
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
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○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
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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
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