェアーラインで例へは大阪とか

札幌とかに行く処ですが、そこに入ります
とロビーが非常に広くてその中に各航空枚

会社がずらりと並んでおります。その中の

自分が予約しておる会社のフロこ／トに行き
一応航空券を望示して手荷物と小荷物に分

けます。
小荷物とは重量制限があって飛行機と積

んで貰う荷物です。身の廻りの品物は手荷

にして、オーバーナイト／ミッグを持って行

く様です。登録の折に塔乗券と小荷物の引
きかえ券（タッグカード）を貰います。小

荷物の重量制限はェコノミーで、20毎ファ
ーストクラスで30毎です。

その場所には自分の乗る飛行機の出発時

刻1時間30分前迄必ず到着する様旅行社か

ら指示されます。それから自分の乗る飛行

機会社の登録を済ませますとぶらぶら時間
をつぶし乍ら、或は日本円をドルに両替な

どして愈々搭乗に向うのですけれどもいつ

も行っている方でも行く順序に案外気がつ
かない場合がある様です。最初は防疫の方
に入るのですが、その時イェローカードを

チェックするのです。その次は税関です。

例へは外国製品をお持ちですかという様な

質問を受けます。もしその時外国製品を持
っておりましたら帰りに又変に欺われない

様申告した方がよい様です。

次に出入国管理官に行きますとパスポー
ト及び出国カードにチェックされます。

そこを無事通過しますと塔乗者の待合室に
入ります。尚出国の時にはェンバケーショ
ンカードを書いて入国の時にはデスェンバ
ーケーショソカードを書くのです。それが

両方併せて通常E・Dカードと言っている
様です。

最近航空待合室に入りますとその中に免
税点があるものですから、そこで酒を買っ
たり、香水とか外国製品を買うケースが多
い様です。渡航される国に依ってはお酒が

豊富でないとか、或は香水も余りない時に

限り便法上そうするのでしょう。そこで渡

航準備も一応全部終り、自分の乗る時間の

ご案内ある迄待っているわけです。

その時塔来者待合室にフライトスケジュ
ールというものがテレビに出て来ます。要

するに航空予定表が出て来ます。その時に
見落されないのは自分の乗る飛行機のフラ
イトナンバーです。それから出発時間、飛

行機の種類が並んで出て来ます。それから

目的地（ソールとかニューヨトクとかベル

リンとか）が出て来るわけです。その次に

出て来るのがゲートナン′L－です。このゲ
ートナンバーを見逃すと大変なことになり

ます。

例へは旅行社の方がついている場合は
問題ありませんが、乗る場合ゲートを間違
いまして、バスが迎いに来てそれに乗ると
ハワイに行く心算が、とんでもない中近東

に行ってしまう場合もあるわけです。それ

ですから時間も大事ですが機種が分ればい

いんですがゲートを間違わないことです。

飛行機に乗りまして目的地に着きますと

横上で配って呉れるのは入国カードです。

それを書くのには大して難しく考える必要

はなく書いてある処に書けばよいのです。

相手国に着きますと出る時と少し順序が違
います。最初に行くのが防疫で次は出入国
管理の手続きを終へ、最後に大抵税関を通
る様です。その場合国に依って持ち込んで
ならない物があるわけです。例へは麻薬、
刀飼、銃砲、宝石等は論外ですが、酒なん
かは一時預りをする場合が非常に多い様で
す。

まだ話したい事も沢山ありますが時間も
余りありませんのでこれ位にします。

○ロータリー情報委員会
大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

1．その他の事項に関する問題

餉　「国際奉仕予約購読」として広く行
なわれている計画とは。
（ロ）ある国のロータリアンが他国のロ

ータリアンでない人のためにするザ

●ロータリアンまたはレビスタ・ロ

ータリアンの予約購読。

2．その他の事項に関する問題。

帥　ロ【タ　ー財団は下記の目的のため
に設立された。
（イ）国際理解を推進するため。

3．その他の事項に関する問題。
廻〉1コークリー財団の資金は下記の方法

によって募金される。

“）個々のロータリアンの寄付。



◎

第722回例会1973・9・25（火）雨が0・13

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QT言mebrn〈t盲○爪
「今　こ　そ行動　の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席
修正出席
確定出席

欠　席　者

阿部（裏）君、五十嵐（→）君、佐藤（衛）君

嶺岸君、三井（徹）君、三浦君、男網君、菅君
斎藤（信）君、鈴木（弥）君、佐々木君、山本
（正）君

メークアップ

佐藤（忠）君一酒田RC
阿宗君【新庄RC
薮田君一米沢RC
板垣君、高橋（良）君、海東君、中野（重）君
吉野君、鈴木（弥）君、中野（清）君

一鶴岡西RC

Oビジター

谷地益雄君一花巻北RC

長野正彦君、帯谷義雄君、中沢秀雄君
一鶴岡西RC

荒井活君一酒田RC

○点　　鐘 安藤会長

○ロータリーソング

「日本ロータリアンの歌」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1．地区大会もあと9日〝
総仕上げのとき。地区大会もあと9日

となり、総仕上げの段階となりました。

恐らく各委員会の準備は整ったことゝ思
います。これから最も大事なことは各委

員会の密なる横の連絡と参加人員、行動

等の急変、或は思わぬ事情による予定変
更等の徹底と機を失しない対策と思いま
す。有識者揃いのロータリアン各位の全

神経を集中して大会の成功に最後の努力
をいたしましょう。

2．1975年～76年度ガバナー・ノミニー候

補。

去る11日早坂ガバナーより標記につい

て次の通知がありました。

R．Ⅰ細則第13条第5節へ項の規定に

準拠し、下記第353地区ガバナー指名委

員会は慎重に審議した結果、国際ロータ
リー第353地区1975年～76年度地区ガバ

ナー・ノミニー侯補者として山形西クラ
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ブ会員、高坂知甫君を指名することに決

定しました。

指名委員会委員
早坂源四郎、村上正徳、安斎　　徹
兼子　俊一、高橋　与市、穴沢義一

庄司　晋作、飯島　隆俊
但し、地区内の何れのクラブでも、こ

の指名に拘らず独自に候補者を指名委員

会へ指名下さることは差支えありません
ので、若し他に推薦希望の侯補者がある

場合は、所定の手続きを経て乗る9月30
日までにガバナーに提出願います。

以上ですが当クラブとしてほ皆様の同

意に基づき上記指名された供補者に異議
ない旨報告したいと思います。

（全員異議なく決定す）
3・驚田克己君の容態

かねて入院加療中の鷲田君は去る22日

無事退院され、その後の経過もよろしく
あと2週間位の静養を要するそうで、皆

様によろしくとのことでした。

4．斎藤栄作君ポールハリス・フェロー

本日配布のガバナースレーク一第4信

に斎藤栄作君のポールハリス・フェロー

の正式発表がありました。おめでとうご

ざいます。

尚、同君の功績を拡大するために財団

委員会で財団ボックスを廻すそうですか
らよろしくお願い申し上げます。

5・米山奨学会委員会の新設

今般地区に米山奨学会委員会が設置さ
れ当クラブ張紹淵君がその委員に委嘱さ

れました。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1・例会場変更

福島RC

例会場　中合デパート6階
スペシャルルーム

事務局　福島市栄町5番1号
中合デパート内

TEL O245－21－5151

2・会報到着

鹿児島西RC、新発田RC
3・認証状伝達式

鹿島臨海クラブ

と　き11月11日10時30分登録

ところ　茨城県鹿島市神価町

町立体育館

登録料　6，000円

○ロータリー情報委員会示設板

大川喜一君　張　紹淵君　山本隆男君

1．第7回のロータリーの会合

（1）ガス・ローアー（鉱山技師）

（2）ハイラム・ショーレー（洋服商）

（3）シルベスター・シ【ルー（石炭商）

（4）ポール・P・ハリス（弁護士）

1905年2月23日

2・記録に関する問題

（4）ロータリーの創立は

（イ）1905年

3．記掛こ関する問題

（9）最初のクラブ結成された所は。

ぴ）米国イリノイ州　シカゴ市
4・ロータリーの名称は

第3回目の会合：ポール・P・ハリスは
クラブの名称として、いくつかの提案を

したが、その中からロータリーという名

前が採用されました。
そのわけは、当時各自の職場で輪番に

会合を開いていたから。
5・その他の事項に関する問題

㈹　「ロ←一クリ←」という名称が選ばれ

たわけは

困　初期の会合が会員の事業所で輪番
に開かれたから。

○国際ロータリーニュースより抜拳

（1973年9月）

1972～73年度に404クラブが新規加盟

1972～73年中に加盟した新クラブの総数

は404であった。加盟クラブの数を地域別

に分ければ次の通り。アジア、108；ヨーロ

ッパ大陸、北アフリカ及び東地中海地区、

102；南アメリカ、中央アメリカ、メキシコ

及びアンチル列島、66；米国、カナダ及び
バーミューダ、66；豪州、ニュージーラン

ド、アフリカ（地中海に接する国及び地理

的地域を除く）及び他のグループのいずれ
にも含まれない所、45；そしてグレート・

ブリテン及びアイルランド、17。過去5ヶ

年に亘り、1年間に加盟した新クラブ数は

平均508である。



◎

第723回例会1973・10・2（火）曇後晴が0・14

会　日　火曜　日12時30分
会場　鶴岡市本町二丁目　ひ
務所　鶴岡市馬場町
長　安藤足助　幹

コ二

QTimebr爪〈tion
「今　こ　そ行動　の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席
会　　員
出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席
修正出席
確定出席

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、風間君、五十嵐
（一）君、田中君、吉野君、三浦君、斎藤
（信）君、佐藤（昇）君、津田君

メークアップ

阿部（案）君一余目RC
佐藤（衛）君一温海RC
嶺岸君、三井（徹）君、菅君、鈴木（弥）君
山本（正）君一鶴岡西RC

Oビジター

半田茂弥君、工藤武樹君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○国家斉唱

○ロータリーソング

「日本ロータリアンの歌」

ベく多数参列して頂きたいと思います。

尚荘内日報社の好意により報道橡閲も

○お誕生月　おめでとうございます

会員誕生
五十嵐三郎君、富樫良書君

奥様誕生
山本律子様（隆男）
針木須美子様（弥一郎）
佐藤登久子様（昇）斎藤修子様（得四郎）
三浦明子嘩」悩三）

○会見報告　　　　　、＿、安藤会長
トノ10月定例理事会報告
／（i）鶴岡駅に大時計、その他の贈呈の贈呈

式について。
かねて社会奉仕委員会で計画中の鶴岡、

駅に贈呈する大時計、ロトタリー傘、ア
ーケードの塗香補修、何れも準備が整っ

たので本日午後2時より鶴岡駅に於て贈
呈式を挙行致します。この贈呈式に会員
の皆様は皆の心からの贈呈を表現するた

＼　めに例会終了後万障お繰り合せの上成る
＼

＼

参即します。
（2）青少年猿動週間実卿をついそ。

10月15日を中心モする一週間「青少年
活動週間」を実施する様指示されており
ますのでクラブとしてほ次の事項を実施
することにした。

ぴ）青少年活動週間実施の目的、要領等
について「ロータリークラブ委員会資
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料、社会奉仕、青少年」に示されてい
る「青少年活動週間」の会員への理解
徹底。

（ロ）来る10月16日、23日、30日の例会ス
ピーチにI C、RAC各委員長及びボ
ーイスカウト地区委員長又は県コミッ

ショナーの夫々の現況、活動等につい
てお話をお願いする。

再　従来当クラブの青少年奉仕のボーイ
スカウト、IC、RACの3本柱に更

にユネスコの援助激励を加へ4本柱と
する。

（3）地区大会に於ける選挙委員を次の通り
決定した。
鈴木善作君、小松広穂君、森田清治君。

（4）地区世界社会奉仕委員長より照会のW
CS計画1098号に対する協力の可否につ
いて。

同種の援助を要する施設は当地域にも
沢山あることで先づ地域優先として今回
は参加しないことに決議した。

2．地区大会もあと3日〝　最後の健斗を．〝
明3日は午前10時よりプログラムの製本

記念品等の袋詰めの大仕事を一帯に行いま
すので別に示す20名の会員はご苦労ですが
万障お繰合せの上協力して下さい。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
1．例会時間変更
ィ、山形北RC　享煮会のため

と　き10月11日午後6時

ところ　産業会館ビル6階
ロ、酒田RC lO別0日体育の目につき休会

と　き10月17日を10月14日に繰上げ

ところ　鳥海山荘前レストハウス
2．例会場、クラブ事務所移転通知

福島北RC
例会場　福島市栄町5－1

ホテル辰己屋8階

事務所　福島市新町3－13丸栄印刷所内
3．会報到着

村上RC　本荘RC
4・認証状伝達式

姫路東RC　7月24日加盟承認
と　き11月24日13：00より

ところ　姫路文化センター
登録料　7，000円

○社会奉仕委員会　　　　　三井　徹君
鶴岡駅に寄贈するものについて

先程会長さんより大体ご報告がありました
けれども私から一応ご報告を申し上げます。
今迄長年駅に置いた傘ですが今年は交通安全
色ということで、こんなデザイン（現物表示）
にしましたのでご諒承願います。

次に、時計の件ですが、先般傘の件で駅に
参りました時、駅の方から時計が古くなって
大分狂いやすくなり、一般の人にご迷惑にな
る様な傾向もあるので何とかお願い出来ない
かという話がありました。然し何分金額が相
当になりますので、果して利用価値があるの
かどうかと色々きいて見ましたが、利用度は

相当高いということで寄贈することに決定し
ました。
駅というのは我々が感じておりましたのと

は大分違いまして、あそこに時計を寄贈する
と云っても、寄贈という感じよりあそこにつ
けさせて頂くという感じが強いのでありま
す。それでも一般の方の利用度が高ければロ
ータリーとしての目的は達せられるのではな

いかということで決定しましたのでご諒承願
いますむ

次にタクシー乗物のテントですが大分痛ん
でまいり、汚れたり切れたりしておりました
ので全部補修し、又塗替えを致しました。そ
れからマークですが、未だ届いておりません
が、佐藤昇君のデザインで給麗なものが出来
上りますのでその中ご覧願いたいと思います

○スマイルボックス

上野三郎君
酒田市清水屋デパートにラッケルのパン
コーナーを出されました。

中江　亮君
酒田市活水屋デパートにお惣菜コーナー
と中国飯店の軽食コーナーを出されまし
た。

上記両君のご発展まことにおめでとうござ
います。

○ロータリー情報委員会示設板

大川喜一君張紹淵君山本隆男君
1．一般質問

（4）毎年チャーターされるロータリークラ
ブは平均いくつでありますか？

最近は平均1日に1クラブ強であります
2．一般質問

（5）ロータリアンは他のサービス．クラブ
の会員たり得ますか？

ロータリアンは他のサービス・クラブ

の会員となることによって、その関心と

精力を分散することを避けるよう強く要
請されています。

○あとがき

本日は地区大会最後の例会日でありますの
で、石黒大会幹事、高橋大会副幹事より総合
的な説明と要望があり、終って質疑応答等が
ありました。会員各位の絶大なるご協力とご
健斗を切にお祈り申し上げます。（係）



◎遭首
第724回例会1973・10・9（火）晴　が0・15

会　日　火曜　日12時30分
会場　鶴岡市本町二丁目　ひさご
務所　鶴岡市馬場町
長　安藤定助　幹

QT富mebrn〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　67名

出　　席　　数　　　　49名

出　　席　　率　　71．64％

前回の出席
前回出席率　　85・29％

修正出席数　　　　64名

確定出席率　　94・12％

欠　席　者

阿宗君、阿部（裏）君、安藤君、佐藤（昇）君、

石黒君、五十嵐（三）君、金井君、薮田君、
佐藤（衛）君、嶺岸君、三浦君、三井（健）君、

安藤君、張君、森田君、早坂（源）君、佐

藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、市川君
飯自君、五十嵐（伊）君、高橋（艮）君、今

野君、海東君、田中君、佐藤（衛）君、上

林君、窯谷君、小花君、小池君、中野

（重）君、吉野君、嶺岸君、三井（徹）君、
三井（貿）君、三井（健）君、菅君、大川君

中江君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、笹原君、
鈴木（弥）君、佐藤（友）君、谷口君、高橋

（正）君、小松君、手塚君、津田君、中野

（清）君、富樫君、薮田君、進藤君、高橋

（辰）君、山本（正）君

大川君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）○点　鐘　　　　　鈴木副会長
君、高橋（辰）君、栗谷君

メークアップ

吉野君一鶴岡西RC

阿宗君、阿部（公）君、田中君、佐藤（昇）君、

津田君一年次大会

09月分出席率
9月分150％出席　小野寺清君

9月分・125％出席　石黒慶之助君、五十嵐

三郎君、金井勝助君

09月分100％出席　　　　51名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（案）、風間君

○ロータリーソング　「奉仕の理想」

○会長報告　　　　　　　鈴木副会長
1．五十嵐一郎君ご逝去。

悲しいお知らせをしなければなりません
かねて入院加療中の五十嵐一郎君がご看

病の甲斐もなく一昨日（7日）朝5時頃
ご逝去されました。誠に哀惜に堪えませ

ん。

思えば昭和38年11月入会以来10年の長

きにわたり理事、各委員長として奉仕の

誠をつくされ、クラブの為に又ロークリ
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アンとしてご尽痺下さいました。本当に

惜しい方をなくしました。

弦に皆様と共に謹んで黙蒔をさゝげ、
ご冥福をお祈りしたいと存じます。

黙　　　　　蒔

尚、早速幹事と共にお悔みに参り、ご

蚕桑と生花を供えて参りました。お葬式
は10月11日（明後日）午前10時半より蓮

台院に於て行われますのでご会葬下さい

2．地区大会盛況裡に終る。

会員並びにご家族の皆様本当にご苦労様
でした。1年にわたる労苦こゝに報いられ

友情溢るゝ、アイデアに富んだ誠に行き

届いた立派な地区大会として参加者一同
に喜ばれ、賞讃され盛況裡に終了いたし

ましたことは誠にご同慶に堪えません。

これ備えにコ・ホストクラブ及び商工会

議所、青年会議所、RAC、IC、ボー
イスカウト、その他諸機関、諸商社の協

力は申すに及ばず特に会員各位並びにご

家族、加えて会員事業所の皆様打って一

丸となっての献身的なご努力、ご協力の

賜と探く深く感謝申し上げます。
P．Ⅰ会長ビル・カーター氏のターゲ

ット「今こそ行動のとき」を遺憾なく発

揮出来たものと確信し、誠に欣快に存じ
大会委員長以下役員、委員をつとめられ
た会員の皆様に対し探甚の敬意と感謝の

意を表します。
あと残された会計、記録にも全員の協力
を以て一日も早く整理完成に努め有終の

美をおきめたいと存じますのでよろしく
お願いいたします。

3．地区大会に於ける受賞

本地区大会に於てクラブ及び会員が次の

通り栄誉の受賞をされました。

（1）ポールハリス・フェロー

早坂源四郎君、張生妹さん（張君の
奥様）斎藤栄作君

（2）ポールハリス・準フェロー

小花盛雄、三井徹君、石黒慶之助君

（3）米山記念奨学会功労賞

張紹淵君
（4）ロータリー財団優秀クラブ

第1位1，200％　鶴岡クラブ

（5）10年間100％出席者

石黒慶之助君、新穂光一郎君

（6）記念ゴルフ大会に於て会員多数入賞
れましたので親睦活動委員長より発

表願います。
4・R．Ⅰ会長代理ジャック・プライド氏

よりクラブへ記念のことば。

R．Ⅰ会長代理ジャック・プライド氏

より来訪の記念に次のような色紙が贈ら

れましたので披露いたします。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
卜　会報到着

八戸RC東根RC　東京RC石巻RC

2．例会変更

材）酒田RC

と　き10月14日を17日に

12時30分より

ところ　両羽食堂

回　酒田東RC
と　き10月11日17時30分より

ところ　相馬屋
3．三笠宮股下より煙草6箱頂戴致しまし

た。

その内県警の方々、鶴岡西RCに夫々1

箱宛差上げました。残り4箱を当クラブ

会員にお分け致します。（1人当り3本）
4．先般地区大会の節バナー交換クラブは

次の通りです。（20クラブ）

師の浦RC、福島北RC、保原R C、
平東R C、白鷹R C、京都乙訓RC
二本松RC、八日市RC、静岡東RC、

富岡R C、常盤R C、内郷R C、

会津坂下RC、朝日RC、勿来R C、

浪江R C、平東R C、大江R C、

桐生RC Eagle HawkRC、

○ご挨拶　　　ガバナー　早坂源四郎君
久し振りで例会に出て参りました。大会

の席上でご挨拶致しましたけれども改めて

今日参上致し皆様の非常に献身的なご努力
に敬意を表しますと共に厚くお礼を申し上

げます。
私も昨日から気が抜けた様になりました

が公式訪問もまだ半分一寸でありまして25

位残っていると思います。これから又気を

引締めて行脚をしなければならない状態で
あります。

7日に大会が終りまして私が終始会長代

理の接待をし、大会委員長が宮様のご接待
をするという打合せのもとで居りましたが



奥さんが太っており殊に前に手術をしたせ
いで足が悪く、山はどうしても難しいとい

うことで取り止めました。もっとも1ケ月

以上の長旅が続いており、又年をとってお

られますのであまり無理をさせない方がよ
いということて亀屋さんの宿舎に参りまし

た。

非常に立派な大きな部屋でゆっくり話合い
をしたのですが、その時ジャックプライド

さんから「今度の大会で君は何が一番よか
ったと思うか」ときかれましたので私は第

1はシソポジ㌧L－ムとそれからその中の会

長代理との質疑応答、次は三笠宮殿下の講

演であり、3番目は体育館における昼食会
であると言ったら彼も之に同意しておりま

した。その後でロータリークラブの名誉会

員であるプリンス三笠がこの大会にプレゼ
ントした事は国際ロータリーにとって非常

に名誉なことであると言っておられまし

た。今度の大会は非常にグッド・カンファレ
ンスであったと申し述べておられました。

今朝関ガバナーに電話しました処彼は踊
る元気で今日は十和田を観光するそうで

す。幸い天気に恵まれ非常に良かったと思
います。

又「お前は秋田の地区大会に是非出て来い」

と言われましたので私は「忙しいから行け

ない」と言いますと彼は一寸寂しそうな顔

をしておりましたので、私家内と一緒に日

曜日の朝秋田の地区大会に出席することに

致しました。実は私来週の月曜日から長井
上の山、白鷹等を訪問し、引続き会津に行

くことになっておりますのであまり行きた

くなかったのでした。

彼ジャックプライドさんは16日秋田発の

飛行機で東京に行き、間もなく羽田空港よ
り帰国すると思います。

1週間も一緒になりますと良く分りますが

私の拙い言葉も良く分り、頭も非常に良い

方と思います。やさしくそしてロータリー

学の誼奥を極めている様な気が致しまし

た。特に職業奉仕に関しては一つの卓見を

持っており勉強している様です。

私あまり偉い人に接したことはないけれ

ども彼と1週間を共にしまして、彼の人

格、それからロータリーに対する非常に探
い教養と申しますか、考えておられるとい

うことに私自身勉強させられました。簡単
でございますがお礼のことばと共に近況の
一端をご披露申し上げます。

○こ挨拶　　地区大会副幹事高橋正太郎君

3日間の大会も無事終了致しました。特
にその3日間は私の言動が本当に気にかゝ

ったと思いますけれどもお許しを願いたい

と思います。どうも有難うございました。

次に石黒大会幹事からの伝言がありますの
で読ませて頂きます。

金井委員長は宮家にお礼言上の為本日上

京しております。石黒幹事は県の歯科医師
会の役員会で山形に出ております。全会員
の絶大なご奮斗に依り大会も先ず大過なく

終了致しました。誠にご苦労様でした。心か

ら厚く厚くお礼を申し上げます。大会本部
として誠心誠意細心の注意を以って努力し
た心算でありますが、いざ実行となります

と種々な矛盾や突発的な事態が起り、執行
に当った副幹事、各委員長を初め各委員の

方々に多大な迷惑をお掛け致しました。大

会幹事として申し訳なくお詑び申し上げま

す。本会は終りましたが残務整理にまだま
だ重要な仕事があります。お疲れでありま

しょうが各委員会では準備企画された資料

或は実行に当てられたメモ等整理され、後
日の記録の資料として保管下さる様お願い

致します。後日活動報告書を作りたいと考
えます。本大会の最大の収穫はシンポジュ
ーム、記念講演ではなく、クラブ会員の和

合、協力だったと考えます。私共は最大の

奉仕を行って最大の利益をかちとったと思
います。

○親睦活動委員会　　　　　中江亮君

1．10月26日庄内地区クラブ親睦ゴルフ大

会を実施致します。

詳細は書面を以てご通知申し上げます
から多数ご参加下さい。

2．10月28日当クラブ会員親睦磯釣大会を

実施します。詳細は森田清治君よりご
説明あります。

3・近日中会員及び家族慰安親睦会を実施

すべく計画中であります。詳細決定次
第お知らせ致しますので多数ご参加下
さい。



○親睦磯釣大会について　　　森田清治君

日　時10月28日　午前8時（雨天決行）

産業会館前よりパスで出発する。
場　所　吹浦～小砂川間

審　査（1）時刻　午後6時

（2）場所　ひさごや
（3）方法・目方（魚の種類に関係

なし）

（4）賞品1位～10位

（5）審査委員長　森田清治
懇親会　審査終了後ひさごやにて行なう。

○スマイルボックス

早坂ガバナー　　　　　大会盛会のお喜び
小花大会副会長　　　　ク

三井賢二大会会計　　　大会雛壇の役員

佐藤忠大会S．A．A　　ノク

小池繁治地区幹事　　　ク

高橋正太郎地区副幹事　ク

進藤誠一君　上の山の会員から殿下のご講

演の録音のテープを依痍さ
れ、そのお礼として頂戴した

ものをスマイル

新穂光一郎君10年間100％出席表彰

小花盛雄君　ポールハリス　準フェロー

表彰
張　紹淵君　米山記念奨学会功労者表彰

○社会奉仕委員会　　　　　三井徹君
先日鶴岡駅に対する奉仕を予め予報申し

上げましたが、大時計の寄附、叉時計の処

に「時間を守りましょう鶴岡ロータリーク

ラブ」という文字板を入れました。それか

らロータリー傘、タクシー乗場のテントの

整備、これを全部地区大会2、3日前に完
了致しました。ご覧になって頂きたいと思
います。

これにつきまして駅に最初折衝して下さい

ました上林一郎君、デザインなどを引受け

られました佐藤昇君、時計をお世話下さい
ました五十嵐三郎君のご努力に対して厚く

お礼を申し上げます。

○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君

張　　紹淵君
山本隆男君

1一般質問

8・新しいロータリー・クラブを結成す

るのは誰ですか？

普通関心を持つロータリアンが地区ガ
バナーの特別代表として、その地区ガ

バナーの監督の下にこれを行なうので

あります。

結成集団は正式な申込書が国際ロー
タリー中央事務局によって受取られ且

つ確認されてから国際ロータリーの会

員として、加盟を認められるまでは仮
ロータリー・クラブと呼ばれるのであ

ります。

2　一般質問

9・私のクラブは近隣の都市へのロータリ
ーの拡大を援助することが出来ます　　）

か？

出来ます。各ロータリークラブは近隣の

都市の中でどこに新しいクラブの設立
が有望であるかを心得ていなくてほな

りません。

そして地区ガバナーの承認を得た上で、

その監督の下に、はたしてこれ等の都

市にロータリー・クラブをつくって成

功するか香かを決定するためにこれら
の都市の調査を行なわなければなりま

せん。

会員豪族紹介　　　　　弟　網末松君



◎強打
第725回例会1973・10・16（火）晴　が0・16

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

Q甘言meforll〈t盲on
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　67名

出　　席　　数　　　　46名

出　　席　　率　　68・66％

前回の出席
前回出席率　　71・64％

修正出席数　　　　65名
確定出席率　　97・01％

欠　席　者

風間君、安藤君、長谷川（悦）君、高橋（正）
君、中野（清）君、教田君、谷口君、山本（隆）
君、板垣君、五十嵐（三）君、高橋（良）君、佐
藤（衛）君、上林君、小池君、三井（徹）君、三
浦君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（忠）
新穂君、笹原君

メークアップ

佐藤（昇）君、大川君一鶴岡西RC

阿宗君【新庄RC

阿部（裏）君、安藤君、石黒君、五十嵐（三）
君、金井君、佐藤（衛）、黒谷君、嶺岸君、三
井（俸）君、斎藤（栄）君、佐藤（伊）君、教田
君、高橋（辰）君一年次大会

○ビジター

樋野一君一新庄RC

O点　　鐘　　　　　　　鈴木副会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　鈴木副会長
1．地区大会参加の来賓、クラブロータリ

アンより絶讃の礼状到来。

村上、飯島両バストガバナー並びに八日
市RC及び藤沢RCの旅河君等々より地区

大会参加について絶讃と大変お喜びのお便
りが到来しております。

地区大会幹事より紹介申し上げます。

2．第6回4クラブ2会議所親善ボーリン

グ大会並びに懇親会参加。

来る10月18日（明後日）午後3時30分よ

り「ミナミボール」に於て鶴岡商工会議所

商業部会青年委員会主催、鶴岡RC、鶴岡
西RC、鶴岡ライオンズ、朝陽ライオンズ

鶴岡青年会議所、4クラブ2会議所の親善
ボーリソグ大会が開催され、又午後6時よ

り産業会館5階ホールで親睦会が開催され
ますので、大会には別に指名された5名の

選手、親睦会には出来るだけ多くの会員が
参加され親睦を深められたい。

細部は親睦委員会よりご案内いたします。
3．例会時間及び場所変更と地区大会慰労

並びに家族会ご案内。

来る23日（次週火曜日）の例会時間及び

例会場を変更し、地区大会慰労並びに家族

会を開催いたしますので別紙ご案内に依り

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



多数ご参加下さい。
細部について幹事よりご連絡いたします。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
1・例会変更

（イ）当鶴岡RC

会長報告にありました通り来る23日の
火曜日の例会及び家族会の細部は次の様
に実施致しますのでよろしくお願いいた
します。

記

期　日　昭和48年10月23日（火）
午後4時（例会時間変更）

場　所　新茶星　大広間（例会場変更）
要　領　①　クラブ例会

（参　いも煮会（家族会）
服　装　野外いも煮会に出掛けるような気

軽な平装
会　費　不要（クラブで慰労）
その他　①　地区大会参加の会員、家族、

お手伝いの方は勿論、同大会に
参加出来なかった会員、家族の
方も家族会ですから是非多数参
加下さい。

②　日時がありませんので出欠通
知を折返し投由下さい。準備の
都合上10月22日午後5時締切り
ます。

尚　当日S．A．Aは親睦活動委員会に協力
して下さい。

回　鶴岡西RC
日　時10月26日午後6時

場　所　湯野浜　いさごや旅館
登録料1，500円

再　温海RC
日　時10月22日午後5時

場　所　関川　金澤屋旅館
登録料　2，000円

2．会報到着

八戸東RC　　村山RC

3．その他

ィ、ロータリーダイアリーの申込み。
ご希望の方はお申込み下さい。

代金は約800円。
ロ、会員名簿20部ありますのでご希望の

方は事務局よりお受取り下さい。
代金は1，000円

ハ、前回例会の場合もそうでありました

けれども最近例会に欠席する場合の欠
席届けが励行されておりませんので賄
の方に非常な無駄が出る様ですので、
欠席の場合は成るべく前日迄事務局に
連絡下さる様特にお願い申し上げま

す。

○ご挨拶　　地区大会委員長金井勝助君

今回の地区大会が非常な成功裡に何事も
なく終えましたことは誠にご同慶に存じま
す。その間皆々様から非常なご努力、ご協
力、ほんとうに骨身を惜まないお働きを願
いまして不束かな委員長も無事その役を終
えさせて頂きましたことを厚く感謝申し上
げます。

実は両殿下が駅に行って汽車にお乗りに
なった時、私の任務は終ったと思いまして
山下女史に総てのバッジをとって貰いまし
た。しかし考えて見享卓上真襲りお礼に行
かなければならな七′ぐと思いまして翌々日宮

様のお宅に画、致しまt■た。そしてロー
タリーからお上げしたお土産品、ご存知で
もあり患′しょうが、妃殿下には絹織物一
疋、それからこゝの名産の焼鉄10把、それ
からいづめご1つ、その他山形県、鶴岡

市、′その他からお上げしたお土産品を全部
お届け致しましてお礼に行きましたのです
が、丁度両殿下はご不在でしたので竹中事
務官からおきゝして、玄関にあります記帳
台帳に記帳して参りました。記帳の文句は
「お成りお礼」と書くのだそうです。
それで「お成りお礼、ロータリー地区大会
委員長金井勝助」と記帳して参りました。

これで私の役目は全部すみました。その
間皆々様には大変お世話になりましたので
心からお礼を申し上げましてご挨拶と致し
ます。

○地区大会参加の来賓各位の礼状について

地区大会幹事　石黒安之幼君
一ヶ年に亘る私共の真剣な努力を講重ね

た大会が大過なく終りましてほんとうにゆ
っくりしたことゝ思います。今迄かってな
い鶴岡RCの協力というか、和合というか

他のクラブから色んな賞讃の手賞が参って
おります。その中代表的なものを一寸申し
上げます。飯島さんからほお葉書ですけれ
ども「一致協力、立派に敢行された一　とい
うことに対し敬意を表するという　もので
す。村上さんからほ「今迄かって東北でな
かった素晴らしい会合であらた」というお、誉めの言葉を頂戴しております＝お小言は

一つも書いてございません。

ガバナーノミニーになられました高坂知

甫さんから来たお礼状を読んで見たいと思
います。
以下全文

冠省
此の度は近来稀に見る立派な年次大会で

ほんとうに感謝致しました。



一年有余に及ぶ皆様方の御努力が実を結ん

だものと心から敬意を表します。
一番感じた事はクラブの会員皆様が一人と

してブラプラしている人がなく、一様に眼
が輝きこ我々はこの中から熱気の様なもの十㌦す。会の運営も亦見事なもの
でした。そしてプライドさんが何度も云っ
た様に、きびしい緊張の中にもなごやかな
「笑い」が絶えずあった事、心がなければ
とてもあの様にはいかないと思います。明
後年は山形になるわけですが、我々のクラ
ブではとてもあれ程心のこもった行事は出

来ないのでないかと今からもう心配して居
ります。併し立派な模範を示して戴いたわ
けですから大いに参考としたいと考えて居
ります。宮様の御講演も立派なもので、今
回の大会の大きな収獲だったと思います。
プライド会長代理のメッセージも極めて独

創的で今迄のどの会長代理よりも酷い感銘
を受けました。又夫人もあの調子で絶えず
みんなをくつろがせてくれました。
此の事は貴クラブにとって大きな幸せでし
たね。
会長代理はどんな人が来るか全く運次第で
すからね。幸運は努力のもとに訪れると申
しますからこれも亦結局貴クラブ会員一同
それに奥様方の精進のたまものでしょう。
何はともあれ今回は私にとって貴重な体験
であったと同時にロータリアンである事の

其の幸福感をシミジミ味わせて戴きまし
た。厚く御礼を由し上げます。
何卒会員御一同様によろしくおえ下さ伝い

草々
その他、平やら福島から役を持たない会

員からも色々お礼状を頂戴しております。
皆様のご努力が実を結びましたことを私も
喜んでおります。どうもご苦労様でござい
ました。

○親睦活動委員会　　　　　中江亮君
1．10月18日

親善ボーリング大会並に懇親会
鶴岡、鶴岡西の2ロータリークラブ、鶴

岡ライオンズ、朝陽ライオンズ、鶴岡青年
会議所、以上5のクラブを以て例年行われ
て、おりましたソフトボール親善大会をや
めてその代りボーリング大会を実施するこ
とになりました。細部は次の通りです。
（イ）主　　催　鶴岡商工会議所商業部会青

年委員会
（ロ）参加団体　鶴岡RC、鶴岡西RC、

鶴岡ライオンズ、朝陽ライ
オンズ、鶴岡青年会議所

再　日　　時10月1靴　午後3時30分より

何　場　　所　ミナミボール

㈹　参加者　各クラブより5名以上の出
席義務者を出すこと。
当クラブからは次の5名の方が出席し
ます。
佐藤昇君、佐藤衛君、黒谷正夫君、小
花盛雄君、今野成行君
尚その他にご希望の方は遠慮なく事務
局にお知らせ下さい。

N　親睦会　①時間同日午後6時
②場所産業会館5階ホール

2．10月23日

地区大会慰労並に家族会
この件につきましては先程幹事より細部

のご説明がありましたので省略致しますが
お手許のプリントをよくお読み下さいまし
て成るべく多数ご参加下さい。

3．10月26日

庄内8クラブ連合親睦ゴルフ大会。
この大会は次の様に実施しますから多数

ご参加下さい。

ぴ）場　　所　湯野浜カントリークラブ
伺　集合時刻　8時30分
銅　スタート　9時
国　登録料1，000円
㈹　賞　　品　分区代理賞其の他盛沢山
再　懇親会　詳細は次の例会日にお知ら

せ致します。
4．10月28日

親睦磯釣大会
森田清治君より説明あり、細部は会報第

724回に掲載されております。

尚大会参加の会費は1，000位と思われます
のでよろしくお願い致します。

○ローターアクト委員会　　阿部裏君
R．A．C．の現状について

今月の14日から20日迄青少年活動週間だ
そうでござい遼すが、それにちなみまして
R．A．C．のこと、それから市内のボラン
テー活動のことをご紹介申し上げ、更にお
願いを申し上げたいと存じます。

実はR・A．C・の方はお蔭様で順調に進
んでおりまして会員も2、3名ふへる様な
話でございます。
そして日下は最上川の河口におります白鳥
の餌を集める運動をしております。籾だと
か、パンの層などの様なものです。それか
ら人形劇の人形の製作をやっておりますが
人形自身がまだ出来ませんのでご覧頂く
のはまだ先のことと思いますけれども、そ
の中練習も致しまして何かの機会に皆さん
からもご覧頂き励して頂きたいと思います

尚今日配布して頂きましたものの中に
「でごいち」がございます。これはRAC
の方で今度初めてプリントにして出すこと



に致しました。初めはこれで出発し、その
中タイプ印刷にするとか、或は一年に一回
は雑誌タイプにするかという計画がある様
です。毎月第一と第三の水曜日夜7時から
青年セ∴／クーで例会を行っておりますの
で、皆さんのご都合おつけ下さいまして随
時ご出席、お励まし頂ければ大変有難いと
思います。

次に鶴岡市内のボランテアの方をご紹介
申し上げますと、皆さんご承知のことと思
いますがインターアクトの方は高専の方と

大山の西高校と2つありますが先の地区大
会の時も両方共手伝って下さいました。そ
の他に高校の方ですと鶴岡北校に松ポック
リの会、家庭学院につくしクラブ、家政高
校に若竹の会、南高校に青い鳥の会、手を
つなくや会などがあります。そしてご承知の

様に一年に一度づっ鶴岡学生ボランテアの
集いを致しております。今年の分は9月10
日に青年センターで実施しました。それも
かなり盛会で、夫々今後の活動の方針など
話しておりました。
何れも社会奉仕でありますので夫々のクラ
ブで独自の活動をしている様でございまし
た。しかし横のつながりを結ぶのが難しい
ことでございますので、矢張り今後共口一
タリークラブあたりでインターアクトを中

心にし、横のつながりのボランテアの集い
を開催して頂く様∈抵導願へねは太変看難
いと存じま安ら／‾

今度お願いの様なことですが、先般例会
の庫裏長さんから、今後ユネスコの方にも

′援助する様理事会で決定したいというご報
′′告をききましてユネスコに関係しておりま

す私としましては大変有難く存じました。
ユネスコをご存じない方が多いことと存じ

ますが、ユネスコ子供学校を昭和24年から
鶴岡では開いております。それは小学生を
対象にし、4年、5年、6年生で毎週土曜
日の午後2時から公民館で小供学校の授業
を開いております。そして今年が25周年に

、、なります。それを卒業しますと中等部、そ

攻上は高等部、それを卒業して就職などし
て市内におりますのがユネスコ・バンドリ

研究会というのがありまして、それが中心
となってローターアクトクラブなんかも結

成出来る様になったと思います。
先日三笠宮様のご講演がありました時、

インダスの古代文化のお話がありました。
そのインダスで発掘されました古代都市の
遺跡、あれをユネスコで応援活動すること
になったそうでロータリアンの皆さんにも

宜しくご後援願いたいと官様がお話しした
そうです。

ユネスコの方では国内の社会奉仕も致し

ますけれども国際奉仕の方をより重点的に
やっております。それはユネスコの目的が
世界の平和でありまして、外国の人と友達
になったり、その国の人達とお互いに知り
合いになり、より深く理解し合えればそれ
だけ戦争からは遠ざかるだろうという考え
があります様で、外国を対象に国際援助と
いうことを考えている様でございます。

ロータリーの方も目的は同じ様なもので
しょうと私なりに考えますが、何れ機会が
ありました折、インダスの古代文化の保存
の為のご援助を頃ければ大変有難いと存じ
ます。そういうことは何れ会長さん、理事
会の方にご相談申し上げてから正式に皆さ
んにお願いを申し上げたいと存じます。
又ボーイスカウトなんかも非常に活動し

ております。それからスポーツ少年団は毎
日曜日各小学校で一生懸命練習しているそ
うでございます。そういうものも矢張り青
少年の体育部面の活動であろう　と思いま
す。鶴岡はご承知の様に文化都市と言われ
るだけあって、色々な面で青少年も活動さ
せて頃いている様でございます。
尚将来共ロータリーの方からもご後援を是
非お願い申し上げたい様に存じます。
ご報告を申し上げるためにお願いを申し上
げ恐縮でございました。これでおあらせて
頃きます。どうも有難うございました。

○スマイルボックス

金井地区大会委員長　大会盛会のお喜び
＼　石黒地凶大会幹事　　大会盛会のお喜びと

10年間100％出席の表彰

阿部嚢君　ロータリーの友10月号52頁に立
派な文章とお写真が載っており
ます。

○ロータリー情報委員会示説板
大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

1・一般質問
10．仰新たにロータリークラブを設立す

る場合、創立会員は最少何名必要
ですか？

回新設クラブ加盟料金はいくらです
か？

材）正会員20名
画100ドル（アメリカ合衆国貸幣で）

2．一般質問
日．スポンサークラブは如何なる資格を持

っていますか？

通常、特別代表の属するクラブのスポ
ンサーとなり、次のような任務を行な
う責任を負うのであります。

ぴ）特別代表が新しいクラブをうまく結
成出来るようその立案実行を援助する

（ロ）新設クラブの初期の発展を援助する
困・ロータリー運動の一単位として発展

するよう新クラブを指導する。



◎

第726回例会1973・10・23し火）小雨が0・17

火曜　日12時
鶴岡市本町二丁
鶴岡市馬場町
藤定助　幹

QT盲mebrn〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　員　数　　　67名

出　　席　数　　　54名

出　　席　　率　　80・60％

前回の出席
前回出席率　　68・66％

修正出席数　　　63名
確定出席率　　94・03％

欠　席　者

阿宗君、山本（隆）君、飯自君、石黒君、佐藤

（衛）君、嶺岸君、三浦君、小野寺君、斎藤

（信）君、新穂君、山本（正）君、佐々木君、中
野（清）君、薮田君

メークアップ

笹原君一東京日本橋RC

佐藤（衛）－温海RC
薮田君一米沢RC

佐藤（忠）君一余目RC

山本（隆）君一酒田RC

風間君、安藤君、板垣君、五十嵐（三）君、高

橋（良）君、上林君、小池君、三井（徹）君、新

穂君、谷口君、高橋（正）君、中野（清）君一
鶴岡西RC

Oビジター

菅原隼雄君一鶴岡西RC

○点　鐘（16：00）　　　安藤会長

○ロータリーソング

「それでこそロータリー」

○会長挨拶　　　　　　　安藤会長

地区大会直後2回に亘り例会を欠席致し
大会後今日初めて出席致しました。地区大
会に会員の方には昨年の12月以来、又ご家
族の方には直前になりましてから、あれこ
れと色々なお願いを致し、当日は又予期以
上のご協力を得まして会員家族、お手伝、
それから職場共々に打って一丸となって大
会を進行しました結果、大変な好評でござ
いまして或る人は今迄の地区大会であんな
立派なそして心のこもった暖い友情につゝ
まれた地区大会はなかったとか、色々な賞
賛の声が届いております。これ偏えに会員
各位並びにご家族様、その他の方々のほん
とうに心を合せた努力の賜で、本年度の国
際ロータリーの会長の「今こそ行動のと
き」にふさわしい奉仕の理念に立って行動
した結果だと思います。
皆様と共にこの結果を喜び合いたいと思い
ますし、同時に又あのご苦労を偲び乍らお
互いにいたわり合いたいと思います。

そういう目的で今日は「芋煮会の家族
会」というものを親睦活動委員会で計画し
てくれたわけでございます。
秋の空は女心とか男心とか言われ変りや

すいものですから、野外とも思いましたが
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どうもそういう懸念もあり、準備も大変で
ございますので、昔から金峯山の紅葉を眺
め乍ら鶴岡の人達は新茶屋の大広間で紅葉
狩りをやったことも度々だったわけでござ
いまして、そういう昔を懐しみながらこの

場でやるのも一興じゃなかろうかというこ
とでお誘いしました処、お申込みには会員
が50名、奥様方が30名という多数の方々の
ご賛同頂きまして、まだお見えにならない
方もございますけれども、80名以上の会に
なりましてほんとうに有難く思います。

この前⑳／月山登山は90名でございまし
た。今度は80数名、矢張り90名格好の会で

・・　－‥い－∴一一一、

リスマスは私兎角事情がありまして出て来
ないので分りませんが、一般の家族会では
この様なにぎにぎし十家族会はなかったろ
うと思います。特に月山登山といい、地区
大会といい、又今日といゝ、私共会員とし
て非常に喜ばしいことは、その都度新しい
会員の方々の奥様方がお商を見せて下さる
ということでございます。

年度内にまだ2、3回こういう促を持ち
たいと思っておりますしお気軽な気拝で
「家族会なら孫子を連れていこうぜ」とい
う様な趣向の会を考えておりますので、ど
うぞ今後もこ期待を以てお集り頂きたいと
思います。
重ねまして地区大会の皆様のほんとうに一
生懸命なご努力ご協力を頂きましたことに
対し厚くお礼を申し上げましてご挨拶にか
えたいと思います。

尚、先程申し上げました様に地区大会後
例会が2回ありましたが地区大会成功のス
マイルもしておりませんし、その後10日に

は私の娘の結婚式を挙げまして今東京で新
しい生活を送っておりますし、又ロータリ
ー財団の当クラブの成績も、地区大会では

1200％で地区内一の成績で表彰を受けた
わけでございますが、その直後に1300％
の証明が来ておりますし、今日又幸いにこ
ゝに1400％の証明が参っております。皆

さんと共に喜び合いたいと思います。そ
れには多分に会員ご家族の方の特殊なご寄
附もございましてこの成績を得ておりま
す。会員私共としましてはこの一部会員の
方々のご努力に対し負けない様に、大なり
小なり財団寄附を増加致しましてこのこの

栄誉を落したくないものだと思います。

以上あれやこれやの沢山私のスマイル分が

ありますので今日纏めてスマイルさせて頂

きます。

○幹事報告 小松幹事
1・例会変更

寒河江RC
l1月1日　午後5時30分より　伊勢屋

11月8日　山形銀行寒河江支店
2・会報到着

猪苗代RC、酒田RC、酒田東RC、
藤沢RC

Oスマイルボックス　　　　安藤会長
○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君
張　　紹淵君
山本隆男君

卜　一般質問

12　都市が既にサービスクラブを持って
いる場合、このことはロータリークラ

ブ新設の努力をなすべきか香かを決め
る決定的要素となりますか？

否。その都市が良いロータリークラブを

支持できるかどうかによって決定され
るべきであります。

OR・A・Gよりお願い　　鶴岡R．A．C

社会奉仕委員長　吉住律子さん
白鳥の餌収集について
10月も半ばを迎えますと、庄内にもは

るかシベリア方面より渡って来る白鳥を目
にすることがきます。その白鳥が、酒田市
官ノ浦地区において、地元住民の熱心な保
護のもとに集団生活を行なうわけですが、
私達は、白鳥の餌不足を耳にし更に宮ノ浦
にモ白鳥を愛する会勺があることを知り、
実状を聞いて参りました。

それによりますと、近年渡来する白鳥の
数も増え、又自然環境の変化に伴い餌を集
めるのに事を欠いているということです。

白鳥の餌としては、農家で作取されるシイ
ナや乾燥したパン、出しがらの茶を十分乾
燥させたもの、大豆、とうもろこし等が適
しております。白鳥が日活出来るように援
助したく、皆様の御協力をお願いする次第
です。

尚、集まった食物は一括して頂ければ、
鶴岡R・A・C、酒田白鳥を愛する会で参上
致しますので、御連絡頂ければ幸と思い
ます。

連絡先　㊥鶴岡ローターアクトクラブ事務局
電話　餉5775
馬場町11－63　産業会館内

斎　藤　優　子

㊥白鳥を愛する会
酒田市亀ヶ崎一丁目1011

電話　酒田（2）1292



◎強打
第727回例会1973・10・30（火）晴　が0・18

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QT盲mebrn〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員
出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席率　　80・60％
修正出席数　　　　64名
確定出席率　　95．52％

欠　席　者

阿宗君、阿部（嚢）君、山本（正）君、五十嵐
（三）君、高橋（良）君、小池君、三井（徹）君
三浦君、菅君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君
佐藤（忠）君、佐藤（友）君、山本（隆）君、佐
々木君、津田君、薮田君、進藤君

メークアップ

飯自君一八幡RC　薮田一米沢RC
阿宗君一新庄RC　佐藤（衛）¶温海RC
山本（隆）君、石黒君、嶺岸君、小野寺君
新穂君、中野（清）君一鶴岡西RC
山本（正）君一海外

○ビジター

奥村知介君一習志野RC

菅原鉄之助君、菅原鉄三郎君一温海RC

太田毅一君、佐藤勤一君、佐藤成生君
一鶴岡西RC

○点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1．本日は地区大会以来3週間振りに早坂

ガバナーの御出席をいただき、久し振り

にお元気なお姿に接することが出来まし

た。早坂ガバナーには地区大会後ご休養

の職もなく、秋田の354地区における地

区大会のご出席や、地区内の公式訪問等

非常にご多忙な日程を過ごしておられま

す。本当にご苦労様です。それにも拘ら

ず大変お元気で一同心からお慶び申し上

げます。

2．京都乙訓RCの金井君より地区大会参

加の丁重なお礼状と村上バストガバナー

並びに大原普一郎君より記念写真のお礼

と地区大会成功の賞讃のお手紙が参りま

した。

3・先週は地区大会でいやが上にも強化さ

れた友和、親睦を更に拡大すべく、家族

会（10月23日）、ゴルフ大会（10月26日）

磯釣大会（10月28日）と地区大会成功の

会
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喜びの余韻と共に数々の楽しみ、喜びの

多い週間でした。後程夫々の実行委貝よ

り実況の報告があります。

4・年度開始以来はや4ケ月を経過いたし

ました。この間本年度最大行事の地区大

会も成功裡に終了し、各委員会の活動も

R・Ⅰ会長のターゲット「今こそ行動の

とき」に相応しく活発に行われ、出席、

会報、広報、親睦活動、ロータリー情報

SAA、青少年、社会奉仕、ロータリー

財団、国際奉仕を始め各委員会共異例の

成果を挙げつゝあります。11月23日に予

定しておりますクラブアヅセンブリーを

もって詳細に検討し、後半年の活動に備

えたいと思いますので各委員会は夫々事

前に検討をお願いいたします。

○幹事報告　　　　　　　　　小松幹事

特記事項なし。

○ゴルフ大会について

実行委員　佐藤　衛君

費用は、鶴岡クラブ親睦活動委員会より

20，000円、鶴岡西クラブより5，000円、温

海クラブは2人でしたので3，0〇0円、その

他参加者1人当り1，000円づっ頂戴して賄

いました。

当クラブ受賞者は次の通りです。

優　勝　　中江　　亮君

2　位　　高橋正太郎君

3　位　　中野重次郎君

尚、来年は酒田方面のクラブに幹事クラ

ブを引受けて頂き、毎年交替で行う様話し

ております。

○磯釣大会について

実行委員　森田清治君

最初平沢の一寸手前の鈴部落に行きまし

た。当日は風が強く、とても竿を出せる様

な状態の天候ではありませんでしたが最初

皆で「しのこ鯛」釣りをしました。雨も降

っておりましたので半日串の中で釣をやっ

た方もおりましたが「流石上手だなあ」と

思ったのは早坂徳治君でした。全然錘もつ

けないで自分で作った短い竿で20匹位の

「しのこ鯛」を私達の面前で釣り上げまし

た。

これは新聞記事にしてもよいと思います

が、早坂、高橋両君が同時に一匹の大きな

「あぶらこ」を釣り上げたことです。その

所有権については最後迄もめましたけれど

も結論に到りませんでした。鶴岡は釣の街

といわれる程盛んなので、そんな時の所有

権は誰のものであるかはっきりさせてもら

いたいものだと思います。

所有権が半々というのが会員の半数以上

でした。次に針が奥の方にあれば先に呑み

こんだのだから所有権はその人のものとい

うのが2名、それから後から食った方のも

のだという人もおりました。その理由とし

ては先に食った人は分らないので黙ってお

り、後から食った人は感じて「グッ」と合

せたのだから合せた人のものということで

す。以上3通りありました。今回のほ「あ

ぶらこ」でしたので何事もなくすみました

が魚には変りありませんし、これが赤鯛、

黒鯛ということになれば喧嘩にもなりかね

ないと思われます。

この際荘内日報などの紙上をかりて公に

公開してはっきりしておいてもらった方が

鶴岡市民の為になると思います。それが終

り、次に吹浦に引返して来ましたがその時

も竿を持っているのが精一杯でした。

皆が一緒に行って、同じ条件で、同じ場

所で釣ったことは大きな収獲だと思いまし

た。外の釣大会の様に何処からでもよいか

ら釣って持って来いというのではなく、同

じ条件の処で争い、しかも稀に見る目方で

優劣を決めるのですから「ボラ」の様な大

きなものを釣った人にかなわなかったよう

です。兎に角楽しい一日でありました。

結果は次の通りです。

1位　　嶺岸光吉君

位　　斎藤栄作君

位　　早坂徳治君



○スマイルボックス　　　　　中江　亮君

1．GSバッテリー東北販売店160社の中

25社に選ばれ昭和47年度優良販売店とし

て表彰を受けました。

安　藤　足　助　君

2．鶴岡商工会議所議員総会に於て改選の

結果次の方々が役員にえらばれました。

（任期は昭和51年10月迄）

会　　頭（再）

副会頭（再）

副会頭（再）

専務理事（再）

監　　事（再）

同　（新）

佐藤伊和治君

早坂源四郎君

完網末松君

海東与蔵君

長谷川悦郎君

中野清吾君

議　　員

高橋正太郎君、小池繁治君、上野三郎君

富樫良書君、佐藤衛君、市川輝雄君（父

君の代理）、佐藤忠君、飯自祐倍君、斎

藤得四郎君、鷲田克己君、早坂徳治君、

山本正君、今野成行君、田中晶英君、手

塚林治君、風間慶三君

3・礫釣大会上位入賞者

優　勝　　嶺岸光舌君

2　位　　斎藤栄作君

3　位　　高稿正太郎君
4・ゴルフ大会上位入賞者

優　勝　　中江　　亮君

2　位　　高橋正太郎君

3　位　　中野重次郎君

5・美津濃主催ゴルフ大会の全国大会で4

位に入賞しました。

4　位　　高橋正太郎君

6・木村屋のお店新装のお喜び

吉野　　勲君
尚、次週例会には地区大会の時羽黒山話

をされて三笠宮ご夫妻と記念写真をとられ

た方々に喜びのスマイルをお願いしたいと

思いますのでよろしくお願い致します。

○スピーチ　　　ガバナー　早坂源四郎君

非常に楽しい雰囲気の内に四角張った事

で恐縮ですが、今朝程平東RCの松村享

氏よりロータリー財団関係の書類が参りま

した。地区大会には非常に感激しました。

それから海岸地区に富岡というクラブがあ

ります。会員は22名でこれは平東RCがス

ポンサーになって作ったクラブですが、今

回の地区大会に参加し、会長以下非常に感

激して帰り、急ピッチで会員増強をやり、
一挙に14名の会員を獲得し36名になったと

いう知らせでありました。

昨日商工会議所の会合の時に鶴岡西RC

の原田君が釆まして7月1日に29名の会員

が今度36名位になり、今後40名を目標とし

おそらく年度内達成が可能であるといって

おられました。こういう面で地区大会が非

常に好評で且又参加した会員の方に非常な

感銘を与へたことと思います。

実は私会津若松西RCの会長さんからき
いたのですが、地区大会終了し、帰る途中

会津若松迄車の中で約5時間30分もかかり

ますが終始大会の事を語り合ったというこ

とでした。

私各クラブ45廻りましたが大会後のクラ

ブは長井、宮内、白鷹、上の山、会津若松

南西、喜多方、会津坂下、田島と各クラブ

共何れも大会がよかったと言っており、そ

れともう一つは鶴岡市がこんなに立派な良

い町であることを知らなかったというお話

でした。この鶴岡の大会が山形県と福島県

の会員の方々に非常に大きな感銘を与へた

ことはホストクラブの大会委員長さん以下

皆さんのお蔭であり厚く又重ねてお礼を申

し上げたいと思います。

私最近会津を廻り仏壇を作っておる株式

会社保志の工場を見学しました。そこでは

仏壇で年間50億の生産をあげており本年度

は100億の目標を樹てておる素晴らしい躍

進の会社でした。しかも経営者一家4人が

ロータリアンでありました。工場内は完全

に合理化されており、すべて流れ作業に依

って作られておりました。又最近は需要が

非常に延びておりハワイ、アメリカ方面に

も輸出しておるとのことでした。私は今迄



知らなかったのですが、これが立派な輸出

産業になりつつあるということを初めて認

識した次第です。

それから会渾若松の「ユーセソ」という

酒屋さんの工場を見学しました。非常に大

きな工場で酒も質が非常に良いので福島県

でも相当有名だそうです。会津若松西RC

に入っておる長男の人の話をききましたが

酒を造るのに相当合理化はしておるが或る
一部分は昔乍らの手法を使っておるとのこ

とでした。近代化は確かに必要ですが、完

全に全部合理化すれば酒の質が落ちるそう

です。これからの酒は品質の良いものを造

らなければならないというのが幹部の考え

方でした。

それから喜多方で昭和電工喜多方工場を

見学しました。これは酒田に来る住友軽金

属と同じ内容の工場でした。軽金属をイン
コートとミレトに仕上げるのですが、その

工程で相当の電力を使います。アルミニュ

ームの粉末にしたボーキサイドを電気加工

するのですがその時発する弗素の臭気が非

常に強いので吃驚しました。工員は防毒マ

スクを掛けて作業をしておりました。現在

この工場は事業規模を縮少しておるそうで

すが、設備は私が想像していた以上のもの

でした。

それから面白いことに鰻を飼っておりま

した。鰻の養殖には水を大量に使うのです

が水質が非常に良いので成功したそうで

す。それで養殖を工場の一つの仕事として

やっております。なかなか色々な仕事があ

るものだと感心致しました。

この辺で終らせて頂きます。

○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君
張　　紹淵君
山本隆男君

一般質問

13．大都市にアデイショナル・クラブを設

立することに関して国際ロータリーは如

何なる方針をとっていますか？

国際ロータリー細則は、もし市区、又

は他の自治体地域がその行政区域内に1

又はいくつかの、明確に限界を定め得る

区域を有し、その各々に少なくとも新ク

ラブを組織するために、必要とされる最

少限の職業分額数がある場合には、それ

らの区域の各々から一つずっの、アデイ

ショナル・クラブを加盟会員にすること

ができると規定しております。

但し、かかるアデイショナル・クラブを

組織しようとする区域をそのクラブの

区域の一部としているクラブが、目論

まれているアデイショナル・クラブの

結成を承認し、新クラブに与えられよ

うとする区域を放棄することが前提で

あります。

（RI細則第一条、第一節（ロ）項参照）

＜風間慶三君御夫妻＞

＜上野三郎君御家族＞



◎遭首
第728回例会1973・11・6（火）曇　No・19

日　火曜　日12時30

場　鶴岡市本町二丁目
所　鶴岡市馬場町　商

長　安藤足助　幹　事

QTimefoHktion
「今　こ　そ行動　の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

前回の出席
前回出席率　　73・13％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　92・54％

欠　席　者

阿宗君、阿部（裏）君、風間君、長谷川（悦）
君、五十嵐（三）君、三浦君、三井（賢）君、菅

君、中江君、斎藤（待）君、斎藤（信）君、中野

（清）君、富樫君、山本（正）君

メークアップ

佐藤（忠）君一酒田東RC

山本（隆）君、進藤君一酒田RC

薮田君一米沢RC　阿宗君一新庄RC

阿部（裏）君、五十嵐（三）君、高橋（艮）君、

○点　　鐘 安藤会長

○国歌斉唱

○ロータリーソング「奉仕の理想」

○お誕生月　おめでとうございます

会員お誕生
鈴木善作君　田中晶英君　薮田誠樹君
風間慶三君　佐藤　衛君

奥様お誕生

阿宗良子様　阿部活様（裏）
早坂左枝子様（源四郎）　小松久子様
菅　美千代様

〇年間皆出席者
11年間皆出席　　　　新穂光一郎君
10年間皆出席　　　　阿部公一君

5年間皆出席　　　　薮田誠樹君
4年間皆出席　　　　阿宗文雄君

010月120％出席者　　　　　3　名

五十嵐伊市郎君　小野寺清君　高橋正太

郎君
小池君、三井（徹）君、菅君、佐藤（友）君－　010月100％出席者　　　54　名

鶴岡西RC

山本（正）君一海外RC

Oビジター
山田清三君一名古屋西RC

五十嵐卓三君一鶴岡西RC

阿宗君、阿部（公）君、阿部（賽）君、
安藤君、張君、森田君、早坂（源）君、
早坂（徳）君、佐藤（順）君、山本（隆）
君、板垣君、市川君、飯自君、石井君、

石黒君、五十嵐（三）君、高橋（良）君

会
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今野君、海東君、田中君、金井君、佐藤

（衛）君、上林君、黒谷君、小花君、小池

君、中野（重）君、吉野君、嶺岸君、

三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）

君、男網君、菅君、大川君、

橋君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、佐

藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、笹

原君、鈴木（弥）君、佐藤（友）君、谷
口君、小松君、手塚君、中野（清）君、

富樫君、上野君、薮田君、進藤君、高

橋（辰）君、山本（正）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1．「ロータリー財団を強化しましょう。

3．地区大会羽黒観光の

記念写真のお礼到来。

地区大会羽黒観光に於て本殿前で両殿

下と御一緒に撮した記念写真を委員会の

ご努力で参加者に送られたのですが大変

喜ばれてお礼状が沢山到着しておりま

す。

4．地区大会に奉仕した

青少年団体に本部より感謝。

地区大会に奉仕した鶴岡RAC、鶴岡

高専IC、鶴岡西高校IC、日本ボーイ

スカウト庄内地区隊に大会本部より感謝

の意を以て金壱封を戴きました。各委員

長及び代表に伝達いたします。

ク‡竺造岩豊富デノ宣誓三雲芸芸完完　○幹事報告　　　小松幹事
を要請されております。

当クラブはポールハリスへロー及び準へ

ローの方々のお蔭で1，300％以上の成績

で地区内第一位の栄誉に輝いておりまし

たし、本日も又1，400％達成の通知が入

っておりますが、先般早坂ガバナーより

お電話があり、今度相馬RCが一躍1，60

0％を達成したので鶴岡RCも更に一部

の篤志家の力だけでなく、クラブ全員の

力で今までの栄誉を盛り上げて貰いたい

との激励もありましたので「ロータリー

財団週間」を機会を大いに努力したいと

思いますし、ご協力をお願いいたしま

す。

依って今月のスマイルボックスは「財団

ボックス」を活用しますのでよろしくお

願いいたします。

2．三笠宮家よりお喜びの吉報。

先般三笠宮家竹中事務官より地区大会

本部に「去る地区大会においでになられ

た両殿下は大変ご気嫌うるわしくお帰り

になり、鶴岡の印象は大変よかったとお

喜びです」とのご連絡がありましたので

お伝へいたします。偏えに皆様のご努力

の賜とご同慶に堪えません。

1．例会変更

ィ、上の山RC

11月9日　場所　ローズボール

12時30分より

11月16日　場所　よねや旅館

16時より

11日23日　祝日　の為休会

ロ、八幡RC

l1月10日を11月7日に変更

場　所　　赤倉　阿部旅館

時　刻　16時より

2．会報到着　長井RC

3．第349地区年次大会

ホスト　木更津RC

年月　日　昭和49年3月9日～10日

場　　所　木更津市民館

4・認証状伝達式

ィ、水戸南RC

年月　日　昭和49年2月10日

場　　所　茨城県民文化センター
ロ、京都洛北RC

年月　日　昭和49年3月17日

場　　所　洛北宝池国立国際会議場

○鶴岡市に対する書附について

地区大会副幹事　高橋正太郎君

皆様のご協力に依りました年次大会か票

岡市に対する寄附金のことですが大会委員

長がご都合つかないので石黒大会幹事とも

ヽ、－・′

君江中



が鶴岡市に100万円持って行きました。

その内訳は次の通りです。

ト　既にご存知のことと思いますが体育

館の内の引幕で、もう出来ておりの

す。

2．児童遊園地の一角に半永久的なコン

クリート造りで東屋風の休憩室を建

てます。鉄板ぶきの屋根にして来年

3月頃出来上る予定です。

3．児童遊園地の内に相当高い水銀灯を
一基造ることになっております。

○インターアクトクラブの現況について

三井　徹　君

インターアクトの目標については一応次

の様に書いてあります。

ト　建設的な指導力を養成し、自己の完成

を図る。

2．他人に対する思い遣りを深め、且力と

なり得る様に奨励し実践に努める。

3．家庭の重要性を改めて認識し、国を愛

する心を養う。

4．個人の価値を認め、他人の権利を尊重

すること。

5．個人の成功、地域社会の改善、及び団

体としての業績を挙げる上に、個人が責
任を負うことを強調する。

6．すべての有能な職業は社会に奉仕する

道であることを理解し、その品位と価値
を認識すること。

7．地域社会、国家及び世界の問題につい

ての知識と理解を務める道を提供するこ

と。

8．個人として、又団体として国際理解と

全人炉に対する善意を増進する為の道を

きりひらくこと。

以上8項目になっておりますが発足当時よ

り具体的に而も判り易くなった様に思いま

す。

現況としては世界的に発足してから11年

間になります。世界的に見まして70ヶ国に

約3，000のインターアクトクラブ、70，000

名の会員がおります。日本では昭和38年に

初めて結成され（世界の方は昭和37年に結

成されています）現在250のインターアク

トクラブと6，975名の会員になっていま

す。地区内には9クラブ、約300名の会員

がおります。一番早いのが七一コー学園で

昭和40年に作られております。世界的なク

ラブの名簿が発行されていますが、国内で

はロータリーの友から詳しい名簿が発行さ

れています。

最近の活動状況を見ますと身近かな社会

奉仕活動、又クラブの運営については結成

以来段々年数を経ており大体身について来

たという感じです。

地区大会も7月末に平で行いましたが第8

回目になります。私も数回出席しましたが

段々纏りが良くなって板について来たとい

う感じでありました。

本年度は特にこのインターアクトそのも

のが国際ロータリーとしての重要な活動で

あるとはっきり言っております。そして従

来兎角間接的な社会奉仕が多かったのです

が本年度はインターアクト、ローターアク

トに対し、非常に積極的な直接的なRIの

ロー∵タリーの活動方針として打ち出された

もので画期的なものであると言われており

ます。大体10年間も経過しましたので今年

は更に活を入れようという国際ロータリー

並びにガバナーの方針に依り、先程の地区

協議会の時にそのインターアクト、ロー－ク
ーアクトの海外派遣考慮についての懇談会

を実施しました。その結果ローターアクト

についてはサンクレメンテのロータリーク

ラブと0Ⅰ亡があって具体的にどうするかと

いうことで今検討中であります。

インターアクトについては先程お話があり

ました様に1り］10日、11日に指導教官、地

区委員長と懇談をやり、その方法など色々

ご相談申し上げる予定であります。叉11月

23日には全日本の地区委員長の会合（東京

で開催）があり私が出席すことになってお

ります。

先程当クラブに於ても社会奉仕委員会の

方で環境の整備、浄化についての懇談会に

インターアクト、ローターアクトにも案内

したのですが非常に熱心に参加し、「こう



いう会を又やって欲しい、私共もロータリ

アンと一生懸命話し合ってこういうふうに

活動したい」と言っておりますし、非常に

期待出来る様に感じております。

最近世界或は日本の青年の意識調査を当

局で行っておりますが其の結果を見ますと
一般に世界で共通していることは「職業は

パンを得る為に働くのだ」という答が断然

多く、社会奉仕的な考えは余り出ておりま

せん。人生の目標は何かと云えは「平和な

家庭を作ること」これは圧倒的に多い。日

本の青年で信仰心のないのが40％以上もあ

ります。それから社会に対する不安が非常

に強い。世界でもそうですが白木の青年は

信念を以て、自覚を以て活動しようという

傾向が薄いということが言える様です。

その中に立ってインターアクト、ロータ

ーアクトが自分の人間を完成すると同時に

此等の人に対する指導力を以て努力して行
こうということは非常に貴重なことだと思

います。そんな様な意味でこれからロータ

リーとしてもこのプログラムに対して大い

に力を入れてやって行こうということが今

年度ガバナーの方針であります。
ロータリアン各位におかれましてもどうぞ

青年と接触の機会を得、又例会にもおいで

願い、お互いに話し合い今後よろしくご指

導、ご鞭櫨をお願いいたします。

○スピーチ　　　　　　早坂徳治君

去る10月28日の釣大会のことでございま

すが森田清治君のご配慮により荘内日報の

記事に載っておりました。私はまだ読んで

おりませんでしたが、非常にご親切な方が

おりまして私の方に電話を下さいました。

私を早坂と知っている人の様でしたが「自

分は子供の頃から釣というものについて父

から昔からの伝統的に教えられた者であ

る。」という前言のもとに次の様な内容の

ものでした。

先ず針を魚に飲み込ませること、これは釣

師の資格がない。魚が切角食いついたのに

これを感受しないで黙ってその儀にしてい

るのは釣師の資格がないんだ。その後に魚

は又宙があるから食いつく、それをガッチ

リ合せたのが矢張り釣師の資格充分なの

だ、だからその時の魚はあなたの所有であ

る。

以上の様な電話でした。あまりご親切なの

で「あなたはどなたさんですか」とききま

すと「私は60才の親父であなたを知ってお

りますし、元与力町の石山林太郎」という

方だそうです。

これは今後のこともありますのでご参考迄

申し上げます。

○スライド　　　　　　　　張　紹淵君

「会員増強」についてのスライドを上映さ

れました。

あるRCの会長が「会員増強」について

増強の必要性、会員増強委員会の任務、

全会員の協力に依る増強の方法など多岐に

しかも具体的に説明したものであってR

Cの力の真の根源は会員の増強にあり、増

強なくしてより多くの奉仕はあり得ない。

増強が出来ればこの様な立派な社会奉仕が

出来るのであると結んでおります。

○ロータリー情報委員会示説破

大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

1・一般質問

的　「標準クラフ定款」とは如何なるも
のですか？

ロスアンゼルス大会（1922年）は標準ク

ラブ定款を採択し、其の後時々大会にお

いてそれを改正しましたが同年6月6日

より後に国際ロータリーに加盟したクラ

ブはすべてこの標準定款を採用しなけれ

ばならないことになっています。

2．一般質問

㈹クラブは如何なる場合に国際ロータ
リーの加盟資格を失いますか？

次の4つの場合であります。

（1）国際ロータリーに対する会費その他
財政上の支払義務を履行しない場合

（2）正当な理由による場合。

（3）脱会による場合。

匝）役目を果さない場合。



◎強打
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第729回例会1973・11・13（火）雨　Ⅳ0・20

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QT盲mebrn〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　48名

出　　席　　率　　72．73％

前回の出席

前回出席率　　79・10％

修正出席数　　　　63名

確定出席率　　94・03％

欠　席　者

風間君、石井君、石黒君、高橋（良）君、
海東署、吉野君、嶺岸君、三浦君、大川君、
中江君、斎藤（信）君、津田君、佐藤（伊）君
佐藤（昇）君、谷口君、上野君、進藤君、

高橋（辰）君

メークアップ

五十嵐（三）君一温海RC

阿宗君一新庄RC

阿部（裏）君、風間君、三井（賢）君、菅君
中江君、中野（清）君、富樫君一鶴岡西RC

山本（正）君一海外

○ビジター

工藤武樹君一鶴岡西RC

○点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長
1．池内方平君御逝去

かねてご病気療養中の当クラブ第5代

金長池内方平君が去る9日午後4時50分

逝去されました。
お葬式は明14日午前11時、正覚寺で行

われます。

顧れば池内君は昭和34年6月当クラブ

創立にあたりチャーターメンバーとして

入会され、クラブの基礎造りに尽され又

第5代会長として創立5年の経過によっ
て聯か慣れとマンネリに惰しかけたクラ

ブに「活」を入れられ又歴年役員、理事

委員長、委員として活動され特に職業奉
仕については自らその研究、理解につと
められ、尚非常な経済通であられその藍

著をかたむけ、折々スピーチをされる等
ロータリーの最も大切な職業奉仕につい

て会員を指導して下さいました。

本当に惜しい方を失いました。謹んで

御冥福を祈り黙藤を捧げたいと思います
黙　　商

2．11月定例理事会報告

（1）地区の世界社会奉仕として採択され

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



た朝鮮慈恵学校増強への協力について

再考の上賛同する様ガバナーより要請
があり協議の結果、その趣旨、ガバナ

「の意向再考の上協力することにしま

したのでご賛同願います。

依って各自100円のご協力を願います。

¢）この度県の重要文化財に指定になっ
た天主堂を更に国の重要文化財に指定

を進めるための活動に協力のお願いの

為時間を与えられたいとの要請があっ
た件については地域の重要文化財を知

るために、例会スピーチとして犬塚又

太郎氏を招曙することゝし、その結果

ました。

す。慶弔規定に基づき皆の心をこめオ

御祝儀を贈呈いたすことに土汝tまし
た十　　　　　　一‾■’‾’■

（3）この度阿部裏君が茂吉文化賞を

、＼

（4）既に御通知済みですが、来る20日例

会時間を変更し、例会に引続きクラブ
アッセソプリーと懇親会を開催するこ

とにしました。

3．スマイルについて

今年度親睦活動の一つにスマイリング
ムードの高揚をうたい親睦活動委員長以

下各委員大活躍をし、毎例会和やかなお
祝いムードが盛り上っておりますが、発

表にもれがあってその為にスマイルの機

会を失しておられる方があるのではない
かと委員が心配しております。スマイル

は発表されて行うのではなく、自ら喜び

を恵まれない人のために分けるために行

うものですから遠慮なくスマイルをお願
いします。

尚、スマイルはその額が1，000円均一

の様になっておりますが喜びに依っては

より大きなスマイルも叉コインスマイル

でも結構ですから気軽に数多くやりまし

ょう。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
1・会報到着

東京RC、石巻RC、村上RC
2・例会変更

ィ、酒田RC　700回記念の為

と　き11月14日17時30分より

ところ　産業会館

ロ、村上RC　秋の家族会の為

と　き11月15日17時より

ところ　瀬渡温泉　三島星旅館
ハ、長井RC　ボーリング大会の為

と　き11月20日17時より

ところ　長井ボール
こ、新庄RC

と　き11月16日18時30分より

ところ　鳴子ホテル
3・当クラブ1用20日例会時間変更について

ィ、例会17時点鐘　約10分～15分間の例

会
ロ、例会終了後その場でクラブアヅセン

プリーを行います。

各委員長は義務出席となります。若
し委員長欠席の場合は中間報告につき

委員を指名しておいて下さい。
ハ、アッセソプリー終了後（18．00～

18・30）通常例会場に於て懇親会を行

います。
こ、登録料1，000円

4・ガバナー通信による世界社会奉仕計画

1098号（韓国の身体障害児養護施設に対

する助成）が地区において振りあげられ
る事になりましたので会員1人当り100円

只今、今野委員が廻りますので御協力願
います。

5．今週はロータリー財団週間であります

が沢渡和郎氏が山形よりわざわざスピー

チにお出かけ下さって居ります。

三井徹君より御紹介御願いします。

○沢渡君のご紹介と財団週間について
三井　徹君

現在の地区（山形、福島の両虎）から最
初の奨学生としてアメリカに留学なさいま

した沢渡和郎君をご紹介申し上げます。

沢渡君は1967年に向うに参られ1ケ年間

勉強しておいでになったわけですが、その

後お帰りになりましてからほ家業の千歳館
を経営なきると同時にレストラン、パーキ
ング等数多くの事業をやられ、青年実業家

として非常に活発に活動なさっておりま

す。お帰りになってから大分年が経ってお

りますので色々と面白いお話があると思い

ます。

それから今週は財団週間でありますし、

私地区の学友委員をやっておりますので一

応この奨学生制酎こついて一寸申し上げて
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おきます。
ロータリー財団の奨学生の制度が出来ま

したのが1947年でございます。日本から最

初に奨学生が出ましたのが1950年、それで
一昨年迄に110名出ておりますからその後

叉100名近く出ていることと思います。

それから内容ですが大学院課程としては
一昨年迄に世界的には2，900名、日本では

224名です。大学院課程は1967年に発足し

ております。それから専門的訓練が1966年

から始めまして一昨年迄214名出ておりま

す。それから研究グループの交換、これが
1965年から始めまして一昨年迄1343名、そ

の時の合計としまして全世界で4，681名の

そういう青壮年の優秀な方々が国際親善、
ロータリーの趣旨を休して活動しておられ

るわけでございます。その後の数としては
2，300名位多くなっているわけでございま

す。
当地区に奨学生即ち学友として向うに行

ってこられた方が8名おります。又今年行

かれる方が2名おり合計10名になります。

大体以上の様な現況であります。今後又財

団の寄附が非常に活発にやられて奨学生の

数も段々多くなり、この奨学生制度は益々

発展して大きな力になることと思われま
す。私の話はこの程度で終りますので沢渡
君のお話をお願い致します。

○スピーチ　　　　　　　　沢渡和郎君
只今ご紹介に預りました沢渡和郎でござ

います。私只今三井先生がご紹介して下さ
いました如く1967年～1968年の国際ロータ

リー財団の奨学生としてニューヨーク州の

州立大学の大学院課程で政治学を主として
勉強して参りました。

結論を先に言いますと私自身青春の一年

半の間国際ロータリー財団のお蔭でアメリ
カで勉強し、更にヨーロッパを廻り、各地

ロータリークラブ、或は色々な人達と接し

て来ましてほんとうに自分の為になった、

又自分の人生が豊かになったと思います。
これからも若い人達を、数多くの方々を

交換学生、財団奨学生という形で行ってお
ります国際親善に大きく寄与しております
ロータリー財団及び各ロータリークラブの

万々に感謝すると共に、こういう事業を大
いに進めて行かれる様お願いしたいと思い

ます。

私、昭和42年5月と思いますが早目に日

本を出ましてハワイ、カルホルニヤを廻り

知人、親戚等にも行きまして7月からノー
チキャルライナ、南部の大学ですがそこで

6週間語学訓於をしました。9月からニュ
ーヨーク州の州都オーワニーの州立大学で

大体一年近く勉強したわけでございます。

そこは13万位の都市でロックへラー知事の

公社とか、州議会、州政府、州立大学とか
がありアカデミックな落ちついた町であり

ました。

その間オーワニーロータリークラブ、こ

れは会員数が140名か150名位の大きなクラ

ブでございまして、ミスタージェソタルと

いうイクリヤ系の方が会長をやっておられ

この方には公私共に色んな点で懇意して頂

きまして今も文通しております。その他色
々なロータリークラブや学校等をも訪問し

ました。向うで50Dドル位のコロビアとい

う中古車を買いました。話に依ると問題の

ある欠陥車でした。欠陥車の為かそう多く
乗ってもいないのに大変安く、見た目も良
いので買ったのですが3ケ月半位乗りまし

た。

大学で3月末にイースターバーケーショ
ンという休みがございます。その時を利用

しまして鶴岡ロータリークラブがホストで

こちらにおりましたアイデソ・イアハルト

さんのお宅を例の車で訪問しましたが本人
が不在でお父さんとお会いしました。大変

歓待を受けて帰ったのですがその途中ニュ
ーヨークのハイウェイで1DOK以上飛ばし

た際、車の前方が横振れし、左側で道路外
の低い処に2回転半の転落事故を起しまし

たが幸いお尻に症が出来た程度で済み自分

自身悪運が強いなあと思いました。まあ色
々なことがありましたが私家庭の事情でレ

ストランビジネスに入らなければならない

ということであちらのガバナー及び本部の

方に手紙を出し、了承を得ましてニューヨ
ーク州立大学の勉強が終りますと直ちにデ

ソシホテル（2，000人収容の規模）に入り

コックをやりました。そこの街は日本で言

えば熱海とか別府と同じ様な、向うで言え
ばフロリダ又はマイマミに匹敵する様な街

です。

最初はもう非常にきつくてクロンポ等と
一緒に烏合薯の皮をむいたり、色々な事を



やらされたのですが1週間位たつと大体慣

れまして時間があればアルバイトの連中と
一緒に飲みに行ったりしました。

処が私夏場のアルバイトで金を作りヨー
ロッパに行く計画を樹てておりましたが2

ケ月程働いても予定額の半分にも達しない
ので今度は二つの仕事を持ちました。

朝7時から夕方迄デンシホテルでコック

をして働き、夕方から別のレストランでウ
ェイターとして12時～1時頃迄働きまし

た。そうすれば遊ぶ暇もなく、又資金獲得
とは非常に良かった様です。それで我なが

ら日本人は勤勉だなあと感心しました。向

うのチーフの若者とか或は黒人の労働者を

見ていると非常に怠惰で、自分は平均的な
日本人だと思っておりますけれども矢張り

日本人がアメリカに来て成功するのも成程

という気拝になりました。それで帰りはヨ
＿ロヅパを1ケ月近く廻り帰りました○

私アメリカ滞在1年7ケ月位ですけれど

も大きく得たものは、自分に対する自信、
又何処に行っても兎に角どんな連中と一緒
に働いても食べて行けるという自信が大き
なものと思います。

自分の家は料亭をやっております。少さ
い時から料理屋が嫌いで家の仕事を継ぐ意

志は全然ありませんでした。処がアメリカ
でロータリークラブの人達とか或は又ホテ

ル、レストランで働いている中に色々な人

達から「あなたの家は何をやっておるの
か」ときかれますので「ジャ／ミニズ・レス

トランをやっている」と答えましたら色々

な人達から「金は出すからアメリカで日本

の料理店をやらないか」と言われたのです0
アメリカの現情を見ますとシカゴとかニ

ューヨーク、ロスアンゼルスとか人口5D万

以上の大都会では大体1軒か2軒位の日本
料理店はありますが、人口5万位の地方都

市ではチャイニーズ料理店はありますが日

本料理店はありません。田舎の人が一寸都

会に出たとしても日本料理の店、斎藤とか
都とかあるけれども高すぎて入れないとい

う状態でした。ですからやり方次第では日
本料理店もすごく面白く、又世界に延びる
んじゃないかと感じたわけです。そして自

分の家業を再認識したと言うよりもむしろ
新しく発見したという気持で帰り、自分の

家業に取り組んだわけであります0

私が帰ってから5年になりますが商売の
方は順調であります。又その他にもボクシ
ング協会を作ったり、ジムを作ったりして

おります。又これは何処の都市でも同じと

思いますが日本料亭につきものの芸者さん
の数が非常に少なくなっておりますので所

謂近代的システムでしょうか1昨年暮から

高級パートタイマー方式を初め私が最初か
ら会長を勤めております。その結無年商は
3，000万円位で残高も高い様です。これは

所謂幹旋業で営利を目的としては出来ない
ので将来は花笠会館でも建てようかと考え

ております。

アメリカ帰りの方が書いた「何でもやっ

てやろう」という本がありますけれども自

分も山形という町で今迄の経験を生かし、
仕事を通して「何かやれるんじゃないか」
という心算でやって来てまあある程度成功

しているんじゃないかと思っています。

あまり時間がないところであまり多くの

事を語ろうとしてもしょうがありませんの

でこの辺で終りますけれども私の家は千歳

館という料亭と日本レストラン千歳を七日

町でやっております。どうぞ皆さん山形に

行きましたら是非お寄り下さい。

○スマイルボックス　　　佐藤　衛君
五十嵐三郎君　納税功労者として表彰
飯自祐古君　優良青色申告者として表彰
笹原桂一君　優良申告法人として表彰
谷口暗敏君　水沢産業操業開始の祝
阿宗文雄君11月湯の浜カントリークラ

ブ月例ゴルフ大会で優勝
1．商工会議所役員改選に際し、役員にな
られた方々から去る10月30日沢山のスマ
イルを頂戴しましたが、当日例会に欠席
した方々にスマイルをお厳いします。

2．地区大会の時羽黒山話をされて三笠宮
ご夫妻と記念写真をとられた方々にお喜
びのスマイルをお願いします。

○ロータリー情報委員会示説板
大川善一君　張紹淵君　山本隆男君

1・一般質問

15．誰が新しいクラブの細則を定めるの
ですか？

国際ロータリー理事会は新しいクラブ
の採用に供するためにその推奨する一

連の細則をつくります。しかし、標準
定款及び国際ロークリ十定款及び細則
に抵触しない限りにおいて、各クラブ
は、これを変更してもよいことになっ
ています。

＼）
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第780回例会1973．11．20（火）藁　が∩・21

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数

出　　席　　数

出　　席　　率

前回の出席

欠　原　著

阿宗君、阿部（公）君、阿部（嚢）君、田中君
風間君、五十嵐（伊）君、海東君、黒谷君
小花君、吉野君、男網君、小野寺君、大川君

斎藤（得）君、斎藤（信）君、新穂君、佐藤

（友）君、津田君、富樫君、高橋（辰）君

メークアップ

佐藤（昇）君一温海RC

風間君、石黒君、高橋（良）君、海東君、

吉野君、嶺岸君、中江君、進藤君、高橋
（辰）君一鶴岡西RC

O点　　鐘（17時）　　　　安藤会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

本日はお寒いところ夜分お集り頂きまし
て有難うございました。一応型通りの例会

をやりまして、引続き大体1時間15分位の

予定でアッセソプリーをやりたいと思いま

す。尚クラブアヅセソブリーと云えは委員

長さんだけの集りということになるわけで

すが、今日は丁度後程懇親会もありますし
出来るだけ多くの方々の中で4ケ月間の活

動の反省とそれから特に地区大会の皆さん
のご努力のあとを振りかえりながらその成

果を噛み締めたいと思います。今日はその
様な形で運びたいと思いますのでよろしく
お願い致します。

尚、先般14日に池内さんのお葬式が行わ
れたわけでございますが、クラブからほお

花、ご香異、並びに弔辞を捧げましてその
ご冥福をお祈り致しました。

その節は又お寒いところ沢山の方々ご会

葬頂きまして有難うございました。

今日は特別な会長報告もございませんの
で幹事報告に移らせて頂きます。

○幹事報告 小松幹事
1・会報到着

遊佐RC、酒田RC、八戸東RC
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○ロータリー情報委員会示説板

1・一般質問

大川喜一君

張　　紹淵君
山本隆男君

リーの内容をお含み置き頂きたいと思いま

す。
2・安藤会長、各委員長下記の通り4ケ月の

16・クラブ定款及び細則はどうしたら改

正できますか？

定款の改正は規定審議会においてのみ

可能です。
クラブ細則は通例改正規定を設けてい

ます。推奨クラブ細則は、細則の改正に
はクラブ例会での3分の2の賛成投票が

必要であると規定しています。如何なる

場合も改正はあく迄国際ロータリー定款

及び細則並びにクラブ定款に一致するも
のでなければなりません。

2・一般質問

17・ロータリークラブは他のロータリー

クラブに寄付や寄付申し込みを要請

できますか？

前以て国際ロータリー理事会の認可を

得ない限りできません。

◎例会終了後引続きクラブアッセンブリーを　3

実施致しました。

07・yセンフリー（17・10～18．30）

1・ご　挨　拶　　　　　　安藤会長

今日のアヅセンブリーの進め方は幸い皆

さんもご出席ですし、一応活動計画に基づ

きまして順を追い色々検討致したいと思い

ます。各委員会に入りましたならば各委員

長さんから4ケ月の活動を振りかえって頂

きご説明をお願いします。私も一応各委員

会の成果をチェックして見ましたから、こ

れも補足的に申し上げますのでこれらを書

きとめて頂き、それを積み上げて活動報告

書に持ち込みたいと思います。
このあとアヅセンプリーは1月に1回、

4月に1回、6月に1回と3回持つわけで

ございます。1月のアッセソプリーは半年

間の活動成果の反省と後半年の活動計画の

検討ということになるわけでございます。

4月のアッセンブリーは1月から4月迄の

活動成果と残された最終期間の仕上げをど
うするかということになります。6月のア

ッセソプリーは1年を振りかえりまして、

それを集約して成果を纏めるということに

なりますので予めこれから先のアヅセソブ

成果と今後の計画について説明す。
ィ、全般事項

本年度活動方針と要綱

活動方針
活動要綱　　　　　安　藤会長

ロ、職業奉仕委員会　　　佐藤　忠君
ハ、クラブ奉仕委員会　　鈴木善作君

こ、S・A，A　　　　　　笹原桂一君

ホ、親睦活動委員会　　　中江　亮君
へ、雑誌委員会　　　　　中野活吾君

ト、広報委員会　　　　　佐々木敏全君

チ、ロータリー情報委員会　張　紹淵君

り、会報委員会　　　　佐藤順治君
ヌ、社会奉仕委員会　　三井　徹君
ル、青少年委員会　　（代理）安藤会長

オ、インターアクト委員会　三井　健君
ワ、ローターアクト委員会　市川輝雄君

カ、国際奉仕委員会　（代理）安藤会長
ヨ、ロータリー財団委員会　谷口暗敏君

総まとめ　　　　　　安藤会長
4ケ月の活動成果について、先ず地区大

会は大成功であったと思います。次に、例

会の雰囲気はどう思いますか。私は活気に
溢れ、融和、明朗等に於ても今迄とは打っ
て変って良くなったと思います。又出席率

も大変良くなっております。次に親睦活動

委員の方では数多くの親睦活動を行なって
おりますが会員ご家族の方がこれらの行事
をどの様に受けとめておられるかと心配し

ておりますが、私は地区大会の時も多数の
ご家族の方がほんとうにうちとけて奉仕を

して下さいましたし、家族会の時でも大変

大勢お集りになっておられる様でロータリ
ーに対する近親感を持ち、又家族会でも夫

々お楽しみ頂いているのじゃないかと思わ

れます。
又今年はクリスマスパーテーほとりやめ

その代り新年の落ちついた処で新年の家族

会をやりたいと計画をしております。その

時は劇団でも呼び、又会員家族の余興をも

組み入れる予定になっております。又親睦

活動委員会の記録写真とか張先生の地区大
会の記録写真などもありますし、会員家族

共々楽しめる様な会にしたいと思っており

ます。
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第731回例会1973・11・27（火）雨　が0・22

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈tion
「今　こ　そ行動　の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告
本日の
会
出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席
修正出席
確定出席

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、長谷川君、早坂（徳）君
五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、金井君、黒
谷君、小池君、嶺岸君、三浦君、三井（賢）君
男網君、小野寺君、斎藤（信）君、谷口君、佐
々木君、高橋（正）君

メークアップ

五十嵐（伊）君一山形RC
阿部（公）君一酒田東RC
高橋（辰）君一酒田RC
阿部（裏）君一遊佐RC
阿宗君一新庄RC
風間君、海東君、小花君、吉野君、新穂君
小野寺君、佐藤（友）君、富樫君、

－鶴岡西RC

Oビジター
太田毅一君　中沢秀雄君　小林忠康君

鶴岡西RC
O点　　鐘　　　　　　　　　安藤会長
○ロータリーソング「我等の生業」
○会長報告　　　　　　　　安藤会長

会長、幹事報告が終りましたら先程申し上
げました天主堂につきましてゲストの方のお
話をお願い致します。

プログラム委員会から「予定の会員スピー
チが皆さんから逃げて逃げて逃げまくられ困
っている」という事ですので止むを得ず本日
はロータリー情報委員会の方に「ロータリー

情報」についてお願いすることにしました。
会員スピーチについては後程プログラム委員
長よりご要請があることと思います。会長報
告としてほ別にありませんが、鷲田さんのご
容態について今日電話で尋ねて見ました。奥
様が電話にでられまして「病気については殆
ど心配がなくなり、現在は療養中でありお医
者さんからももう少し薬を飲んで静養する様
にと言われており、来月1ケ月位は外に出さ
ない様にしたいと思っております。皆さんに
よろしく申し上げて下さい。」との事でした
のでお伝えします。

次に池内さんにもその後さっぱりお伺い致
しませんでしたが、近い中に郷里に行かれる
様なお話がありましたので今日電話して見ま
したら12月7日「いなほ1号」でここをお立

ちになり、池内さんのお遺骨を郷里に埋葬な
さるそうでございますのでお伝えします。
それから、これはローターアクト委員会の

方から申し上げる事かも知れませんが、会長
宛に案内が来ておりますので申し上げます。
ロトークーアクトが皆様のお蔭で誕生致しまし
てからはや1年を迎えることになったそうで
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ございます。それで明11月28日午後6時30分
から産業会館4階の第2会議室でささやかな
1周年記念式をやりますので、お育て頂いた
ロータリアンの万々にも多数ご出席を頂きた

いということでございます。登録料は1，500円

お願いしたいとのことです。尚今日お申込み
のない方でも明日ご都合つけられれば短時間
でも結構ですので、なるべく沢山ご参加願い
たいと思います。どうぞよろしくお願い致し
ます。

○幹事報告　　　　　　　小松幹事
1．会報到着
上山RC　藤沢RC

2卜次の印刷物到着
ィ、乎RCより「20年の歩み」
ロ、山形北RCより「5年の歩み」
ハ、第一回RAC東北連合大会記録

◎礎釣大会開催について。
親睦委員に代り申し上げますが、第2回磯

釣大会の件が盛り上って来ましたので、12月
2日波の具合を見ながら大体温海向うで実施
する計画を立てております。参加希望の方は
幹事迄至急申込んで頂きます。串の手配は私
の方でやります。登録料は後程ご連絡申し上
げます。それから天候に依っては大部奥磯に
なり危険を伴いますので12月1日正午の天候
を見て実施の可否を決定し、希望者にご連絡
申し上げる予定です。
○スピーチ

カトリック教会天主堂保存会役員
荻　原　　　長　氏

本日は貴重なる皆様のお時間を私共の話の
為におさき下さいましたご厚意に対して厚く
心からお礼を申し上げます。私共の参上致し
ましたのは、本年5月1日鶴岡市の文化財に
6月27日には山形県の文化財にそれぞれ指定
されました天主堂の建築学的ならびに文化財
としての価値を認識して戴き、その保存の必
要性についてご理解を得たいと思うからでご
ざいます。
天主堂については新聞、テレビ、その他の

報道機関によって取り上げられておりますの
で充分ご存知の事とは存じますが、いま少し
言葉を加えさせて頂くことが出来れば有難い
幸せと存じ敢えて参上致した次第です。この
趣旨をご理解戴く為にキリスト教に関する文
化財についてその歴史的脊影を簡単に申し上
げたいと思います。

日本のキリスト教は、外国のそれと違い布
教過程において約300年の禁教というブラン
クを持つ大きな特徴があります。我国にキリ
スト教が初めて布教を開始したのは天文18年

（1949年）フランシスコ・ザべリオでありま

すが、これに続いて多くの宣教師達が日本を

訪れ、これらの人々によって日本は文化的に
一大躍進を遂げました。例えば印刷術、経済

学、医学、天文学、航海術の導入に依っての
進足は素張らしかったといわなければなりま
せん。しかし慶長18年に始まる徳川幕府のキ
リスト教弾圧は漸く日本に板を下ろし始めた

学問、芸術をも追放してしまいました0その
ために日本に開花した西洋美術と技術とはゴ
ア、マカオ等の外地に移つされてしまいまし

た。かろうじて幕府の目を逃れた美術品が僅
かに残り、南蛮美術として、国立博物館、神
戸博物館等に保存されるに過ぎません。幕府
はキリスト教に関係あると思われる総ての物
を破壊、又は焼却しましたので、美術的価値
ある物は殊んど姿を消し、ごく少数の物がキ
リシタンによって隠匿されたものが現在迄残

っております。それは国正博物館所蔵の約
500点をはじめ各地にありますが、美術品と
いうよりは、歴史的なキリシタン遺品として
の価値を看する物であります。庄内にも少し
はありますが研究が充分なされず今後の課題
になっております。これらの問題については

時間の関係上割愛させて戴きます。
さて、キリスト教が再び日本を訪れ、禁教

令が解かれたのは明治6年ですが・それと同
時に各地に教会堂が建てられ、画絵、彫刻等
も多数もたらされました。建築物としては大
浦の天主堂、明治村に移築された教会堂が国
の文化財指定物件として有名でありますが・
その他のものについてはまだあまり理解され
ておりません。

鶴岡にキリスト教が伝道されたのは明治12
年フランスのツルペソという宣教師によって
でありますが、師が街頭で説教している時、
1人の男に投げられた瓦が師の額に当り流血
するさわざが起る程キリスト教は白眼視され
た時代でした。何年か後にツルペソ師が東京
麻布の教会に居りました時、1人の立派な軍
人が師を訪れ「まっぴらご免下さい」と土下
座して謝ったということですが、その人が誰
れであろう佐藤鉄太郎中将であったと慶応大
学教授陰山博士編の「ツルペソ神父の生涯と
その想い出」に書いてあります。明治18年に
はフランス人のダリベルという宣教師が釆鶴
し、16年間鶴岡に定住したのですが、師が鶴
岡に来た頃はパンもなく、万頭の皮を食べた
というエピソードもありますが、明治20年木

村昼で／くソを売り出した為にその問題は解決
したわけです。さてダリベル神父は鶴岡に教
会堂を建てる為に、私財は勿論、資金調達の
為にあらゆる努力を続け、故国フランスの知
人、友人に寄附を願う手紙を書くのが日課で
した。明治20年10月には天主堂のある現奄喪

（家老末松十蔵屋敷）を購入し、明治35年こ



ほ教会建設工事に取りかかりました。設計は
当時東京神田教会のパピー神父で、工事請負
は森田三郎右衛材木商で、大工棟梁は相馬富
太郎でした。西洋建築特に教会建築の経験の
ない彼は、再三上京してパピー神父の指導を
受け、又方々の教会堂を見学して研究を続け
防腐剤の代りに大量の硫黄を土台に流し込み
遠くフランスから金具を取り寄せる等の苦労
を重ねた結果、明治36年10月11日には見事落
成の運びに至りました。木造瓦葺のバジリカ
型三廊式のロマネスリ様式で正面には高さ24
米の尖塔がそびえ、外囲にはロンバルト帯と
いわれる飾と、ラウンドアーチ窓が連続して

配置され、壁柱の柱頭はコリント様式で作ら
れております。この優椎で荘厳な教会堂は日
本でも屈指のもので、盛岡、弘前、気仙沼の
教会はこの天主堂をまねて建てられたものと
聞いております。
現在日本各地に教会堂がありますが、明治

建築で外人の設計によるものは無いといわれ
ます。さらにある物は老朽化し、ある物は便
宜上の理由で取りこわされ、現代建築に生れ
代って居ります。東北大学の佐藤匠建築学教
授が5月10日に調査されるや翌月には県の文
化財に指定された理由もお解り戴けると思い
ます。又7月には文化庁の田中→松氏、9月
には倉田文作氏がおいでになり、声を合せて
重要建築物としての価値を認め、永久保存を
強調されました。私達は宗教を離れて文化財
として天主堂保存の重要性を痛感致して居り
ますが、皆様におかれましても何卒ご理解あ
るご協力を心からお願い申し上げる次第です
文化都市として知られる鶴岡の市民が、市

民の、そして県民の宝としてこの建物を保存
したという誇りを持つことが昭和に生れた私
達の幸あせと私は信ずるものであります。ご
静聴有難うございました。

○スピーチ
カトリック教会天主堂保存会役員

日　向　文　吾　氏

私は天主堂の保存協力会の役員の1人であ
ります日向でございます。本日は貴重な時間
誠に有難うございます。

只今荻原先生より天主堂の貴重な事につい
て非常に詳しいお話がありました。庄内には
鶴岡、酒田と2つの都市がありますが、人情
と申しますか夫々都市の特徴があるわけです
が殊に鶴岡の場合は、よく他県の人が参りま
してお話をおききしますとこの位明治建築が
整った形で沢山保存されている処は日本全国
でないだろうと申されるのでございます。藩
公致道館はご承知の通り国の指定になってお
ります。致道館が修復されましたのが昭和40
年からでございますが、その4、5年前から

文化庁の建築の専問の先生方が鶴岡に度々来
ておられますが、その都度天主堂に目をつけ
られまして、これは全国的に見ましても非常
に貴重な所謂洋風の明治建築であるという様
な事を申されておりました。私も今は退職致
しましたが、その当時教育委員会に奉職して
おりまして文化財関係を担当しておりました
ので、何とかその保存につきまして皆様方の
ご賛成を得たいものだと前々から考えておっ
たところでございます。

旧警察庁舎は致道博物館の構内に移転され
ましたし、又旧郡役所前の地方事務所も博物
館の構内に移築されました。しかしその建物
は残念乍ら地方事務所時代、向って左側にあ
りました議事堂と称される1棟が毀れてなく
なってしまいました。それから公会堂も全部
解体されてしまいました。

この様に惜しい建物が次々毀わされていき
ますけれども、幸いなことに警察庁舎、郡役
所が残り、そして今お話ありました非常に貴
重な教会建築の天主堂がその儀の姿で残って
いるということは鶴岡市にとりまして誠に有

難いことだと思うのでございます。あの通り
立派な尖塔がございまして夕には晩鐘が鳴り
まして子供の頃から懐しい鐘の音を聞いて私
共は育ったわけでございます。内川のほとり
と申しましょうかほんとうに鶴岡の風光或は
風格を示す貴重な建築物だと思うのでありま
す。

その保存につきまして荻原先生よりお話あ
りました通りでございまして何とか皆さん方
の大勢の力に依りまして子孫にこの遺産を残
したいと考えるものでございます。
どうぞロータリーの皆さんにもこの点をご

理解下さいまして保存にご協力下さいます様
この席から切にお願いする次第でございま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○プログラム委員会　　海東与蔵君
私から会員スピーチについてご協力をお願

いしたいと思います。誰でも人前でお話する
ということが仲々億却なことは私も承知して
おりますけれども、そういう堅苦しい形では
なく、この前名簿をお上げした時にも申し上
げましたが5分でも7分でもよいということ
で申し上げておったわけでございますが、今
都合が悪いと言っても何時かは必ず廻って行
くと思いますから、今後何時でも5分や7分
の話をする位の材料を持って頂く様にして下
さい。

今後はプロクラム委員長の職権を以て、出
席者の中から此の場でご指名申し上げますか
ら材料の持ち合せのない場合はこの場で思い
ついた事でも結構ですからよろしくご協力を

お願い致します。



○ロータリー情報委員会　張　紹淵君
スライドに依る

㊧財団のためのプログラムと寄付金募集策
lロータリー財団の意義を会員に周知せしむ
るためのプログラム。
1．奉仕の理想を最も強調出来るのは財団に
寄付することである。

2．それは、調和のとれた世界平和を獲得す
るかのように、国際奉仕を最も大きく展
開させることが出来るからであります0

3．世界のロータリアン全部は財団の寄付者
であることと、その扶養家族、血縁、婚
姻による親族も全部、財団のプログラム
の受益者となれんことを、大衆の誰にも
わかりやすく理解出来るように周知させ
て。

4．財団の特色を誤解されないように説明し
会員の誇りを高める。

5．あなた自身から、あなたのクラブから、

あなたの地区からと卒先して、あなたの
家族親族から、あなたの大衆からの潜在
性寄付者に関心を起させ、自発的によろ
こんで寄付することに大きな意義があり
ます。

‡ロータリー寄付財団金募集のための具体策
1．例会場にロークリー財団情報示説板を効
果的な状態に整備して置く。

2．毎例会に興味を引かれるように、全会員
に財団寄付実績、計画、漸次増額率等を
色分けしたグラフで財団情報を効果的に
示説する。

3．更に会報にそれを掲載して、会員を励ま
し、おだてたりして寄付に関心を起させ
る。

4．クラブは財団情報、成果等を適切な報道
機関全部に亘るように、マスコミをする
ことであります。

5．地区は寄付と免税の働きかけをすること
であります。政府が積極的に協力する方
向に財団を理解させましょう。

古今こそ行動のときモ

○スマイルボックス
張　紹淵君　ロータリーの友11月号12貢に

私の記事が載っております。
大変勉強になりましたのでス
マイルさせて頂きます。

○ロータリー情報委員会示説板
大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

Ⅰ地区ロータリー財団委員会の任務。
1．財団の目的と活動の推進をやること。
2．財団の財政的継続援助を奨励する。
3．中央事務局と財団の活動を支援して、ク

ラブとの連絡係りをする。
4．クラブのロータリー財団週間に積極的且

つ効果的参加を推進する。
5．地区内ロータリー財団の各小委員会の仕

事の調整をする。
皿地区ロータリー財団推進小委員会の任務。

1．強力な広報運動を行い、遂行し、財団の
目的と計画を一般社会に広め、関心を高
めること。

2．クラブ及び個人の寄付増額を奨励する。
3．クラブ及び個人の寄付募集の方法を開発

する。
Ⅲロータリー財団推進の示唆。

1．各クラブに接して財団委員長の氏名及び
宛先を入手する。

2．クラブ委員長と年間通じて接触の予定を
立てる。

3．寄付の特定計画を立てるようクラブに推
める。

例えば
ィ、財団の友になること。毎年新会員10

ドル、現会員は最低1ドル以上を寄付
することに同意せしめ実行する。

ロ、百万ドルの食事をやる。食事代の差

額を財団に寄付すること。
ハ、クラブ会長、其の他主だった会員を

ポールハリス・フェロー又ポールハリ

ス・準フェローたらしめるために、彼

等の名儀で寄付をして、彼等に栄誉を
贈ること。

こ、誕生日にロータリー財団基金の設定

をする。
ホ、お互いにクリスマスカードを送るの

をやめて、各会員が財団に寄付する。
4．ロータリー財団週間に財団の国際的面を
生長活動にする継続的支援の必要を指摘
する。財団週間キット、示唆試案をする
こと。

5．ポールハリス・フェロー・準フェローを

個人ロータリアンに勧誘する。
6」地区の目標を立てること。100％地区又は

それ以上に10％や、2D％増を目指すこと
7．1人当りの平均寄付額の増額をはかる。

毎年、年2回貴地の寄付額、会員1人当
りの平均寄付額を知らせ、各地区別の寄
付額計表を送る。

8．未だ充分参加していないクラブを特に説

得するよう考慮すること。
9．地区大会と地区協議会で財団を高調する

こと。人の気を引くような展示、感動的
な講演、スライド「理解の財団」の上映

10．財団ニュースを、地区ガバナー月信とク
ラブ会報にも掲載する。

11．精通したロータリアンに財団の話しをし
てもらう。

12．快諾者の氏名、住所をクラブに通知する
こと「．



◎強打
第732回例会1973．12・4（火）雪　が0・23

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QT盲mebr爪〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告 ○点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

木星の出雲　数　66名　　　○国家斉唱

出　　席　　数　　　　54名

出　　席　　率　　81．82％

前回の出席
前回出席率　　72．73％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　89．39％

欠　席　者

阿宗君、早坂（徳）君、五十嵐（伊）君、今

野君、三浦君、三井（腎）君、菅君、小野
寺君、斎藤（信）君、進藤君、高橋（辰）君
山本（正）君

メークアップ

五十嵐（伊）君一山形RC

阿宗君一新庄RC

阿部（公）君、長谷川（悦）君、五十嵐（三）君
黒谷君、小池君、嶺岸君、三井（賢）君、高橋

（正）君、小野寺君一鶴岡西RC

Oヒジター

佐藤邦夫君一山形西RC

菅原鉄三郎一一温海RC

小林忠廉君、佐藤成生、石井幸雄君
一鶴岡西RC

○ロータリーソング「奉仕の理想」

○お誕生月おめでとうございます。

会員お誕生

石井貞吉君、鈴木弥一郎君、佐々木敏全署

津田晋介君、鷲田克己君

奥様お誕生

森田武子様、鷲田清子様、上林あい子様

佐藤貴美子様（順治）

〇年間皆出席者

4年間皆出席　　飯白柘借君

4年間皆出席　　中江　　亮君

3年間皆出席　　富樫良書君

011月100％出席者　　49名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（嚢）君、風間

君、安藤君、森田君、早坂（源）君、佐藤

（順）君、山本（隆）君、板垣君、市川君、

飯自署、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐

（伊）君、高橋（良）君、今野君、海東君、

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



佐藤（衛）君、上林君、小花君、小池君、

中野（重）君、吉野君、嶺岸君、三井（徹）

君、三井（貿）君、三井（健）君、菅君、中

江君、斎藤（栄）君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、笹原君、

鈴木（弥）君、佐藤（友）君、高橋（正）君、

小松君、手塚君、中野（活）君、富樫君、

薮田君、進藤君、高橋（辰）君、山本（正）

君、張君、小野寺君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1・高橋正太郎君が熱海で開かれた全国化

粧品店の県連の理事長会議にご出席され

ました。その席上で岡山北RCの直前会

長高田正男君より向うのバーナーとクラ

ブニュースを頂いて参りました。帰鶴後

早速お礼状と共に鶴岡RCのバーナーを

お送りして下さいました。ありがとうご

ざいました。

2・本日月例理事会を開きましたっその議

事について後程幹事より報告して頂きま

す。

その中の一つ、会員に異動がありまし

たので後半年を迎えるについて編成を若

干次の様に変更致しました。左様ご了承

の上任務について頂きたいと思います。

先ずSAAの高橋己美君は職業奉仕委

員会へ、ロータリー財団委員会の委員で

ある石黒慶之助君は同委員会の委員長へ

出席委員会の小花盛雄君はロータリー財

団委員会へ、尚出席委員には小花盛雄君

に代り新進気鋭の山本正君に入って頂き

新しい力を富樫委員長にお授けしたいと

思います。

3・皆さん会報をご覧になってご承知の様

に出席率が年度開始以来逐次的に向上致

しまして毎月90％台を確保して参りまし

たが、11月の後半から12月に入りまして

前回、前々回の例会何れも90％台を割っ

てしまいました。12月は又特段と皆さん

ご多忙になられる時期ですし、大変ご苦

痛でもありましょうがご承知の様に近隣

には沢山のクラブもありますので、何と

か6日間の中どちらかのクラブを利用し

て頂いて、知り合いを広めながらメイク

して頂き、折角今迄積み上げて来た半年

の出席成績を維持していただきたいと思

います。それがロータリーの理解と友情

に繁る事でございますのでよろしくお願

い致します。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1．例会変更

ィ、山形西RC

と　き12月17日17時

ところ　ヤマザワポール

ロ、寒河江RC

と　き12月6日を12月8日に18時

ところ　寒河江商工会館ホール

2．認証状伝達式

第360地区岡崎東RC　5月2日加盟承認

と　き　昭和49年5月3日

ところ　岡崎市民会館

登録料　会員7，000円　家族5，000円

3．理事会の決議事項

ィ、新年家族会は例会が変更になり1月

15日は祝日の為休会になりますので1

月22日行なうことになりました。その

細部については後日親睦活動委員長よ

り報告があると思います。

ロ、毎年クラブとして贈呈しております

賜恩園と鶴岡市の社会福祉協議会並び

にNHKの歳末たすけ合い運動に協賛

致しまして各1万円宛贈呈することに

決議されました。
ハ、地区の国際奉仕委員長より書簡（ア

ンケート）が参りまして来年（1974年）

7月に山形大学合唱団をデンマーク、

その他に派遣して国際親善活動を実行

させることと、明後年（1975年）7月

にFMC合唱団をアメリカに派遣して

国際親善活動を実行させるという2つ

の件につきまして、派遣についての賛

否を問いたいとの書面です。その提案

理由を説明すると長くなりますので省

略しますがクラブとしては、その資金



についてはノータッチ、又地区資金か

ら割当てられている年度の国際親睦委

員会の予算面で賄うという事を勘案致

しまして一応賛成という事でアンケー

トを提出致します。

◎先般荻原、日向両氏よりカトリック教会

天主堂保存協力会の主旨説明についてス

ピーチありましたが、これにご賛同の万

はクラブの会員であります笹原桂一君が

受付けておりますのでどうぞお申し出で

願いたいと思います。

○親睦活動委員会　　　　　中江　亮君

スマイルについてお願い。

平素はスマイルの事で多分のご協力誠に

有難うございます。ところがもう既に半年

が過ぎましたが、私共の計画している目標

額にはまだまだ程遠い線で誠に残念でござ
います。そこで色々な智恵を絞って考えた

のですが今皆様に素晴しいプレゼントを差

し上げたいと思います。

大体こういう例会場でスマイルをお願い

する場合には皆様極めて内気で、はにかみ

屋で伸べ財布の紐を緩めて頂けない様な状

態ですが、今度は思い切ってスマイルをし

て頂ける様な工夫を致しましたから是非ご

協力をお願い致します。それは会員の皆さ

んで荘内銀行さん、信用金庫さん、殖産相

互さんのご協力を頂きましてお子様の貯金

箱を70ケ程頂戴致しました。これにロータ

リーのマークを貼りまして各会員のご家庭

にお持ち帰り願いたいと思います。

例えばお子さんの成績が良かったとか、

或は夕べのお酒がおいしかったとか、とい

う場合簡単な気拝で、コインで結構ですか

らどうぞ成るべく沢山入れて下さい。この

貯金箱には最低2万円から4万円迄入るそ

うでございます。よろしくお願い致しま

す。

○スピーチ　　　鶴岡西RC　佐藤成生君

ソ連旅行の見聞について

先程ご紹介を頂きました鶴岡西RCの佐

藤でございます。私が商工会議所の団体で

10月15日行って参りました。ソ連という国

は他の東南アジアとかそういった地区と違

いまして艶っぽい話は全然ございませんし

堅い話で恐縮ですが暫時我慢して聞いて頂

きたいと思います。

羽田を発ったのが10月15日の零時50分で

ございまして飛行機はソ連のアエロフロー

ト（130人乗り）で参りました。機内は余

計な装飾は一切なく、装飾関係から言って

も又設備関係から言ってもさっぱりしてお

り、自一色に統一された機内でございまし

てスチュ7－デスも大体25才から38才位迄

の小母さんです。日本語は全然話せません

が英語は通ずる様でございます。食事など

のサービスをやる他は全然蕨を出しません

し、サービスは一切ございません。もっと

も連中に言わせれば国家公務員ですから余

計なサービスは必要ないと思いますけれど

も他の飛行機に乗ったことのある人達はな

んか物足りなさを感じた次第でございます

新潟の上空を北に進みまして沿海州から

シベリヤ大陸に入ったのですがシべリヤ大

陸に入って2時間位たちますと北からミグ

戦斗機が急上昇して釆まして我々の乗って

いる飛行機と交進した様でございました。

すると飛行機は何の予告もなしに直ぐ南下

を初めまして南へ南へと進んで行きまし

た。約2、3時間たちますと下の方に長い

シべリヤ鉄道が見え、その辺一体は大農の

耕地が広々と見える処でして、そこに着陸

しました。あとで聞いた処に依りますとそ

こはノボシビルスクという南シペリヤの小

麦の集産地であるそうです。乗ってしまえ

ばあなたまかせということで何処へ連れて

行かれようが分らないわけです。実際その

飛行政は東京から真直ぐモスクワに直行す

る優でしたがノボシビルスクで大体1時間

30分位の間給油の為だと思いますけれども

待たされまして叉モスクワに飛び立ったわ

けです。その空港は物凄く暗い感じでし
た。人の居ない処には電気を全然つけてお

りませんし、居る処でも裸電球ですから非



常に暗い感じでした。ソ連第一歩の第一印

象はなんか暗い感じのする国だなあと感じ

ました。モスクワ着が5時30分の予定でし

たがピ時間遅れて8時30分頃到着致しまし

た。

空港に着きますと世界有数の空港だという

ことで期待していたのでしたが、広いこと

は広いけれども人も少く、只広さだけが目

について殺風景でした。そこには兵隊さん

が銃を持って5、6人たむろしており、又

税関の官吏も肩章をつけて軍人の様な人で

軍国時代の日本を思い出させられる様な気

持でした。何事もなく税関を過ぎましてロ

ビーに行きますとインツーリスト（国営旅

行社）の女の人が待っておりました。国内

旅行は全てこのインツーリストのお世話に

ならなければならないし、ガイドがつくこ

とも条件づけられているそうです。そこで

そのガイドに案内して貰ってホテルに行き

ました。

ホテルは日本におった時は全然知らされ

ておりませんでした。それはこちらで予定

を立てても先方の都合で勝手に屡々変更す

ることがあるということで最初から知らせ

ないのだそうです。私共の泊ったのは赤の

広場の直ぐ傍のロシアホテルでした。周囲

を廻るのに約30分以上もかかる程大きなホ

テルでしたが部屋の内容は非常にお粗末ま

で、日本のビジネスホテルのBクラスとお

考えになればよいと思います。但し風呂は

ついております。そこで食事をして寝たの

が丁度午前零時、時差がありまして東京時

間が約6時間先行しておりますから日本時

間でいうと午前6時に寝たことになりま

す。ですから丸々一晩徹夜した様なことで

疲れを癒すべくぐっすり寝たのでしたが仲

々疲れもとれませんでした。

モスクワの道路の幅は非常に広く、良く

整備されておりました。交通機関としまし

てはトロリーバス、路面電車、鉄道、地下

鉄、タクシーですが、その地下鉄は世界一

といわれるだけあって非常に立派なもので

ありました。地下約100米位の地底に吸い

込まれる様に急角度のェスカレークーに乗

って降りて行くのですが、降りて行くと大

理石で立派な宮殿の様な地下鉄のホームが

ございます。それに大理石で出来た彫像と

か彫刻が沢山並んでおりまして、モスクワ

に18の駅があるそうですが夫々の駅が全部

異った大理石で出来ているという話でし

た。これは一見するに催いするものと思い

ました。そこで感じた事ですけれども国民

生活は一般に非常に倹約を迫られており、

軍事優先、科学優先の国ですから非常に質

素な生活をしておりますが公共的なものに

対する金はふんだんに使われていると思っ

た次第です。叉地下鉄は100米も地底です

ので空襲を避ける為の避難所にもなってい

るのじゃないかと思われます。尚電車賃は

日本円で全線20円内外でございます。建物

は高さ制限があるのかどうか分りませんが

低いものが多い様でした。又街を歩く人の

服装は非常に質素で、一般に受ける感じが

暗いというか陰気な感じを受けた次第で

す。

自動車は非常に少く、日本の様に洪水の

様な数でありませんし、日本では下取りに

も出せない様なオンポロ辛が相当走ってお

りましてその為か故障車の多いのが目立ち

ました。1日で大体20台位の故障車に出合

いまして、修理工場が有るのか無いのか分

りませんが運転手が皆ボンネットを開けて

修理している有様でした。

それから野菜食料品店ですが、値段は国

家統制で何処で買っても同じで、品質の良

し悪しは問題外で目方があれは良いという

売り方だそうです。店員は公務員だから客

であるからという意識はなく、サービス精

神は全くないという話でした。一般商店の

他にドルショップという所謂国営免税店が

ありますが、これはべリオースカと云いま

してソ連以外の貨弊なら何でも使えるので

す。ですから日本円で買ってもおつりはデ
ンマークの金が来たり、東ドイツの金が釆

たりしておつりは何処の国の金で来るか分

りません。只品数、種類が非常に少いので



す。例えばアルメニヤコニャックを3本買

いたいと思い列を作って待っていてもその

店に15本位しかないので1人3本としても

5人しか買えないわけです。それで20人も

買いあぶれるという事もしばしばありまし

た。

クレムリンの中にあるクレムリン劇場で

すが1961年に建てられたそうで大理石とア

ルミニュームで作られ、エスカレーターエ

レベーターなどが全部ついており、地下3

階地上4階で客席は1万人収容出来るとい

う話でして、これは世果的に立派な建物で

はなかろうかと思いました。

私達が行きました10月15日頃といいます

と田中首相がソ連から帰った直ぐ後でござ

いますので親日感情が非常に良かった様で

ありました。例えば我々が地下鉄に乗った

時隣の席に座ったおばさんからソ連語で話

しかけられるという場面がありましたが、

何を言っているのか分らないので私がヤポ

ンスキーと言ったら「オージャパニーズ田

中さんネ」と日本語で話す風景もございま

して仲々の人なつっこさを見た様な次第で

ございます。それから職業訓練所を見学し

ましたが15才の生徒ですが我々が行きます

と一斉に起立して敬礼を致しました。非帯

に規律が厳しいのではないかと感じまし

た。

レーニングラードには10月18日行きまし

たが雪が降っており、丁度今日の様な空模

様でした。相当寒く－5度位と思いますが

雪が消えておりませんでした。出迎えのイ

ンツーリストのガイドはレーニングラード

綜合大学東洋学部の出身で、一寸とした日

本人よりも日本語がうまい方でしたが日本

にはまだ来たことがないそうです。来年は

是非来たいと言っておりました。ミスター

シリンという名前でした。日本の諺なども

大変疾く研究しておられた様です。その人

のガイドでレーニングラードを見学しまし

た。
レーニングラードは第2次世界大戦にナ

チスドイツ軍の包囲を受けた時、全市民が

銃を持って戦い、想像を絶する食糧難にあ

い、市民の3分の1が餓死してもついにド

イツ軍を一歩も入れなかったという感動的

な話をシリン君にきゝました。まあ根強い

国民性を感じたことでございます。

レーニングラードはフィンランド湾に面

したモスクワに次ぐ人口400万人の工業都

市でございまして、日本でいえば京都のた

だずまいを感じる様な処でございます。市

の中心はネバ川という大きな川が流れてお

りまして、その川から60の川が分れ360の

美しい橋がかゝっている美しい水の都でご

ざいます。工業都市ではございますが全然

水が汚れていない綺麗な水が流れていま

す。

見どころとしましてはパリのルーブル博

物館に次く“ェルミクージュ博物館に行った

のですが200万点以上の素晴らしい絵画、

彫刻、宝冠、武具その他色々ありましたが

僅か2時間の見学時間しかなく非帯に残念

に思いました。廻廊の長さが25肋あるとい

うのですから大体4、5日もかゝるわけで

す。

夜フイギァスケートを見たのですが、ペ

アではソ連の誇るプロトポポフご夫妻の名

演技を見せてもらいました。又レーニング

ラード市長がわざわざ来て歓迎の敬意を表

しておった様でございます。
一般的に見、聞きして感じたことを申し

上げますと、ソ連では平等の原則に立って

特権階級はないと思われるでしょうけれど

も人口2億数千万人の内、特権階級は300万

人おるそうです。それは共産党員、有名ス

ポーツ選手、芸術家（作家、画家、バレリ
ーナ一、サーカス団員）は特別待遇を受け

ています。例えば共産党員幹部の場合はツ

アー時代の宮殿クレムリンで執務しており

まして立派な邸宅を構える労働貴族でござ

います。

ソ連では子供を大切にしております。そ

れは国土が広いのと人口が少ないので産め

よ殖やせよとの国策でやっている様でござ

います。その為に人命尊重の国でもありま



す。医療設備は完備しておりまして病人は

全部無料、給料はその間労働者は全額支給

だそうです。ソ連の憲法では「人民は健康

であること」をうたわれているそうでござ

いまして、病気になれば癒すことが義務づ

けられております。例えば職場で部下の病

気を知りつゝ働かせると罰せられます。

叉働かざる者食うべからずの国であり病

人以外の男子は総て働く義務があります。

女子は自分の意志で自由ですが収入が低い

ので殆ど共稼ぎの様であります。職能給で

男女は平等で月平均4万～5万、最高は18

万位家賃は収入の4％～6％位だそうで

す。住宅は総て国営アパート、居住面積は

1人当り67㌔で最近建つアパートは9諺に

なりつゝあると聞きました。一家平均35〝若

で家賃は3，000円位です。新しいアパート

に変る様な場合は市役所に申し込みますと

特に古い方のアパートから移ることが出来

るそうです。労働時間は週40時間でアルバ

イトはやってもいゝそうです。職能給は職

種に依り給料が決っております。定期昇給

はありません。本人の能力、職場さえあれ

ば転職は可能であります。定年は男60才、

女55才で年金は最終6ヶ年収入の5分の2

を支給するそうでございます。

娯楽施設は非常に少ない。パチンコ、マ
ージャン、ボーリング、野球、ゴルフ等ほ

一切ありません。有るものは映画でこれは

常に満員であります。その他劇場、テレビ

は教育番組と娯楽番組が1チャンネルあり

ます放映時間が非常に短いので問題になり

ません。その他セックス・ライフは自由で

あり、若し我々もソ連語が出来て意気投合

さえすれば彼女のアパートに行くことが出

来るそうでございます。

時間がございませんのでこの辺で省略さ
せて頂きますが兎に角ソ連は軍事、科学優

先で国民生活は耐乏を強いられており　ま

す。トイレットペーパー、石鹸などは非常

に悪く、砂糖は岩塩のようでコーヒーに入

れても直く再こは溶けない状態です。

非常に資源の豊富なソ連で軍事優先とは

云え非常につゝましい生活をしているのに

日本は資源を殆ど持っておらず外国に依存

している国にも拘らず、やれ消費は美徳だ

の、なんだかんだとはやしたてゝ物を粗末

にし過ぎたと思います。物をもっと大切に

するのが当り前であるし、日本が当面して

いる物質不足は非常にいゝ機会だと思いま

す。

禍転じて福となることを祈りながら私の

拙い話を終ります。

○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君

張　　紹淵君
山本隆男君

1・一般質問

26、国際ロータリーを統括する管理主体は

何ですか？
14名の理事よりなる理事会でありますが

1972年7月1日までに17名に増員されま

す。
27、理事会はどのように構成されています

か？

理事会は、会長（理事会の議長となる）
会長エレクト、及び12名の理事（1972年

7月1日までに15名）で構成されます。

理事会員は、国際ロータリー細則に明示
されているゾーン及び地域内のクラブに

よって指名され、国際大会において全ク

ラブによって選挙されます。ですから理

事は、理事会員として、世界中のクラブ
を代表するものであります。

＜鈴木善作さんとお孫さん＞



◎遭首
第733回例会1973・12・11（火）曇　No・24

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席
会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席率　　81・82％

修正出席数　　　　63名

確定出席率　　95・45％

欠　席　者

風間君、早坂（徳）君、山本（隆）君、石井君

進藤君、金井君、佐藤（衛）君、三井（健）君

小野寺君、斎藤（信）君、佐藤（友）君、谷口
君、佐々木君、津田君、上野君、薮田君、嶺

岸君

メークアップ

高橋（辰）君一山形西RC

進藤君一酒田東RC

阿宗君一新庄RC

山本（正）君、五十嵐（伊）君、今野君、三

井（賢）君、菅君、小野寺君一鶴岡西RC

Oビジター

工藤武樹君、会田起央君、

小林忠康君、吉川喜一郎君一鶴岡西RC

○点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告
報告事項なし。

安藤会長

○幹事報告
1．会報到着
藤沢RC、東根RC、本荘RC

2．例会変更
（舟　長井RC
と　き12月18日17時

ところ　松竹会館
㈱　新庄RC
と　き12月17日18時

ところ　新庄会館
炬）上山RC
と　き12月14日16時

ところ　よねや旅館
00　酒田RC・酒田東RC

12月22日、12月27日の例会は合同家

族会のため
と　き12月22日18時

ところ　大沼デパート食堂
但）天童RC

と　き12月20日17時30分

ところ　滝の湯ホテル
12月22日は休会

肝）鶴岡西RC
と　き12月21日17時

ところ　うしお荘

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
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登録料　2，000円
炬）山形南RC

と　き12月21日18時

ところ　十字屋山形支店8階
㈲　温海RC
と　き12月17日17時

ところ　ことぷき旅館
登録料　5，000円

（Ⅰ）遊佐RC
と　き12月25日17時

ところ　遊佐農協支所三階ホー／レ
3．本日阿部裏先生の祝賀会に参列の方は

13時30分より先生の記念講演が始って居
りますので、静かに入場下さる様お願い
します。遅刻の旨は主催側の教育委員会
に連絡ずみです。

4・t認証状伝達式

愛媛県大洲RC
〟、〝′門と】き　昭和49年4月14日

ところ　大洲公頃館
登録料　7，000円

5・次の苫類が到着しております。
ィ、鶴岡R・A・C一周年記念の写真集
ロ、天童RCより年次報告書
ハ、鹿児島西RCより10年誌
こ、RIより第64回年次大会参加記念誌

（写真集）

○スピーチ　鶴岡工業高校　阿部精三先生
アメリカ旅行について
私何時もお世話になっております鶴岡工

業高等学校の阿部です。特に今日お話して
下さいと頼まれました事にかゝありあるこ
とですけれども、私7月27日から第2回目
になりましたけれども主としてアメリカで

したがカナダ、メキシコと3つの国を廻っ
て来季した。前回といっても12年前ですが
その時と同じ様にこの鶴岡RCからはほん
とうに暖いお心を頂きまして感謝申しとげ
ているところであります。

それで今回私が行きました旅行を概略簡
単に申し上げますと、先ずアメリカを横断
致しました。そしてミネソタ大学でお話を
ききますと来年世界コメーシ≡ンが開催さ
れますメニヤポレスとセントポールという

大きな町がありますが、2つが近くですか
ら、トエンドセテーと言いますがそこにあ

る大学で4週間英語で絞られ、その後、横
断して太平洋岸ワシントン州、そこで2週
間の間、その地区の高等学校などで25時間
授業をさせられました。その後カナダに一
寸入りましてナイヤガラを見て来た程度で
すが、メキシコの方は今年の夏皆様の処に
顔を出しましたポールパーマー夫妻と一緒
に行きました。ところで今回安藤会長さん

からのロータリーのバナーとメッセージを

携えて行って非常によかったと思いまし
た。

ケンシロどこア州のオランビラピットと

いう町がありますが、そこで新聞社の方が
そこの町の会長さんと私をキャビネット版
の大きな写真を撮って呉れ、又それを新聞
に出しましたし、色々な事でロータリトと

のコネクションがありました。旅行中勿論

私の浅薄な経験に依っての感じですが、ア
メリカの場合はロータリークラブの様な、

それを先頭とした様な色々なグループがあ
り、そのグループが簡単に言いまして普通
の市民の中に溶け込んでいる様に感じまし
た。

例えば私の旅行の目的から主に学校、教
育関係を廻りましたがその学校の先生方の
中でロータリアンとかライオンズクラブの

会員とか、何処に行ってもおりました。そ
れで私も非常に恐縮でしたが所々に於ては
ロータリアンであると嘘を言って来まし

た。それは話の都合上なのです。お許しを
お願いしたいと思いますが、そうなります
とロータリアンならロトークリーの、ライオ

ンズならライオンズの事に就ての話が非常

に探く、勿論彼等は会員ですので話が入っ
て行くのです。

今回私の場合40人のグループで、アメリ
カと日本の英語教員の交換の一員に選ばれ
たのですが、グループ中ロータリーの事に
ついて知っているのは若干ではありますが

私が一番知っておりました。

時間がないので簡単に終りたいと思いま
すが、勿論私が接した範囲に限るわけです
けれどもアメリカ人は一口に言って非常に
暖いというか、広いというか、又踪いとで
もいゝましょうか人道主義があるとつくづ
く感じて釆ました。12年前行った時の感じ
と余り変らない様です。特に12年前の場合
は私も若い故か片道だけのお金しか持って
ゆきませんでしたが、そんな環境の中にお
った12年前と今回の場合を比較すると受取
り万も若干違う様な感じはしますが、何れ
にしても何も彼等にお世話になって来たか
らお世辞を言うのではなく、アメリカ人は
ほんとうにスケールが大きいと感じられた
次第です。我々の国日本もこんなに素暗し
くなってほ来ていますが簡単に比較して見
た場合、矢張りまだまだ10年以上の差はあ
る様に感じました。という事は矢張り色々
な問題が内臓されていることは疑う余地あ
りませんが、アメリカと私達日本との関係
は出来る限り永久に持続して行くべきだと
政治とか難しい事はぬきにして、私が接し



た多くのアメリカ人から感じとった私の感
想であります。

今私食事をしながら高橋正太郎さんなど
と話をしたり、又聞いておったのですが今
日本の大きな問題として石油の恐慌があり
ますけれども、これと若干関係あるんじゃ
ないかと今思い出しました。
それは先程申し上げた通りアメリカの学校
で授業をやって来たのですが、小学校にも
行って授業を2時間程しました。その時黒
板に「左様なら」とか色々日本語を書いて
教えたスライドが今でも残っておりますが
考えて見ると小学校一年生で、入学して間
もない（向うは9月入学）から字を書けな
い人が一杯いるわけです。その前でアメリ
カ人だから英語は皆読めるだろうと黒板に

書いた失敗もありました。けれどもその小
学校1年生の子供達に「私は日本という国
から来たんだよ、日本を知っている人手を
挙げてごらん」というと殆ど手を挙げ、
「日本で一番大きな都市を知っている人」
と聞くと「東京」という言葉が直ぐ返って
来ました。

この事を考えて見て、日本の国の大きさ
とアメリカの国の大きさの単糸屯な比較をし
た場合、その単純比較イコール日本と日本
よりもずーっと小さい、即ちアメリカと日

本との形の小さな国をあなたは知っていま
すか。とか、ましてやその国の首都はどこ
ですか、という事を日本の子供達に聞いた
場合に、子供といわず我々大人でさえもそ
ういう世界の国について知らない国が余程
あるんじゃないかと思います。
今問題になっている産油国の名前も、こ

んな問題があって初めてこういう国もあっ
たのかという風におぼえた日本人大人が非
常に多いのではないかと思います。

それで我々はまだまだ世界に眼を向ける
というか、世界の人達と仲良くして行くと
いうか、そういう風な事で足りなかったと
いう事が今回の石油恐慌の原因にもなって
いるんじゃないかということ、私なりにア
メリカに行って感じて来たことゝ比較しな

がら、新聞とかその他で読んだ、文人の言
うのを聞いた感じでなく、私が感じた偽り
のない所なわけです。

何ずれにしましても先程一寸触れました
通りアメリカという国は素晴しい国であり
私達の国日本も出来ることならば永く永く
良い善隣関係を結んで行かなければいけな
いと思うし、それと同時に世界の沢山の国
に対して同じ事を続けて行かねばならない
とつくづく感じました。

○会報委員会　　　　　　　佐藤順治君
会報委員会からお願いを申し上げます。
去る11月20日のクラブ協議会の時にも一

応お願い申し上げたのでありますが、当日
の出席者が少い為徹底しない向もあります
ので改めてお段臥、申し上げます。

第1番目は家族のスナップ写真の件であ
ります。今日現在で8名の方から出してい
ただいておりますが残りの大方の皆さんか
らはまだ出して貰っておりません。私共の
任期もあと6ケ月と一寸ありますがそれま
での間是非共ご協力下さいます様重ねてお
願い申し上げます。

第2番目はスピーチする場合の原稿の件
であります。この件につきましては去る11

月28日会報委員の手塚、中野両君共々会合
しまして色々今後の事について相談致しま
した結果、これからはスピーチされる方か
らは必ず原稿を頂戴する様お願いすること
に決めました。

その理由の一つ日は歴史の一駒でありま
す会報をより正確なものにしたいからで
す。テープレコ【ダーの再生に依る場合は
良く聞きとれなかったり、又名前、或は地
名等の不明瞭な場合はほんとうに困ってし
まいます。こんな場合我々の責任は勿論で
ありますけれども間違って書かれた場合最
も迷惑するのはスピーチなされた方だと思
います。

理由の2つ目は原稿がないとこれを整理
するのに非常に時間のかゝることでありま
す。このクラブは創立15年目になるわけで
ありますが一年間一人としても過去14人の
委員長の方々が大変ご苦労なきった事と思
われます。この宙では今後半永久的かどう
か分りませんがクラブの続く限り毎年どな
たか必ずご苦労なさる事と思われます。そ
れではいけないと思います。これからは誰
でも気掛こ引き受けられる様な方法に改善
すべきではなかろうかと考えた次第であり
ます。今後会員スピーチも沢山なされるわ
けですのでこの様な事をお願いしたい為に
会員スピーチも先陣にやらせて頂くことに
致しました。どうぞ委員会の意のある処を
お汲み取り下さいまして是非共ご協力下さ
います様切にお願い申し上げる次第であり
ます。

尚スピーチ当日原稿を下さらない方には
再三再四の督促をしても頂戴する心算でお
りますのでよろしくお願い申し上げます。

○会員スピーチ　　　　　　　佐藤順治君

私の交通事故の体験について
私が自動車の免許証を貰ったのは昭和30

年の年であります。以来今日迄1、2年間



位の空自がありましたので運転歴から言う
と大体15、6年間は乗っている計算になり
ます。その間は勿論事故を起したことはあ
りません。従って現在持っている免許証の
表紙には「優良運転者」の金マークが貼ら
れております。所が問題が起きたのです。
聯か旧聞に属しますけれども去る10月27

28日軍隊当時の仲間の集りが福島県の飯坂
温泉でありました。人員は余り多くはあり
ませんでしたが昭和15年除隊して以来の万
なども居りまして27日の夜は時を忘れて飲
み合い、語り合ったのであります。私は車
で行ったのですが往きほ無事でしたが問題
のあったのは帰る途中でのことであります

たしか尾花沢地内の真直ぐの国道でのこ
とです。私を含めて5人乗って来たのです
が、昨晩の疲れで辺りの人は皆眠ってしま
ったので私も矢張り眠気を感じて来たので
す。これでは「いかん」と思い極度に緊張
する様努力した筈でしたが駄目でした。目
を瞑ったのほほんの1、2秒位と思います
が、ハッと思った時には道路左下約1米の
畑の中に突込み、大きな長木の立てゝある
処にぶつかり停っておりました○

幸い車内の人は全然怪我もなかったし、
又ぶつかった相手が長木だったので相手の

被害もありませんでした。ただ事の先の万
バンパー、ライト、ボンネットなどは目茶

苦茶でしたが、これも幸いな事に外側だけ
毀れ、ボンネットの内部（ェソジン、ラジ
ェーターなど）は無事なので運転には何等

支障なく鶴岡迄帰って来たのであります。
今迄長年運転しておりましたがこんな経

験をした事はありません。よく新聞、テレ
ビ等で「居眠り運転の事故」を見聞するの
ですが、今迄は全然関係がないものと思い

気にも止めなかったの一ですが今度の様な経
験をして見ると他人事とは思えなくなりま
した。あの当時のことを今考えて見ても背
筋が寒くなる思いであります。落ちた処が
悪かったら5人共その儀昇天するところで
あったわけです。考えて見ると1時間60キ
ロ米としても1秒間で16・66米走る計算にな

りまして1，2秒間目を瞑っておれば何処
に走るか見当もつかないわけであります○
お蔭で車の修理代は129，000円余りでした
が家の者に話したら命と引換えなら安いも
のだと慰めて呉れました。成程考えて見れ
ば私としても12万円やそこらの金と命を引
き換える勇気はありません0

又車輌保険も前回迄は入っておりました
が今迄事故を起した事もありませんし、こ
れからも大丈夫と思い、又保険料がとても
高いので掛金の掛け損の様な気持もあり入

っておりませんでした。世の中は俵ならぬ
とよく言いますが本当にその通りだと思い
ます。これからはよくよく注意しなければ
ならないと痛感している次第です。
それで今後遠乗りする場合はどうすれば

よいかという事を私なりに考えた事ですが
1．1人でなく成るべく2人以上乗りお互
い話し合い乍ら運転すること。

2．1人の場合はラジオを鳴すなどして眠

気を起さない工面をすること。
3．どうしても眠くなったら無理をしない

で車を車道外に停車し、10分でも15分で
も車内で眠ること。

以上3つですが其の他にもっと良い方法が
ありましたら教えて頂きたいと思います○
皆様の中には大勢ドライバーがおられるわ
けですが、この私の生命をかけた体験が皆　〉
様の警鐘となりますならば誠に幸せと思い
ます。
先般会長さんのお話でスマイルは自発的

にするものであると言われましたが私の場
合この様に説明しなければ皆さんにも分っ
て頂けないと思いまして今迄長引いており
ましたが本日後れ馳せ乍ら命拾いをした喜
びを噛締め乍らスマイルをさせて頂きま
す。ご拝聴有難うございました。

○スマイルボックス
市川輝雄君11月28日付荘内日報の企業ル

ポに紹介記事が出ておりました。

佐藤順治君　上述スピーチによる0

0ロータリー情報委員会示説板
大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

1．一般質問
28　地区ガバナーは国際ロータリーの役員

ですか？

その通りです。地区ガバナーはそれぞれ
の地区で指名され、国際大会に於て選挙
されるのであります。

2．一般質問
30　ィ、ロー∵タリーにおける地区とはどん

なものですか？
ロ、我々の地区の番号は何番ですか？

ィ、管理の便宜上まとめられた一群のク
ラブの所在する、一定の区域をいうの
です。

ロ、公式名簿現行版を参照して下さい0
353区

3．一般質問
31地区ガバナーとなる基本的資格は何で

すか？
その人は指名を受ける地区内クラブの暇
庇（あやまち、欠点の意味）なき正会員
バスト．サービス会員、もしくはシニア

．ァグチプ会員でなければなりません。
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第734回例会1973・12・18（火）曇　No・25

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QT盲mebrn〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　56名

出　　席　　率　　84．85％

前回の出席

前回出席率　　74・24％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　89・39％

欠　席　者

阿部（公）君、山本（隆）君、高橋（良）君、

三浦君、小野寺君、中江君、斎藤（信）君

佐々木君、高橋（正）君、中野（活）君

メークアップ

薮田君一山形RC

佐藤（友）君、小野寺君、三井（健）君、嶺

岸君、佐藤（衛）君、金井君、進藤君、山

本（隆）君、風間君一鶴岡西RC

Oビジター

工藤武樹君一鶴岡西RC

○点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

今日は特別の会長報告はございません。

今日は久し振りに早坂ガバナーがおいでに

なっております。ガバナーにおかれまして

は半年間の地区大会をはさんでの公式訪問

を無事に終えられまして何よりでございま

した。途中地区大会に引続いての連日の公

式訪問にお体をこあきれるんじゃないかと

陰乍ら案じておりましたが大変ご元気なお

顕を拝見しうれしく存じます。後半はこち

らにおられることも多かろうと思いますの

で本クラブのご指導をよろしくお願い申し

上げます。尚寒さの折柄ご自愛なされ、余

りゆっくりなさってガヅクリなられない様

ご自重願いたいと思います。

○幹事報告 小松幹事

1．会報到着

八戸東RC、石巻RC、八戸RC、東京

RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



2．例会変更

ィ、八幡RC12月19日の例会を

と　き12月22日16時

ところ　八幡中央公民館
ロ、村上RC　1月3日は休会

と　き　1月10日17時30分

ところ　吉　源

ハ、山形RC

と　き12月19日18時

ところ　丸久松坂屋8階
こ、山形北RC12月27日の例会を

と　き12月22日17時

ところ　産業会館6階

3・認証状伝達式

徳島南RC

と　き　昭和49年3月24日12時

登録料　7，000円

4・クリスマスパーテー開催

ィ、鶴岡P一一ターアクトクラブ

と　き12月20日17時30分

ところ　こ　ぶ　し

登録料1，000円

その他　200円以内の　プレゼントを持

参して下さい。
ロ．思恩園

と　き12月23日13時15分

ところ　思恩園

5・適用相場等変更通知（RI在日財務代

行者より）

ィ、人頭分担金　　1人当り1，120円

ロ、ロータリアン誌購読料1日420円

ハ、ロータリー財団寄附に適用される相

場　　　　　　　　　1ドル280円

○スピーチ　　　ガバナー　早坂源四郎君

私12月7日で61クラブの公式訪問を終え

ました。これ偏えに当クラブ皆様方の心か

らのご支援の賜と有難く思っております。

各クラブに参りましても非常な厚意と友

情で迎えられましてご覧の様に現在非常に

健康体でございます。大体ガバナーとして

の任務の約半分以上は済んだと思っており

ますが任期はまだ来年の6月迄ありますの

で又何かと仕事に追われることが多いかと

思います。

私11月の末東京で研究会の研修を終えて

から12月3日に相馬RCに参りました。同

クラブは皆様ご承知かと思いますがこの度

1600％のロータリー財団の成績をあげられ

まして財団管理委員長から表彰状が送られ

ました非常に立派なクラブでございます。

当クラブもロー－タリー財団の成績は優秀で

現在1400％でございますが、私そこに非常

に違いのあることを発見致しました。

それは相馬クラブが1600％に達しました

のは全会員が協力してやっているというこ

とであります。ポール・ハリス・フェロー

は一人もおりません。これは非常に注目す

べきことだと思います。クラブが出来てか

ら会員一人当り毎月300円づつ今日迄続け

ております。最近は大分準フェローが出て

おりましてその為に1600％になったかと思

います。当クラブもそういう意味で1500％

以上になりますと表彰状が釆ますが、但し

矢張り会員が協力しないと表彰状はこない

ときいております。皆様のご協力をお願い

致します。

私今電力さんと原子力の話をしておりま

したが、浪江、富岡各クラブに行ったので

すが富岡RCの会長は東京電力の第2原子

力発電所の建設所長です。現在申請中で過

般、福島の公聴会も終り国の審議会の決定

待ちという話でございました。それから浪

江の方はこれ又国際奉仕委員長が東京電力

第1原子力発電所の所長でございます。今
ェネルギー問題で大分騒しくなっておりま

すが原子力を見学して参りました。それで

私感じたことはかって戦争で落されたあの

原子爆弾と変ってそれが人類の幸せに転化

している事実です。しかも現在第1号茎は
46万KWの電力を東京に送っているそうで

す。それから第2号基は既に試運転中で76

万KWと思います。第2原発の方では110万

KW4基建設の計画でやっております。東

北電力さんも浪江の附近に於て今敷地の交



捗に入っております。東京電力さんの方は

漁業保障も全部解決しております。一日も

早く完成する様願いたいものであります。

これからのエネルギー問題としましては

若し石油が駄目となれば原子力か太陽熱か

何れかに依り解決しなければならないと思

います。ただ赤ん坊の様にいたづらに幽霊

に怯へるのでなく我々も原子力の色々な機

構とかその他につきまして勉強しなければ

ならないということを痛感して帰って参り

ました。

こちらに帰って来ましてから月信に追わ

れて1週間、お手許に月信を送っておりま

すがその中に私の事も書いてございますが

事務総長の書簡の中にR・Ⅰ会長が次の様

な事を言っておられます。「今我々ロータ

リアンがしなければならない事は資源を如

何に愛惜するか、先祖から伝っている資源

を如何に之を大切にして後世に遺すかとい

うことであり、我々人間としての責務でも

ある。それをロータリアンが先頭に立って

解決しなければならない。」

と同時に私は相当なショックが米ると思

います。皆様のことを言う様で誠に恐縮で

ございますが、色々な情勢を考えて見まし

ても年末から来年にかけて、或はそれが延

びるかも分りませんが大きな経済的な一つ

のレポリュウショソ（革命）が行われるん

じゃないかと思われますので、どうかこう

いう機会に耐えるのは強い精神力だと私自

身信じております。ロータリークラフが此

の際受け入れると言いますか、それに何か

を与えるクラブでなかったら価値がないと

思います。従いまして我々の仲間からは1

人も落伍者を出さない様に職業奉仕委員会

がもう少し現実を直視して頑張って頂きた

いと思います。

徒らに昼食を食べる会でなくして、クラ

ブの職業奉仕委員会の方は、商工会議所や

何かで供給し得ない心の問題を取り上げて

強いリーダーシップをとって頂く様な企業
のリーダーを造って頂きたいと思います。

非常に口幅ったい事を申し上げて恐縮でご

ざいましたが以上私の感想とお願いを申し

上げて終らせて頂きます。有難うございま

した。

○スピーチ

東北電力鶴岡営業所長　野口弥一氏

節電と今後の電力事情について

ただ今ご指名を頂きました東北電力の野

口でございます。日頃電気事業運営に当り

ましては皆様の多大なるご群解とご協力を

賜りましてこの席をかり厚くお礼を申しと

げる次第であります。

さて石油削減という問題に端を発しまし

て今日騒がれており、寄るときわると此の

話が出ると思いますけれども、石油の問題

と電力の問題、こうした事につきまして本

日ここに来て話をして貰いたいとのご依頼

がありまして馳せ参じた次第ですが時間も

ございませんので手短かにご報告させて頂

きたいと考える次第であります。

何しろ石油削減に関しましてはアラブ諸

国が石油を戦略武器として使いだしたこと

で、此の前の中東戦争の時から端を発して

おるわけであります。今回初めてではない

のですけれども、先回はメヂァーの備蓄が

あったので何なく切り抜けたのでした。今

回は事情が余程違いまして、この様な状態

であるわけであります。

まあアラブから見て日本は敵国ではない

のですけれども、ここまで参りますと日本

が世界中で一番パンチを食らっている様な

感じでございます。又日本の受けたパンチ

の中で最も大きいダブルパンチを受けたの

が、電気事業ではなかろうかと思います。

まあ何れにしましても、エネルギーの73

％を石油に依存するという日本のェネルギ
ー実績を反省して見る必要があるとつくづ

く思う次第であります。先づ47年度には2

億7，000万んβを輸入しており、その中の約

20％が電気生産の燃料として使っているわ

けであります。我が国で産出する油は殆ど

ありませんので99・7％輸入していると言わ

れております。この100％に近い輸入の中



20％電気の方に使っているわけですが、そ

れは精製の段階で出て来る重油を燃料とし

て使っているのであります。

石油業界或は化学業界の皆様の声をきき

ますと、まあ最近の公害問題、環境問題か

らいたしましてこの燃料は益々低硫黄分の

もの、即ち燃料の軽油移行化の傾向になっ

ているわけです。けれども、これにつきま

してもよしんば電気事業が重油を使わなく

なったとしたら、どうなるかという問題で

すが、石油のうち精製の段階で50数％が重

油で出て参ります。この大口消費がなくな

るわけで、到る処重油の海が出来る結果に

なります。○○湾が重油のたれ流しという

話がありますが、それよりもっとひどい状

況が来る様な感じがするわけであります。

石油の専問家でない私が申し上げるもお

こがましい話ですが、お蔭様で酒田に於き

ましても、昨日の新聞の報ずる処に依りま

すと細目協定の締結が地方自治体の皆様方

と企業の間に於きまして相成りまして、20

日に総理大臣を長とする電源開発審議会に

上程される運びになりました。私共は一層

この電源確保の線に向って努力をしたいと

考えているわけでございます。

まあ日頃発生致します需要或は動向につ

きましては常に数字を頭におきまして2年

発き、3年先き、いや10年先きの事を考え

て参ったわけでございますけれども、今回

は石油事情という事で、経営で克服出来な

い問題が起って参りました。国民の皆様の

ご心配を煩わしている様な次第ですが、独

り企業が乗り超えられる問題ではございま

せん。

どうやら今月初鋸こ新聞の発表する処に

依りますと、政府が乗り出しまして電気事

業法の中にあります「電力制限」第27条と

いう方向に動いて参っている様でございま

す。昨今の情報では22日に制限令が公布に

なりまして、具体的にどの様にやるかとい

う事がはっきりする運びになる様でありま

す。現在ただ今の処私共の承知致しており

ますのは、新聞の報道から知る程度しかご

ざいませんで、それ以上の詳しい事につき

ましては、分かり次第報告させていただく

所存でございます。

この辺で東北電力の実情を少くし報告さ

せて頂きますと、常日頃でございますと大

体月々40万克βの油を用意しているわけであ

ります。これは備蓄するタ∵／クの実情から

致しまして大体28日分に相当するわけであ

ります。処が11月に始りましたアラブの石

油削減という問題に端を発しまして、今日

では削減の実情は11月未実績で28・75％の

削減になったということを之も新聞が報じ

ております。処が今日の朝日新聞には11月

の入荷を大蔵省が調べた処、5．4％前年同

月比増になっていると報じておりまして、

情報は一体どれが本当なのか、全ぐ情報禍

時代の感じがするわけであります。

しかし私共の手許に届いている油で判断

するしかございませんので、この実情を報

告させて頂きます。冬場においては需要が

大変増加いたしますので12月分として、

518．000朗の油を発註致しました。現在た

だ今の処自信を以て手に入る量は30万～

32．3万丘βであります。多目に見て35万たβで

あります。これを％に直しますと67％にな

ります。約33％の与が今の処どうしても見

通しがつかない状態であります。そう致し

ますと手持ちを食潰して行くわけでありま

すので、何とか節電をお願いしたいという

ことで11月の冒頭から夫々大口需要家さん

その他の皆々様の処にお邪魔致しましてご

要請をして参りました。又一般家庭につき

ましては報道機関、其の他を通してご要請

をして参りました。

処が11月実績を見ますと、仲々成果が思

わしくないという実情であります。実は本

日の山新の10圧の隅にこの事を報道してお

ります。これは私共が申し上げるのでなく

て、山形に於ける有数の山形新聞が報道し

ているのですから間違いないと思います。

結果から申しますと大口の3，000朋以上
の需要家さんにおきましては、これは直接

政府の指導でございますので、10％節約に



つきましては可成りの成果が挙っている様

でございます。しかしこれも検針を致しま

してじっと眺めて見ますと大体6％か7％

の成果であります。それ以下のもの500KW

～50KWの業務用につきましては、可成り

のご協力を賜っております。ビル、デパー

ト、及びこれに類する業種の方でありま

す。一般用の家庭につきましては、これは

効果全く挙らず、と言っていい様な状況で

あります。

尤も5DKW未満のものについても同じで

ありまして、これは色々分析して見たので

すが、電気屋さんのお店に行ってお話をき

きますと「石油不足の掛声が掛ってから、

今迄棚晒しになっておったような電気器具

が全然なくなった、あんなものまで買って

くれるんだから驚きだよ」という風な事を

言っておりました。恐らくは「石油が・・・」

という声をきかれて急いで求めになり、お

使いになり始めたのではなかろうかと推定

しております。所謂駆け込み需要という風

な事のようであります。それから100EW、

200KW以下の少さな工場用の産業用の電

力につきましては「もっと石油が苦しくな

って行くんだ、苦しくならない中に稼いで

おけ」という事がありありと見えるわけで

あります。電気の場合はメーターがついて

おりますから、どのようにお使いになった

かは一目瞭然と分るわけでございます。ま

あそのような事で節電の効果が余りなかっ

たという実績でございます。

私達は電気を売る商売であります。日頃

皆様のご愛顧ご晶負を頂いて、この様に電

気事業を運営させて頂いているわけで感謝

に堪えないわけでございます。けれども今

回石油事情という事で、誠に不本意乍ら政

府の指導する処に依りまして電力制限とい

う風な格好に移行せざるを得ない様な状況

になって参りました。

現在ただ今の処では、大体東北電力の手

持ちは14日分、常日頃備蓄しております油
の状況の約半分になっております。この儀

で行くと非常などソチに陥ち入ります。そ

こで試算を試みました勉電源設備の約鴇を

占める水力の出水率が85％という風に見た

場合、12月の末では大体6日か7日という

数字が出て参ります。それから水力の出水

率が75％とみた場合は、2日か3日という

ピンチに陥ち入るという状況でありますの

で、これを見ました政府は矢張り電力制限

という事に踏みきらなければ、もっともっ

と国民生活を大混乱に落し入れるという事

で、先程申しました様に22日具体的にどの

様に実施するかの制限令の公布になる様で

ございます。

処で制限令はどうなんだという事が皆様

方のご関心のあられる勉ではないかと思い

ますが、これはまだ発動されておらない事

でありますから、不用意に推定や何かで申

し上げるのは誠におこがましい話ではない

かと考えます。具体的にどの様になるかと

いう事は22日頃の新聞をとくとご覧頂きた

いと思います。政府からご指導頂きました

事につきましては、改めて早速皆様にご報

告に参上致したいと考えている次第でござ

います。

予定しました時間が段々と迫りますので
一体それでは電気事業法27条の電力使用制

限とはどんな事が書いてあるのか、この法

律の内容を一寸ご紹介させて頂きまして終

りたいと思います。これを見ますと制限の

仕方につきましては、先ず（1）電力量を定め

てする制限、（2）用途を定めてする制限、（3）

日時を定めてする制限、もう一つ毎）3，000K

W以上の自電用の受電の制限、以上4つの

方法であります。特に皆様にご関係があら

れると思いまして一言つけ加えさせて頂き

ますけれども、この中で今迄はどちらかと

言いますと、KWの方に多く関心がござい

ました。つまり頭を出して参りますこの制

限が多かったわけです。ピークカットと申

しております。今度はKWとKWアワーと

両面立てで制限が行われます。これは500K

W以上のお客さんについてそういう格好に

なります。これには業種を分けまして、こ

の業種に依って制限の内容が違うわけであ



ります。制限のゆるい業種でも10％カット

アワーの90％に節電は間違いない様であり

ます。それから48年10月の実績が大体ベー
スになる様であります。これは検針して数

字押えてあります。それから制限令は49年
の1月1日からスタートですので、私共は

元日から出勤致しまして500RW以上のと

ころの検針を行ないます。1日でも2日で

も矢張り実績が大切なことですのでお客様
とお立合いの上実績を読み合って確認致し

ます。それをスタート致します。500KW

以下のものにつきましては1月以降打出さ

れる模様です。1月、2月と油の事情に依

りまして規制が段階的に次第に強くなって

行くという様な事が新聞に報ぜられており

ます。

扱て一般家庭はどうなるかということで

すけれども、今迄大学の先生方に言わせる
と、産業用の占める電力量が非常に多いか

ら一般家庭を構わないで産業用をカットし

ろとおっしゃるけれども、実業界におられ
る皆様方は決してそんな無茶な事は言われ

ないと思います。そこで実情を申し上げま

すと一般家庭を全然構わないで、大口のお

客さんだけを対象にした場合、現在の電力
の半分以上を切らなければどうにもならな
いことであります。そこで政府も「これは

大変だ」という事で、一般家庭も規制の仲
間に入れるということを新聞は報じており

ます。法律には遇2回以内に限って、一般

家庭の休霞目を設けて電気の節約をして頂
く。ことが書かれております。尚時間は8時
から16時迄で、これが最大限度になってい

ます。

昭和49年になりますと政治的な色々な行

事もありますので自民党は不人気なことは
一寸差し控えるんじゃないかと思いますが

これから出て参ります新聞に報ずる処をと

くとご覧になれば、私がこんな処で申し上

げるより良くお分り頂けると思います。
さて大変嚇かす様な事を申し上げて恐縮

なんですけれども、今迄申し上げたのは政

府からも、又私共電力会社の系列からも何
も言って参っておりません。そこでただ新

聞の報ずる処をずうっと、鋏と糊で綴り合
せた処がそうなっておるのであります。政

府から指示がございましたら、早速先程お
約束致しました様に皆様の処をお尋ね致し

ましてご報告申し上げたいと思っておりま

す。
「まあ言うなれば今迄はどうか一つお買

取り頂きたいという買手市場の立場であり
ましたが、今度は石油パニックで電力会社

は売手市場の立場になったとも云えます。

そこでこのようなときこそ我々の姿勢が将

来に向っての企業の運命を決めるのだと思
っています。だから売手市場になればなる

程、頭を低くして親切に真心を以ておっか
えし、この電力の調達、供給に当らなけれ
ばいけない」と私は考え、朝礼時に従業員
に訴えております。またこの姿勢を貫くべ

くきびしい姿勢で臨み、皆様にご迷惑をか

けない様に致して参りたいと決意しており

ます。これから電力ではご不自由をかける

わけですから、せめて私共の真心をお汲み

取り頂ける様に努力したいと思う次第であ

ります。まあ事情がどうなるにせよ、永い

永い商売をやって行く心算でありますので

末永くご晶負頂きたいことをお願い致しま
して終りたいと思います。大変有難うござ

いました。

○口⊥タリー情報委員会示説板

大川善一君　張紹淵君　山本隆男君
1・一般質問
33　ガバナーを自己の職務や責任に精通

させる為どんな手段がとられています
か？

国際大会に先立って、「国際協議会」と
よばれる会合が、理事会の指定する場所
で開催されます。この協議会には国際ロ
ータリーの中央役員、地区ガバナー、ノ

ミニー、一部の国際ロータリー委員長及

びその他理事会の指名する者が出席しま
す。この会合の目的は参加者一同が協議
して次年度の国際ロータリー及び加盟ク
ラブの事業並びに諸活動について協同し
て計画すること、ロータリー教育、管理
の責務についての指示及び親交の機会を

参加者に与えるためであります。
3・一般質問

34　地区協議会とはどんなものですか？
地区内の全クラブの次年度の会長、幹事
及びその他の指名されたクラブ指導者た
ちが、その地区のガバナー及び理事会の
指名する人たちと共に集まる会合であっ
て、その日的ほクラブの管理と活動につ
いて協議して、それらに関する知識を得
るためであります。



◎必打
第785回例会1973・12・25し火）小雪朗0・26

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebr爪〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

醗攣

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席

欠　席　者

阿宗君、山本（正）君、高橋（良）君、佐藤
（衛）君、中野（重）君、嶺岸君、三井（徹）君、
三浦君、菅君、小野寺君、斎藤（栄）君、斎藤

（信）君、鈴木（善）君、笹原君、佐々木君、津
田君、富樫君

メークアップ

中江君、中野（清）君一酒田RC

山本（隆）君一温海RC阿部（公）君、高橋

（良）君、小野寺君、高橋（正）君一鶴岡西
RC

Oビジター

工藤武樹君、太田毅一君一鶴岡西RC

○点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソングの「我等の生業」

○会長挨拶　　　　　　　安安藤会長

本年上半期最後の例会でございますので
感謝の念をこめて一言年末のご挨拶を申し
上げます。

光陰矢の如しとか、ロータリー年度もは

や半年を終わろうとしております。顧れば
7月会長の重任を負托され不徳非才も顧み

ずその任に立ってRI会長並びにガバナー
の意を体し憶面もなく方針、目標等を提示

し、理事会のご承認のもとに皆様のご協力

をお願いし、新年度の活動に入ったのでご

ざいますが、既に活動計画立案の時点より

正にRI会長のターゲット「今こそ行動の

とき」そのまゝに猛烈な活動が始まり、日

を追って地区大会が近づくやその活動は愈
々目覚ましく当クラブ創立15年の試練とも

云うべき地区大会も大成功裡に終了するこ
とが出来ました。その他S．A・A、出席奨

励、会報、親睦、ロータリー情報、プログ
ラム、インターアクト、ローターアクト、

青少年、社会奉仕、国際奉仕、ロータリー
財団等の活動成果は注目に価いするものが

あり、総じてクラブに素晴らしい活力と友
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和親睦の気が濡って参りましたことはご同

慶に堪えないところでございます。

石油危機、物価高、物不足、金融引締
め、電力制限等々の非常時態下に送る年、

迎える年、普ならぬ苦難の多いことゝ思い

ますが、今こそロータリアンの行動のとき

と存じます。後半年は一層の活動に努めロ
ータリアンの真価を発揮したいものと存じ

ます。

どうぞ皆さん苦難にめげず新たなる抱負
をもって、ご健康で越年され、新年を迎え

られます様お祈りいたします。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1．会報到着

柴田RC　鶴岡西RC

2．例会変更

ィ、酒田東RC

と　き　1月10日18時

ところ　相馬異
ロ、酒田RC

と　き1月9日18時

ところ　六　　助

3．認承状伝達式

ィ、淡路北RC

と　き　昭和49年4月13日13時30分

ところ　明石市民会館
登録料　7，000円

ロ、鶴見北RC

と　き　昭和49年3月24日

ところ　慶応義塾　日吉高校食堂

登録料　7，000円
ハ、丸森RC（宮城県伊具郡丸森町）

と　き　昭和49年4月14日

ところ　丸森町丸舘中学校　体育館
登録料　7，000円

4・池内さんの奥さん（俊さん）より不幸

に際してのお礼状が参っております。

○職業奉仕委員会　　　　　佐藤忠君

職業奉仕委員会の仕事として事例研究が

ありますが、今日は環境問題とか公害問題
特に最近になりまして色々な危機、姐
雌覿j史を追う色カな
不安の問題があ＿りますが、そういう問題に

野tここ我々‾占－クリアンはどう対処してい

くかという事を取り上げて見たいと思いま

す。それで危機、節約、不安という言葉を受
けて我々はどの様に感ずるかということを皆
さんから放談的に発言して頂きまして討論を

やって見たいと思います。

先般ガノミナースレーク一に載っておりま

した事務総長の書翰の中にもあ′り　ました

し、最近の危機問題は新聞、ラジれ　テレ
ビ等でも報ぜられておりますが、資源が有

限であることは余程前から学者が言ってお
った事であります。最近は特に石油問題か

ら端を発しまして総ての資源というも．のに

っいて改めて見なおされて釆たわけ雇ござ

七、賓す。、－

先程の3つの言葉について私かヅプバッ
ターになりまして常’日頃考えていることを

申し述べますが、その次に金融関係の立場
から田中さんに5分間位のスピーチをお願

い致します。次に建築問題も色々あります
ので新穂さんにお願い致します。次は紙も

最近大分曙がれておりトイレットペーパー

だけではありません。色々な新聞紙、本等

にも関係あると思いますので小池さんにお

願い致します。それから時間がありました
ら海東専務から色々とこれからの商工業界
の問題と危機問題についてお願い致しま

す。尚、時間がありましたらその他の方も
ご自由にお願いしたいと思います。

私節約ということについて考えて見ます
と最近と我々子供の頃とでは物の考え方が

大分遣っていると思われます。我々の子供
の頃は親から「勿体ない」という言葉をよ

くきかされました。例えばご飯は茶碗の中
に一粒でも残っておったら勿体ないから全

部食べなさい。或は飯台の上にこぼれてお
ったご飯でも全部拾って食べなさい。私は

田舎の生れですので皿迄全部舐めなさいと

教えられたものでございます。

最近トイレットペーパーがないと騒がれ

ておりますけれども実際は無いのではなく

て買溜めが多いと言われています。物の不

足ということは商社の買溜めでなくて、消

費者の買溜めが相当影響しているとも言わ
れております。うちの娘が神戸におります

がその娘から電話が釆まして「正月に砂糖

を食べたいから送って貰いたい」というこ

とで少々送ってやりましたけれどもそれは

こういう事でした。スーパーの前に3人位



固まっていると「何だ何だ」と周囲の人が

皆集って来るんだそうです。そしてアッと
いう問にその商品が売切れてしまうという

事を言っておりました。

でもそんな事位で私達子供の頃を考えて

見ればまだまだ節約も出来るし、そう今の

世の中を不安に考える程のこともないと思
います。たゞこれを何時迄耐えればよいの

か分りませんが、最近は石油を2倍にも値

上げするそうですけれどもこれが物価にど
の様に影響して来るか問題であります。そ

れでも無駄をなくすればまだまだ豊かな生

活が出来るんじゃないかと考えます。

私うちの従業員に「必要なものはケチケ
チする必要がない、たゞ無駄が沢山ある筈

だ」と言っております。例えば新聞に広告
のチラシが沢山入って来るので、その裏の

白いところは全部メモ用紙に使いなさいと
いう事はずうっと前から言っております。

電気もいらない処にはつける必要がないが

、又必要な処にはケチケチする必要はない
という風にはっきり分けてやれば全体的な

無駄は相当はぶけるのではないかと考えて
おります。

ケチとは非常に合理的なもので、今の不足

というものは無駄を除くことに依ってある

程度は不安感を抱く必要がないではないか
と考える一人でございます。

1．金融機関の立場から　　田中晶英君

今私自身銀行の支店長としての心境を申
し上げますと、朝銀行に出て参りましたら

どこかお客さんのうちにいって一日中お茶

を飲んでいたい気拝です。なるべく窓口で
お客さんに会わないで、お客さんがお預金

を持って来るのを待っていた方がよいとい

う心境なんですむ

その理由について申し上げて見たいと思
います。現在日銀の窓口規制というのが3

ケ月毎に行われておりましてそれが各金融

機関の総体の自主規制ということで、あな
たの銀行の融資量はこれだけに押えなさい
ということで来るわけです。これが各銀行

に釆ますと各支店に割当になり、お前のと
ころは5，000万円だとか1億円だというこ

とを3ケ月間の増加の中で押える様に指示

されるわけです。その金額を押えるのは兎

に角として、こそに加算して来るのが例の

第5次公定歩合の引上げに依る金利アップ
ということであります。聞く処に依ります

と1月4日から都市銀行で適格手形を割引

きする際の最低適用金利が9・25％を適用す
ることだそうです。そうしますと私共の皆

さんから頂いております金利を一体幾らに

しなければならないだろうかという事を計

算して見ますと、実際都市銀行並びにやり
ますと10％以上頂かないと飯の食い上げと
いうことになるわけです。それで成るべく

貸付のお客さんに会いたくないというのが

支店長商売の一番つらい処だろうと思いま

す。

処が金を貸さないから金を集めなくとも
よいかというとそうではなく、各銀行では

集めないとお前には明日から月給をくれな
いという風に支店長クラスにハツパをかけ

ているだろうと思います。今申し上げまし

た様に量的に規制されて参りまして現実私

共の指導されておりますのは不動産業者に
対する貸付、商社に対する貸付、不要不急
のものに対する貸付は全部まかりならんと

いう事で、これから出て来るものに対して

も設備資金等については－切出すなという

指示が来るんじゃなかろうかと推測されま

す。それから最低適用金利は9％以上を適
用させようということで今後は従来お貸し

申し上げた金利についても1％になります
か2％になりもますか個々の事例に依ると思

いますが引上げを今の中から予約をしてお

けという様な指示が来ておりますので、量

的な面と金利の面から相当引締めが強化さ
れるだろうと考えています。

年の瀬で大変あわたゞしい中又気分の嫌
な話ですけれども来年度になってそんな話
がなかったという風になってくればいゝん

ですけれども当分続くのではないかと思わ

れます。これからの各企業は益々合理化な

り何なりを進めていかないとそういうこと

を消化出来ないのではなかろうかと考えて
おります。出来る限り私共だけでなく各金

融機関もそうだろうと思いますけれども、

特にロータリーの方々に対しては精一杯の

ご協力を申し上げたいと考えているんじゃ

なかろうかと思います。「もので駄目なら

心で」という事で終らせて頂きます。



2．建築関係の立場から　　新穂光一郎君

今田中さんのお話をきいて改めてガヅカ
リ致しました。私自身としましては来年あ

たり苦しいということをシビアに考えてお

ります。というのは来年一年仕事をしない
で一年間位は銀行さんで食べさせて呉れる

んじゃないかというさゝやかな希望を持っ

ておりましたけれどもそう締められて釆ま

すと寝ていても食えないし、だといって我
々に物があるわけじゃないんです。要する

にハウツーとかアイデァーとかいうものを

生意気に売っておりますのでその点で一寸

容易ならざる状態だということを考えま

す。

実は此の間酒田である建物の入札をやっ
て見たんですけれども、私10数年この商売

をやっておって初めてなんですが、業者が

全部ご辞退申し上げるということです。昔
はお金が合わないからということで例えば

うちの見積りでは1億5，000万円だけれど

も予算が1億だから5，000万円の差ではと

ても間に合わないからやめるという事はあ

ったのですけれども今は全く値段が出せな
いという事なんです。それで今の値段でい
ゝじゃないかと言うと、値段そのものにス

ライド制を採用して呉れるのならやっても

いゝけれども何時物価が上るか分らないか

ら仕事はやれませんp下請けに見積りを出
しても下請けは絶対幾らだと言ってよこさ

ない。ですから8社共全部ご辞退を申し上

げるという様な事になりました。非常に悲
しい事象だと思って見ております。

ですから業者にお願いしてスライド制を

採用しますと、施主の方が大体この位で出

来ると予定していたのが5割増とか2倍だ

とかと高くなれば、矢張り建物というもの

は採算制を考えて造ると思いますので、そ
の場合は施主に対して申し訳ないという風

な考え方です。

よくよく考えて見ますと建築材料という

ものは全部石油がらみなんです。それで石
油に関係のないものはないかと一生懸命考

えたんですけれども、例えば材木なんかは

関係ないと思ったら矢張り船の油がないか
ら外材が来ない、釆ないから当然和材が上
るという様な悪循環を繰り返しておるわけ

です。中には必ずしも品不足ということで

もないらしいんで売り惜しみとか、ストッ

クオーバーとか色々やっておるらしいの

で、せめてそういう操作がなくなれほいゝ

と思っております。

私共としては結論めいておかしいのです
が来年の仕事は恐らく不要不急のものとか

設備投資がないという事で、要するに建築
をやめろと言うことだと思います。だから

設計屋とか建築屋は首をくくれという事と

同じなんで恐らく来年度はもう急激に仕事
の畳が減ると思います。それで食べる為に

は借り入れを起して、その中何時か良くな

るだろう、ほんとうにビションがなくて申

し訳ないんですけれども、何時か、何処か
で、何とかなるだろうという様な非常に情

ない見通しを持っているというのカき現状で

あります。

それで人に依っては3月、4月頃には少

くとも安くなるとか高くなるというのでは

なく、見通しがつくのじゃないかという嘘
の様な本当の様ないゝ加減な事を言ってお

りますのでそんな言葉を頼りにしているの

が現情であります。

3．紙使用業者の立場から　　小池繁治君

ご指名ですからお話申し上げますけれど

も私紙屋でないので紙の事については皆さ
ん新聞でご覧になっている位の事情しか分

りませんが、紙は資源と今の電力事情とい

う事のダブルパンチを食らっておりまして

恐らく生産量は3割減、或は物に依って4

割減位になることは必至だと思います。

たゞ我々商売として取扱っておる本とか雑

誌というものは全く生活必需品でないとい

うことです。ですから不要不急のものはな
るべく造るなという事になったら一番最初

に槍玉にあがるのが印刷物だと思います。

私はこう思っていますが、物を豊かにす

れば人間も豊かになったんだという錯覚に

とらわれていたのじゃないかという事で

す。我々は戦前戦後にかけて欠乏した時代
が非常に長かったものですから物が豊富に

あることが如何にも人間の生活自体が豊か
になったという錯覚、これを生産に携わる

人もそうでしょうし、世間挙げてそういう

錯覚を我々に起させたものじゃないかと思
います。例えばレジャー指向にしても、或

は出版物に向けられる目も旅行あり何かそ



ういう物の方に向けられて行ったのだと思
います。ある英国人が言っておりますけれ

どもレジャーの一番楽しいのは何も混み合

う電車で観光地に行くことでもなく自分の

造った庭でロッキングチェアを持ち出して

推理小説を読むことなんだそうです。何か

価値感というか、それの転換をやらないと
つまり資源におんぶしていると何時迄経っ

ても人間は豊かな生活にならないんじゃな
いかと思います。その転換をする為に本を

読んで呉れというのは一寸おかしいんです

けれども、結局「ものが駄目なら心で」と
田中さんは言っておりましたがその内容を

受取って箕う余裕といゝますか、不足な中

でその余裕を持って頂く為の良い出版物、
そういうものに指向というものがどんどん

変って行くのじゃないかと思われます。

実際問題としてこれは必要悪でしょうが
エロ、グロの様な出版物が可成りあるわけ

です。でもそれは決して人間を豊かにして

いないと思いますので、先ずその辺から少

し親制して貰えば恐らく20％位の倹約が可

能だろうと思います。

それと同時に考え方として頭の中がからっ
ばになれば豊かでないだろうし、どこも豊

かでなかったらせめて頭の中位は豊かにす

るお手伝いをすればいくらかよいんじゃな
いかと思っております。

4・商工会議所の立場から　　海東与蔵君

商工会議所の立場から何かというお話があ
りましたが皆さんの今迄のお話をうけたま

わっている通りでございましてお先の明る
い話は何もない様でございます。政府も短

期決戦ということで49年度の予算もそうし
た方向でやっている様でございますし、た

ゞ夫々の立場で私は商売の方では生活必需

物資を取扱う面ではそう大した事もないと

思いますけれども、要するに商業といわ

ず、工業といわず、或はサービス業といわ

ず総てが一歩後退しなければならないもの
だと思います。

たゞこの間東京部品、泉自動車等の進出
して来る企業の社長或は専務等にお会いし

まして計画変更等あるかどうか色々きいて

見ました。そうしたらその物に依っては幾
ら石油を制限されてもそう商売に影響がな
いという様なお話がございまして、まあそ

ういう商売もあると思いますけれども、少
くとも製造業であれば現在量がお先見通し
つかずいくら高くなるのか、いくら下って

行くのか分らないわけです。

又商売にしましても先程の小池さんの話

或はその他皆さんの話にありました様に物
の値打がどの程度どうなるか分らないとい

う事は総ての事業に見通しがたゝないとい

う事だと思います。まあ政府は46年度の方
に戻って行くんだ、或は42年の時期迄戻っ

て行くんだという風に言っておりますけれ

ども、実際は石油に端を発した物資の制限

という形については、我々が42年の頃を考

えて見た場合にそう不自由な生活だったと

は思いません。46年にしましても当然な事
でございましてそういう事を考えて見ます

と要するに節約を美徳とする形に、今迄消

費を美徳としたのを廻れ右致しまして、そ
ういう風に物を考えて行かなければならな
いと思います。

従って電力が節電しなければならないと
するならば週休2日の線に踏み切るという

方法もあるでしょうし、さまざま夫々の企

業で英知を出し合ってやって行かなければ
ならないと思います。

何れにしても皆さん始終新聞、テレビ、

其の他でおきゝになっている通りにお先は

見えないんで、たゞこれが長く続かないで

半年位で落ちついて頂けばと願うだけでご
ざいます。どうもとりとめのない話になり

ましたが先の暗い年になりそうでございま

すので、そういう時こそ夫々の企業が地に

足をつけた形でしっかり樺を締めてかかっ
て行く必要があると思います。

5・結　　び　　　　　　高橋辰美君

まだまだ発言されたい方もいらっしゃる

かと思いますけれども又の機会に時間を］頁

きまして皆さんの自由な発言の場で、今日
の非常な不安と言いましょうか或はこうい

うパニックの状態の中で先程の田中さんの

話じゃございませんけれども「物より心」



と、その心の触れ合いでお互いの和やかな

生活の危機といいますか、職業の危機とい
いますか、そういうものをなごやむ様な方

向に持って行きたいものだと思います。

私の私見でございますけれども日本人と
いうのは世界的に有数な有能な人種でござ

いまして、今日迄私も人生まだ洗いのです

けれども色んな話題の祖先が、先輩が、或
は同僚が成功した中で考えて行きますと、

平和な安泰な中では人間の進歩は生れて来
ない様でございまして、むしろ人間という
のは悲劇のどん底に突き落された時或は大

きな壁にぶつかった時初めて人間が、人間
としての英知をそこで発揮して素晴らしい

次の新しい社会を造って行くものだと思い
ます。

我々の政治家も一生懸命やっていてくれ

てるでしょうし、或は大企業、或は皆さん

も夫々の職業の分野に於て、今迄の流れの

中で将来を見通すということでなしに、こ
こで新しい方向、新しい物を生み出す、そ

ういう様な時代になって来るんじゃなかろ

うかと思われます。

石油に致しましても限度がございますの
でこれをこの慶石油事情が良くなっても必

ずしも日本列島石油浸しという様な従来の

状態では到底ゆけないと思いますCそこで
これに変るべきェネルギーを考えなければ

いけないでしょうし、現在量が少なければ

今使っている現在量というものの方向を変

えて何かそれに変るものという風なアイデ

ァーといいましょうか、考えといいましょ

うか、そういうものの方向転換をしない限

り今後従来の流れだけを或は昔の夢だけを

追ったんでは非常に悲観的な将来が生れる
だけだろうと思います。

どうかそういう事でより一層今日の状況の

中で皆さんの職業が益々栄えて行かれる様
に、英知を以て急難を打開して頂く様お願
いして終りたいと思います。

どうも有難うございました。

○ロータリー情報委員会示説板

山　本　隆　男　君

1・一般質問

35　次期クラブ会長及び幹事は何故地区

協議会に出席しなければならないので
すか？

それはその人達が教えを受ける学校であ
ると同時に、地元並びに地区の計画と目

的を検討し合うものであるからです。こ
の協議会は、クラブの管理を成功させる

上に非常に重要でありますので、出席す
る義務を受諾することをこれらの役職に

選ばれるための前提条件とすることが強
く勧告されています。

2，一般質問

36、地区大会とはどんなものですか？

地区大会は各地区に於て地区ガバナーと
地区内の過半数のクラブ会長との合意によ
って決定された日時及び地区内の場所に於
て開催されるものであります。

但し其の開催日は地区協議会、国際協議会
又は国際大会の開催日と同一であってはな

りません。

地区大会の目的は、親睦、感激を与える講
演及び地区内の問題、並びに国際ロータリ
ー全般に関する問題についての討論を通じ

てロータリーのプログラムを推進するにあ

ります。
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火曜　日12時
鶴岡市本町二丁

所　鶴岡市馬場町
長　安藤足助　幹
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重要文化財
旧西田川郡役所

○出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席

前回出席率　　74．24％

修正出席数　　　　61名

確定出席率　　92●42％

欠　席　者

風間君、板垣君、五十嵐（三）君、高橋（良）君
田中君、三井（健）君、小野寺君、斎藤（信）君

谷口君、佐々木君、小松君、津田君、高橋

（辰）君

メークアップ

笹原君一仙台RC

阿宗君一新庄RC

山本（正）君、高橋（艮）君、佐藤（衛）君、
中野（重）君、嶺岸君、三井（徹）君、菅君

小野寺君、鈴木（善）君、富樫君
一鶴岡西RC

Oビジター

斎藤五郎八君一温海RC
工藤武樹君、半田茂弥君、菅原松雄君

佐藤成生君一鶴岡西RC

○点　　鐘 安藤会長

○国歌斉唱

○お正月ソング「一月一日」

○お誕生月おめでとうございます

会員お誕生

海東与蔵君、三井健君、男網末松君、

佐藤伊和治君、吉野勲君、板垣俊次君

奥様お誕生

五十嵐とし様（三郎）、完網恵美子様、

中野悦子様（重次郎）、谷口美代子様、

高橋美津子様（正太郎）、津田満里子様

高橋時子様（辰美）

〇年間皆出席者

14年間皆出席　　　張　　紹淵君

13年間皆出席　　　三井　　徹君

13年間皆出席　　　嶺岸光書君

2年間皆出席　　　今野成行君

012月125％出席者　　6名

風間君、安藤君、石黒君、黒谷君、中江

君、高橋（正）君
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012月100％出席者　50名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、

張君、森田君、長谷川君、早坂（源）君

佐藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、

市川君、飯自君、山本（正）君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、今

野君、高橋（良）君、海東君、田中君、

金如君、佐藤（衛）君、上林君、小花君

小池君、中野（重）君、吉野君、嶺岸君

三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君

男網君、菅君、小野寺君、大川君、斎藤

（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君

佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、

笹原君、鈴木（弥）君、佐藤（友）君、

小松君、手塚君、中野（清）君、富樫君

薮田君、高橋（辰）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

本年度の初例会を行います。年末にも申

し上げましたが緊急事態下、石油危機、物

不足、或は物価の異状な値上りという何か

重苦しい先の見えないお正月を迎えたわけ

でございます。又この分3・4月をピークにし

て何が出るか分りませんし、加へて16日か

らは電力15％制限、26日に春斗第1波が始

まるということで、年が明けても次々と悪

条件が出て来ている様でございます。若干

期待出来るのは総理大臣を初め各大臣或は

各政党の代表達が夫々国際的に動き出しま

してそれがどういう結果を蘭らすかという
一経の望みというのが現況だろうと思いま

す。

そこで我々職業奉仕を本旨とするロータ

リアンとしてはこの辺に活動の種があろう

と思いますので残された半年はこういう時

勢をふまえたロータリー活動に精進して参

りたいと思います。具体的な活動計画の補

正、修正其の他は何れ1月アッセンブリト

の時に各委員会のご意見を徹し進めて参り

たいと思います。

次に今日の月例理事会は色々協議事項も

沢山ありますので今日でなく日を改めて行

う予定にしております。

次に今日は年の始めでございますので今

年の寅年のおめでたい方をご紹介申し上げ

ます。山本正君、中野清吾君、飯自祐倍君

張紹淵君、三井徹君、大川喜一君以上6名

の方でありますので拍手を以てお祝いして

頂きたいと思います。尚プログラム委員会

ではこの万々に夫々のスピーチをお願いし

たいとの事でございますので左様ご承知を

お願い致します。年末にも非常に楽しい、

奇技な、しかも有益な会員スピーチがござ
いましたが、今日もこの様なプログラムで

すので楽しみにしてスピーチをうけたまわ

りたいと思います。

次に前半期会計の決算と後半期の補正予

算につきまして会計の森田清治君より後程

ご説明頂きます。

次にこれは幹事にご報告を願うことだと

思いますが鶴岡R・A・Cより1月例会場変

更について次の様なお知らせが参っており

ます。

記

1月例会場変更について

（茂木久美子さんお別れ会）

ト　日　時　昭和49年1月9日（水）

午後7時より

2．場　所　芝　　楽

3・内　容　午後7時～7時30分　例会

午後7時30分より

茂木久美子さん（荘内病院）
お別れ会

4．会　費1，500円

以上でありますがロータリアン多数のご出

席をお願いしたいとのことでございます。

次に出席委員会の方で前半期の出席のト
ータルを出して下さいましたのでご覧頂き

たいと思います。60％以下というのは大変

問題がありますので、この辺の処をお含み

の上お互いに励し合い後半年の出席を、前

半91・79％の成績を更に上げて、知り合い

を広め、ロータリーの活動を活発にしたい

と思います。



○幹事報告　　　　　　　　薮田副幹事

1．会報到着

東京RC　村上RC

2・例会変更

ィ．山形RC

と　き　1月9日17時30分

ところ　囁　月

ロ．山形西RC

と　き　1月14日17時

ところ　囁　月

と　き　1月28日18時

ところ　東急プラザホテル3階

ハ．上山RC

と　き　1月11日16時

ところ　葉山温泉　古窯
こ．長井RC

と　き　1月8日17時

ところ　丸万旅館

3・認証状伝達式

富士見RC（長量県諏訪郡富士見町）

と　き　5月19日12時

ところ　カゴメ鰯富士見工場

登録料　7，000円

4．第358地区年次大会

ホスト　池袋RC

と　き　3月16日　9時

ところ　京王プラザホテル

登録斜　7，000円

参加締切1月末日

5・仮事務所設立案内

（1月2日　市庁舎火災の為）

相馬RC

ところ　相馬市中村字長町1の5

只野石油株式会社内

○地区大会について

大会委員長　金井勝助君

地区大会終って丁度2ケ月になり、もう

仕事も全部終ったと思っておった処今日偶

々早坂ガバナーが私の前におられ、とんで

もない話だ、まだまだ仕事があるんで非常

に不勉強であるとお叱りを受けました。何

事かと聞いて見ましたら記録がまだ出来て

いないそうです。従来記録公報委員会でや

って下さったわけですが、小野寺君がご承

知の通りご病気で入院中ですのでどうして

も遅れ勝ちだということです。それで先程

副委員長の佐藤伊和治君と石黒慶之助君に

ご相談しまして、今回編集委員会を別個に

造りそこで早急に編集して貰うことに致し

ました。委員長には石黒慶之助君、委員に

は斎藤得四郎君、新穂光一郎君、黒谷正夫

君、三井賢二君、この5名の方にお願い致

します。尚従来の記録公報委員の方からも

ご協力をお願いしたいと思います。以上ご

報告を申し上げご諒解をお願い致します。

○会　　計　　　　　　　　森田清治君

上半期決算書について

当クラブの上半期の仮決算をご報告申し

上げます。お手許に配布しておきました印

刷物をご覧頂きたいと思います。半期決算

額が書いてございます。その隣りが対比増

減となっておりますが△印がまだ予算未達

成ということでございます。この中でご注

目願いたいのは職業奉仕100％予算達成、

それから親睦活動委員会の残が64，000円し

かございません。

次に会費の納入でございますけれども66

名中65名となっております。それで会員の

増強関係も乗だ2名だけですのでこれから

増強委員会の方から犬鷲斗して頂かないと

目標の560万の予算が達成出来ません。そ

れから地区からの助成金としまして新たに

4万を計上しております。

大体以上でございますがどうぞ各委員会

ではこの裏をご覧になって頂いて残る6ケ

月の間に最大の活動をやって頂きたいと思

います。

以上に引続き修正額についても細部に亘

り森田会計のご説明があり、終って会長よ

り会員に諮りました処全員異議なく原案通

り承認されました。



0親睦活動委員会　　　　　中江亮君

スマイルについて

只今会計からご指摘ありました様に親睦

活動のスマイルのやり方が非常に低調で誠

に申し訳ございません。

それでこの前一寸申し上げましたが一部

の方からご指摘ありましたのでご説明申し

上げます。何時かご家族の方にとスマイル

ボックスをお上げしたのですが、それは堅

苦しいお気持でお考えにならないで、飽く

迄も私共例会場其の他の行事を通してスマ

イルをやっておる私共会員の気持を家族の

中に拡げて頂きたいという軽い気拝でお願

いしたいと思います。決して強制とか抵抗

とかをお感じにならないでご協力を願いた

いと思います。額については特にご制限申

し上げてはおりません。よろしくお願い致

します。

尚スマイルの活動が非常に低調であると

いうお話でありましたので年頭で誠に申訳

ございませんですが、新春のテレビで非常

に立派に放談、対談をなされました佐藤伊

和治君と手塚林治君に第一弾としてスマイ
ル頂戴出来れば有難いと思います。次に先

程会長さんからご紹介ありました寅年生れ

の皆さん、これは中国でも日本でも大変良

い年だそうでございます。そういう意味に

於てこれからスピーチついでに隣りにボッ

クスがありますのでよろしくお願い致しま

す。今スマイルを頂かないと又12年後にな

りますのでどうぞよろしくお願い致しま

す。

○スマイルボックス

佐藤伊和治君　　新春のテレビ対談

手塚林治君　　新春のテレビ対談

山本　正君　　寅年生れ

大川喜一君　　寅年生れ

○会員増強委員会　　　　　長谷川悦郎君

会員増強について

お手許に「新会員の推薦は如何にする

か」という黄色の印刷物を差上げてござい

ますが先輩がこういう立派なものを作って

下さいましたので利用させて頂きます。先

程会計の方からお話がありました様に会員

増強の面ではまだまだ成果があがっており

ませんので今後少くともお一人一人位づつ

のご推薦をお願い致します。適当な方のあ

り次第この用紙にご記入の上私か事務局山

下さん迄ご提出願います。

○スピーチ（寅年）　　　　山本　正君

私は家内の父親から「お前は虎でない、

猫だ」と言われた事がございまして今会長

さんの言われた若くて威勢のいい寅ではな

いかも知れませんので困った事だと思って

おります。

実は年末に海東委員長の方から去年アメ

リカに行きましたのでその話をやれと言わ

れておりましてそれは大体腹心算をしてお

りましたけれども、今日突然に寅の話が出

まして寅年の抱負かなんかと思いますけれ

ども何分突然の事には弱く顔も真赤でござ

いますし、酒のお蔭で心臓もどきどきして

いる状態であります。

私年末に休みましたので其の時の会報を

見ましたら何人かの方々がご自分のお仕事

と石油ショックに関連するお話をしておら

れましたけれども私もここ2、3年はずう

っと若い女の方のファッション向の外に着

る織物（洋服）を合成繊維で作っておりま

した。ご多聞にもれず合成繊維の原料が石

油であるという為にその影響が大変強く現

われておりまして、どうも寅年はいいとお

っしゃいましたけれども非常によろしくな

い、暗い年の出発となったわけでありま

す。

まあ鉄綱とか或は合成紙経を作るメーカ
ーとかいう一番根元の企業は品物が出来な

ければ、皆はしいものですからその品物の

値段を上げて経理の遣繰りをつけるという

事が出来ますけれども、私共の仕事は生憎

とそういう事が出来ません。それで高い糸
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を買って今度それを売る為にに直接売るの

ではなくて大口に纏めて商社に渡すわけで

ございますので商社の方で値上げを認めて

呉れなければ通らないわけでございます。

それで丁度サンドイッチの様になりまして

大変やりにくい仕事をこれから当分やらな

ければならないわけで、自分の年の出発と

してほ誠にうまくないことであるなあと思

っているわけでございます。

ただ一つ私としまして幾らかなりとも明

るい希望を持てますのはもう一つ新しい仕

事をやる予定をしていることでございま

す。それは中央工業団地に新しい工場を建

てまして縫製の仕事をやる予定で着々進め

ております。これも可成前から手を打ちま

したので今の処建物だけが遅れておりまし

て機械は全部12月中に買い込んで揃いまし

た。人の募集をしましたらこれも当初非常

に心配しておりましたけれども誠に順調に

応募して呉れましたので、昔使っておりま

した古い工場で今迄倉庫と使っていた場所

を急拠明けましてこの1月7日から仕事を

始めたわけでございます。

まあ折角私の会社のトップの連中が私に

与えて呉れました仕事ですので今年は何と

か軌道に乗る様にやって行こうというのが

私の抱負といえば抱負と言えると思いま

す。そういう事でございますのでよろしく

お願いしたいと思います。

寅年のスマイルを兼ね開業のスマイルを

させて頂きます。

○スピーチ（寅年）　　　大川喜一君

私先程会長さんから申されました通り明

治35年生れで今年72の寅でございます。

虎は日本にいない動物ですが昔から掛軸

或は屏風とかその他色々虎を書いたものが

ありまして虎は日本人に親しまれた動物の

様であります。又12支には何れも誓え言葉

とかそれにからんだ迷信がある様ですが、

わけて虎が一番多いのではないかと思いま

す。一般的に知られているのは、虎は死す

とも皮を残す、人は死すとも名を残す、そ

の他大事なものは虎の子、虎の巻、それに

強い者同志が龍虎、危い処を逃れるのを虎

口を逃れる、おっかなびっくりが虎の尾を

踏む様な感じがする。それに又虎穴に入ら

ずんば虎児を得ず、これは事業に非常にか

らんだ言葉だろうと思います。それに多分

泉山氏が大蔵大臣の頃と思いますが大酒飲

みのことを大虎といゝこれは古くからあっ

た言葉ではないと思います。

次に迷信ですが庄内では寅の日に香桑を

やらない、鶴岡では寅の日に葬式は出しま

すが酒田では出さないそうです。私の会社

の常務が一昨年亡くなった時どうしても寅

の日に葬式しなければ都合が悪いと思い、

お寺の和尚さんに「鶴岡ではなんともない

が酒田では寅の日に葬式をしないのはどう

いうことか」と聞きましたら何等根拠はな

いので施主さえよかったら構わないという

事で寅の日に葬式をやりました。処が矢張

り年寄とか色々な人の蔭口があったそうで

す。迷信は何の根拠もないのですがこの様

な事もありますので暦に寅とかそういうも

のをなくした方が良いと思います。

私実はロータリーに入ってから何年かな

るものですが、何時も自分の当り年の年男

が何かやらされることを思い、寅について

何かないかなあと思っていたら12月末の読

売新聞の少年少女欄に、来年の千は寅であ

り、寅について色々書いてありました。こ

れは良いものがあるとそれを見て来たので

すが今日は時間がありませんのでこれで終

ります。



○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君

張　紹淵君
山本隆男君

1．－般質問

37　地区大会の決定はは国際ロータリー

を拘束しますか？

香。地区大会は立法威弘ではありませ

んが国際ロータリーに対して決定や立

法を勧告する決議を採択し、地区の重

要問題に関する推奨案を採択すること

が出来ます。

2．一般質問

38　地区大会には誰が出席すべきであり

ますか？

地区内の全ロータリアン及びその夫人

はこの大会に出席するよう奨励される

べきです。

1こW′′〟〃〟J・1ニ：・‥‥ム∴・∴∴　‥　り′∴÷∴∴シ：’・・・

会員豪族ご紹介
ゥ：こ：′1・‥∴い∵∴∴→＝∴・‥■帖∴　・′∴　…　－■　‥■∴■

佐藤衛君のご豪族

我が家は一姫二太郎　長男（高1）次男（中

1）長女（小1）妻、私と五人家族ですが

毎日家庭生活での主役はなんといっても一

人娘の律です。父親に似てウニイトはクラ

ス一番との事です。その娘の七五三のスナ

ップです。

佐藤順治君のご豪族

前列左より　妻・貴美子、孫・順久、小生

後列左より　長男・雅昭、長男の妻・龍子

納豆のあまり好きでない小生が納豆崖から

嫁を貰い、入浴の好きでない長男には温泉旅

館から嫁が来た次第。

でも今では小生納豆が大好物になり、長男

も入浴がだんだん好きになっている様で矢張

り縁は異なもの味なものと云える所以の一つ

か。

まだ小さい孫が笑いの中心であり、固軍の

目であることは世間並みと思われる。



◎

第737回例会1974・1・22（火）雪が0・28

火曜日12時30分
鶴岡市本町二丁目　ひ
鶴岡市馬場町
藤定助　幹

QT盲mebr
「今　こ　そ行動

重要文化財
旧西田川郡役所

前回の出席

前回出席率　　80・30％

修正出席数　　　61名

確定出席率　　92・42％

欠　席　者

風間君、森田君、早坂（徳）君、富樫君、石井

君、海東君、佐藤（衛）君、薮田君、嶺岸君、

三井（健）君、大川君、手塚君、小野寺君、

斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴

木（善）君、高橋（正）君

メークアップ

風間君、板垣君、高橋（良）君、三井（健）君

小野寺君、小松君、高橋（辰）君一鶴岡西

RC

五十嵐（三）君一温海RC

○本日は例会に引続いて新年家族会を開催致

しますので例会も18時から鶴同産業会館

5階で行いました。

○点　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　安藤会長
本日は格別の報告事項はございません。続

きまして幹事報告をお隣い致します。

○幹事報告　　　　　　　小松幹事

卜　例会変更

（イ）山形北RC

と　き1月24日17時30分

ところ　亀松閣

（叶寒河江RC

と　き1月24日17時30分

ところ　伊勢屋会議室

2．会報到着

八戸RC、上山RC、長井RC、東根

RC

3．名称変更

宮内RCが南陽RCに変更

4．RI年次大会（ミネアポリス）の参加

旅行案内到着

安
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0ロータリー情報委員会示説破

大川喜一君

張　　紹淵君
山本隆男君

1．一般質問

39、地区大会とは如何なるものですか？

相互の面識を拡め理解を増進するた

め、且つ又意見を交換したり、ロトタ

リーの諸問題について討議するフォー

ラムを提供するために、特定地域のロ
ータリアンが会合するのが地域大会で

あります。

2・一般質問

40、国際ロータリー中央事務局は何処に

ありますか？

中央事務局はアメリカ合衆国、イリノ

イ州60201、ユパンスト市リッジ街160

0番地にある国際ロータリー所有の本

拠ビルディングの中にあります。

3．－般質問

41、国際ロータリーは他にも事務所を持

っていますか？

持っています。主として大陸ヨーロッ

パ、北アフリカ、東地中海地域のクラ

ブ、並にガバナーのためのサービス・

センターであるスイスのチューリッヒ

の事務所がそれです。

0例会に引続き下記プログラムによって新年

家族会を開催致しました。

鶴岡ローークリークラブ新年家族会

プログラム

1．開会の挨拶　　　親睦活動委員長

中江亮君
2・お正月ソング　「1月1日」

3・会長挨拶　　　　　　安藤会長

4．銀婚式お祝い品贈呈

山本正君、佐藤友吉君、中野清吾君、

三井賢二君、佐々木敏全君

5・乾　杯　　　　　　　早坂ガバナー

6・開宴と余興

7・手に手つないで

8．閉　会　　　　　　　　　20時

開会の挨拶　　　　　　中江　　亮君

例会が終ったところで早速鶴岡ロータリ
ークラブ新年家族会を開催致しますがその

前に親睦活動委員会を代表しまして一言ご

挨拶を申し上げたいと存じます。

先づ奥様ご家族の皆様〝明けましておめで

とうございます〝

本日は雨雪の中を大勢の皆さんがこの会と

ご出席下さいました事を心からお礼申し上

げます。

親睦活動計画の一環としましてこの会を取

り上げた時点に於いて15年間も恒例の行事

として続けて来たクリスマスバーチーとの

からみ合いにかなり頭を痛めましたが会長

さんはじめ大方の会員の皆様のご教示ご意

見を参考に思い切って計画に折り込んだの

ですが、その事自体の是非云々でなくロー

タリークラブは何でも実行して見ようじゃ

ないかと云う考え方からでありまして決し

てクリスマスパーテーを廃止しようと云う

事ではありません。どうぞ皆さんの御理解

をお願い申し上げます。

去年の末頃から会長さん、幹事さん、そ

して事務局の山下さんのご指導を頂き、

S・A．Aのご協力のもとに鋭意準備を進め

て参りましたがご覧の通り油にお粗末で果

してご満足を頂けますやら気がかりであり

ますがえるさん、そして昭和通りの花寿し

さんの格別のご協力を得まして和、洋、中

の取り合せのご馳走でお酒も充分用意しま

した故時間のありったけご賞味おくつろぎ

の程お願い致します。

尚、銀婚式のお祝の記念品を贈呈しまし

て早速閉塞余興に移りますが会員の皆さん

の日頃の隠し芸や歌などどしどしご披露下

さる様お願いしまして挨拶を終ります。

上記中江親睦活動委員長の開会の挨拶には

じまりプログラムの順序に従い順調に進行

し、20時盛会裡に閉会す。



◎強打
第788回例会1974・1・29（火）雪が0・29

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈t盲on
「今　こ　そ行動　の　と　き」

重要文化財
旧西田川郡役所

○　出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名＿

出　　席　　数　　　　54名

出　　席　　率　　81・82％

前回の出席

前回出席率　　72．73％

修正出席数　　　　61名

確定出席率　　92．42％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、板垣

君、吉野君、嶺岸君、三浦君、三井（賢）

君、小野寺君、菅君、斎藤（信）君、津田

君

メークアップ

薮田君一仙台RC

佐藤（忠）君一酒田RC

森田君、海東君、佐藤（衛）、嶺岸君、三井

（健）君、小野寺君、佐藤（昇）君、鈴木（善）

君、高橋（正）君、手塚君、富樫君一鶴岡西

RC

○ビジター

太田毅一君一鶴岡西RC

田宮長二君一温海RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1・新年家族会に多数参加下さいまして有

難うございました。

去る22日開催の新年家族会にはご家族

共々86名の多数の参加をいただき、盛沢

山の素暗しく美味しいご馳走をつつき合

い乍ら大変和やかに楽しい一夜を過ごす

ことが出来ました。

特に設営に当って親睦活動委員長中江

君を陣頭に前夜夜行軍で秋田から新鮮な

魚を運び刺身を供せられたり、又大陪部

を動員して採算抜きのご馳走たっぷりの

折箱を調製される等、又笹原君は現物も

お値段も蔵から直送の破格のサービスを

供せられる等、本当に好意の数々を寄せ

られ、加えてNHK局長佐々木君を司会

団長に代わる代わるの司会で真に楽しい

会
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ご
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プログラムとなり、本当に楽しい心のこ

もった一夜を過ごすことが出来ました。

夫々ご努力下さった方々、並びに参加下

さった会員、ご家族皆様に深く感謝申し

上げます。

2．理事会決議事項について

ィ、クラブアッセソブリ【の件。

1月開催予定のクラブアッセソブリー

を来る2月5日（火）例会終了後引続き

この会場で開催します。

各委員長は必ず、又その他の会員も出来

るだけご出席下さい。協議事項は各委員

会活動の前半期の反省と後半期活動につ

いてですので予めご検討置き下さい。

ロ、インター・シティ・ゼネラル・パフォー

ラムの件。

地区のインター・シティ・ゼネラル・

フォーラムが来る2月24日（日）9・00～

15．00遊佐RC、ホストクラブで遊佐中

央公民館で開催されます。地区よりも出

席要請がありますので、夫々のテーマを

担当される別にお願いする義務出席の方

の外比較的近年入会の方々のご相席をお

願いいたします。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

卜　認証状伝達式

ィ、岡山県児島東RC

と　き　4月21日（日）

ところ　倉敷市児島文化センター

登録料　8，000円　家族5，000円

ロ、東京港南RC

と　き　5月12日（日）

ところ　ホテルパシフイヅク（晶川駅

前）

登録料　8，000円

2．ガバナーノミニー事務所開設案内

ィ、所在地　福島市大町6－11

ロ、事務所　財団法人大原綜合病院内

へTEL O245（福島）－21－2850

0会員スピーチ　　　　　　山本正君

米国雑感

先頃私はアメリカのグリーンビルという

所で開かれましたATMEといわれており

ます国際繊維機械展示会を見学するために

渡米致しましたので、その時感じたいわば

米国雑感というようなことを少しお話し申

し上げたいと思います。

日本を出発しましたのは10月21日で途中

サンフランシスコ、ニコ＿・－ヨーク、ワシソ　　、‾ノ

トンへ立寄り現地時間で24日の夕方米国南

部のジョージヤ州のアトランタという所に

着きました。アトランタは南部の工業の中

心地で米国屈指の大都会です。小説ミ風と

共に去りぬもの舞台になった所だそうでご

ざいます。ここからチャーターしたバスで

3時間程走り、サウスカロライナ州のアン

ダーソンという田舎町に着きました。ここ

のホリディインというモーテルに1週間余

り滞在致しました。

申しおくれましたが私は伊藤忠繊維機械部

が編成しました見学団の一員として行きま

したので福井、石川の機屋さん14～15人と

その他の地区の機屋さん14～15人のA、B

2班から成る約30人余りのグループでござ

いました。余談ですがホリディインはCI

が提携して日本でも京都などにホテルを持　、■J

っております。

ここから毎朝貸切バスで30分～1時間かか

って会場でありますグリーンビルのテキス

タイルホールへ通ったわけでございます。

30分～1時間といいますのは、たまたまそ

この土地にくわしい運転手が来ますと30分

で行けますが不案内の運転手が来ますと大

廻りをしたりなどして1時間かかってしま

います。ハイウェーからクリーンビルへの

入口が沢山あるものですから市街へ入って



から先に時間がかかってしまいます。

さてこのATMEといいますのは4年毎

にここグリーンビルで開かれております。

ヨーロッパにもITMAというのかござい

まして、これも4年毎に各国持ち廻りで開

かれています。前回は昭和46年パリで行な

われております。ITMAが経営者向けの

デモンストレーション的な要素が多いのに

較べてATMEは工場長向けに実用的なも

のが多いといわれております。

我々としても今後の合理化の方向を見さだ

めるとか、業界自体の方向例えば織物より

ニットが増えそうだとか、そういうものを

勉強するのには大へん役に立つものでござ

いますし、又ここ10数年来布を作る技術と

いうものが合織の出現と共に世界的に飛躍

的に進歩しておりますが、この種のフェヤ

が大きく寄与していることは疑う余地があ

りません。毎回日本からは数千人の人々が

見学に訪れます。今回なども着いた日の夜

のテレビを見ておりますと大勢の日本人の

ためにグリーンビルの空港では、タクシー

は奪い合いであり周辺のホテルは満員であ

ると伝えておりました。

グリーンビルには公営の飛行場と民間の小

型機用の飛行場と2つあります。私達がア

トランタからバスを使ったのは乗換え時間

等を考慮して、その方が早いと判断したか

らです。

日本人に対する警戒心はかなり強く、周辺

の各工場は、この期間に渡米した日本人に

工場見学をさせないと連盟で決めたとかで

私達も当初予定していた見学先もいつしか

断わられました。

アメリカ東部の大都会は治安が悪く、特

にニューヨークでは気をつける様にと出発

前から沢山の人から注意を受けました。夜

は絶対に一人で歩かない様にとか強盗に会

った時の用意にポケットに少々のお金を入

れておいてやられたらそのお金を渡して素

早く逃げるのがよいとか大分色々きかされ

ました。たまたま手違いで当初予定してい

たホテルに泊れなくて、そこで世話をして

もらったホテルがいわゆるウェストサイド

でしたが商社の駐在員の人から、あそこは

昼でも一人で歩いてほいけませんよといわ

れました。

ニューヨークは南北にアべニコ．・－といわれ

る通りが、又東西にストリートといわれる

通りが碁盤の目の様に通っており、その中

を東北から南西へたすき掛けにブロードウ

ェイが通って大へん分り易い衛です。私の

様な言葉に不自由な者が、バスやタクシー

を使うより、各メーカーか商社の出張所を

訪問するのには歩いた方がずっと楽です。

10年前に訪米した時はよく歩き廻りました

が今度はとてもそれどころではありません

でした。ある商社では事務員のアメリカ人

のおじいさんが出勤途4㌧地下鉄の駅で両

側から黒人にはさまれて財布を強奪された

と言っておりました。又途中工場見学の時

ついて来てくれた女性の通訳の人は最近ニ

ューヨークの在国邦人の奥さんで3人も強

盗にあったという様な話をしていました。

隣りで何か起ろうと、かかわり合いになり

たくないので知らぬ振りをする人ばかりだ

といっておりました。黒人を大都会え集め

選挙を有利に進めるのが黒人の指導者の戦

術だといっている人もおりました。そうい

うことでニューヨークでもワシントンでも

黒人が増えておりますし、ロスアンゼルス

など黒人の市長になったところもいくつか

あるそうです。

大都会の治安の悪さに比べアンダーソン

の様な田舎は大へん落ちついた町です。ア

ンダーソンはサウスカロライナ州の小さな

町で高層建築物もなく原野の中に所々に集

落のある静かな町です。私達の泊った竜一



テルは主要地方道が2～3本行き交ってい

る所に出来た集落にありました。近くにガ

ソリソスタンドや食堂やマーケット、映画

館などありますがお酒を飲ます所は殆んど

ありません。私達の泊ったホリデイインは

アルコール類を出してくれますがビールか

せいぜいワインしかありません。夜になる

と毎晩いろいろのパーティがここの食堂で

行なわれており、楽団やバニーガールが来

る日もあります。パーティによりましては

我々が行っても入れてくれるものもありま

す。ここがこの辺の唯一の社交場という感

じでした。

行って間もなくの夕方、食後散歩に出ま

したら、後から出て来た外人の夫婦が駐車

場の自分の車の所迄行って、丁度我々がそ

こを通りかかりましたら阜お早ようやと声

をかけて釆ました。阜お早ようやでなしに

阜今晩わ皐と云うのだと教えてやりました

ら、あとで串で追いついて来て、ウインド

ウを下げて阜トーキョウから来たのかやと

尋ねますのでク大阪からだクと答えま　した

所、自分は板付に行ったことがある。そこ

にビッグボトイというのがあるから来ない

か、お金はいらないと言いまして小さな招

待券のようなものを出して我々の人数を書

入れサインをして渡してくれました。彼の

指さした方向をよく見ると大きなネオンで

ビッグボーイというのが見えましたのでた

めしに皆で行って見ました。行きましたら

スナック食堂の様なもので、彼は大変喜ん

で酒はないが何か食べるかと言いました。

もう満腹なのでミルクを欲しいと言いまし

たらジャンボサイズのコップに一杯のミル

クを持って釆ました。これを飲まなければ

いけないのかと思うとうんざりしました。

本人はうれしそうに我々に話しかけたり、

従業員に説明したりしていました。朝鮮戦

争で大きゅうに居たそうで今は自分はここ

の阜班長やだといっていました。後で方々

行って見て分りましたがビッグボーイとい

う店は方々にあり彼はここの店の責任者の

ようでした。自分の店が食堂であるにもか

かわらず夕食にお酒を飲むために奥さんと

ホテルに行ったのではないかと思います。

夜は退屈なものですから何か飯物か食べ

物でもと思ってマーケットへ買物に行きま

した。マーケットもビールとワインしかあ

りません。数人で店の中をうろうろしてい

ましたら赤ん坊をつれた若い2人連れの女

性から声をかけられました。フエヤを見に

来たのかというところまでは何とか分りま

したが、更にくわしいことを聞かれている

様ですが分りません。南部の英語はなまり

が強いのだそうですが、それでなくても分

らないのですからなまりのある英語など分

る筈がありません。残念ですがよく話せな

いと言いましたら、にこにこしただけで行

ってしまいました。買物を済ませて外え出

たら向うの万で先程の2人が車のトランク

を開けて買って来た物をつめ込んでいまし

た。我々の顔を見て手を上げて合図をして

別れて行きました。こんなことから田舎え

来ると皆親しみを感じるのだなあと思いま

した。

ここには広い道路をはさんで大きなマー

ケット群が2つありました。一方は生協や

主婦の店の様な感じの一般向けといいまし

ょうか、これは夜は早く閉ってしまいま

す。もう一方は高級品店とでもいいましょ

うか夜も8．00～9．00頃迄開いています。映

画館もあるものですから若い人達も大勢シ

ョッピングをしています。アイスクリーム

など買ってなめながら買物をしている娘さ

んもおり、私も仲間が買ってくれと言いま

すので売子に言いましたら、どれが欲しい

のかと言います。気がついて見るとショー

ウインドの中にいろいろの色のアイスクリ



ームが並んでいます。適当に「これ」と言

いましたら阜オーバナナ、これは大変おい

しいやお世辞を言っておりました。

マーケットの前は数千坪位の駐車場にな

っています。10月30日の夜はお祭りの様な

ものがここの広場であって夜おそく迄ダン

スに興していたそうです。私は生憎当日単

独で工場見学の為バージニヤ州え出かけて

おりまして見ることが出来ませんでした

が、仲間の人たちの中では一緒にダンスを

した人もあった様です。誰かがアメリカで

は田舎を知らなければ本当のアメリカ人は

分らないと言っていましたが、この様な一

面にその意味があるのかと思います。

アメリカで意外に思ったのは物価が思い

の外安いということです。1ドルは約300円

ですが大体100円位の感じで買物が出来ま

す。食事は特に安いという感じで、お昼に

3ドルの食事をしますと私の様な小食の者

では半分も食べられません。日本の駅弁の

300円とは量において比較になりません。

給料は繊維産業の従業員は安い万ですが、

時給3ドル位、1日8時間で3交替、土曜

日は割増賃金を貰いますが、週48時間働い

ています。退職金や寮の設備などありませ

んから、実際に出来てくる織維製品は日本

のものより安いと思います。その道の専問

家にも当然言われましたが、我々実感とし

て輸出はこれからは大変だなあと思いまし

た。

土地でも非常に安く、バージニヤで工場

用地が1ェーカ1，000ドル～5，000ドル坪に

して200円～1，000円位、グリーンビルの辺

りでは50円だそうで、少し（10ェーカ程）

買いませんかと冗談を言われました。ガソ

リンもガソリンスタンドに出ている値段が

1ガロンハイオクタンで40セント内外、1

ゼ20～25円位です。暮し易い国だという感

じがしました。

物が沢山あるから無駄に使うかというと

そうでもない様です。私1人で1晩ワシン

トンから一寸離れた工場を見に行きまして

夜遅く飛行機でグリーンビル迄帰って来ま

した。グリーンビルからアンダーソン迄は

タクシーで大体1時間30分位かかりますが

タクシーで帰るべく串をさがしておりまし

たら「どこえ行くのか」と聞かれましたの

で「アンダーソ迄」と言いましたら一寸待

ってくれと言われ暫く待っておりますと「

この串に乗れ」と教えて呉れました。車に

乗りましたら先客が2人乗っておりまし
・た。私の他にもう1人乗ったら（助手席に

1人、後席に3人）やっと動き出しまして

行く先々でお客を降し、私は一番違いもの

ですから一番最にアンダーソンに帰って来

ました。日本でなら何処へ行くにも又一人

でも動かして呉れますけれども向うでは同

一方向に行くお客さんは全部乗せて一回で

運ぶという様に合理的な節約をしていると

いう風な感じがしました。

時間もありませんので又何れ時間があり

ましたらお話を続けたいと思いますけれど

も、帰りはボストン、ナイヤガラの方を廻

ってロスアンゼルス、ハワイに立寄り帰っ

て釆ました。まあ一番感じた事はアメリカ

という国は思ったより物が安い国だなあと

思い私達がこれから競争して行く為には随

分大変だなあと感じました。大変簡単で

すけれどもこれで終ります。ご静聴有難う

ございました。

○次に会員スピーチとして斎藤得四郎君が登

壇され私共中年からの健康管理について其

の必要性を述べられ、現在本町2丁目に開

設しております「トレーニング、ルーム熊

久」については運動不足解消、乗客と健



康、体力診断等々に関連しご自分の体験を

通し種々有益なお話がありました。

（入会御案内は別紙配布）

○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君

張　　紹淵君

山本隆男君

1．一般質問

42　国際ロータリーの財政はどう賄われ

ていますか？

国際ロータリーの主な財源は加盟クラ■

プの人頭分担金（各正会員、シニア、

アクチブ及びバスト・サービス会員1

名毎に半ヶ年4ドル納入）；新加盟ク

ラブの加盟金；ロータリアン誌及びレ

ビスタロータリアンの購読料と広告

料、及び投資に対する利子でありま

す。

2．一般質問

43　国際ロータリーの立法機関は何です

か？

国際ロータリー細則第9条に規定され

ているように、全世界のロータリーク

ラブの代議員から成る規定審議会で

す。

3．一般質の

問44　国際大会開催都市所在地について
一定の原則がありますか？

あります。

1964年（トロント）大会で採択された

決議により、1970年の年次大会からは

連続3年以上同一国で開催してはなら

ないことになりました。

新年家族会のスナップ写真

中江親睦活動委員長の開会の挨拶

挨拶にききいる閉塞直前のひととき

アルコールも大分はいりサァー

「手に手つないで」



◎強打
第739回例会1974・2・5（火）小雨が0・30

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈t盲on
「今　こ　そ行動　の　と　き」

重要文化財
旧西田川郡役所

○出席報告
本日の出席
会　　員　　数　　　　66名
出　　席　　数　　　　55名
出　　席　　率　　83・33％

前回の出席
前回出席率　　81．82％
修正出席数　　　　63名
確定出席率　　95．45％

欠　席　者

五十嵐（三）君、阿宗君、進藤君、三井（徹）
君、三浦君、小野寺君、中江君、斎藤（信）
君、新穂君、佐々木君、中野（清）君

メークアップ

阿宗君一新庄RC
阿部（公）君、阿部（嚢）君、板垣君、吉野君、嶺
岸君、三井（賢）君、菅君、小野寺君一鶴岡西RC

Oビジター
松田善三郎君、伊藤博司君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長
○国歌斉唱
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○お誕生月おめでとうございます

会員お誕生
早坂徳治君、斎藤得四郎君、笹原桂一君、
谷口暗敏君
奥様お誕生
海東幸子様、金井百子様、小野寺桃枝様、
大川晴子様、佐藤鷹子様（友吉）

〇年間皆出席者
5年間皆出席　　　　三井　　健君

1年間皆出席
同

同

同

同

01月133％　出席者
黒谷正夫君、高橋正太郎君
01月100％　出席者　　53名
阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君、
張君、森田君、長谷川（悦）君、早坂（源）君J
佐藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、市川君、
飯白君、山本（正）君、石黒君、五十嵐（三）君
五十嵐（伊）君、進藤君、今野君、高橋（良）君
海藤君、金井君、佐藤（衛）君、上林君、小花
君、小池君、中野（重）君、吉野君、嶺岸君、
三井（徹）君、三井（貿）君、三井（健）君、男網
君、菅君、小野寺君、中江君、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、笹原君、鈴木
（弥）君、佐藤（友）君、高橋（辰）君、小松君、
手塚君、中野（清）君、富樫君、上野君、薮田君
○会長報告　　　　　　安藤足助君
1．2月定例理事会報告
（1）2月23日は国際ロータリー創立第69周
年記念でありますので2月19日（火）例
会に引続き下記行事を行い意義あるもの
にします。

記
ィ、創始者ポール・ハリス並に国際ロー

タリーの現況等についての卓話。
ロ、創始者ポール・ハリス或はロー一夕リ
ーについて理解を探めるスライド上映

会
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へ国際ロータリー会長に祝電打電。
（2）3月上旬地区職業奉仕週間に下記行事

を行いその日的達成に努める。
記

事例と板組むた捌こ全会員に各自の職業奉
仕の事例について往復はがきを以てアンケー
トを求め、その事例を有効に活用する。
（3）次の下半期の報告と送金全部完了しま

した（1月31日）

ィ、半期報告書（④クラブ会員数半期報
告書⑥クラブ会員名簿）

ロ、人頭分担金
ハ、ロータリアン誌購読料
こ、ロータリー財団寄附金

ホ、米山記念奨学会寄附金
へ、ロータリーの友購読料

ト、地区資金
2・クラブ定款及び細則復元について

クラブ定款及び細則の復元について理事会
に於て検討中のところ、別紙配布の通り復
元しました。

3・臨時総会開催について
クラブ細則第1条（理事及び役員の選挙）
第1節に基づき、次期理事及び役員選出の
ため、これより例会を暫時総会に切り替え
議事を進行したい旨諮り全員の賛同を得て
臨時総会を開催し下記事項を決議した。

記

○理婁及び役員の指名並びに選出方法につ
いて

（イ）指名委員会を設け、その委員会に於て
詮衡指名する。指名委員会の委員は会長
の指名に一任する。

回　会長は次の通り指名委員を指名し、全
員の同意を得て任命した。
阿部賽君、市川嘩雄君、佐藤忠君、新穂
光一郎君、鈴木善作君、小松広穂君、森田
清治君、三井徹君、三井賢二君、小池繁治
君、石黒慶之助君、安藤定助君。以上12名

再　指名委員会に於て適法になされた指名
は選挙を省略し、そのまゝ各役員及び理
事に当選したものとして宣言され2月最
終例会日に開催される年次総会において
決定する

国　指名委員会は来る2月12日（火）例会
に引続き開催する。
以上を以て総会を閉会し例会を続行した

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
1．会報到着　石巻RC
2・仮クラブ設立案内　第353地区大越RC
ィ、例会場　福島県田村郡大越町字町59

宇佐美屋族館
ロ、例会日　毎金曜日12．10～13．10

ハ、事務所　例会場に同じ

3・認証状伝達式
ィ、盛岡南RC

と　き　5月26日

ところ　盛岡教育会館
登録料　8，000円

ロ、羽咋RC

と　き　6月2日

ところ　石川県羽咋市文化会館
登録料　7，000円

4・会計より連絡事項会費未納の方はなるべ
く早く事務局迄納入下さる様お願いします

○ロータリー情報委員示談板
大川喜一君、張紹淵君、山本隆男君

1・一般質問
45　個々のロータリアンが、大会の最終的

決定に先立ち、提案された議案を論じ意
見を発表する機会を与えられていますか
？　与えられています。前以て提出され
たすべての制定案及び決議案は、各クラ
ブが之を審議するのに間に合う様に発表
されます。偶数年度の年次大会に於て個
々のクラブの代議員はあらゆる提案の得

失を討議した上で投票するという機会を
与えられています。

2・一般質問

46　規定審議会とは如何なるものですか？
毎偶数年に国際大会の一部として開催さ
れる規定審議会は国際ロータリーの立法
機関であります。規定審議会の決定は、
国際ロータリー細則の規定によってクラ
ブの投票にゆだねられる場合を除き、す
べて国際大会の決定としての効力を有し
ます。審議会はロータリー世界の各地方
を代表する約325名の代表者からなって
おります。その構成員は議決権を有する
者として、各　R．Ⅰ地区のクラブによっ
て選挙せられた代表各1名、地区に属さ
ないクラブの代表数名、特別代議員数名
元会長5名、規定察議会議長、及び議決
権を有しないその他の老若干名でありま
す。

3・一般質問
47（イ）規則制定及び

（ロ）決議とは如何なるものですか？
㈹　規則制定とは、国際ロータリーの定
款、細則若しくは、標準クラブ定款の
規定を改正する。規定審議会による立
法をいうのであります。

伺　決議とは、規定審議会の意見を表明
し、或は国際ロータリー定款を改正す
ることなしに方針や手続を設定或は廃
止するためにする規定審議会の決定を
云うのであります。

（垂第4回クラフアッセンフリー開催につし、て
例会に引続きクラブアッセソブリーを開催し
前半年の活動実績の検討と後半年の活動計画
と重点の再確認を行なった。15時終了。



◎強打
第740回例会1974・2・12（火）大雪

F Tてこ　芯芸‘言マフ…　∃
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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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebHl亜帥 重要文化財
旧西田川郡役所

○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

欠　席　者

森田君、佐藤（順）君、五十嵐（伊）君、小
池君、三浦君、中江君、斎藤（得）君、斎

藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（忠）君、谷
口君、津田君、中野（清）君、富樫君

メークアップ

阿宗君一新庄RC

五十嵐（三）君、進藤君、三井（徹）君、小

野寺君、中江君、新穂君、中野（清）君一

鶴岡西RC

Oビジター

羽根田正吉君、佐藤勤一君一鶴岡西RC

奥村知介君一習志野RC、谷口周野君一

新潟RC

○点　　鐘　　　12時30分　安藤会長

○ロータリーソング「私等の生業」

○会長報告

1．手塚林蔵氏（旧会員）奥様手塚林治君

（現会員）母堂定栄様が去る5日逝去さ

れ一昨日10日御葬儀がありました。クラ

ブより生花を供え会長幹事9日に弔問に

参りました。

定栄様にはクラブとしてクリスマスバ

ーチーを始め、家族会その他の催しで常

に格別のご好意をいただいた忘れられな

い方です。本当に追情に堪えませんみな

さんと共に謹しんで哀悼の意を表し御冥

福を御祈りいたしたいと存じます。

2．鷲田克己君のご容態

会長幹事が御見舞をいたしたところ、

まだ折々高熱が出られることで療養に努

めておりました。

小野寺君は経過よく、8日より出社さ

れ久々の元気な御姿で本日の例会にお見

えなられましたq
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3．インターシテーゼネラルフオーラムに　　　富樫良書君　三井　徹君

ついて、先般お願いしました様に、来る　　　　佐藤　忠君　今野成行君

24日遊佐中央公民館で開催される地区イ　○幹事報告

ソクーシテーゼネラルフオーラムに次の

分担（下記）でご参加の上よろしく研修

願います。

4・先般第4回クラブアッセンブリーを開

催し、大変内容のあるアッセンプリーと

なり各委員会後半年の活動についてその

成果の拡大。

未実施事項の対策一部修正等的確な方向

づけが出来ました。各委員会は、近い中

に委員会を開き活動を起して下さい。

ゼネラルフォーラム「テーマ」及担当者

椚　クラブ奉仕　囚　親睦を探めるには

中江　亮君

SAAの権威をたかめ

るには　　田中晶英君

㈲　出際向上を計るには

0例会プログラム設定

について

0長期欠席者について

富樫良古君

（ロ）社会奉仕　　自然保護と社会開発の調和
をとるには　　三井　徹君

ぐう　職業奉仕　　変転する経済社会の下で職

業奉仕はいかにあるべきや

佐藤　忠君

巨）国際奉仕

出席予定者

風間慶三君

吉野　勲君

佐藤　衛君

佐藤友吉君

板垣俊次君

進藤誠一君

中江　亮君

身近な国際奉仕とは何か

新穂光一郎君

高橋艮士君

高橋辰美君

小花盛雄君

張　紹淵君

安藤足助君

小松広穂君

田中晶英君

ぴ）会報到着

村上RC　八戸東RC　東京RC

東根RC

例会変更

温海RC　2／18午後3時　エビポトん

伺　認証状伝達式

0山形県朝日RC

5／12朝日町立体育館登録料7，000

0東京保谷RC

6／9保谷市体育館　登録料6，000

0河北RC　石川県

5／12七塚町行政福祉総会セソタ【

（石川県河北郡七塚町字浜北はの6）

登録料8，000

2／24のICGF（遊佐クラブ）

汽車時刻

鶴岡発下7；57（天の川）

寝台急行

座席指定　（日曜・祭日）￥300

登録料1，000

遊佐発上15：44　鶴岡着17：22

遊佐売上16：59　鶴岡着18言38

0ロータリー情報委員会示説破

大川喜一君

張　紹淵君

山本隆男君

。一般質問

48、国際ロ【タリー大会はどんな仕事を執

り行ないますか？

国際ロータリー大会は会長理事及び地区

ガバナーを選挙します。

49、ロータリークラブが国際ロータリー大

会に送り得る代議員の数は幾人か？

各クラブは大会の行なわれる3ケ月前の

月の最終例会日の会員数を基とし、名誉



会員を除き会員50名文は、その過半数毎

に1名の代議員を出すことができるので

ありますが、各クラブ共少くとも1名の

代議員は出し得ることになっています。

50、各クラブは国際大会に委任状による代

理者を以てクラブの代表とすることが

できますか？

できます。正式の代議員が出席できない

場合クラブは同一クラブ若しくは同一地

区内の他のクラブの正会員バストサービ

ス会員又は、シニアアクチブ会員を委任

状による代理者として指定することが出

来ます。地区に属さないクラブはどこに

所在するクラブであろうとも、そのクラ

ブの会員でもこれを委任状による代理者

とすることができます。

○御礼のことば　　　　　　　　手塚林治君

母不幸のせつは当クラブより大へん御立

派な花を頂戴し、父葬儀の折には寒さ厳し

く御多用中にも不拘らず、御会葬されまし

て厚く御礼申し上げます。

生前母はみなさま方からは特に御厚情を

賜りまして私から御厚礼申し上げると共に

父からもよろしく御伝えしてとのことでし

た。

○テーブルスピーチ　　　　　　海東与蔵君

鶴岡中央工業団地の概況について

大方のみなさんは、御存知のことではあ

りますが、駅北にかねて造成しておりまし

た中央工業団地があらまし造成も終り、ほ

いりつく企業も決りましたので、その概要

について申し上げたいと思います。

この団地総面積約594，000㌦で、造成費

約229，6000千円の予算によって行われたよ

うです。

現在までにはいりつく決定された企業は

次の18社になっております。

0鶴岡酒造協同組合　0秋山鉄工

。泉自動車工業掬。昭和石油囲

0オリェソタルモーター紛　0新潟運輸

0松文産業絢系列アパルル

。絢ミラノダンディ　0トヨタカローラ

。東京都品系列鶴岡ブレーキ囲

0㈱ハイト　。東洋フイヅテング鯛

。中山鋼業囲　0田中貴金属工業㈱

0山形日本電気㈱　0鶴岡鉄工所

。トリオ㈱　0近鉄大一トラック

現在のこっておるところは工業用団地と

しまして、面積約13，200〝戸でそれ以外は殆

んど工業関係がはりついており、今後予定

されているのは社宅用地、公園緑地、管坪

センター商業用地などあります。

企業進出状況について既にミラノダンデ

ィ、鶴岡酒造協同組合、秋山鉄工など含め

まして、立地も終り現在工事に振りかかっ

ておるのほ泉日動車工業紬新会社である。

鶴岡ブレーキの2社が団地では大手の部

類で第1、2、3期の3段階にわけて51年

3月までほ完了その他企業は4月以降工事

に順次着工されまして、2、3期に亘りS

52年3月に完了この計画通りに行きますと

団地の全てがふる授業になる見込みであり

ます。

御承知の通り鶴岡工業出荷額はS47年度

県統計によれば約260億円で製造関係事業

場は420ヶ所であり、この団地20事業場が

全部ふる捉業に入った場合、現在の420ヶ

所事業場と同額の出荷額になるわけです。

次に従業員でありますが現在の統計により

ますと、製造業従事しておる人数約7，500

人位でありましてこの団地全ての事業場が

ふる活動された場合は5，300人位の従業員

数でありまして、みなさんのなかにも従業

員を採用する関係があろうかと思いまし



て、年度別ではS49年度男女合計で1，200

人S50年度は男女2，100人と51・52終年で採

用されるわけであり、男女別でみますと男

子2，800人女子2，600人位で、男子が若干

上まわる見込みになっております。

泉自動車鯛は工場完成していませんが40

名位によって機械を設置して現在働いてお

り、鶴岡ブレーキ絢も3月いっぱいで第1

期工事建設は完了。4月に入りますと現在

採用中の128名の従業員大部分当地方出身

者が神奈川県で訓練をおえて当地着任する

予定になっております。

泉自動車並鶴岡ブレーキも引続きS49年

度2期工事にとりかかる予定になっており

ます。

今後逐次、このかたちによって進出して

来る段取りになっておりまう。そこで私達

が企業が進出して来ることによってとりも

なおきず、人口増あるいは地元での職場が

求められる面からみますと非常に結構なこ

となんですが、賃金関係になりますと心配

されるのは進出企業と既存の企業との格差

の問題だと思われまます。

現在地元企業と泉自動車鰯、東京部品の

賃金の格差は高校卒で10万～12万位であり

まして、これでは困ると云うような話しが

地元企業から出ましてどういうかたちにし

てやろうやと、種々商工会議所自体でも話

し合ったわけですが、それでも安い賃金に

してくれと云うことも出来ません。

事業場自体からみますとやはり中央にあ

る工場と鶴岡所在工場との人事交流がある

わけでして、その面からみても賃金安くし

てくれと言うわけには参りませんので地元

の企業は進出して来る企業となるべく格差

のないよう企業努力して戴く方法しかない

のではないかと思っております。したがい

まして先般鉄工関係の集りのなかで2～3

の業者からの言われたのですが、若い人達

が特に多いようで既存の企業から進出して

くる企業の方に可成りの人の移動があるよ

うでございます。

大体昨年の採用の中味をみますと、高校

卒男女区分はありませんが基本給52，000円

位で外に時間外手当をやりますと56，000円

～60，000円の手取りになるようで鶴岡の現

在の賃金と比較してみますと正に1万～1・

2万円位の差が出て来るのではないかと思

います。勿論これは昨年の春斗前の賃金で

あり現在では、もっと上回っておるものと

思われますし更にS49年度卒では可成りの

高額になっておるのが賃金の内容で御座い

ます。そういうことで企業が出て来る働き

場があると言うことは大へん結構なことで

はありますが、既存の企業から言われます

とこうした高額賃金で雇用されますと、こ

こ暫くの間労働力確保が可成り困難が予想

されるものと思われます。

先程申し上げました来年度は新卒を含め

まして新規採用人員合計2，100人で鶴岡職

業安定所管内の高校卒業生の半分以上の人

数になりますので、今後労働力については

各企業共に大切にしながら賃金格差を成可

く縮めて一層企業の努力を御願します。外

に種々細かな数字的面が御座いますが概念

として知って戴きたく大まかな事柄を申し

上げました。



◎

第741回例会1974・2・19（火）暗　Ⅳ0・32

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈t盲on
「今　こ　そ行動　の　と　き」

重要文化財
旧西田川郡役所

○出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　78・79％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　90・91％

欠　席　者

阿宗君、風間君、早坂（徳）君、山本（隆）君
板垣君、市川君、飯自君、五十嵐（伊）君、佐

藤（衛）君、窯谷君、吉野君、嶺岸君、三浦君
三井（健）君、男網君、菅君、斎藤（信）君、佐

藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴木

（善）君、新穂君、笹原君、谷口君、佐々木君
津田君、中野（活）君、富樫君、高橋（辰）君

メークアップ

中江君一束京城北RC

五十嵐（伊）君一山形RC

佐藤（忠）君一酒田RC

森田君、佐藤（順）君、小池君、中野（清）君

富樫君一鶴岡西RC

○ビジター

斎藤繁雄君一村上RC

小林忠康君、工藤武樹君血鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1．国際ロータリー創立69周年記念行事。

来る2月23日は国際ロータリー創立69

周年の記念日ですが、本日繰り上げて例

会に引続き記念行事を行います。

2．新会員の推薦。

かねてお原糾、しております会員増強に

ついては、皆様のご協力で逐次進行し、

現在約10名の推薦が予定されるに至りま

した。

会員の推薦については次の点にご留意下

さい。

ィ．事前に本人には絶対入会の打診や

おすすめしないこと。

ロ．職業分類充塀、未充填表を参照す

ること。

へ　予め会員資格を定款、細則によっ

て承知すること。
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こ・推薦者は被推薦者のことについて

よく知っている人であること。

0幹事報告　　　　　　　小松幹事

1・新会員の推薦に関する氏名発表

次の2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。

も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、書面でその反対理

由を具して理事会に（幹事宛）10日以内に

ご送付下さい。

粟林喜朗氏

日本交通公社鶴岡支店長（旅行幹旋）

斎藤哲二氏

私立鶴岡商業高等学校長（高等学校）

2．会報到着

酒田東RC　石巻RC　会津坂下RC

3・例会変更

ィ．余日RC

と　き　2月22日12時10分より

ところ　東田川信用組合2階

ロ・鶴岡西RC

と　き　3月1日17時30分より

ところ　湯野浜　竹屋ホテル

ハ．寒河江RC

と　き　2月28日17時30分・より

ところ　伊勢屋会議室

こ．山形RC

と　き　2月27日17時30分より

ところ　丸久松坂屋8階

4・認証状伝達式

羽曳野、藤井寺　西RC（合同）

と　き　4月17日

ところ　PL教団大本庁体育館

（大阪府富田林市神山町）

登録料　8，一000円

0スマルイボックス

森田清治君　　鶴岡信用金庫常務理事で

ありました同君は今回専

、　　　務理事に昇格されまし
た〇

○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君

張　紹淵君

山本隆男君

1・ポール・P・ハリス氏の故郷はニュー

イングランドの村です。

2・第一回のロータリー会合

①　ガス・ローアー鉱山技師

（診　ハイラム・ショ二一一レー洋服商

③　シルベスター・シールー石炭商

④　ポール・P・ハリス弁護士

3・。ータリーの名称は1905年2月23日

第3回目の会合：ポール・P・ハリスは

クラブの名称として、いくつかの提案を

したが、その中からロータリーという名

前が採用されました。そのわけは：当時

各自の職場で輪番に会合を開いていたか

らです。

4・ロータリーの構想は何か。

いくら大都会でも

①　種々の臭った職業から1人ずつの

人間を選び

③　政治上にも宗教上にも束縛のない

③　お互いの意見に対して寛大な

④　一つの友好団体を作れば

⑤　かような友好団体のうちにこそ、

真の相互扶助が生まれると云うのが

ポール・P・ハリス氏の構想でし

た。

◎国際ロータリー創立69周年記念行事

例会に引続き次の通り記念行事を行い13時

45分終了しました。

ト　記念卓話「国際ロータリーの誕生と生

立」

会長　安藤足助君

（詳細は別紙特集号として収録）
2・記念スライド「ロー－クリークラブへの

入会の歓迎」

ロータリー情報委員会

3・RI会長ウイリアム・C・カーター氏

に祝電打電



◎

第742回例会1974・2・26（火）曇時々雪No・33

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebr爪〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

重要文化財
旧西田川郡役所

○出席報告

本日の出席

会

出

出

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、阿部（公）君、阿部（嚢）君、進藤

君、高橋（良）君、海東君、嶺岸君、三浦

君、三井（健）君、男網君、中江君、斎藤

（信）君、佐藤（伊）君、新穂君、薮田君、

高橋（辰）君

メークアップ

五十嵐（伊）君一山形RC

笹原君一仙台RC

阿宗君一新庄RC

佐藤（衛）君佐藤（忠）君一遊佐RC

山本（隆）君、板垣君、市川君、飯自君、

吉野君、嶺岸君、三井（健）君、菅君、佐

藤（昇）君、鈴木（善）君、新穂君、中野

（活）君、富樫君、高橋（辰）君一鶴岡西RC

○ビジター

工藤武樹君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1．インターシテ一・ゼネラル・フォーラ

ムについて。

一昨24日（日）遊佐中央公民館に於て

開催されましたL C・G・Fには当クラ

ブより13名が出席致し、各部門別に出席

会員夫々に活発な意見を発表され、先輩
クラブの面目を新たにし且十分な勉強を

致しました。

今回の特徴は

①　分科会方式をとり十分な意見交換
の出来る様にしたこと。

⑨　比較的新人をモデレークに選んだ

こと。

③　懇親会を廃し出来るだけ簡素にし

しかも内容のあるものにしたこと。

以上3点でした。各分科会の細部につい

ては後程夫々に報告願いますq
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尚「テーマ」及び出席者は次の通りです

記

（1）クラブ奉仕（勾

テーマ　親睦を経めるには。

SAAの権威をたかめるには

出席者　中江　亮君、青野　勲君、佐

藤　衛君、田中晶英君

クラブ奉仕但）

テーマ　出席向上を計るには

0例会プログラム設定について

。長期欠席者について。

出席者　石黒慶之助君、高橋辰美君

（2）社会奉仕

テーマ　自然保護と社会開発の調和を

とるには。

即席者　小松広穂君、三井徹君

（3）職業奉仕

テーマ　変転する経済社会の下で職業

奉仕はいかにあるべきや。

出席者　安藤足助君、佐藤忠君、佐藤

友吉君

（4）国際奉仕

テーマ　身近かな国際奉仕とは何か。

出席者　張紹淵君、小花盛雄君

2・RI会長に祝電

国際ロータリー創立69周年記念日に当

り去る23日RI会長宛次の祝電を発信い

たしました。

PRESIDENT WILLAM C．CARTER

ALL THE TSURUOKA ROTARY

CLUB MEMBERS CELEBRATE

THE69TH ANNIVERSARY OF

THE FOUNDTNG OF ROTARY

AND TO YOUR HEALTE．

TSURUOKA R．C

YAMAGATA．JAPAN

3・新会員の推薦について。

前回の例会で皆様のご協力により約10

名の新会員の推薦が予定されていること

を報告しましたが、推薦カード未提出の

ものがございます。至急ご提出下さい。

尚会員の推薦については次の点にご留意

下さい。

事前に本人には絶対入会の打診やお

すすめをしないこと。

凋14段階の審査及びその後の氏名公開

に於て否決されることもありますの

でご留意下さい。

4・ローターアクト、インターアクトの近

況について。

ィ、ローターアクトクラブは最近結婚そ

の他の事情で退会希望者が5～6名お

り会員数が10名以下に減少することに

困惑し、万難を排して会員の拡大に努

めようと意欲を燃やしております。ロ

ータリアンの職場からも会員を送り出

して欲しいとの要望でした。

ロ、インターアクトクラブは先週「3年

生を送る会」が催され参加して参りま

した。1～2年生が大変熱意を以て先

輩の残して呉れた軌道に乗って活発な

活動を続けており、インターアクトク

ラブ活動と共に先輩、後輩の親密さに

探い感銘を受けてまいりました。

ローターアクト、′1ソターアクトはクラ

ブの提唱によって設立されたものでその

育成はクラブ全体の責任であります。委

員以外の方も出来るだけ多く例会や奉仕

活動に参加し、助言と激励を賜りたいと

思います。

5・年次総会について。

本日は例会に引続き年次総会を開催致

します。



○幹事報告　　　　　　　小松幹事

1．認証状伝達式

ィ、第35ゴ地区丸森RC（宮城県）

と　き　4月14日

ところ　九館中学校体育館

登録料　7，000円

白、第357地区上尾、大官北RC（合同）

と　き　4月21日

ところ　上尾市福祉会館

登録料　6，000円

2・例会欠席届け出の励行について。

前に例会欠席の時は前以って届け出の

励行をお願いしておりましたが、出席率

の向上に伴いだんだんおろそかになって

来ている様です。特に先週の例会では11

名分の余り（食事）が出たという状況で

あり、物資不足の折柄誠にもったいない

ことなのでよろしくご協力下さい。

㊥年次総会

1・ご挨拶　　　　　　　安藤会長

本日は2月の最終例会日でありますの

で定款細則に依りまして、これからこの

例会を年次総会に切り替えまして次年度

の会長、副会長、幹事、会計及び4名の

理事の決定を致したいと思います。先般

指名委員の委嘱を受けました12名の方々

が慎重審議を致しました結果を指名委員

長の鈴木善作君よりご発表頂きます。

2・指名委員会報告　委員長　鈴木善作君

クラブ定款、細則に基く次期会長、副

会長、幹事、会計他に理事4名の選出に

ついて私共12名は指名委員会を命ぜられ

慎重に審議を致しました結果次の方々を

夫々の役職及び理事に指名しお願いする

ことになりましたので報告いたします。

記

会　長　　鈴木善作君

副会長　　佐　藤　忠君

幹　事　　高橋辰美君

会　計　　風間慶三君

理　事　　上野三郎君

理　事　　高橋正太郎君

理　事　　今野成行君

理　事　　小松広穂君

3・結び　　　　　　　　安藤会長

只今指名委員長より報告願った通りで

ございますが、これも細則の最後にあり

ますアルハベット順に書いて選挙という

のを略して指名委員会の指名に依って決

定することのご決裁を頂いておりますの

で上記の方々が次年度の役員、理事にご

就任する事について皆さん満場の柏手を

以てご賛同頂きたいと思います。

柏　手

有難うございました。役員理事の方々お

役目大変でございましょうが一年間ベス

トを尽し、クラブの為にご尽力お願いし

たいと思います。

以上を以って総会を終ります。

○次期会長ご挨拶　　　　鈴木善作君

私から一言ご挨拶を申し上げます。

今般ご指名に依りまして次期会長に就任す

ることになりました。私クラブに入っても

う14年になりますが余り勉強しておりませ

んので悩んでおります。でも指名委員会に

依り優秀な役員が決定されましてホッとし

ました。実は4年程前一度会長に指名され

たことがありましたが、家庭の事情でおこ

とわりしたのでしたが、どういう風の吹き

廻しか今回又指名されたわけでありますの

で、再度お断りするのはロータリー精神に

反することと思い心よくお引受けしたので

あります。幸いに安藤会長さんが非常に熱

心に確固たる基礎を築いて下さいましたの

でとても有難いと思っております。どうぞ

7月からは役員、理事のご声援、ご援助は



勿論、皆様方のご協力をよろしくお願い申

し上げます。

○ゼネラル・フォ・－ラム報告

下記の通り報告ありました。

1．クラブ奉仕（舟　　　　吉野　　烈君

2・クラブ奉仕但）　　　石黒慶之助君

3．社会奈仕　　　　　　三井　　徹君

○ロータリー財団委員会　　石黒慶之助君

去る48年11月9日委員長の池内方平君が

亡くなりましたのでその後任として私が財

団委員長に命ぜられたのでございますが委

員としては小花盛雄君、谷口暗敏君と私の

3人でありますので早速会合を開きまして

財団の活動を如何にすべきかということに

ついて種々協議致しました。

先づ第一に昨年大会では当クラブが1，20

0％で地区で最優秀第一位の栄誉を獲得し

ましたが、現在は皆さんご承知の通り月信

に依りますと相馬クラブが1，700％、鶴岡

クラブが1，400％になりまして第二位に落

ちております。両クラブの差は50数万と大

きな開きになっております。当クラブが何

が何でも一位にならなければならないとい

うことはございませんが折角この栄を獲得

したのでありますので更に私共の努力に依

って成績を上げて見たいと思います。

今後はポール・ハリス・へロー、及び準

へローにどしどし希望して頂き、特に元会

長、元幹事の方々、チャーターメンバー、

その他特にご熱心なロータリアン各位のご

寄附を頂戴し成績を上げて見たいと思いま

す。更に毎月一回財団のボックスを委員が

持ち廻りしますので、小銭でも結構ですか

らご厚意を戴きたいと思います。それから

出すものばかりでなく、財団を利用する様

な奨学生の募集に心掛けなければならない

という事でどうしたら良いのかと悩んでお

ります。3月15日という期限がありますの

で今年度の奨学生はこの締切迄は無理の様

です。現在山形大学の方にその話がありま

すが、3月15日迄間に合うかどうかと案じ

ております。ところでRIの方から聞いた

成績を見ますと現在1，400％のところ1，500

％になる迄には464ドル程の寄附が必要な

わけです。464ドルの額は12万円位です。

後12万円出しますと1，500％になるのです

からどうぞよろしくご協力をお願い致しま

す。私も今回委員長を命ぜられましたので

先般100ドルを納入致しました。もう364ド

ルですので私達も努力致しますがよろしく

お願い申し上げます。

○スマイルボックス

三　井　徹　君

先刻県衛生部よりの電話で30年前ニュー

ギニヤの兵鈷病院で貴方に助けられた人

が貴方を探しているという連絡があり、

間もなく本人より直接電話がありました

その人は宮城県生れで現在千葉県に住ん

でおり、東京で働いている人です。非常

に嬉しく思いました。

佐　藤　衛　君

先週土曜日殖友会のマーヂャソ大会の時

8万点を獲得して優勝致しました。

○ロークルー情報委員会示説板

大川喜一君、張　紹淵君、山本隆男君

1・一般質問

51殆んどの国際大会の一つの特色にな

っている職業別協議会とは如何なる

ものですか？

大会に出席するロータリアンは自巳と

同一、又は関連を持つ職業分類に属す

る他の会員とグループをつくって会合

を開き、各自の職種における職業奉仕

の問題や機会について討議を行なうの

であります。参加者が多くの国々、世

界の隅々から来ているので、興味洗い

感激を覚えるような見解が属々この会

合で表明されるのであります。
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○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　80，30％

前回の出席

前回出席率　　75・76％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　93・94％

欠　席　者

阿宗君、阿部（裏）君、森田君、進藤君、

高橋（良）君、佐藤（衛）君、黒谷君、吉野

君、三浦君、三井（賢）君、斎藤（信）君、

佐々木君、高橋（正）君

メークアップ

阿部（稟）君一余目RC

阿宗君一新庄RC

五十嵐（伊）君一酒田東RC

新穂君、阿部（公）君綱酒田RC

薮田君一新発田RC

中江君、高橋（辰）君一遊佐RC

○点　　鐘 安藤会長

○国歌斉唱

○ロータリーソング「奉仕の理想」

○お誕生月おめでとうございます

会員誕生

長谷川悦郎君、五十嵐伊市郎君、小松広

穂君、大川喜一君、斎藤栄作君、斎藤信

義君、佐藤昇君、佐藤忠君、手塚林治

君、中野清書君、山本正君

奥様誕生

早坂保江様（徳治）、五十嵐甲様（伊市

郎）、嶺岸豊子様、佐藤晴子様（衛）、

高橋多恵子様（良士）、斎藤貢様（栄作）

〇年間皆出席者

1年間皆出席　　　　　板垣俊次君

同　　　　　　　　進藤誠一君

02月150％出席者　1名

張　　紹淵君

海東君、嶺岸君、三井（健）君、高橋（良）　02月125％出席者　8名

君一鶴岡西CR　　　　　　　　　　　　安藤足助君、石黒慶之助君、田中晶英君、

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



小花盛雄君、吉野勲君、三井徹君、佐藤友

吉君、小松広穂君

02月100％出席者　　45名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）許、森田

君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）

君、山本（隆）君、板垣君、市川君、飯自

君、山本（正）君、石井君、五十嵐（三）君、

三十嵐（伊）君、進藤君、今野君、高橋（良）

（3）新会員増強について。

会員増強委員会より提議された5

名の新会員推薦については本日職業

分類委員会に付託しました。
2・地区職業奉仕週間行事実施。

今週は地区職業奉仕週間を実施する

ことになっておりますので、本日及び

次週例会は職業奉仕委員会のプログラ

ムで行事を実施します。

君、海乗君、金井君、佐藤（衛）君、上林

君、小池君、中野（重）君、嶺岸君、三井　○幹事報告

（賢）君、三井（健）君、菅君、小野寺君、大

川君、中江君、斎藤（栄）君、佐藤（昇）君、

佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、笹原

君、鈴木（弥）君、高橋（止）君、手塚君、中

野（清）君、富樫君、上野君、東田君、高橋

（辰）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1・3月定例理事会報告

（1）会報委員会の活動の在り方を今後次

のように改めることにしました。

イ・会報の編集は必ず各委員がローテ
ーションで行う。

ロ・スピーチの記録はスピーカー、テ

ーマの外はその内容を要約して略記

することとし、特に記録を必要とす

るものについては特集の形で編集す

る。

ハ・写真の掲載等に依り読む会報より

見る会報に留意する。

要は特定の編集者に負担が過重になら

ず、誰れでも編集出来、よく見られ、

クラブの歴史の記録と興味のある会報

にする。

（2）鶴岡工業高校より協力援助を要請さ

れましたこと。

同校とアメリカロングビーチ市

内高校との学生交換プログラムに対

し、国際奉仕、社会奉仕（青少年）

の一環として積極的に取り組むこと

にしました。

小松幹事

1．会報到着　　八戸RC

2・例会変更

ィ．上山RC

と　き　3月15日16時より

ところ　新湯有馬館

3・認証状伝達式

イ・黒部RC（第361地区）

と　き　6月9日

ところ　黒部市民会館

登録料　7，000円

ロ・小国RC（第353地区）

と　き　6月2日

ところ　おぐに開発総合センター

登録料　7，000円

4・仮クラブ設立案内

イ・名　称　常葉RC

ロ，例会日　毎週水曜日12・30～13．30

ハ．例会場　常葉町農協　日本間

こ．事務所　福島県田林郡常葉町字上野

131常葉町商工会内

TEL（024787）15

5・新入会員の勧誘について。

先々週ですが新会員の入会につきまし

て皆様方に異議の申立ての有無を問いま

した処、10日以内に異議の申立てが1名

もありませんので、推薦者の方及び関係

の方は勧誘の活動に入って頂きたいと思

います。ご氏名はご存知の筈ですが

日本交通社鶴岡支店長　　栗林喜郎氏

私立鶴岡商業高等学校長　斎藤啓二氏

の2名ですので念の為申し添えます。



○ご挨拶　　　　次期幹事　高橋辰美君

先般指名委員の方から次期幹事をとのこ

とでしたがご存知の様に非才でございます

し又非常に立派な而も伝統ある鶴岡クラブ

の幹事なんておこがましいので再三ご辞退

申し上げたのですけれども是非ということ

でございます。私も宮仕へでございまして

仲々私一存の時間というものをつけにくい

のですけれども折角おおせつかった以上は

万難を排してやらせて頂く心算でおり　ま

す。ロータリークラブはお互いに奉仕の群

想に燃えた自主的な集りでありましてやら

される集りではございません。皆さんご自

身が奉仕をしょうという坪憩のお集りでご

ざいます。

そういうことで私も奉仕をさせて頂きます

がどうか皆さんの方からも積極的に参画し

て頂きまして、いたらぬ私でございますけ

れども今後よろしくご指導、ご鞭等達を頂き

たいと思います。

簡単でございますけれどもご挨拶にかえさ

せて頂きます。どうぞよろしくお願い致し

ます。

○社会報仕委員会　　　　上林一郎君

七窪の慈丘園を訪問。

社会奉仕委員会からご報告を申し上げま

す。先々週の例会の後でしたけれども三井

徹先生と一一緒に七韓の慈丘園に行って参り

ました。私は初めてでしたので吃驚したの

ですが精薄者の社会復帰の療養所として平

家でしたが非常に立派な設備でした。精薄

者70名位、職員が30名位おりました。園長

の森円友弥氏にこちらでお講をして呉れる

様に依頼して参りましたが返事はまだ来て

おらない様であります。

三井先生は1月頃家族ぐるみで正月のプレ

ゼントを沢山持って慰問に行かれたそうで

すが患者も職員も非常に感激しておりまし

た。

社会奉仕委員会の仕事の一つとしてこんな

事もやっておりますのでご報告を申し上げ

ます。

○ゼネラル・フォーラム報告

佐藤忠君
職業奉仕

テーマは「変転する経済社会の下で職業

奉仕はいかにあるべきや」ということでし

たが、結論的に申し上げますと職業奉仕は
ロータリーの基本であって「四つのテス

ト」を通じ、各人が職業を通して奉仕する

ことの様でありました。

○職業奉仕委員会　　　　　佐藤忠君

今週は地区撒業奉仕週間であるというこ

とで今週と来週と2週に亘りまして時間を

頂戴致しました。

先日職業奉仕事例アンケートを葉書で出し

て頂きましたが約3分の1の方々からご返

事を頂きました。その中に次の様なものが

ありました。

1．冷静（騒がないこと）

2．不変（単純に先取り等考えると落し

穴が口を開けて待っています）

3，公平（ほんとうに公平とは難しいこ

とであります。）

4．協力（組織的な行動に依り組織の力

を）

本日は上記の「公平」というテーマで

皆さんと討論をしたいと思います。私が

最初に事例を申し上げますのでその次に

商業の立場から手塚さんに、医療の立場

から石黒さん、金融散開の立場から今野

さんに夫々スピーチをお願いします。

最初私から申し上げますけれども最近色々

な面で公平を欠いている為に色々な現象が

J起きていると思います。例えば物資の問

題、賃金の問題、商業の問題などでありま

す。



最近私共の商品も例にもれず2～3割上っ

ておりますが、従業員から次の様な事を言

われました。

（1）この商品は前に仕入れたものだから前

の安い値段で売ってはどうかというこ

と。

（2）前に仕入れたからといって安く売る場

合次に補充する時は売った値段よりも高

い値段で仕入れなければならないのだか

ら高く売るべきだ。

という2つの意見がありました。私の意見

としては、後者をとらざるを得ないと思い

ます。この際ロトークリアンとしてどちらを

とるべきか皆さんのご意見をきかせて頂き

たいと思います。

これについて商業の立場から中野活吾君（

日石）、学者的立場から津田晋介君（弁護

士）、商工会議所の立場から海東与蔵君（

専務理事）、金融機関の立場から長谷川悦
郎君（山銀支店長）医療の立場から張紹淵

君（外科医）から夫々活発な意見が出され

有意義な討論裡に終了致しました。

○親睦活動委員会　　　　　中江亮君

1．ご入学おめでとうございます。

佐藤友吉君のご子息の友和君が東北工業

大学入試に合格されました。

三井健君のお嬢さんの京子さんが立命館

大学文学部、明治大学文学部の入試に合

格されました。

2．新穂光一郎君のお嬢さんの恵さんがか

ねて台湾旅行中のところ今般ご無事でお

帰りになられました。

3．三井徹君の病棟第2期工事の新館落成

と開院25周年記年式典を挙げられまし

た。

○スマイルボックス

佐藤友吉君　上記入試合格

三井　健君　　上記入試合格

新穂光一郎君　上記お嬢さん無事お帰り

三井　徹君　上記新館落成、25周年記

念式典を挙行。

○ロータリー情報委員会示説破

大川喜一君

張　紹淵君

山本隆男君

クラブ奉仕

60．クラブ奉仕とはどんなことですか？

「クラブ奉仕」とは、ロータリアンが所

属口一タリークラブの管理の成功に資す

るために行なう次のような行為を云いま

す。

即ち、クラブ会合に出席すること。

クラブの親睦に寄与すること。

クラブの計画に参加すること。

委員となってつくすこと。

役員をつとめること。

会費を払うこと。

クラブ外の活動に於てクラブを代表する

こと。

例えばロータリトの会員でない人達にロ

ータリーの綱領を説明したり、他のロー

タリークラブで話をしたり、都市連合

会、地区協議会、地区大会に出席した

り、新しいクラブの設立に当って自分の

クラブを代表したりすること。

61．クラブ奉仕の諸活動の責任者は誰です

か？

クラブ会長が理事の1名をクラブ奉仕担

当理事に任命するのであります。

64．個々のクラブの管理主体は何ですか？

そのクラブの理事会です。



Å臣
第744回例会1974・3・12し火）風雪劇0・35

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebr爪〈tion
「今こそ行動のとき」

重要文化財
旧西田川郡役所

○出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　80．30％

修正出席数　　　630名

確定出席率　　95・45％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、風間君、飯自君、

五十嵐（伊）君、佐藤（衛）君、三井（徹）君

三浦君、男網君、菅君、中江君、斎藤

（信）君、新穂君、笹原君、佐藤（友）君、

高橋（正）君、小松君、津田君、富樫君、

薮田君

メークアップ

阿部（嚢）君一大阪西RC

阿宗君一新庄RC

森田君、進藤君、高橋（良）君、佐藤（衛）

君、黒谷君、吉野君、三井（賢）君、高橋

（正）君一鶴岡西RC

Oビジター

羽根田正吉君一鶴岡西RC

O点　　鐘

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1．去る2月23日国際ロータリー創立69周

年記念日にクラブよりR．Ⅰ会長ウイリ

アムCカーター氏に対し祝電を贈りまし

たが、之に対しご丁寧な礼状が届きまし
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た。

2・前会員東北電気工事（株）の中山一三氏

が今般同社を退社され、在任中及クラブ

在籍中の御礼状が届いておいます。

3・今日の例会は先週末実施している地区

職業奉仕週間行事の一貫として、充分な

時間をとり前回好評だった新しい企画の

プログラムを進めたいと思います。

○幹事報告　　　　小松幹事（代会長）

A　例会変更

イ　山形北クラブ

3／14　午後6時産業会館6階

口　酒田東クラブ

3／21祭日の為休会

B　認証状伝達式

イ　第354地区山本ロータリトクラブ

4／28　山本町森岳温泉　九畜ホテル

ロ　第358地区　東京港南ロータリーク

ラブ

5／12　東京晶川駅前ホテルパンタィ

ック東京

C　会報到着

鹿児島、東京

D　袖ヶ浦ロータリークラブ設立案内

千葉県君津郡袖ヶ浦金町域

例会日12時30分

例会場　袖ヶ浦町農協

事務所　袖ヶ浦神納2377

E　イースタ∵／ブロータリークラブよりメ

ッセージ到着

F RI年次大会出席の方は申込まれ度い

○職業奉仕委員会　　　　　佐藤忠君

本日は前会に引続いて〔公平〕と云ふテ←

マで皆様と討論致したいと思います。

1・商業の立場から　　　　手塚君

2．金融機関の立場から　　今野君

3．歯科医師の立場から　　石黒君

○歯科医師としての公平

すべての患者につき公平な診療を行うこ

とは甚だ困難です。

私共、医療人として、貴膵男女老若の別な

く真心をこめて良心的な診療を施す責任を

自覚して居りますし、お居出になる患者は

何人なりとも、何時でも診察しねばならな

い義務を負っているものであります。

しかし乍ら次に述べるような現状から、

私は歯科医師としての公平さについては、

非常に苦しみ悩んで居るところです。

即ち（1）患者数の激増乃至歯科医師の不足

（2）歯科診療内容の向上乃至1人当り

の診療時間が長時間を要す場合が

多くなったこと

（3）従業員の勤務時間制限

等により、患者数を制限しなければ、置竃

な診療が出来なくなっている実情です。こ



れは地区社会へ奉仕すべきロータリアンと

して公平に欠けるところであり、どうした

らご迷惑のかからないように出来るか、或

はご迷惑の程度を最小限にすることが出来

るかを悩んでいます。

今までのように順番制の受診方法では長

時間お待ち頂いて正味の診察時間は3～5

分間位、しかも幾回となく通療を求め、吾

々はあくせくとして能律を高めることだけ

に終止してしまいます。診察時間は夜おそ

くまで延長となる。これでは良い仕事が出

来ません。ライオンの宣伝でありませんが

全国民の歯疾を現在の歯科医で治療すれば

13年～17年かかる。

それで止むなく時間予約制をとり入れ

01人の患者に充分時間をとり、計画的

に完全治療を行うこととした。

。初診患者は応急処置のみ次回予約は10

日～半月も先から着手する。

0予約息は時間を作ってもらい、時間厳

守する。

○受診拒否はしませんが、救急処置以外

は発きに予約する。

この時間予約制は能力の限界を考えての公

平さえのテストとしています。

㊥次にインフレ下の保険診療にも問題があり

ます。

2月1日付保険点数の改正により歯科は

19・7％上昇したが、最近の貴金属、衛生材

料の高騰は、保険点数材料基準価格をオー

／ミーし上昇を続けて居り、歯科診療の中の

補綴（金属冠、有床義歯等）は保険点数の

価格ではどうしても間に合わないものも出

て来た。

やらぬわけにも行かず、損をすることも困

るし、また勝手に値上げも出来ないし、本

当に頭痛の種である。不本意乍ら品質を落

し採算の合う処置とするか、良い仕事を行

って差額を頂戴すべきか迷うものでありま

す。

歯科医師の現在数

全　国　39，218名　人口10万に　37t3名

山形県　　334名　人口10万に　27・4名

鶴岡市　23診療所　27名

歯科材料の高騰

金、白銀、銀、／くチジュームなど1年前

の2～3倍に値上りする。

特に金は昨年末より毎月の高騰です。

純金5瓦　　48年12月末　　4，800円

（半年前3，650円）

1月初　　6，300円

1月末　　6，500円

2月初　　7，000円

2月末　　8，530円

3　月　　8，900円

金パラ30瓦　　12　月　11，500円

瓦444．70

2　月　16，500円

3　月　約18，000円



○ロータリー情報委員会示説破

大川喜一君　張紹淵君

山本隆男君

65．クラブ理事会の決定は最終的のもので

すか？

そうです。但しクラブに提訴できる余地

が残されています。

理事会の決定は一定期間前に会員に正式

に通知した上で、開かれた定足数の出席

ある例会に於て、その出席会員の3分

の2の投票によって覆すことができま

す。

69．クラブのどの委員会が新会員の推薦に

責任がありますか？

全ロータリアンが新会員推薦の責任を分

ち合っていますが、会員増強委員会は、

職業分析表を調べ、開放された職業分類

を充塀すべき人を推薦する。特別の責務

をもっています。

70．ロータリー・クラブにおいて正会員の

会員身分を失うのは如何なる場合です

か？

1．その会員が分類されている職業分類

に属する職業に自ら親しく従事するこ

とをやめたか、或はそのクラブの区域

限界内に事業場又は住居を持たなくな

った場合。

その会員が自己の属する会社、商社等

と関係を絶った場合（たとえ、その職

種に変化はなくとも）

2．正当な理由が存在する場合

3．クラブ会費を支払わなかった坊キ

4．LM離認定に反したる場合

5・退会による場合



第745回例会1974・3・19し火）

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrlktion
「今こそ行動のと　き」

重要文化財
旧西田川郡役所

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　80・30％

前回の出席

前回出席率　　69・70％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　93・94％

欠　席　者

阿宗君、長谷川君、早坂（徳）君、石黒君、進

藤君、海東君、田中君、嶺岸君、斎藤（信）君

佐藤（友）君、谷口君、津田君、高橋（辰）君

メークアップ

笹原君一新潟RC

薮田君一仙台RC

佐藤（友）一温海RC

阿宗君一新庄RC

阿部（公）君、風間君、飯白君、菅君、五十嵐

（伊）君、佐藤（衛）君、三井（徹）君、中江君、

新穂君、高橋（正）君、小松君、富樫君一鶴

岡西RC

○ビジター

奥村知介君一習志野RC

佐藤勤一君、佐藤成生君、五十嵐喜美雄

君、桜井瑞男君一鶴岡西RC

O点　　鐘

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

本日は格別の報告事項はございません。

幹事報告に引続いて慈丘園園長森田氏のス

ピーチがございます。

○幹事報告

A、例会変更

（イ）余日クラブ

3月29日12：川

東田川信用組合二階

（亘　村上クラブ

3月21日　休会

¢う　寒河江クラブ

3月28日　PM5：30

伊勢屋会議室

0岨雨
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国　新庄クラブ

移動例会　3月22日　PM4：00

商工会議所前出発

新庄ファミリーボール

B、会報到着　本荘クラブRC

C、例会終了後約10分間臨時理事会を開催

します。

0ゲストスピーチ

山形県立　慈丘園園長、森田友弥

昨年4月1日開園した県立慈丘園につい

ては開園にあたり市当局より広大な土地の

無償寄附や鶴岡ローータリーより年末には沢

山のお菓子や色々な品々の贈与について探

く感謝の意を表され慈丘園の内容及び一般

精神薄弱者、重度精神薄弱者の状態や県内

の事情について詳細なご説明があり精神薄

弱者並びにその更生施設について一同認識

を新たにした。

0親睦委員会

（1）誕生阿部　裏君の内孫（男子）3月18日

（2）入学鈴木善作君の（孫）成人

鶴　岡　南　校

吉野　勲君（長男）隆一、

日大商学部

小池繁治君（長女）志保、

鶴　岡　北　校

上野三郎君（長男）直哉、

鶴　岡　南　校

○ロータリー情報示説破

大川喜一君

張　紹　淵　君

山本隆夫君

クラブ奉仕

75、ロータリークラブの名誉会員は如何な

る資格条件を必要とし、又如何なる特典

を有していますか？

クラブの区域限界内に住んでいる、或は

曽て住んでいたことのある男子で、同地

域又は他の地域においてロータリーの理

想推進のために賞讃に値する奉仕をした

者をクラブの名誉会員に選ぶことができ

ます。

特典　名誉会員は入会金及び会費の納入

を免除されますが、投票権を持ちませ

んし、クラブの如何なる役職にも就く

ことが、できません。

クラブの如何なる財産に対しても何

等の権利を持ちません。

職業分類を代表しません。

しかしクラブのあらゆる会合に出席

することができ、その他クラブのあら

ゆる特典を享有することが、できま

す。

本クラブの名誉会員は他のクラブに

おける権利や特典には一切あずかりま

せん。

（クラブ定款第5粂第11節（亘項）

身分の終結　名誉会員の、会員身分は選

挙された日の直後の6月30日を以て自

動的に終結します。しかしながら、理

事会は決議を以てその名誉会員身分を

年々継続させることができます。

76、ロータリー・クラブには外交官領事の

会員身分について何か特別の規定があり

ますか？然り。

外国政府代表の仕事が比較的重要な地

方に於てほ外交官、領事等を名誉会員と

して入会させることにより、クラブ内に

その業務をより十分に代表させるのがよ

いと国際ロー－クリー理事会は奨励してい

る。



ム享打
第746回例会1974・3・26（火）

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrll〈甫on
「今　こ　そ行動の　と　き」

重要文化財
旧西田川郡役所

○出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　80・30％

修正出席数　　　61名

確定出席率　　92・42％

欠　席　者

阿部（公）君、阿部（艮）君、張君、五十嵐

（伊）君、進藤君、今野君、高橋（良）君、黒谷

君、三井（徹）君、三浦君、斎藤（得）君、斎藤

（信）君、谷口君、津田君、富樫君、薮田君、

高橋（辰）君

メークアップ

阿宗君一新庄RC

石黒君、進藤君、海東君、嶺岸君、佐藤

（友）君、谷口君、高橋（辰）君一鶴岡西RC

○ビジター

原田行雄君、佐藤成生君、太田毅一君、

松田善三郎、小林忠康君一鶴田西RC

斎藤順一君一温海RC

O点　　鐘

○ロータリーソング（毛に手つないで）

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1．R．Ⅰ会長より　国際ロータリー創立記念

日に送った祝電に対し丁重な礼状をいただ

きましたことは前例会で報告しましたが、

之に対しクラブの近況を添え会長のご健斗

を祈り手紙を送りました。

2．前例会で報告しましたロングビーチのポ

ールWパーマー氏の手紙に対し、お礼と鶴

岡工業高等学校の生徒派遣計酎こついて当

クラブの受け入れや今後一層の協力につい

てお願いの手紙を送りました9

7
130N曇

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う

名
　
名
　
％

6
　
　
9
　
　
4

6
　
　
4
　
　
24

数
　
数
　
率

員
　
席
　
席

会
　
出
　
出



3．ロングビーチRCより　国際奉仕委員長

R．D・KOMAROFF氏を通じ当クラブよ

り阿部清三先生一ポールW．パーマ氏を通

じて送ったメッセージとバナーについて大

変喜んでクラブの活動状況や市街の様子や

四日市市と姉妹都市であること等友情漁る

ゝ礼状が参りました。之に対し早速鶴岡工

業高等学校の生徒派遣計画についての協力

のお願いもかね返事を出しました。

4・かねて推薦のありました新会員候補者次

の5氏について各選考段階を通過しました

ので発表いたします。

酒井忠一氏　　　　　　博　物　館

財団法人致道博物館次長

池田新吉氏　　　　　　衣料品小売

㈱池田呉服店専務

梅　木　博氏　　　　　　婦人服小売

㈱ひまわり社長

長谷川知男氏　　　　　　自動車販売

山形日産自動車販売鰯代表取締役

斎藤元男氏　　　　　電気技師

鶴岡国際電気掬代表取締役

5・本年度の任期も余すところ97日13例会と

なり本年度活動計画の仕上げの時期となり

ましたので去る2月の第4回クラブアッセ

ソブリーの検討に基づき、活動計画の未実

施事項とまだ活動の充分でない点をチェッ

クして各委員長にお渡ししてあります。各

委員会は来る4月9日実施予定の第5回ク

ラブアッセソプリー迄それ等の具体的実行

計画を立てゝ活動計画の年度内定会実施を

期していただく様お願いいたします。

○幹事報告

（1）地区大会記念誌贈呈に対する礼状

村上バストガバナー外12通

（2）例会変更

山形北RC　3月28日　午後6時　亀松閣

（3）認証状伝達式

東京保谷R〇　6月9日　午前11時

保谷市体育館　登録料￥6，000

（4）バナー到着

備前RC　備前市（岡山県）

（5）会報到着

山形RC　山形北RC　山形西RC

八戸東RC　山形南RC

O長谷川悦郎君栄転転勤の為退会の挨拶

○会員スピーチ　　　　　　佐藤　衛君

私、大変話べたですので御聞きにくい点

あると思いますが、御許し願いたいと思い

ます。昨日事務局の方より電話がありまし

て明日の例会でスピーチをやるようにとの

事なんですが急な事ですので何を御話して

よいのやら今朝程から随分と考えましたが

私の職業分類が建設業でございますので今

日は私の商売の事に就いて御話し、御勘弁

願いたいと思います。

私、常に心がけている事は人のいやがる

仕事をやれという事です。これは山形西ク

ラブの会員で山形建設の社長である家内の

伯父の教えでございます。昭和30年学校卒

業と同時にその会社に御世話になり丸3年

間現場の教育を受け実家に帰る時に教えら

れた言葉でございます。例えばこんな事が



ありました。朝日村の役場で大手業者さん

のやられた学校の職員便所がロウ水で使用

できなくなり誰に頼んでもやってくれない

という事です。早速我が社で引受けまして

これを修理しました。村長さんが感謝した

事は云う迄もありません。

又こんな事もありました。新潟地震の災

害で鶴岡市の火葬場の煙突が使用不可能に

近いような状態になりまして、早速市の建

築課で災害復旧工事を発註したわけです。

ところが私共業者は新設ならまだよいので

すが、御客様が使用し乍らの工事ですので

誰もいやがるのは当然でございます。私の

会社でも見積りませんでした。

希望者のないまま入札も思い思いの札を

入れる事にしたわけです。最低になると役

所と随意契約の交渉に入るので皆んな警戒

しましてそれぞれ推定落札額の3倍くらい

の札を入れたわけです。何回入札をしても

落札するような金額でもないので入札は一

回で打切りまして議場を借りて業者が再度

相談しました。その時御世話になった会社

の社長の言葉、すなわち人のいやがる仕事

をやり相手に貸しを作らなければならない

という事を思い出し、勇気を出して私共の

会社でやる事にし市の予算衝で仕事を頂戴

したわけです。

鶴岡市に本社を持たず然も親父のどんぶ

り勘定で非常に成績の悪い会社でしたが、

その後は市の工事で主なものだけでも一中

の特別教室、湯田川中の全面改築、朝畷武

道館、荘内病院の伝染病院、看護婦宿舎、

5階病棟の増築、それに現在消防本部をや

らせてもらって居り、いつも大変もうけさ

せてもらって居ります。

今年は私共の建設業協会も例年になく多

難な年を迎えて居ります。特に引締からく

る民間工事の減少により、建築専門の業者

は大きな打撃を受けるものと思われます。

土木も建築もやるという、いわゆる綜合建

設業では公共工事、官庁工事がありますの

で多少前年度より請負金額の減少はあって

もそう大きな影響はないものと思われま

す。それから私ごとばかりで恐縮ですが、

私共の会社では例年工事協力業者・全社員

を集め新年会を催して居りますが、今年は

特に御願いしまして荘内銀行専務の風間さ

んより現在の経済問題に就いて有意義な御

話を御聞きし、全員心を新たに頑張るつも

りです。今迄も金屋の社長さん、前田の社

長さんなど毎年偉い人のお話を聞いて色々

と参考にさせてもらって居ります。

最後になりましたが私共の会社は西田川

郡の温海に本社を持つ関係で従来あまり鶴

岡の実業界の方々とのなじみが少なかった

のでございますが、昨年よりこのクラブに

御世話になり大勢の皆様と御知り合いにな

れました事を感謝申し上げましてスマイル

させてもらいます。

以上で私のとりとめのないスピーチを終

らせてもらいます。



○委員会報告

伍）。一夕リー財団委員会　　　石黒君

0鶴岡RCでは兼ねて財団奨学生の候補者

をさがしていましたが……このたび阿部

襲先生のご尽力で、山大農学部大学院在

学中の家畜免疫遺伝学を専攻中の

菊地　敏君（25才）

が財団補助金申請書を提出することにな

りました。地区内には希望者も多いとお

聞きしていますが、是非合格させたいも

のと考えています。

○本日は財団ボックスを皆様のお席に廻わ

しますので暖かいご協力を願います。

。米山奨学金につき、先般大川喜一君より

多額のご寄付を頂戴しました。ご芳志に

厚く感謝申し上げ、ご披露申し上げま

す。

◎三笠宮家より礼状

（瑚　会報委員会　　　　　　　佐藤順治君

去る3月5日の例会日安藤会長より3月

定例理事会決定事項の報告がありましたの

で早速委員会を開き相談の結果下記の通り

致したいと思いますのでよろしくご協力を

お願いします。

1．スピーチなさる方でこれは是非共会

報に載せたいとか、特に記録の必要が

あると思われるものについては必ず原

稿のご提出を願います。

2．写真の掲載等に依り読む会報より見

る会報に留意せよとのことであります

ので会員ご家族のスナップ写真を引続

き掲載したいと思います。



○出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席

欠　席　者

阿宗君、風間君、板垣君、石井君、進藤君
金井君、嶺岸君、三井（徹）君、三浦君、菅君

中江君、斎藤（得）君、斎藤（信）君、佐藤
（伊）、佐藤（昇）君、富樫君

メークアップ

高橋（良）君一東京西北RC

薮田君【仙台RC

阿部（裏）君一酒田東RC

阿部（公）君、張君、五十嵐（伊）君、進藤君
今野君、黒谷君、三井君（徹）君、富樫君

高橋（辰）君一鶴岡西RC

Oビジター

菅沢久弥君、羽根田正吉一鶴岡西RC

○点　　鐘

○国歌斉唱

○ロトークリーソング「奉仕の理想」

○お誕生おめでとうございます

会員誕生
飯白祐倍君、今野成行君、新穂光一郎君

進藤誠一君

奥様誕生

阿部悦子（公一）様、市川芳子様

小花春子様、

笹原郁子様、

〇年間皆出席者

14年間皆出席

11年間皆出席

9年間皆出席
8年間皆出席
6年間皆出席

中江道子様

山本イト（正）様

安藤足助君
鈴木善作君
石黒慶之助君
佐藤　　忠君
阿部　　窯君
上林一郎君

03月125％出席者　6名

風間君、安藤君、金井君、小花君、高橋

（正）君、中野（清）君
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3月100％出席者　48名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、張君

森田君、早坂（源）君、佐藤（順）君、山本
（隆）君、板垣君、市川君、飯白君、山本
（正）君、石井君、石黒君、五十嵐（三）君
五十嵐（伊）君、進藤君、今野君、高橋

（良）君、海東君、佐藤（衛）君、上林君、
黒谷君、小池君、中野（重）君、吉野君、

嶺岸君、三井（徹）君、三井（貿）君、三井

（健）君、菅君、小野寺君、大川君、中江君
佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、
鈴木（善）君、新穂君、笹原君、鈴木（弥）君
佐藤（友）君、小松君、手塚君、富樫君、
上野君、薮田君、高橋（辰）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1・ご療養中の鷲田克己君ご元気になられ

て出席

2・4月定例理事会報告

（1）第5回クラブアッセソブリー

4月9日（火）例会場に於て

例会に引続き1時間半
残任期間の活動計画の具現について

（2）第6回クラブアッセソプリー並びに

新旧理事、役員、委員長引継懇談
6月19日（水）産業会館に於て
16．30～20．00

本年度活動の反省と活動報告起稿準備

（3）最終例会並びに慰労会
6月25日（火）例会時間変更
18・00～20．30　於　ひさごや

3・ロータリー財団寄附

張紹淵君より、このたび故三浦岩治郎
君と故池内方平君の追悼の意味で財団宛

3万円宛、合計6万円のご寄附を受けま
した。重ね重ねの篤志に心から敬意を表

します。

財団では「メモリアル、コントリピュ
ーター」としての取扱われることと思い

ます。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1・地区大会記念誌発送に対する礼状

第350地区ガバナー中林君外

2・例会変更

ィ、寒河江クラブ

4月4日12：30より場所変更

寒河江文化センター内　中央公民館
ロ、認証状伝達式

札幌真駒内クラブ
6月26日　真駒内パークホテル

13：00より　登録料￥10，000

ハ、会報到着

館代南、八戸

○ゲストスピーチ　　　　　　富樫茂八君

①　市民屋内温水プールが3月より開場に
なり非常に賑わっている。

②　スウィミソグクラブがハワイ遠征に於

て輝かしい成果を得、尚今後の期待を望

みたい。

③　ハワイの会場に於て国旗国歌について
の国民の姿勢にづいてのご意見

○ロータリー情報示説破

大川喜一君

張　　紹淵君
山本隆男君

クラブ奉仕

77、会員組織における職業分類の原則と

はどういうことですか？

クラブの正会員の組織は職業における

各分類から各1名を以て構成しなけれ
ばならないということであります。但

しこの場合新聞業及び宗教両分類は例

外であり、又アディショナル正会員の

規定もその例外。
78、何故ロータリーはクラブの会員を各

職業分類から唯一人ということに制

限するのですか？

（新聞業及び宗教分類を除いて）

その主な理由は次の如くであります。

（1）それによりクラブをしてその都市
の職業生活の真の’横断面たらしめる

ことができ、そして一つの事業グル
ープによって支配されることを防止

するからであります。

（2）興味を同じくするもの同志の親睦
でなく、多岐に亘る関心の上に立つ

親睦を築くからであります。



第748回例会1974・4・9（火）曇時々雪が0・39

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebrlklion
「今　こ　そ行動　の　と　き」

藍±二ゝ

天神祭の化物

○出席報告
本日の出席
会　　員　　数　　　65名
出　　席　　数　　　　49名
出　　席　　率　　75・38％

前回の出席
前回出席率　　75・38％
修正出席数　　　　59名
確定出席率　　90・77％

欠　席　者

阿宗君、森田君、飯白君、石井君、石黒君
今野君、高橋（良）君、黒谷君、三井（徹）君
三滴君、大川君、斎藤（信）君、津田君、
中野（清）君、鷲田君、高橋（辰）君

メークアヅプ

三井（徹）君一福島RC
進藤君一酒田東RC
阿宗君一新庄RC
板垣君、金井君、嶺岸君、菅君、中江君
佐藤（昇）君、富樫君一鶴岡西RC

Oビジター
今野義介君⊥温海RC
工藤武樹君、菅沢久弥君一鶴岡西RC

O点　　鐘

○ロータリーソング（手に手つないで）

○会長報告　　　　　　　　安藤会長
卜　第353地区インターシティーミーティン

グかこついて
一昨日7日（日）福島RCのホストで福島

市民福祉会館に於てインターシティーミーテ
ィングに引続き、大原ガバナーノミニーの歓

送会が開催され、会長、幹事、次年度会長、
幹事、地区役員、委員の小池君、高橋（正）君
上野君、小花君、張君、三井（徹）君、阿部
（賽）君及び次年度分区代理の石黒君の8君が
出席した。

（1）インターシティーミーティング

早坂ガバナーの挨拶並びに大原ガバナーノ
ミニーに対する歓送のことば、記念品の贈呈
があり、それに謝辞をのべられ、次の協議に
入った。

①　第353地区中間会計報告並びに年次大会
会計報告………………会計長　上野三郎君

②　地区委員会報告
日）財団奨学金委員会…委員長　坂都政夫君

本年度候補者

大学院課程……　2名
（鶴岡、寒河江RC）

大学課程……　2名
（須賀川、寒河江RC）

教　　　師・…‥1名
（白河RC）

回　インターアクト委員会‥…・
委員長　三井　徹君

0地区内現況　9クラブ344名

0提唱1DRCの委員と9インターアクト校の

指導教育との地区懇談会は初めての試であ
ったが、予期以上の成果を得た。

0全国各地区委員長懇談会（東京）に出席、

大変有意義であった。
03月下旬第373地区（九州）にインターア

クター18名（各クラブ2名）及び指導教育

を研修の為派遣し同地区インターアクトと
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交歓大きな感銘を与え、且つ当地区のイン
ターアクトの極めて優秀であることを認識
した。

¢う　世界社会奉仕委員会…委員長　佐瀬豆君
0世界社会奉仕の意義、目的の説明
0本年度朝鮮の精神薄弱児童施設に奉仕の報

∠ヒ

○ガバナナノミニー′より今後の活動について

国　国際青少年交換委員会……
委員長　高坂知甫君

0オーストラリヤ（第278地区）より遊佐、

寒河江、山形、須賀川各RCにお世話にな
っていた4名は、非常に感激と感謝をもっ
て1月17日帰国した。

0本年度派遣はオーストラリア（第278地区）

に4名、アメリカ（第735地区）に1名計

4名。受入はオーストラリアより6名夫々

勿来、須賀川、田島、東根、寒河江、米沢
RC

O青少年交換の効果と奨励について

（2）ガバナーノミニー歓送会（懇談会）
2・RI1974年規定審議会によって審議され

る制定案及び決議案について
1974年6月9日～13日米国ミネソタ州ミネ

アポリス・セントポールに於て国際大会の一

部として招集開催される規定審議会に於て、
審議される首題の件についてクラブは提案に
対する態度を決定し、来る4月25日迄に出席
する地区代表ガバナーノミニーに報告しなけ
ればならないので、次の委員会を設定し討議
の上態度を決定したいので賛同願いたい。

委員長　小花　盛雄
委　員　石黒慶之助　　委員　三井賢二
委　員　張　　紹淵　　委員　上野三郎
委　員　小池　繁治　　委員　市川輝雄

3・ローターアクトクラブの支援について
ローターアクトクラブが最近会員減少の懐

向にあって、会員増強、クラブ運営に大変苦
慮いたしております。ロータリアンの各職場
から会員の送り込みに格段の御協力と例会参
加によって激励下さるようお願いします。尚
参考資料として「ローターアクトとは？」を
準備いたしております。文明川日（水）午後
7時より青年セ∴／クーで例会が圃かれます。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
（1）バナー到着　水俣RC
（2）会報到着　上山RC、東根RC
（3）例会変更
掴　上山RC　4／19　春雨魔に
但）酒田RC　4／10　初孫クラブ（職場訪問）
仙　山形RC　4／17　午後6時

四山稜（観桜会）
の）山形北RC　4／25　午後6時

亀松閣（ク）
¢）朝日RCチャーターナイト

申込締切（4月15日）
（5）第352地区泉ローターアクトクラブチャ

ーターナイト

4／2811．00　ホテル　江　陽

登録料4，000

（6）3月26日、第746回例会にて発表の新会員
入会に対する異議申立1名もなき為推せん
者は直ちに勧誘活動に入って頂き度い。

1974年規定審議会制立案によって審議される

制定案及び決議案の審議委員氏名下記の通り
張君、小花君、石黒君、三井賢二君、小池
君、市川君、上野三郎君
16日午前11時より審議の事

○会員スピーチ　　　　　　　板垣俊治君
職業分類で商業写真となっているが、只写

真を撮るのが専門ではなく、撮ったものを加
工するのが主な作業となっている。
①　写真は非常にごまかしの出来るものであ
るから実物と写真とは慎重に吟味して処置し
たほうがよい。
（塾　写真の語源について

フォスとはギリシャ語で光という意味グラ
フ7－とは光を絵くという意味であるという

こと又、写真の度合等詳細にご説明ありまし
た。

○親睦活動委員会　　　　　　　中江君
スマイルありがとう。

金井勝助君　　4月8日付日本経済新聞の
交遊録欄に（四高弓道部）いう麗筆なる
文章が掲載された。

新穂光一郎君　　酒田バイパスに大町ビル
（三階建）大ゴルフ匪習場を設計された

佐藤伊和治君　　大町ビル1階に金屋興業
（株）酒田営業所の開設

中江亮君　　大町ビル2階に和風レストラ
ン及びパーラ（さくろ）を開設

○ロータリー情報示設板
大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

クラブ奉仕
79・新会員の推掛こ関して職業分類委員会と

会員選考委員会の任務の主な違いは何です
か？

職業分類委員会が被推薦者の適格性を職業
分類の見地から判定するに対し、会員選考委
員会は個人的な面→その人格→職業上及び社
会的地位→からその適格性を判定するのであ
ります。
80．職業分類表を作成し整備するの忙参考に

なる資料がありますか？
国際ロータリー職業分類指針は、充填及び

未充填の職業分輝表をどのようにして作成し
どのように維持して行くべきかについての、
手引を提供しています。この表は、クラブ理
事会が、拡大のためにどの職業分類が空席で
あるかを確認するのに用いられるものであり
ます。



第749回例会1974・4・16（火1曇が0・40

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈tion
r今　こ　そ行動　の　と　き」

払

天神祭の化物

○出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席

前回出席率　　75・38％

修正出席数　　　　58名

確定出席率　　89・23％

欠　席　者

阿宗君、阿部豪君、早坂（徳）君、山本（正）君
栗谷君、吉野君、三浦君、斎藤（信）君、

笹原君、進藤君、佐藤君、谷口君、富樫君、
薮田君

メークアップ

高橋（辰）君、石黒君一福島RC

阿宗君一新庄RC

森田君、飯自君、今野君、高橋（良）君、
三井徹君、中野清君一鶴岡西RC

Oヒジクー

関政尚君一仙台RC
上村昭夫君一朝日RC

本間畜芳君一温海RC

半田勇三郎君一鶴岡西RC

○点　　鐘

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

①　第5回クラブアッセソプリー報告

去る4月9日例会に引続き第5回クラ
ブアッセソプリーを開催し各委員長のご

熱心な参加により活動計画について詳細
に検討し、残された事項についての具体

的な行動を確認し、更に計画外の積極的
な活動も討議され誠に有意義なアッセソ
ブリーをもつことが出来ました。各委員

長を中心とした、各委員会の余すところ
2ケ月半の活発な活動によりRI会長本

年度目標の「今こそ行動のとき」の実を

遠路なく発揮していただきたいと思いま
す。

②　鶴岡ライオンズクラブ

創立10周年記念式典

来る4月21日（日）羽黒山頂に於て鶴

岡ライオンズクラブ創立10周年式典が挙

行され御招待を受けました。

○幹事報告

（1）例会変更

材）山形南RC
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4月23日　午後6時　東急プラザ3F

（ロ）八幡RC

4月23日を4月17日に変更

午後6時　ふくいずし（観音寺）

ぐう　寒河江RC

4月18日　場所変更

殖産相互銀行寒河江支店

（⇒　酒田RC

4月27日　観桜会のため

午後5時30分より　せきずし

（2）会報到着

新発田、長井、石巻、村上各RC

（3）バナー到着

朝日RC

（4）例会終了後15分の予定で緊急理事会を

開催します。

0委員会報告

0社会奉仕委員　　　　　　　　佐　藤

鶴岡公園の清掃奉仕を公園内招魂社と
図書館の問を4月28日（日）午前7時30

分（雨天の場合は取止め）終了後随意で
すが市民の森の見学、スウミソグクラブ

の見学など、清掃用具は市で準備
e国際奉仕委員会　　　　　小花盛雄君

鶴岡市制施行50周年にあたって鶴岡市

民憲章推進協議会では市民憲章額の掲示
する運動を展開、各職場事業所など広範
囲にわたって申込んで戴くよう特に御要

望がありました。

申込方法　鶴岡市民生活課
小花会長、安藤副会長

配布価額　2，000円

0親睦活動委員会

スマイルありがとう

中江亮君

・新会社第一地所を創立され、営業種目

は不動産取引業、損害保険代理業であ

ります。　　　　　　　　佐藤衛君
・保養旅行より益々御壮健で坂鶴されま

した。　　　　　　　　斎藤栄作君
・長男慶一さんが米国留学から無事任務

をおえられ財団に多額の御寄附をされ

ました。　　　　　　石黒慶之助君

（⊃ゲストスピーチ

鶴岡市長　白井重暦氏

49年度市予算編成にあたって詳細な御説

明がなされ特に財政面について今後困難が

予想されることを強調され、国、県継続事
業は順調に進んでおることなどまことに有

意義な話しでありました。

○ガバナースピーチ

ガバナー　早坂源四郎君

第353地区インターアクトクラブ先生、

生徒と共に九州方面の研修旅行をなされ、

特に鹿児島、熊本両市における交歓会では
鶴岡市としても一層友情をふかめられて坂

鶴された御報告がありました。

0第353地区朝日クラブ

上村昭夫氏

来る5月12日チヤターナイトに多数の御

出席の依頼ありました。

○ロータリー情報示説板

大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

0クラブ奉仕

81、職業分類の見地からみてクラブの成

長を持続するための基礎的資料は何
ですか？

充填及び未充塀職業分類表であります
82、職業分類による充填及び末充項一覧

表はどうしてつくるのですか？

クラブの所在している地域社会につい

て徹底的な職業分類調査を行なうこと
によって作成するのであります。これ

がクラブの区域内に存在するすべての

職業活動のインデックスとなる訳です
83、会員の職業分類はその属する会社等

における地位を表わすのですか？

それとも彼の従事する事業を表わす
のですか？

会員が所属している会社等の事業（社

会に対する奉仕）を表わすのです。
84、ロータリアンが他の都市に移転しそ

の都市のクラブで彼の職業分類が空

席となっている場合にはそのクラブ
へ移籍することができますか？

否。その人は再び正規の手続によって

推薦され、そして正式に選挙されねは
なりません。



第750回例会1974．4．23し火）晴　No・41

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebr爪〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

○出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

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、阿部（裏）君、風間君、鷲田君、
中野（清）君、安藤君、森田君、早坂（徳）君

薮田君、佐藤（順）君、山本隆君、進藤君

高橋（良）君、佐藤（衛）君、嶺岸君、三井
（健）君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、笹原君
谷口君、佐々木君

メークアップ

笹原君一東京日本橋RC

薮田君一仙台RC

進藤君一酒田東RC

阿宗君一新庄RC

阿部裏君、山本正君、黒谷君、吉野君、

佐藤（友）君、谷口君、富樫君¶鶴岡西RC

Oビジター

羽根田正吉君、中沢秀雄君、工藤武樹君
一鶴岡西RC

○点　　鐘

○ロータリーソング「手に手をつないで」

○会長報告　　　　　　　　　鈴木副会長

1974年規定審議会制定案決議案の審議の

結果、小花委員長より報告をもってクラブ
の意向として地区に回答いたします。

○幹事報告

ィ、例会変更

（1）酒田東RC　4月25日　午後6時

相馬畏　会費3，000円

（2）寒河江RC　4月25日午後5時30分

伊勢屋旅館
ロ、会報到着

八戸東RC
ハ、第356地区年次大会案内

9月11日、9月12日　ホスト　中条RC

登録料7，000円
こ、例会終了後緊急理事会を開催

○親睦活動委員会　　　　　　中江亮君

チューリップ花畑参観　日時　5月6日
コース　9：00産業会館出発－10：00中央

工業団地一一10：20　ゴルフ練習場

レストラン（ざくろ）一日：00花
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王石鹸酒田工場－12：40浜中砂

丘試験場（チュウリップ花畑）

昼食は用意します。

0スマイルボックス

佐藤　昇君

春磯において犬飼を釣り上げた
工藤武樹君

リースのことについてお話しされて

○会員増強委員会

佐藤伊和治君、嶺岸光吉君

今年度も9周目の例会で終りとなりま

す。クラブ奉仕活動部門では特に重視すべ

きはクラブの会員増強で未充填職業分類が

ありますので地域社会の立派な有能な方を

人選され、今年度最後の会員拡大を図りた
いと思います。これはクラブ全員全体の責

任のもとに多くの推薦をいただきロータリ
ー活動に絶大なるご協力をご要望いたしま

す。

○ゲスト・スピーチ

鶴岡西　工藤武樹氏

「リースとは」

厳しい現代企業に「労助力の不足、賃金
上昇、資金などの圧迫により」合理化思想
が徹底してくるにつれて新しい経営戦略と

して必然的且つ急激に成長した。

リースシステムは合理化第2の金融手段

リスクの回避という3つの要素から現在で

は非常に数多くの企業がリースシステムを

取り入れております。

今までは設備を所有するのが当然という

考え方からその機能を使うことに価値があ
るという考え方にきたことは収益を重視す

る企業にとって必要となったからに他なり

ません。

0ロータリー情報委員会示説破

大川喜一君

張　紹淵君
山本隆男君

クラブ奉仕
088、ロータリアンが全然顔みしりのない他

のロータリークラブを訪問した場合は

どのようにして自己を紹介したら良い
のですか？

ロータリー会員力一ドを提示すればよい

のです。（このカードは常に最新のものに

しておかなくてほなりません。）

90、もし見知らぬロータリアンがローークリ

ークラブに訪ねて来て財政的な援助を

求めた場合、どう処理すべきですか？
このような場合は、クラブに於てその来

訪者が所属すると称するクラブへ電報又は

電話を以てその会員の真偽を確めることが

賢明であります。もしその来訪者の要請が

真実なものであれば、その真偽を確めるの
に彼自身躊躇なく協力をするでありましょ

う。

91、ロータリークラブは国家有事の際軍務

あるいは公務に召集された会員をクラ
ブ会員として保持できますか？

できます。このような会員に対して、ク

ラブは非常事態の続く間を賜暇として出席
の扱いをしてよいのであります。

93、ロー－タリーが個々のロータリアンに提

供する特別の魅力は何ですか？
それはロータリーの友情です。ロータリ

アンは奉仕の理想に対する関心を共にする

その地域社会の他の実業人や専門職業人を

知る機会を与えられています。

会員家族紹介

石黒慶之助君御家族



第751回例会1974・4・30し火）晴　が0・42

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrnくIion
「今　こ　そ行動の　と　き」

天神祭の化物

木星の出票　数　65名　　　○ロータリーソング「我等の生業」

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　81．54％

前回の出席
前回出席率　　69．23％

修正出席数　　　　59名
確定出席率　　90・77％

欠　席　者

阿宗君、五十嵐（三）君、進藤君、三浦君、

佐藤（衛）君、三井（貿）君、菅君、斎藤（信）君

佐藤（昇）君、笹原君、鈴木（弥）君、津田君

メークアップ

笹原君～仙台RC

薮田君～新発田RC

佐藤（衛）君～温海RC

阿宗君～新庄RC

阿部（案）君、安藤君、森田君、佐藤（順）君
山本（隆）君、進藤君、高橋（良）君、嶺岸君

中野（清）君、三井（健）君～鶴岡西RC

Oビジター

桜井清君、羽板田正吉、佐藤勤一君、

原田行雄君～鶴岡西RC

鈴木正作君～新発田城南RC

○会長報告

1・早坂ガバナーより例会出席奨励の要請

当地区の3月平均出席率87．91％にて全

国20地区の最低であった。ロータリーに

おける出席の重要性は既に承知の通りで

厳寒のそして小さいRCの多い北海道や

近くは小国RCの如く豪雪の中に閉ざさ
れメークアップも思うようにならないク

ラブでも好出席率を維持している事も考

え、出席率99％を目標に出席奨励に精進
されたい。

2・メモリアル・コントリピューターの承

認先に張紹淵君のご好意で故三浦岩治郎

君、故池内方平君を追悼しロ∴－タリー財

団に多額の寄附されましたが、R．Ⅰ会

長より両君の名を以て「メモリアルコン

トリピューター」として承認された旨承

認状と共に張君に感謝の礼状が参りまし
た。

3・理事会決議事項

先週の例会後の理事会において最近県

内RCのチャーター等に出席が極わめて

少くなったのでロータリーの友情にも反
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するので今後新しい会員から順に都合を

勘案し乍ら会長より指名し最少限2名宛
祝賀に派遣することとし、その経費はク
ラブ負担とすることにし、若し2名以上

出席の場合は2名分の経費を出席者に均
等配分することにした。

4・朝の観桜、公園清掃盛況樫に終る

去る28日、新しい試みとして地域並び
に市民に密着した、皆が行動する社会奉

仕として早朝の観桜勇々ロー∵ダーアクト

インターアクト、ボーイスカウトにも呼

びかけ家族共々公園の清掃奉仕を行った

ところ約100名の参加を得て和やかな中
に清々しい朝のひとゝきを過ごしまし

た。

尚、上野三郎君のご好意でパン、牛乳
を沢山寄贈され、朝食のとってないロー
ターアクト、インターアクト、ボーイス

カウトに大変感謝されました。

5・市民プール見学と第9回東北地域春季

水泳競技大会（スイミングクラブ競泳

会）激励、公園清掃奉仕の帰途会員五十

嵐伊市郎君、風間慶三君の力をつくして
おられる市民温水プールを見学し8時30

分より開会の東北各地のスイミングクラ
ブより集った青少年の発測たる競泳大会

を激励した。急速な素晴らしい成長、そ
して誠に強い鶴岡スイミングクラブの大

会新記録続出の力泳に恐嘆した。
6・鶴岡ライオンズクラブCNlO周年記念

式典に列席、去る21日（日）羽黒山頂の

霊域歴史博物館大ホールに於て挙行され
た鶴岡ライオンズCNlO周年記念式に招

待されクラブを代表し会長が出席しまし
た。

山伏ホラ貝の開会ファンファーレに始

まり厳粛の裡に和やかに式典が進行され

大会委員長杉本一郎氏（初代会長）の1b

年を経過したクラブに敬虔な反省と生気
を求めるためにあえてチャーターナイト

の行われたこの霊域を選び華美を排し本

大会を設営したと感銘疎い挨拶があっ
た。

「ライオンズの誓い」と＝われわれは知

性を高め友愛と寛容の精神を養い平和と

自由を守り、社会奉仕に精進する＝この

誓いによって10年間ひとすじに「住み良
い環境縁の奉仕」「心のふれ合う身近な

奉仕」「社会の各間に愛の手を」の3つ
を目標に精進され、その10周年記念アク

ティビュティに総額215万円の次の奉仕

をされた。

（1）鶴岡市老人福祉センターに緑の庭園

を寄贈

（2）出羽三山神社境内にベンチと版殻入

れの寄贈

（3）日本赤十字への献血運動に協力

匝）山形県有形文化財鶴岡カトリック教

会天主堂保存に協力
（5）社会福祉法人思思園老人ホーム及び

児童ホームに協力
ライオンズを理解する榛会を得、多数

のライオン世びにライオネスと親交を深

め得たことを感謝します。
7・来る6日職場見学及びチューリップ畑

観賞家族会既にご案内の通り来る6日親
睦委員会、職業奉仕委員会共同計画の中
央工業団地一青菜市場－レストランざく

ろ－花王石鹸一砂丘分場チューリップ畑

見学並びに観賞が行われますが多数参加
されるよう希望します。細部は委員会よ

り連絡があります。
8．インターアクト九州研修旅行記

ガバナースレター第11信に参加者夫々

の旅行記が掲載されておりますので是非

お読み下さい。
9．鶴岡高専インターアクト新会員目名入

会

去る27日今春入会した目名の歓迎会に

招待され三井徹地区Ⅰ・C委員並びに当
クラブ三井睡トC委員長始め上野委員
と共に参加しました新入会員目名の入会
の動機Ⅰ・Cに対する期待又、先輩Ⅰ．C
のこれまでの活動によって得た感謝など

各自に発表し顧問教官、ロータリアンも

ヽ一一ノ



夫々にスピーチし有意義な感銘揮い会で
あった。

○幹事報告

（1）例会変更

ィ、会津坂下RC　5月7日　P・M5；00

法界寺（物故会員追悼式）
ロ、上山RC　5月3日　休会

ハ、鶴岡西RC　5月16日　P・M5：30

七内旅館（孟宗汁）
申込　5月10日まで

（2）認証状伝達式
ィ、小国RC　6月2日　A・Mll：00

登録料　￥7，000

山形県中央信用組合小国支店内
6月3日　親善ゴルフ大会

ロ、盛岡南RC　5月26日　A・MlO：00

登録料　￥8，000　岩手教育会館
ハ、郡山西ローターアクトクラブ

5月19日　A．Mll：00

登録料　￥2，000　郡山商工会議所

（3）地区大会案内

第367、368合同年次大会

（四国、兵庫）
10月・19日20日　神戸文化ホール

5月20日まで申込

（4）例会場事務局移転

小名浜RC新事務局
いわき市小名浜字本町27

七十七銀行小名浜支店
TEL O246－53－2221

例会日　毎遇金曜月

P．M O：10′〉1：10

（5）前会員長谷川悦郎君より御礼状到着
（6）会報到着　本荘RC

（7）鶴岡盲学校の研修行事について

例会終了後緊急理事会を行ないます

○最近の国会と雑感

国会議員　加藤紘一氏
0国会議員になって1年半程になりますが

卒直に感じて言えることは厳しいときに

代議士になってしまったという気符で一

はいでこの厳しさが訓練になり、あとで

よかったことになると思い現在は当選前

よりも毎日精神的に厳しく動きまわって

おります。
0物価について国会でも全てこの問題を中

心に取組んでおり物価高騰した原因は田

中総理大臣の政策上石油問題が端を発し
たものでありますが福田蔵相の思い切っ

た引きしめ、国家予算緊縮財政によって

固まりつつあり、やがては原油、石油価

格が決まり電力公共料金はじめ不自然な
物価も年内には経済合理制にとった新し
い価格体制がしかれるであろう、このた

びの経済変動は大都会と企業が得して農

村地帯の東北地方は全く損をした。東北
出身の国会議員としては大いに考えるべ
きである。

0国民春斗はは弱者を救うという名目でお

こなわれたが、これは国民を欺瞞したも

ので800万人程の総評だけの運動と思わ

れてはいけないと言う粉飾したものであ
って結局は大手企業、大きな労組が得し
てしまった。

。日中航空協定批准承認案件について党内

で論議をかわしておったが大平外相の取

極めようやく5月7日頃衆議員を通過し

参議員におくられる見通しである。
0鶴岡市のみなさんに提言、社会労イカ委員

会に嘱して医療費社会保険、国民年金、
身体障害者の問題に取組んでおりますが
あるとき仙台の国立療養所に訪問する機
会があってその時鶴岡出身の患者さんの

卒直な意見を聴取したところ身障者には
奇異な好奇な目がむけられて地元に行く
のはいやだと云っており、私達鶴岡市民

としてそういう貧しい人、身障者にはあ

たたかい心ずかいと楽しく生活の出来る

風土づくりをしてはしいものであり、ロ
ータリーの方々には奉仕活動の御指導を

特にお願いしたいものであります。

○ロータリー情報示説破

大川喜一君張紹淵君山本隆男君

クラブ奉仕
95、正規のクラブ、プログラムの外に、ど

うしたら毎週の例会を利用して会員に
ロータリーの計画について絶えず知ら

せることができるでしょうか？

例会の初めの3分乃至5分間を割いてロ
トタリーに関する時宜を得た情報→即ち



。その手続

0原則

0世界的な意義

。近く行われる重要な行事→を提供す

ることにします。

96、国際ロータリーからクラブの各委員会

に対して如何なる援助がなされます

か？

椚　毎年、新ロータリー年度の始まる以

前にクラブ会長から委員会用資料が配
布されます。

（ロ）「カタログ」（100－J）所載の他の

印刷した資料。カタログには印刷した
パソフレット、書籍、フイルムの外、

クラブの管理に必要な標準書式、カー

ドその他の供給品目が総て記載されて
おります。カタログは改訂版が毎年度
の始めに各クラブ幹事に送られます。

困・ロータリー創立記念日の如き特別な
行事のために新聞等に発表用として準
備されたニュース資料。

国　クラブのプログラムや活動について

説明した補足的資料。
97、質疑tt96’’において述べられた補足資

料とはどんなものですか？

主としてロータリー奉仕の各分野に関す
るロータリー情報資料であります。古い

資料を改訂したり破棄したりするに従っ
て新しい資料が定期的につくられていま

す。此等の資料は国際ロータリー出版物
日本語版カタログ（100－J）に記載され

てあります。補足資料は文献東京事務所

に申込次第各5部無料で送付されます。

それ以上の数量の注文に対しては若干の

代価が請求されます。
98、ロータリー諸手続を完全に理解するた

めの最高の資料は何ですか？

手続要覧（35－J）であります。これは

国際ロータリーに関する基本的事項を解

説した。方針や手続に関する参考書であ
ります。本書は国際ロータリー加盟全ク

ラブの実際の経験をまとめ上げたもので

あります。
99、ロータリークラブで使用できるロータ

リーの歌集がありますか？

あります。ロータリークラブ用歌集（英

語版のみ）には、英語国民の間で殊によ

く歌われているロータリーソングを載せ

ると共に、一般の歌の中からも特に斉唱

に適した歌を集めて載せています。
101、国際ロータリーの公式雑誌は何んです

か？
ロータリアン誌（THE RETARIAN）

です。これは月刊雑誌で、その編集出版

事務所は、イリノイ州エバストンに在り

ます。レビスタ、ロークリアと呼ばれる

スペイン語版は、スペイン語及びポルト

ガル語を国語とする国々で読まれていま

す。
102、その他にもロー∵ダリアソ連のために何

か雑誌が発行されていますか？

世界各地のロータリアン及びロー一夕リー

地区のグループが15カ国語に及ぶ23種の

地域的雑誌を出版しております。
103、「国際ロー一夕リ一・ニュース」とは何

ですか？

「国際ロータリー・ニュース」とは、国

際ロータリー中央事務局から毎月印刷発

行される公式の通信で、各ロータリーク
ラブの会長及び幹事に宛てて送られま

す。
104、クラブの他の会員も「国際口一夕リ一

・ニュース」を受け取ることができま

すか？

出来ます。一般の頒布を目的としている
わけではありませんが、1年分2ドルで

会員個人の予約を受付けています。
105、「公式名簿」とは如何なるものです

か？

公式名簿とは国際ロータリーによって年

1回発行される名簿であり、世界の全ロ
ータリークラブを列挙し、同時に各ロー

タリークラブの会長及び幹事の氏名、住

所、例会の場所、日時を記載していま
す。その外、国際役員並びに委員、その

他興味ある情報を載せています。
106、「公式名簿」はクラブ会員一般に頒布

する為のものですか？

その通りであります。ローークリアン特に

広く旅行する人はこの名簿を1部携行し
て出席補填をするクラブを見つけるのに

役立てるよう勧められています。この名

簿は各クラブ幹事から入手できます。し
かし公式名簿はロータリアンであると否

とにかかわらず、一切営業用の郵送名簿

として使用してはなりません9



第752回例会1974・5・7し火）暗　No・43

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimeforlktion
「今　こ　そ行動　の　と　き」

定二、・

天神祭の化物

○出席報告 ○点　　鐘

本日の出席

会　員　数　　　65名　　　　　　○国歌斉唱

出　　席　　数　　　　48名

出　　席　　率　　73．85％

前回の出席
前回出席率　　81・54％

修正出席数　　　　62名
確定出席率　　95．38％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、早坂（徳）君、阿部

（塞）君、五十嵐（伊）君、進藤君、海東君
佐藤（衛）君、小花君、巌岸君、三浦君、

斎藤（信）君、佐藤（昇）君、新穂君、高橋

（正）君、手塚君、津田君

メークアップ

笹原君一仙台RC

進藤君一酒田RC

佐藤（衛）君一酒田東RC

阿宗君一新庄RC
五十嵐（三）君、三井（賢）君、佐藤（昇）君

菅君、鈴木（弥）君一鶴岡西RC

Oビジター

阿部正男君、会田起央君、石寺音巨象君

五十嵐喜美雄君一鶴岡西RC

○奉仕の理想

○お誕生日おめでとうございます

会員お誕生

阿部公一君、市川輝雄君、金井勝助君、

小花盛雄君、中野重次郎君、佐藤友吉君

三浦悌三君

奥様お誕生日

石黒常様（慶之助君）

黒谷貞子様（正夫君）

上野和子様（三郎君）

板垣害美子様（俊次君）

04月分出席率

140％出席者

阿部公一君、安藤足助君、高橋正太郎君

120％出席者

阿部裏君、張紹淵君、小花盛雄君、上野
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三郎君、小池繁治君、小松広穂君、鈴木

善作君、三井賢二君

100％出席者　　　40名

阿宗君、森田君、早坂（源）君、佐藤（順）君

山本（隆）君、板垣君、市川君、飯白君、

山本（正）君、石黒君、五十嵐（三）君、五

十嵐（伊）君、進藤君、今野君、高橋（良）君

海東君、田中君、金井君、佐藤（衛）君、

上林君、中野（重）君、吉野君、嶺岸君、

三井（徹）君、三井（健）君、男網君、菅君

小野寺君、中江君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、新穂君、笹原君、鈴木（弥）君、

佐藤（友）君、手塚君、中野（清）君、富樫君

薮田君、高橋（辰）君

○会長報告

1・三井賢二君長女博子さんのおめでた。

去る5日三井賢二君長女博子さんが芽出

度ご結婚、そのご披露にクラブにもご招

待をいただき代表して列席して参りまし

た。お2人の祝福する相応しい和やかな

ご盛典でした。

お2人のご幸福をお祈りすると共に三

井家の益々ご発展をお祈りし一同相手を

お贈りしたいと存じます。

2・職場見学会並にチューリップ畑観賞

昨6日朝脚か危まれた小寒い天候も、次

第に晴れ5月晴れの好天に恵まれ会員並

にご家族約50人の参加を待て親睦委員会

職業奉仕委員会共同企画による職場見学

会並びに農事試験場砂丘分場の素晴らし

いチューリップ畑の観賞を終りました。

両委員のご努力特に親睦委員長中江君

の物心両面にわたるご好意に酷く感謝申

し上げます。

3．大蔵村赤松地区災害救援

ご承知の通り大蔵村赤松地区のこのたび

の災害は誠にお気の毒なことで、同県民

として忍び難いものがございます。各方

面より救援同情の手がのべられておりま

すが、我々ロータリアンとしても同情の

意を形に表し救援の一助にしてはと存じ

ますが、如何でしょう、御賛同を得まし

たので皆様の好意をまとめお届けいたし

ます○　　　　　　　　＼

4．斎藤栄作君海外旅行でバナーチェンジ

同君先般の海外旅行でペルーのリマの

JESUS．MARIA．RC及びSAN．

MIGUELRCとバナーチェンジをし

て下さいました。　　　　　　　　　／
／

／

○幹事報告

ィ、会報到着

東京RC

P、例会変更

温海RC　5月13日16：30

関川　金沢旅館
ハ、英会話会場を産業会館に変更

14日・24日　P．M7：00

こ、会員候補者として、菅原啓君、半田浩

君を発表しましたが、異議申立ありませ

んので推薦者は入会勧誘に努力下さい。

○スマイルボックス

温海温泉　たちはなや旅館

別館新築工事関係者

竣功式　5月8日

設計者　佐藤昇建築設計事務所

施工者　株式会社　温海佐藤組

三菱エレベーター納入　荘内三菱㈱

。1974～1975年当クラブの理事、役員、委

員発表が次期幹事高橋辰美君より発表が

ありました。

＼、■一・



0スピーチ

小児外科について

高橋良士君

小児外科と申しますと皆様方には未だ耳

新しい医学の専門分野かと存じますが、新

生児、乳児、幼児期に生じた、特に先天性

奇形を外科的手術に依って救命する分野で

あります。

如何なる病気があるかと申しますと、例

えば先天性食道閉鎖（食道が途中で旨端と

なり胃と交通していないもの）又は腸閉鎖

鎖肛（肛門がなく直腸の終りが膀胱又は尿

道と交通がある）といった特殊な疾患から

所謂、脱腸と通常呼称されている小児のヘ

ルニアまでその疾患は多彩であります。

欧米に於ては既に半世紀又は一世紀前よ

り専門の小児病院が設立されており、上記

の疾患に対して輝かしい業績をあげており

ます。しかるに我国におきましては従来ま

では大人の外科のかたすみで細々と治療に

当っていたのでありまして、やっと学問的

な体系、診療体系が整ったのは極めて最近

のことであります。こうした小児外科の必

要性から私は1967年より1968年に西ドイツ

小児外科の泰斗であるブレーメン小児病院

のレ←パイン教授の下に留学を命ぜられ治

療、研究に従事して参りました。

最近ようやく我国にも4ヶ所小児専門の

病院が設立され、各大学病院にも専門医が

増加いたしまして欧米並みの水準に達して

参りました。やがては各県にこういった小

児病院が設立されることを望んで止まない

ところであります。

私は一年半前に郷里鶴岡に帰って参りま

して、義兄の宮原の協力を得まして、腸の

無神経節症、鎖肛、新生児消化管破裂、腸

重積症、その他小児腸閉塞、小児ヘルニア

等の手術をいたしました。

こういった手術の中で特に先天性奇形を

伴った例では手術後に果たして充分な機能

を回復し、しかも幸あせな社会生活が営ま

れているかが大きな問題であります。この

ためには多年にわたるFollow11pが必要と

なりますが、とかくいたしますと、このよ

うな手術を受けた子供は不具者といった奇

異な隈でみられがちな事、特に当地のよう

な狭い地域社会では偏見が多いようであり

ます。

こういった問題を如何に対処するかが我

々小児外科医の今後に課せられた大きな課

題の一つであります。

小児外科の重要性から此度、学会より国

会へ要請があり、多分6月1日より小児外

科が新しい診療科として標傍することが出

来るようであります。

微力では御座居ますが、当地方の医療に

専心努力いたす所存で御座居ます。

○ロータリー情報示説破

大川喜一君

張　　紹淵君

山本隆男君

国際奉仕

167、ロータリー財団の活動はどのように

して推進されていますか？

国際ロータリー理事会は、各地区ガバナ
ーが、地区ロータリー財団委員会を設け

元地区ガバナー又は、その他の経験ある

ロータリアンをその委員長とし、財団推

進、財団教育補助金（この小委員会の各

委員は夫々専門的訓練補助金、大学院課

程奨学金、大学課程奨学金に対して責任

を分担する）研究グループ交換、財団学

友の各小委員会を設けること、及びもし

必要ならば財団計画の他の分野を担当す

る小委員会を追加することを勧奨してい



ます。クラブ、レベルでの活発なロータ

リー財団委員会もまた、財団の成功にと

って大切であります。

168、クラブのロータリー財団委員会の任務

はどんなことですか？

クラブのロータリー財団委員会は、財団

の活動に関する知識と、支援の増強を図

り、地元ロータリアンが財団プログラム

に参加することを奨励するのでありま

す。同委員会はまた、財団への寄付を勧

奨する。

〃　七：′′　ィンこ1イてこシ：二′〝∴．11㍍’′：く’〟ケ．：：ニ1’少′’ソ・㍍■ケ1～：：γ

会員家族紹介
1．‥．．∴・．．．ソ∴∴′．竹∴一′～ン∧′ノンノ′ンノ．ソ・．′∧1：一々ンン4111ル㍑

三井（徹）君の御家族と二男玉男さんが10年

前ロータリーの交換学生としてニューヨーク

州ビングハソ1、ソ近郊のシエナンゴプリッヂ

にお世話になった時のホストハウスのママ、

グレージャー御夫人とその友人ノーマンパー

カー御夫人を囲んで、去る3月13日猛吹雪の

ときお迎えしての記念スナップ。

写実　三井（徹）君御夫妻、長男御夫妻　盾

夫さん・圭子さん、二男玉男さん、孫直弥君

卓弥君、伸弥君。

＼、■′



天神崇の化物

○出席報告

本日の出席

会　　員　数　　　66名

出　　席　数　　　46名

出　　席　　率　　69．70％

前回の出席

前回出席率　　73．85％

修正出席数　　　59名

確定出席率　　90．77％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、風間君、高橋（辰）君

石黒君、高橋（良）君、海東君、黒谷君、中

野（垂）君、吉野君、三浦君、中江君、斎藤

（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（息）君、笹原君

佐々木君、手塚君、中野（清）君、富樫君

メークアップ

小花君一東京蔦飾RC

阿部（裏）君一東京江北RC

佐藤（衛）君一酒田東RC

新穂君一酒田RC

海東君一山形RC

阿部（公）君、五十嵐（伊）君、進藤君、嶺

岸君、手塚君、高橋（正）君一鶴岡西RC

Oビジター

会田起央君一鶴岡西RC

O点　鐘　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　安藤会長

1・朝日RCチャーターナイト

‾昨12日（日）朝日RC（大江町官宿）

のチャーターナイトに会長、幹事がクラ

ブを代表して祝賀に参列しました。

朝日RCは昨年5月大江RCのスポン

サーで創立し、会員31名、例会は毎週水

曜日とのことでした。

式典参加RCは遠く花巻、盛岡南、水

戸、丸森を始め36RC、約270名の盛会

で会場は朝日町開発センター及び体育館

で新しい大変立派なところでした。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



先ず定刻、開発センターホールで厳粛

の裡に立派な演出によって認承状の授与

式が行われ、終って小憩、この間屋上で

朝日の山ふところの新緑を眺め乍ら会員

ご家族の野立てのお点前のサービスがあ

り又朝日山岳写真展（朝日の山や花など）

や朝日町指定文化財展等を観賞、続いて

体育館に於て祝賀パーテーが催され、地

元高校教諭を主体とした謡曲愛好会の謡

曲、若柳の長唄舞踊、大谷獅子踊、朝日

音頭等郷土色豊かな余興の中に弁慶差し

の川魚に7種の山菜料理、加えて地元自

慢のワインやリンゴ、イチゴ等で誠に特

色ある和やかな祝宴でした。

特に感銘探かったことは一寸見たとこ

ろ極めて不便な村々が散在している広域

12，000人の合併町村に31名の会員が揃い

創立1年間の出席率も良く、活麿な奉仕

活動を展開し、チャーターに於ても家族

共々心をこめて全員がよく動いて友情の

交歓に努めておられること、叉参加RC

が大変多かったこと、地元高校朝日分校

の男女生徒がロータリーに溶け込んで熱

心に温くサービスに健斗しておられたこ

とでした。

朝日町は昭和60年の姿を「美しい自然

に包まれた、人間性豊かな、生甲斐のあ

る町」を目指し町民が甲斐々々しく努力

しておられました。

2．日本青年会議所第6回山形ブロック会

員大会
一昨12日（日）日本青年会議所第6回

山形ブロック会員大会が当地文化会館で

開催され、クラブにもご招待をいただき

ましたので副会長が出席しました。後刻

報告がございます。

3．鶴岡盲学校生徒を加茂水族館に招待

本日8時40分より観光バスで大平山一

善宝寺～チューリップ園一水族館一荒崎

海岸散策のコースで水族館に招待してお

ります。計画して下さいました村上館長

並びに同行下さいました会員阿部賽君に

除く感謝致します。

例会後都合の出来る方は加茂に行かれ

水族館地区にいる生徒達を激励していた

だきたい。

○幹事報告　　　　　　　小松幹事

1．会報到着　天童RC

2．例会変更　寒河江RC

ィ、春の家族会のため

と　　き　5月23日を

5月19日8時30分

集合場所　地方事務所前

ロ、異動例会のため

と　　き　5月30日12時30分

集合場所　慈恩寺そば

3．第365地区年次大会案内

ホスト　武生RC（福井県）

と　き10月5日6日

ところ　武生市体育館

登録料　9，500円

○新会員の招介

菅原　啓君

推薦のことば　　　　　　　　佐藤　衛君

新会員の菅原啓君をご招介申し上げま

す。

昭和14年生れで当クラブでは一番若い

会員になると思います。今は故人になり

ましたが頑固親父で有名な勝太郎さん

（建築設計士）の息子さんでございます。

住いは若葉町で南高校のグランド裏に

なっております。

学歴は鶴岡南高校から慶応大学の法科

＼＼→一′



を学び昭和37年卒業されました。

職歴の方は学校卒業後酒田市の本間物

産株式会社に入社され建材の方を勉強さ

れました。昭和44年に荘内鋼業を創設さ

れ主として建築材料と不動産の方をやっ

ております。

家族はお母さんと奥さんと1才位の娘

さんと4人家族です。奥さんは非常に美

人な方で現在上郷中学校の数学の先生を

やっております。

趣味はゴルフと特に旅行が大好きで海

外には10回位も行っておる様でございま

す。

0菅原新会員のご挨拶

私菅原でございます。

今度は伝統ある鶴岡ロータリークラブに

入会させて頂きまして有難うございまし

た。私は見る通りの若輩でありますので

先輩諸士のご指導、ご鞭接の程をよろし

くお願い致します。頑張りたいと思いま

す。

○青年会議所山形ブロック大会に出席して

鈴木副会長

去る5月12日（日）社団法人日本青年会

議所第6回山形県ブロック会員大会に安藤

会長代理として出席しましたので概略を報

告させて頂きます。

「のびゆく山形、豊かな自然、未来を語

ろう緑の歴史のある街で」をテーマとして

午後2時30分より文化会館に於て式典を開

かれました。

その形式はロータリークラブ及びライオ

ンズクラブと同じ様でした。筒井ブロック

専務理事の司会で始められ、藤井ブロック

副会長の開会宣言、国歌斉唱、JCソング

に続き渋谷副会長がJC宣言文を朗読、岡

綱領を唱和しました。

大会主管の鶴岡JCの村田理事長が歓迎

の言葉を述べ、次いで釆条、来訪JCの紹

介があり、加藤有倫プロヅク会長の挨拶あ

り、来賓のうち白井鶴岡市長、佐藤鶴岡市

商工会議所会頭、加藤代議士、横山東北地

区協議会長等が夫々祝辞を述べられまし

た。

その後4時より産業会館5降ホールで懇

親会がありました。若くて元気な青年達の

余興など沢山ありまして私も随分若返った

様に思われました。

尚、今年度青年会議所の重点事業は次の

5項目でありました。

1．社会開発計画

2．指導力開発計画

3．青少年開発計画

4．経営開発計画

5．交通安全計画

以上簡単でありますが報告を終ります。

○ロータリー情報示説板

大川喜一君

張紹　　淵君

山本隆男君

職業奉仕

110、職業奉仕委員会の下に如何なる小委

員会を置くよう国際ロータリーは勧告

していますか？

“）雇主－→従業員関係

（ロ）四つのテスト

銅　職業情報

科　実業及び専門職業の諸関係

117、「四つのテスト」とは如何なるもの

ですか？

次のような4つの簡単な質問から成る、



すべての人間関係の便利な尺度でありま

す。

1．真実かどうか？

2．みんなに公平か？

3．好意と友情を深めるか？

4．みんなのためになるかどうか？

「四つのテスト」は1933年にシカゴのロ

ータリアンであるハーノミートJ・テーラ

ー氏が、破産に顕した事業を助ける手段

として発案したものであります。これが

大成功を収めたので、国際ロータリーは

職業奉仕プログラムの一部として取り入

れたのであります。1954年テーラー氏は

その版権を国際ロー一夕リーに譲渡しまし

た。

※版権所有国際ロータリー、1946年

＝8、どういう方法でロータリアンは「四

つのテスト」をロータリアンでない人

たちは均質（同じように利益を受け

る。平均にうるおう。意）させていま

すか？

自分の事務所や工場で従業員たちに「四

つのテスト」を暗記し、すべての決定及

び取引にこれを使用するよう要請してい

ます。

顧客、仕入先及び競争者には、この

「四つのテスト」をすべての言行のガイ

ドとするように勧めています。

「四つのテスト」のポスター、卓上額

乃至その由来を書いた小冊子を掲げたり

配布したりしています。

「四つのテスト」計画を地元の学校の

日常生活や課業の中に導入しています。

＼
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第75董回例会1974・5・2日火）晴が0・44

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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrnくtion
「今　こ　そ行動の　と　き」

』去

天神祭の化物

前回の出席

前回出席率　　69．70％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　90・91％

欠　席　者

阿宗君、安藤君、早坂（徳）君、石井君、進藤

君、高橋（良）君、黒谷君、菅君、中江君、

風間君、斎藤（信）君、佐藤昇君、佐々木君

津田君、中野（清）君、薮田君、高橋辰君

メークアップ

風間君一東京南RC

佐藤忠君一酒田東RC

阿部（公）君、石黒君、高橋（良）君、海東君、

黒谷君、吉野君、中江君、手塚君、中野清君

富樫君、高橋辰君一鶴岡西RC

笹原君一仙台RC

Oビジター

原田行雄君、小林忠康君、佐藤拡君一鶴

岡西RC

上村昭夫君一朝日RC

佐藤昭吾君一温海RC

O点　　鐘

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　鈴木副会長

年度末並びに新年度開始前の活動予定に

ついて御説明がされました。

○幹事報告

A　会報到着　東根RC　山本RC

B　例会変更

会
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山形北クラブ

5月23日　午後6時産業会館　6F

C　第368地区　加古川中央ロータリーク

ラブ認証状伝達式

9月29日　加古川市民会館

登録料　￥7，000

D　第353地区協議会

ホ　スト　福島北クラブ

6月22日　会長幹事会13：00　より

6月23日　地区協議会　8：30より

義務出席者　次年度　会長幹事

クラブ奉仕　職業奉仕　上野君

社会奉仕　国際奉仕　各委員長

E　地区大会の案内

（1）第351地区年次大会

ホスト　苫小牧ロータリークラブ

10月5日～10月6日　市民会館

仮登録料締切　6月15日

（2）第370、373連合地区大会

11月23日～11月24日　熊本市体育館

予備登録　6月10日

事務局熊本東ロータリークラブ

（3）第353地区年次大会

10月12日へノ10月13日　福島県文化セソ

タ一・

登録料　￥7，000

仮申込　6月10日まで

F　ゲストスピーチ

渡　辺　初　氏

ィ、赤川漁業協同組合の概況と今後の事

業計画

河川の概要並び将来の展望などにつ

いて御話しされ耳新しいことばかり

でまことに有意義でありました。

○ロータリー情報示説破

大川喜一君

張紹淵君　山本隆男君

○職業奉仕

114、事例研究法とは如何なるものです

かP

実業及び専再職業上の実際の出来事に基

づいた問題を振起して、参加者がこれを恰

も自分自身の問題であるかのように問題解

決の手段や方法を研究し、討議するやり方

のことであります。（パンフレット第17号

事例と取組みましょうを参照）

115、ロータリアンが同業組合や専門職

業組合に加入することに対してロータリー

は如何なる態度をとっていますかア

国際ロータリー理事会は、「ロータリア

ンは一人残らず」同業組合乃至専門職業組

合に加入して競争関係その他の関係改善に

努力するよう奨励しています。

116、それぞれの職業において、実務基

準を採用することに対してロータリーはど

ういう態度をとっていますかP

ロータリーはローークリアソに対して、適

切な実務基準を採用させるように尽力し、

その上でその基準から逸脱するようなあら

ゆる傾向に反対して基準を支持するよう奨

めています。

会員豪族紹介

＜佐藤友吉君御家族＞
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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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈tion
「今　こ　そ行動　の　と　き」

天神祭の化物

○出席報告 ○点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

本日の出席

会　　員　　数　　　67名　　　　　　○ロータリーソング「我等の生業」

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　79・10％

前回の出席

前回出席率　　75・76％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　89・39％

欠　席　者

阿宗君、風間君、森田君、五十嵐（三）君、

進藤君、佐々木君、小池君、三井（健）君、

津田君、中江君、斎藤（信）君、薮田君、

佐藤（伊）君、佐藤（忠）君

メークアップ

薮田君一新潟RC

安藤君、進藤君、高橋（良）君、菅君、

中江君、佐藤（昇）君、中野（清）君、高橋

（辰）君一鶴岡西RC

Oビジター

本間留芳君一温海RC

工藤武樹君、菅原松雄君、帯谷義雄君、

林権之助君、会田起央君一鶴岡西RC

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1・鶴岡盲学校生徒加茂水族館見学海浜リ

クレーショソ奉仕

去る14日（火）鶴岡西RCと共同で上

記の奉仕を行いました。朝少々不安な天

険もからりと晴れ8時半観光バスで学校

を出発し、会員阿部薬君が終日付添い指

導、説明、お世話をされ大変喜ばれまし

た。

例会後、有志会員が加茂荒崎海岸を訪

れ害々として楽しむ生徒達を激励、水族

館職員、学校の付添教師の労をねぎらい

ました。生徒達は毎年のこの行事を本当

に楽しみにしておる様子で校長先生並び

に諸先生も大変感謝をしておられまし

会
報
は
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た。

2．中江亮君ご長男結婚

去る25日中江亮君のご長男が東京会館

に於て芽出産く華燭の典を挙げられまし

た。クラブより祝電をもってお祝いいた

しました。

3．出席奨励について

今年度飛躍的に向上した出席率もこの

ところやや低下の傾向にあり90％を割る

心配も出て釆ました。あと4回の例会で

す、ガバナーの強いご要請もありますの

で例会出席、他クラブメークアップに励

んでいただきたい。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

（1）例会変更

ィ、村上RC

5月30日（木）11：30村上市諸上寺

ロ、米沢RC

7月1日より　例会日　毎週月曜日12

時30分より大沼デパート6階に変更

（2）年次大会案内

第350地区年次大会

日　時　9月7日～9月8日

場　所　釧路厚生年金体育館

登録料　￥6，000

（3）大原ガバナーノミニーの渡米挨拶状到

着

○新会員の紹介

半田　　浩君

推薦のことば　　　　田中晶英君

半田浩君をご紹介申し上げます。みな

さんにはご存知の方々がおありのことと

存じますが、前に山形銀行大山支店長の

時鶴岡西中ークリトクラブの会員であり

ましてお馴染の人も多いことで御座いま

してご本人からご経歴などお話していた

だいた方が一番よいと存じます。

半田新会員のご挨拶

只今ご紹介をいただきました半田で御

座います。この4月に山形銀行前長谷川

支店長の後任として鶴岡に参りました。

先程ご紹介のなかに今から8年前鶴岡西

ロータリークラブのチャターメンバーと

して大へんお世話になりました。又鶴岡

に参りまして伝統のある鶴岡ロータリー

クラブに入会させて戴き嬉しく思ってお

ります。大山を離れてからはロータリー

に縁がありませんので全く1年生で御座

いまして、みなさんから大いにご指導を

お願い申し上げます。

○会員スピーチ

ュースホステルとは　　　今野成行君

ユースホステルとは安価な宿泊施設を提

供し、旅行というたのしみを味わいながら

未知の土地への見聞と理解を深め、更にホ

ステルでの秩序と規則正しい同体生活を通

じて友情と奉仕の精神を学ぶものです。

このYH運動は1909年ドイツのリヒアル

トシルマンという小学校の先生によって始



められ、呼びか桝こ応えて名のりをあげた

古城アルテナを第1号に運動は全ヨーロッ

パに拡がり、海を越えてアメリカ、アフリ

カに広まった。そして1951年には日本にも

JYH（日本ユースホステル協会）が生れ

た。

JYHは誕生後ぐんぐく発展し、1954年

には国際YH連盟に加盟し現在60万人に近

い会員を擁し、ホステル数も600近くにな

りドイツにつぐ世界第2位の規模を有して

いる。

JYHの本部は東京にあり各県に県の協

会がある。山形県の場合は県教育庁の体育

課内にあります。鶴岡では教育委員会事務

局で一切をお世話しております。

YHに入会したい方はあらかじめ用意し

た写真（無帽上半身）一枚に下記の年間登

録料をそえて申込むとよい。

少年パス（16才未満）　　　　250円

青年パス（16才～19才）　　　450円

成人パス（20才以上）　　　　600円

家族パス（同一家族6人まで）1，200円

リーダーパス　　　　　　　1，000円

YHの種類は3つに分けられている。

oJYHが建てたもの……会員でないと

利用出来ない（直営）

東北地方では、白布高湯．花巻、下北

西十和田、八幡平、十和田、平以上7

ヶ所

0地方公共団体が建てたもの……会員で

なくとも身分証明書を示せば宿泊可能

（公営）

山形県内では、吹浦、蔵王、三瀬など

oJYHと契約しているYH……YH運

動の精神に協賛している建物を会員に

解放している旅館、社寺、山小屋など

山形県内では、飛島（沢口屋）、蔵王

（柏屋）、新庄（八向館）、教育会館

など

利用料金は1泊2食付700円で、そのほ

か暖房料、入湯税のかかるところがある。

スリーピングシーツを借りる場合は100円

が必要。

申込は往復ノ、ガキで次のことを記入して

申込む。（所定のハガキ）

住所、氏名、年合、会員証番号、利用

人員（男女別）宿泊月日、宿泊日数、

食事の内訳、到着予定時刻、コース

宿泊OKの返信葉書を行くときに持参す

る。

ホステルの約束ごととしては

1．男女別に定められた部屋に寝るこ

と。

2．食事の場合、食事を運ぶこと、食後

の片づけごとはすべてセルフサービ

ス。

3．寝具の上げおろしt部犀の掃除を自

分でやる。

4．夜のミーティングには必ず出席する

こと（歌やゲーム、自己紹介、旅行の

情報交換、キャンドルサービスなど）

5・酒は飲んではいけない、タバコは指

定された場所で。

6．その他すべてペアレンツ（親がわり

の世話人）の言うことを聞く。



〇°一夕リー情報示説破

大川喜一君

張　　紹澗君
山本隆男君

職業奉仕

0119　ロータリークラブが主催しうる職業

奉仕企画には如何なるものがありま

すか？

（1）会員がどの位、同業組合乃至専門職

業組合に加入しているか、を調べるク

ラブ調査。

（2）親切競争。

（3）炉辺会合。

（4）小企業相談所。

（5）展示。

（6）職業奉仕賞。

（7）職業連絡会議。

（8）地域社会、実業界、専門職業界、議

会、及び学校において「四つのテス

日の利用を奨励する運動。

（9）事例研究法の発表会。

。120　職業奉仕賞とは、何ですか？

これはロータリークラブが、通常その

地域社会内の実業人又は専門職業人に対

．し、仕事の上でその地域社会に尽した奉

仕に対して授与する賞であります。

0121親切競争とは何のことですか？

ロータリークラブが、地域社会の従業

員によるサービスの行為について報じた

最も優秀な手紙に賞を出すのです。地元

の新聞は授賞の行なわれたクラブ例会に

おける入賞者、従業員及び、その雇主の

写真と共にこれを報道して、大いにPR

になるのです。

0122　何故に職業情報は職業奉仕活動であ

ると考えられるのですか？

職業について情報を求めている青年に

自分たちの経験を分かち与えることによ

って、ロータリアンは自分たちの職業に

おける奉仕の機会を強調することができ

るのです。

。123　どうしたらクラブの各会員を個人的

に職業奉仕活動に参加させることが　　一

できますか？

（1）会員各自に自己の職業における実務

基準を書かせ、これを自己の職業に実

際に適用して行くよう示唆する。

（2）各会員に対して自己の業務について

の話をさせる。

（3）同業組合又は専門職業組合の会合に

出席したときのことをクラブに報告さ

せる。

（4）（イ）会員が競争者、従業員等を同伴

することの出来るようなクラブ、

プログラムを行なう。

伺　会員が職業奉仕の問題について

討論出来るようなクラブ、プログ　＼、．／

ラムを行なう。

そして

（5）質疑第119に示された計画のいくつ

かを主催する。
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例会　口　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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTihebrll〈t盲on
「今　こ　そ行動　の　と　き」

天神祭の化物

○出席報告

本日の出席

会1員　　数　　　　67名

出　‾席　　数　　　　44名

出　　席　　率　　65．67％

前回の出席
前回出席率　　79・10％

修正出席数　　　　62名
確定出席率　　92・54％

欠　席　者　　′′、、

阿宗君、風向君、半田君、山本（隆）君、

飯自君、山本（正）君、石井君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、高橋

（良）君、海東君君、嶺岸君、佐々木君、
三浦君、小野寺、斎藤（信）君、佐藤（伊）君

笹原君、佐藤（友）君、津田君、中野（清）君
富樫君

メ←クアップ

佐藤（忠）君一酒田東RC

中江君一酒田RC、進藤君一小国RC

薮田君一仙台RC

風間君、森田君、五十嵐（三）君、小池君
三井（健）君一鶴岡西RC

Oビジター

五十嵐喜美雄君、佐藤勤一君
一鶴岡西RC

○点　　鐘 安藤会長

○国歌斉唱

○ロータリーソング「奉仕の理想」

○お誕生月おめでとうございます

会員お誕生
阿宗文雄君、阿部裏君、張紹淵君、
石黒慶之助君、上林一郎君、小野寺清君

高橋良士君

奥様お誕生

安藤美智子様

〇年間皆出席者
15年間皆出席

11年間皆出席

5年間皆出席
3年間皆出席
3年間皆出席
1年間皆出席

1年間皆出席

小花盛雄君
早坂源四郎君
手塚林治君
佐藤順治君
市川輝雄君
山本隆男君
高橋良士君

05月150％出席者　　1名

阿部（公）君

05月125％出席者　　6名

阿部（裏）君、安藤君、佐藤（衛）君、

中江君、高橋（正）君、小松君　‘

会
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05月100％出席者　　46名

風間君、張君、森田君、早坂（源）君、佐

藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、市川君
飯自君、山本（正）君、石黒君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、今野君
高橋（良）君、海東署、田中君、金井君、
上林君、小花君、小池君、吉野君、′嶺岸

君、三井（徹）君、三井（賢）君、男網君、

菅君、小野寺君、大川君、斎藤（得）君、
佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、笹原
君、鈴木（弥）君、佐藤（友）君、谷口君、
手塚君、中野（活）君、富樫君、上野君、
鷲田君、薮田君．高橋（辰）君、三井（健）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1・6月定例理事会報告

（1）クラブ創立15周年記念日行事

来る6月9日はクラブ創立15周年記

念日に当りますので11日（火）例会に

於て次の行事を行います。
材）特別代表安在徹氏に感謝電報打電

伺　チャーターメンバー在籍6名に対

し、感謝状と記念品贈呈

再　チャーターメンバーの創立当時の

回想スピーチ

（2）会員及び家族リクレーション（荒沢

ダム新緑歓賞）日次検討

来る23日（日）実施予定のリグレー
ションは当日地区協議会出席者が10名

おりますので日次変更の希望もあり、
、・その件について例会で総意を求め決定

することにした。
2・ガバナー月信第12信の重要事剰こつい

て要約報告します。

（1）職業奉仕週間報告についてガバーの

所感

職業奉仕の在り方についてガバナー
の示唆に富んだ所感と特に報告の中で

興味ある福島RCの纏められた「ロー
タリアンの同業組合に関する調査」も

掲載されておりますので是非お読み下
さいこ

（2）石黒慶之助君次年度庄内分区代理に

任命
既に活発な活動に入っておられます

が正式に任命されましたので報告しま

す。誠にご苦労ですが格段のご健斗を

お祈り致します。

（3）地区協議会について

来る6月22日（土）23日（日）開催され

る地区協議会のリーダー、副リーダー
が決定し発表されております。石黒慶

之助君は広報の副リーダーを努められ
ます。又当日出席される各部門別の出

席義務者の委員長は既に会長より受け

取っておられる「委員会資料」を忘れ
ずに、又会長、幹事はその他「手続要

覧」「会長必携」「幹事要覧」を持参
する様注意されております。

（4）地区インターアクト年次大会

期日　7月25日（木）～27日（土）
2泊3日

場所　岩瀬農業高等学校（須賀川市）
（5）南米テリーConstitucion RCより

挨拶
上記のRC会長よりガバナーを通じ

ナショてルデーの祝賀行事として今年、J

は4月29日の貴国天皇誕生日を祝賀申

し上げるとの挨拶があり、こちらから

お便りや絵葉書を送ってもらいたいと
のことで、返礼の手紙に添え鶴岡の観

光パンフレナトを送る準備をしており

ます。

（6）ロータリー財団寄附額地区第2位

第1位の相馬RCは2，600％に飛躍
し、当RCは依然1，400％で第2位に

おります。年度内にもう100％は上げ

たいものです。会員各位の特段のご協

力をお煩いします。財団委員会で具体

的に推進願います。
3．小国RCチャーターナイト

去る6月2日（日）、小国RCのチャー

ターナイト（国際口一夕リー加盟認証状

伝達式）が挙行されました。心からお祝　ヽ－ノ
い申し上げます。当RCより山本正君、

進藤誠一君、新穂光一郎君、佐藤衛君、

菅原啓君の5名がお祝いに列席されまし
た。ご苦労様でした。

4．ローターアクト新会員推薦について

かねてお願いしておりますが、ロータ
ーアクトの会員の拡大が進まず苦慮して

おります。ガバナーも大変心配しておら

れますので、パンフレット「ローターア

クトとは？」を参考にご理解し、各職場

からの新会員推薦に一層のご協力をお願

い致します。



0幹事報告　　　　　　　小松幹事

1．例会変更　温海RC

と　き　6月10日16時より

ところ　滝の屋旅館（湯温海）
2，事務所移転　福島北RC

ところ　福島市栄町1－1（福島駅2階）

福島ステーノヨソビル株式会社内
3．認証状伝達式　長崎北東RC

と　き　6月28日13時より

ところ　長崎市民会館
4．第353地区年次大会参加者の申込締切

りほ6月10日ですから希望者はその期

日迄申込んで下さい。
5・会報到着

石巻RC、東根Rrつ、東京RC

O小国チャーターナイトの報告

新穂光一郎君
、　メンバーは先刻会長より報告ありました

5名で小国のチャーターナイトに出席しま

した。その時小国のバーナーを頂戴して参

り・ました。

小国は払初めてですが思っていたよりも

近く鶴岡から丁度2時間半位で着きまし
た。予定より早く着きましたので町の中を

見て廻りましたが非常に小さくて綺麗な町
でした。人口は14，000人位だそうで一口に

言えば緑と山と川にかこまれたユートピア

という自己宣伝がありました。それからブ

ナとシャクナゲとカモシカが町のシンボル

であるとも言っておりました。又町長さん

の話でしたが「私達はデッカイ自然と美し

い人情を大切に地域社会に拡めてゆく」と
いうことでした。

私達が見た印象としてほ災害の町という

感じでした。雪害があり、水害がありとい
うことで、季節はいいんですが矢張り陸の

孤島という感じはいなめませんでした。
12時から式が初まりましてガバナー、特

別代表、町長等のスピーチがありました。

中でも我がガバナーは歴代のIR会長のタ
ーゲットを出されまして「ロータリーとい

うものは愛が基調になってどういう風な考

え方でも幾分柔軟性のある考え方である」
ということを横文字を使って説明されてい

るのが印象的で皆さん感銘されている様で

した。

次に祝賀会の前にバスで40分間位周囲の

観光をしましたが、そこには矢張り災害の

爪跡が見られました。国道113号線ですけ
れども未舗装の処があったり、橋桁の折れ
た処があったり、殉難の碑等もありまして

矢張り災害の町だなあと思いました。

観光を終り3時頃からパーテ←でしたが

我々が大いに期待しておりました通り山菜

料理が沢山ありました。山菜はウド、ワラ
ビ、コゴメとハヤの空揚げなどでした。又

昨日、日本海カントリーで記念ゴルフ大会

がありまして参加しました。参加者は24、

5名位と思います。

兎に角小国は山あいに囲まれた締麗な町
であるという印象を軽く感じて釆ました。

○会員スピーチ

現在の株価について

菅　　　健　君

株価は経済の先見指標と言われているの
で御参考になれば幸です。

石油ショック以来下降していた株価は昨

年12月18日にダウ平均3，的8円をつけ上昇

に入り、5月31日ダウ平均4，772円をつけ、

814円の上巾となった。

これを買った資金は

①　土地投機資金
②　商品相場の資金
（訃　投信

④　個人資金
この不況の金づまりになぜ株価が上昇す

るか、株は国の経済の流れが大きく変った

とき先見性を発揮して大変化を見るS41年
2月の国債発行を行ったときに上昇に転じ

高度成長の先見をした。
今回は、石油危機以来資源不足となり今

までの物あまり経済から物不足経済へと変

化し、新しい価格体系が出来ることを見て

物あまり時代に日の目を見ない産業が日の

目を見る時代に入った。

金から物への転化、設備投資の出来ない

産業が良くなる化学、鉄・鋼等（素材産業
基礎産業）製品へ価格転化出来る産業が良
い。．

①　売り値上る－→企業利潤大きい。
②　設備投資の鈍化→償却負担減少、

金利負担軽減



叉一つは

資産の再評価問題が底に流れている例
評価益　　償却資産　土地

東京電力18，900億円　8，316億110，584億円

新　日　鉄13，258　　5，093　　5，165

日　一通　7，039　　　761　6，278

日　　立　6，259　1，367　　4，892

0親睦活動委員会　　　　　中江　亮君

酒田RCより「庄内地区RC親善ゴルフ
コンペ案内」が来ており、下記要領で実施

しますのでご希望の方は早目に事務局迄申

し込んで下さい。

記

日　時　6月12日（水）pM2：00スタート

場　所　官の浦カソトリークラブ

18Hストローークプレイ

；γ＝￥1，000（芸昌蒜フィーは）
ノ、こ／デ　ロータリーハンデでやること

賞　品　たくさんございます

○スマイルボックス

中江　亮君　ご長男が結婚式を挙げられ
ました。

誠におめでとうございます

○ロータリー情報示説板

大川喜一君

張　　紹淵君
山本隆男君

社会奉仕
124、社会奉仕とは如何なることですか？

社会奉仕とは、ロータリアンが個人と

して或は他人と共になす行為で、例えば

その都市に住んでいる他の人々に対する
思い遣りと、手助けとを体現するといっ

たような行為を言うのです。

例えば、その都市とその市民とに積極

的な個人的関心を持つといったような→

彼等の求めているものや、彼等の問題並
びにその解決策を研究したり、青少年に

積極的な関心を持ったり、自分の住む都
市と周辺の農村地方との間の善意を増進
させたりすること。

129、社会奉仕に対してロータリーはどうい

う方針をとっていますか？

1923年セント・ルイスの大会に於て決

議23－34として知られる「社会奉仕活動
に関するロトタリーの方針」が採択され

ました。その後の国際大会で何度か改正
されましたが、その大綱は次のようなこ

とであります。

その地域社会に何かなすべき仕事があ
って然もこれをなすべき他の団体がない

場合には、クラブがこれを取りあげ、

「社会事業」として育成するのが宜し
い」しかし既に、この仕事をする適当な

団体がある場合にはクラブはその団休と

協力してその努力を増強し、徒らに重複
した努力をしないようにすべきでありま

す。クラブは、もし最後までやり通す意

志と用意を持たぬ場合は、如何なる活動
をも支援しないことを要請されていま

す。
135、インターアクトとは何ですか？

インターアクトは、全世界に亘ってロ
ータリーが後援している奉仕と世界理解

に献身する青年達の組織体であります。

大学進学直前の4学年（ただし日本では

高等学校）に在学中の学生に入会資格が
認められています占

136、ローターアクトとは何ですか？

ローターアクトクラブは品性正しく、

将来の指導者たる素質を有する‘青年達

（年令18～28才）に、あらゆる職業にお

ける道徳的水準向上を鼓吹し、地域社会
に対する奉仕を通じて、指導力と責任あ

る市民性を育成し、且つ国際理解と平和

を促進する目的で組織されるものであり
ます。



第757回例会1974・6・11し火）小雨が0・48

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebrll〈t盲on
r今　こ　そ行動　の　と　き」

天神祭の化物

○出席報告
木目の出席

会　　員　　数　　　　67名
出　　席　　数　　　　46名
出　　席　　率　　68・66％

前回の出席
前回出席率　　65・67％
修正出席数　　　　58名
確定出席率　　86・57％

欠　席　者

阿宗君、山本（隆）君、板垣君、谷口君、五十
嵐（伊）君、高橋（良）君、上野君、海東君、田
中君、黒谷君、鷲田君、小池君、嶺岸君、三
浦君、薮田君、三井（健）君、斎藤（信）君、佐
藤（伊）君、佐藤（忠）君、笹原君、佐藤（友屠

メークアップ

山本（正）君一小国RC
笹原君一仙台RC
風間君、山本（隆）君、五十嵐（三）君、五十
嵐（伊）君．進藤君、高橋（良）君、海東君、嶺
岸君、小野寺君、佐藤（友）君、中野（活）君、
富樫君一鶴岡西RC

Oビジター

平田誠二要一高山RC
樋野一君一新庄RC
大川俊一君、菅原隼雄君、阿部光男君

一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソンク「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長
1・6月9日は当クラブ創立15周年記念日

去る6月9日は15年前、即ち昭和34年

（1959年）に創立総会によって当鶴岡ロ
ータリークラブが創立した記念日でござ

し、ます。

創立に当りご指導ご援助いただいた当
時の伊部政次郎ガバナー、安斎徹特別代
表並びにスポンサークラブ山形RCに対
し心から感謝を申し上げると共に特に安
斎特別代表には創立準備から創立後の毎
例会日には山形から態々その都度おいで
になり親身も及ばぬご懇篤なるご指導を
賜り、当クラブ不動の基礎を築いて下さ
いました。これが21名の会員から67名の

会員に発展し、15年の永い間常に地区内
優秀クラブとして現在に至ったものと思
います。薮に皆様の総意によって安斎特

別代表に感謝電報を贈り、その意を表し
たいと思います。
又歴代のガバナーのご指導と、クラブ

理事、役員、委員のご努力に対し感謝申
し上げたいと存じます。

2・台湾港区RCよりバナー

会員中江君が上京中、与湾港区RC会
員でご親戚の黄財喜（コウザイギョウ）
さんよりバナーを贈られ、今後の友安の
申し出がありました。

○当クラブ創立15周年記念行事
1・チャーターメンバー6氏に対し、感謝

会
報
は
ご
家
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み
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ま
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状並びに記念品を贈呈す。
津田晋介君
斎藤栄作君
阿部公一君

2．記念スピーチ

ィ、15年を顧みて
ロ、南米の旅

○幹事報告
1・例会変更

小花盛雄君
安藤足助君
海東与蔵君

小花盛雄君
斎藤栄作君

小松幹事

月26日18時より

馬　屋

月21日を6月20日に変更
16時30分より

ところ　ローズボール

と　き　6月28日15時30分より

ところ　よねや旅館
2・第354地区年次大会

と　き10月9日、10日

ところ　青森市民会館
登録料　6，000円

3・事務局及び例会場移転
ィ、三春RC
事務局　福島県田村郡三春町字大町29

三春町商工会館内
例会場　　　同　　上

ロ、小名浜RC

事務局　いわき市小名浜字本町27
七十七銀行小名浜支店内
TEL0246－53－2221〒970

例会場　　　同　　上
移転日　5月1日
例会日時　毎週金曜日

12時10分～13時10分

4・7月1日より上半期の適用相場等につ

き次の様に変更されます。
囚　人頭分担金　　　1人　￥1，108
㈱　ロータリアン誌購読料

1人　￥　416

炬）ロータリー財団寄附に1ドル
￥　277

5・会報到着　　村上RC
6・6月19日（水）16時30分より行われる

本年最終アッセンプリーについて近々案
内状が届けられる横手配してありますが
役員、理事、各特定委員長は括動報告を
纏めて必ずご出席下さん様お願いしま
す。特に特定委員長欠席の場合は必ず代
理者を出席させて下さい。

7・先般見舞金を差上げました最上部大蔵
村々長より鄭重な礼状が到着しておりま
す。

8・新会員の推薦に関する氏名発表

次の5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。

も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、書面でその反対
の理由を具して理事会（幹事宛）10日以
内にご送付下さい。

記
芳賀文雄氏　庄内交通㈱社長　バス事業
広井　実氏　㈱今問製作所

専務取締役　農機具製造
吹野　武氏　㈱丸越洋服店

代表取締役　男子服仕立業
小池与一郎氏　㈲至誠容薬局

代表額締役　医薬品小売
佐藤正郎氏　㈲佐藤正栄堂

代表項締役　貴金属小売

○ロータリー情報示説板

大川喜一君、張紹淵君、山本隆男君

社会奉仕
125、クラブにおける社会奉仕活動の担当者

は誰ですか？
クラブ会長は理事の一人を社会奉仕委員
会の委員長に任命するのであります。

126、ロータリークラブは社会奉仕委員会の

下に如何なる小委員会を置くよう勧告
されていますか？

川地域安全　　再奨学金、表彰、学費貸与
（ロ）身体障害児童　　（H招待学生
再インターアクト　　匪）青少年
（⇒ローターアクト

㈹都市農村関係
127、都市、農村関係とは如何なることです

か？

都市、農村関係の仕事というのは都市と
農村の住民が相互に依存しているという
事実の認識の上に立って双方の問に友好
関係と親睦を促進しようとする仕事であ
ります。ですからこの仕事は社会奉仕の
影響範囲が拡大されて、隣接する農村地
帯を含むようになっただけのことであり
ます。

128、ロータリーは他の団体によって立派に

処理されている社会奉仕活動にクラブ
が介入することに対して如何なる態度
をとっていますか？

ロータリークラブは寧ろ現存する機関と

協力すべきであります。ロータリークラ
ブは新しく重複した機関を作るよりも寧
ろ現存する健闘を支持するよう勧告され
ております。クラブは地域社会が必要と
するものを確めるため、パンフレット
15－J、あなたの地域を知れを用いてそ
の地域社会を調整すべきであります。



第758回例会1974・6・18し火）雨後曇が0・49

火曜　日12時
鶴岡市本町二丁
鶴岡市馬場町
藤足助、幹

QTimebrll〈哺on
「今　こ　そ行動の　と　き」

皇・一一＼、

天神祭の化物

○出席報告

本日の出席

会　　員　数　　　67名
出　　席　　数　　　53名
出　　席　　率　　79・10％

前回の出席
前回出席率　　68・66％
修正出席数　　　59名
確定出席率　　88・06％

欠　席　者

阿宗君、早坂（徳）君、山本（隆）君、進藤君
田中君、黒谷君、小花君、三浦君、三井
（健）君、菅君、斎藤（信）君、佐藤（伊う君、佐
藤（昇）君、佐藤（友）君

メークアップ

崇谷君一酒田東RC
佐藤（忠）君一酒田RC
笹原君一仙台RC　薮田君一新潟RC
山本（隆）君、板垣君、五十嵐（伊）君、高橋
（良）君、海東君、小池君、嶺岸君、三井
（健）君、佐藤（友）君

○ビジター

本間留芳君一温海RC
小林忠康君、足達一見君、阿部正男君、
半田勇三郎君、佐藤勤一君、五十嵐喜美
雄君一鶴岡西RC

○点　鐘　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　安藤会長

例会も正式の例会は今日が最後になりま
して此の次は形式的な例会に引続いて慰労
会となるわけでございます。今日は特別ご
報告申し上げる事項はありませんが二三申
し上げます。
1．明19日は本年度最後のクラブアヅセソ

ブリーを開きまして、各委員会の活動報
告の案を持ち寄って頂きまして調整した
いと思います。

2．来る6月23日（日）は荒沢に於て本年

度患後の会員、家族のリクレーシ／ヨソを
行うことになっておりますが、まだご返
事のない方がある様でございます。ノミス
やら荒沢の手配やら色々都合もあります
ので早速ご返事を頂戴したいと思いま
す。

3．一寸この処出席率が下りかけて心配し
ておりましたが今日は特別席を作る位の
にきにぎしいご出席で本当にうれしく存
じます。尚この次は最後でありますので
おそらく90％以上と思われますし、本年
度はどうやら90％以上の出席率を確保出
来ることと思われます。どうぞよろしく
お願いします。

◎
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○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
1・例会変更
ィ、鶴岡西RC（クラブ協議会の為）
と　き　6月28日18時より

ところ　加茂　石　野　屋
ロ、山形北RC（クラブ協議会の為）

と　き　6月27日18時より

ところ　亀　松　閣
ハ、山形RC

と　き　6月19日18時より

ところ　囁　　月
こ、米沢RC

と　き　6月29日11時より

ところ　天元台ホテル
2・会報到着　　石巻RC、遊佐RC
3・阿部要君が近々海外研究旅行に出発さ
れることになりました。同君は正式に休
暇願いの手続きをとられ、理事会でも夫
々の手続きを終了しました。次に阿部君
の旅行スケジュールについてお話をお願
いします。

○海外旅行について　　　　阿部　塞君

今月の23日より7月5日迄グアム島とパ
ラオ島で「南太平洋サンゴ礁生物に関する
シンポジューム」が行われます。

実は私前に1年半程パラオ島に行ったこ
とがありますので、この機会にもう一度行
って見ようと決心したわけで例会も2～3

週間位休ませて頂くことになると思いま
す。

グアム島は初めてですがパラオ島に行き
ましたのは今から40年程前で、勿論戦争前
ですから非常に平和な美しい島でした。そ
の後戦争になりまして、そこに日本軍が居
りましたのでかなりの爆撃を受け、私達が
居る時に建てたパラオ熱帯植物研究所もす
っかり跡形なく門柱だけが傾いて残ってい
るということです。

学会は英語が主なので聞いても半分位分
れば良い方であまりあてにしておりませ
ん。パラオ島の島々を眺めること、それか
ら昔子供だったのが今どんなに大きくなっ
ておるか、そういう人達に会うことも楽し

みにしております。
ご承知の様に向こうは一年中真夏でお正

月に蚊帳の中で年賀状を書いた事を思い出
します。今は当時の若い時とは違いますの
で、あまり無理をしないでゆっくり景色で
も眺めて来たいと思っています。

○プログラム委鼻金　　　　　海東与蔵君

本日スピーチを予定しておりました方が
ご都合悪くなりましてスピーチの時間があ

いた様ですが先程会長からお話ありました
様に普通例会としての本年度の例会は最後
でございます。従いまして各委員会等にお
きまして何かご発表或は申し伝える事があ
りましたら発表して頂きます。残りの時間
は今年度の委員会としての話し合いがあり
ましたら各委員会毎の話し合いを、或は新
しい年度の委員会として他の委員会にご連
絡申し上げ事項がありましたらそのご連絡
をやって頂く様な時間にしたいと思いま
す。

○蓋躍睦活動委員会　　　　　中江　亮君

1．荒沢リクレーシ′ヨこ／の件

23日実施のリクレーションの申込みが

少い様ですがなるべく多数ご参加下さ
い。尚目下天候不順でありますので当日

決行するか否かは6時の天気の情況に依
り決定します。中止の場合はご連絡申し
上げます。何等連絡がない場合は決行と
思って下さい。

2．家庭用スマイルボックスの件

会員皆様のご協力誠に有難うございま
した。本日集りました分は43名分です。
木目お持ちにならない方は後日事務局迄
お届け下さる様お願い申し上げます。

○ロータリー情報示説破

大川喜一君・張紹淵君・山本隆男君
社会奉仕
131、クラブが社会奉仕活動を選ぶ場合第

一の目的は何であるべきですか？

奉仕の機会であります。
決議23－－34は総てのクラブが毎年何か
一つ団体的な奉仕事業を企てることを

勧めております。
宣伝が目的ではありませんが斯様な奉
仕事業は望ましいロータリー広報の機
会を作ります。

134、青少年への奉仕とはどんなことです
か？

青少年への奉仕とは、都市農村の少年
少女及び青年達の肉体的、精神的並び
に道徳的福利を増進するために、ロー
タリアンが個人として、或はクラブに

協力して行なう種々の事柄をいうので
す。
ロータリアンはレクリェーション、プ

ログラム、不良化防止、職業指導並び
に訓練のプログラム、学資援助等を通
じて彼等を良き市民に育て上げるのに
手を貸そうと意図するものであり　ま
す。　Y
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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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂
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「今　こ　そ行動　の　と　き」

』去

天神祭の化物

○出席報告
本日の出席
会　　員　　数　　　　67名
出　　席　　数　　　　50名
出　　席　　率　　74．63％

前回の出席
前回出席率　　79．10％
修正出席数　　　　59名
皆定出席率　　88．06％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、板垣君、石井君、
田中君、金井君、黒谷君、嶺岸君、三浦君、
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、
佐藤（忠）君、中野（活）君、富樫君、鷲田君
薮田君

メークアップ

山本（隆）君、進藤君、小花君、三井（健）君
菅君、佐藤（友）君一鶴岡西RC

Oビジター

原田行雄君、大川俊一君一鶴岡西RC

O点　　鐘（18：00）　　　　安藤会長

○ロータリーソンク

「それでこそロータリー」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長
1・「鶴岡を美しくする懇談会」開催につ

いて

社会奉仕委員会の本年度最後の活動と
して来る27日（木）午後6時30分より産

業会館4階第2会議室に於て「鶴岡を美
しくする懇談会」を開催し、この活動を
しておられる諸団体の方々と懇談いたし
相互の連繋を計ると共に今後の夫々の活
動に新たな方途を得るに役立てようとし
ております。多数ご参加下さい。

主要テーマは

ィ、鶴岡公園（中央及び小公園）の美化
ロ、内川の美化
ハ、高館山周辺、場田川温泉梅林、植

物園、金峰山等の美化
こ、公徳心の高揚、その他

2・市制50周年記念市民植樹祭

来る6月30日（日）午前10時より鶴岡
公園に於て市制50周年記念植樹祭が行わ
れます。つつじ500本を植樹し、参加者
にはしおり、ワッペン、草花の種を贈呈
されます。参加者は移植ベラを持参され
たいとのことです。

3・ロータリー財団寄附1，500％に挑戦

来年度は会員及びご家族の特志により
ポールハリスへ。一一、同準へロー、メモリ

アルコントリピューターを出し、又会員

の協力による財団スマイルも例年になく

充実し、現在1．500％に不足‖9．28ドルと
なっておりますので財団ボックスよりこ

れを送金し、1・500％達成に挑戦します。
4・荒沢ダム新線観賞リクレーション和や

かに終る。

去る23日、前日迄の梅雨もからりと暗

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



れて満水の荒沢ダムの湖水に映える新緑
を観賞し、張君の好意により船による湖
上遊覧などを行い、又鯉料理、山菜料理
に舌鼓を打ち乍ら和やかな会員家族の親
睦風景が展開されました。特に今回は旧
会員家族も招待し、手塚林蔵君は孫、曽
孫ご一族で参加され一層親睦を深めまし
た。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
1・例会変更
ィ、酒田東RC（年度初め懇親会の為）
と　き　7月4日18時より

ところ　湯田川温泉　御殿旅館
ロ、天童RC

と　き　6月29日17時30分より

ところ　舞　鶴　荘
2．電話番号変更

温海RC O2354（3）2411に変更す
3．会報到着　酒田東RC
4・第360地区（飯田）大会の案内

と　き10月12日～10月13日

ところ　飯田文化会館
登録料　会員家族6，000円

5・例会場及び事務局移転の知らせ

（7月1日より移転）

鶴見北RC
ィ、例会場
横浜市鶴見区鶴見町250福田ビル内
レストラン　ガラスの城

ロ、事務局

横浜市鶴見区下末吉5－10－6
横山三ツ池マンション内
丁三三L O45－573－6631

ハ、日　時

毎週木曜日12：30～13：30

0新会員の紹介

佐藤正郎君
推薦のことば　　　　　　高橋正太郎君

新年度から新入会員となります本町二
丁軋2番10号　有限会社佐藤正栄堂代
表取締役　佐藤正郎君でございます。

大正11年10月6日生れで52才です。お

生れは鶴岡市大字勝福寺でございます。
簡単に職歴を申し上げますと昭和22年佐
藤時計店を開店され、昭和31年9月に支
店正栄堂を開店されました。そして昭和
43年9月商号を佐藤正栄堂に改め、昭和
46年9月酒田市中町に佐藤正栄堂酒田店
を開店されました。昭和49年4月東京都
新宿住友ビルに姉妹店株式会社クイー
ンギャラリーを開店取締役に就任してお

ります。
ご家族は奥様の喜代恵様と子供3人を

合せ5人家族となっております。ご趣味
は盆栽と錦鯉、日本庭園鑑賞だそうでご
ざいます。
尚、職業分類は貴金属小売となってお

ります。以上でございますのでよろしく
お願いいたします。

佐藤新会員のご挨拶
この度光栄あるニークリークラブに入

会させて頂きましたことは誠に光栄の至
りでございます。何分若輩者でございま
すがよろしくお願い申し上げます。

○スマイルボックス

佐藤友吉君　来る6月29日山形県技術協
会に於て山建賞を受賞する
ことに決定しました。

（道路工事）
誠におめでとうございます

○ロータリー情報示説板
大川喜一君張紹淵君山本隆男君

一般質問

57、政治についてロータリーは如何なる

態度をとっていますか？
地域社会の一般福祉は各クラブの会員

にとって関心事であります。そしてこの
ような福祉にかかわる公共問題の功罪は
、会員各自がそれぞれの意見をまとめる
上の啓蒙手段として、クラブ会合におい
て公正且つ理知的に研究、討議すること
ができます。しかしながら、クラブは如

何なる係争中の公共問題についても意見
を表明してはなりません。クラブは又公
職の候補者を支持したり、推薦したりし
てはなりません。更にクラブ会合に於て
そのような供力者の長所叉は短所を討議
してもいけない。

○編集後記　　　会報委員長　佐藤順治
水日は本年度最終の例会日でありまして

18時より18時30分迄例会を行い、18時30分

より引続き本年度最終の慰労会と来るべき
新年度の激励の意味をかねて懇親会を行い
ました。

過去1年間を顎みますと年度当初の理想
像とはうらほらに誠に拙ない編集に終始し
ましたことを大い亘こ反省しますと同時に深
くお詫びを申し上げます。
新年度の会報委員長はベテランの三浦悌

三君でありますので必ずや皆様のご期待に
応へ得る立派な編集をして頂けることと思
います。

最後に新年度編集担当者諸君のご健斗を
お祈り申し上げ、私共の任務を終らせて頂
きます。
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