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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
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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


