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⑪出席軸告

永日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　55名

出　　席　　率　　80．88％

前回の出席

前回出席率　　74．63％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　88．06％

欠ゝ＼庸　者

阿宗君、早坂（源）君、飯白君、今野君、佐藤
（衛）君、三井（徹）、斎藤（信）君、佐藤（伊）
君、佐藤（昇）君、笹原君、高橋（正）君、菅原
君、板垣君

メークアップ

阿部（公）君、佐藤（忠）君一福島R．C

薮田君一新発田R．C
板垣君、金井君、崇谷君、嶺岸君、中野
（清）君、富樫君一鶴岡西R・C

⑳ビジター

半田茂弥君、工藤武樹君一鶴岡西R．C

⑳プログラム

0点　　鐘　　鈴木会長12：30

。国歌斉唱

0ロータリー・ソング（奉仕の理想）

。お誕生おめでとう

0年間皆出席者表彰

。6月100％出席著名

0前年度地区役員記念品贈呈

霊霊宝芸霊芝霊芸仁ストバッチ贈呈

0会長報告

0新幹事挨拶

0幹事報告

0例会を総会に切換え

会費値上げ承認（細則変更承認）
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参会鼻誕生

黒谷正夫君、嶺岸光害君、中江亮君、

佐藤順治君、森田清治君

命奥様誕生

進藤瑞枝様、中野ふみ子様（清吾）、

薮田淳子様、田中咲子様、富樫貞様、

佐々木節子様、佐藤清子様（忠）、

斎藤信子様、小池英様、飯自安江様、

張生妹様

㊨年間皆出席庸

14年間皆出席

10年間皆出席

9年間皆出席

9年間皆出席

6年間皆出席

4年間皆出席

3年間皆出席

2年間皆出席

㊥6月150％出席

高橋（正）君

海東与蔵君

五十嵐三郎君

三井賢二君

鈴木弥一郎君

小池繁治君

高橋正太郎君

小松広穂君

森田清治君

1名

㊨6月125％出席　12名

風間君、安藤君、石黒君、佐藤（衛）君、

小池君、三井（賢）君、小野寺君、鈴木

（善）君、新穂君、佐藤（友）君、高橋（辰）

君、菅原君

命6月100％出席　　39名

阿部（公）君、阿部（塞）君、張君、森田君

早坂（源）君、佐藤（順）君、山本（隆）君、

板垣君、市川君、山本（正）君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、今野君

高橋（艮）君、海鹿君、金井君、上林君、

小花君、中野し重）君、吉野君、嶺岸君、

三井（徹）君、三井（健）君、男網君、菅君

大川君、中江君、斎藤（栄）君、斎藤（得）

君、佐藤（忠）君、笹原君、鈴木（弥）君、

小松君、手塚、津田君、中野（活）君、富

樫君、薮田君

命新会長就任の挨拶　　　　鈴木善作君

前年度1ヶ年は副会長として安藤会長の側

に座ったのみで、会長代理として3、4回例

会時に務めた位いで、勉強不足に過して参り

ましたが、今度は責任重大、心配で夜も良く

寝れない現状であります。幸い女房役に佐藤

忠副会長と、体重70Kもある高橋辰美幹事を

もらいましたので、共に助けてもらいます様

御願いして居ります。

さて、新国際ロータリー会長ビル・ロビン’

ズ氏は「ロータリーの精神を振るい起こせ」

のメッセージを示された様にロータリーの力

は、ロータリーアン一人一人が他人のために

尽くすという、奉仕の理想に自らを献げるこ

とから生まれて来るのである。と申されて居

ります。それで私等もロビンズ会長の精神を

よく考えて、よきロータリアンとなり、先ず

本年度は内容の充実、親睦、融和を図り、社

会奉仕活動に、又イソクーアクト及びロータ

ーアクトの拡大強化を推進する考えでありま

す。

是れから1ケ年間就任致しますけれども、

もとより皆様の御協力なくては出来ませんの

で、偏に皆々様の特段の御協力御指導を賜り

ます様御懇願致しまして簡単でありますが就

任の御挨拶と致します。何卒宜敷く御顧い致

します。

⑳会長報告

1．前年度大変御苦労なさいました会長、幹

事さんに記念のバッジを進呈致します。

前会長　安藤足助君

前幹事　小松広穂君

ヽ＿．ノ



2・前年度クラブの名誉会員でありした鶴岡

市長白井重暦氏を今年も引続き名誉会員と

して推薦することを、本日理事会を開き、

決定しました。

3・例会を進行する上に会長、副会長不在、

幹事、副幹事／卜在の場合の時は順序を次の

様に決めましたので報告致します。

ィ、会長不在の場合は副会長、副会長不在

の場合は理事の年令順に年長名から順次

ということに決めました。

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。

4・新年度会費を年額7万円、上期4万円、

下期3万円とし総会に計る件

以上の件で後程ど当例会を総会に切り換

えさせて頂きます。

0賛成多数で決定しました。

㊧前年度会長離任の挨拶

直前会長　安藤定助君

昨年度会長の重任を拝命し、不徳非才も顧

りみず、その職責に基づいて憶面もなくRI

会長のターゲット「今こそ行動のとき」を休

し、早坂ガバナーのご指導のもと、積極果敢

に行動し、皆様には大変ご苫労をおかけしま

したが．ガバナーの選出、地区大会の開催を

契機に又RI会長の時宜適切なターゲットに

より、会員皆様がよく行動され、ご協力、ご

支援下され大過なく成果を残して離任出来ま

すことは偏えに会員皆様のお蔭と心から深く

深く感謝申し上げますと共にいささか強引、

独善不朕、才量、努力の不足等々のありまし

たことは深く反省するところで何卒ロータリ

ーの友情に免じて御容許願いたくお詑び申し

上げます。任を解かれ唯々この反省に口々厳

粛な気拝に追われております。

願りみまするに、この一年皆様の活発なご

活動により得た重要な成果は、何より会員全

員がよく行動する生気あるクラブになったこ

と、そして会員相互特に新旧会員並びに家族

の萩陸友和が極めて深まり、例会も一段と和

ややかになったこと、又創立14年の経過によ

りいささかマンネリ化の傾向にあったクラブ

活動が年度開始準備より終始見直され、改善

され漸新にして充実した活動となったことで

酎こ一大試給とも云うべき地区大会が金井大

会委員長、石黒大会幹事、高橋大会副幹事を

中心とするスタッフを始めとし会員、家族、

関係者一同打って一九となっての活動により

あの大成果を得たことであると思います。

その他出席率は月平均90％以上を維持する

までに飛躍向上し、例会場のムードを一新し

会掛は親しまれる会報として、しかも次回例

会に配布を励行され、親睦委員の献身的努力

により葉隠会の在り方を抜本的に改善され、

スマイル活動も前年比20％の増となり、又細

心の配慮によるプログラム、徹底したロー一夕

リー情報活動により大いにロータリーの理解

を深め、広報、社会奉仕、国際奉仕の活動と

地区大会により地域社会の理解を深め、且つ

亦クラブの職業奉仕、社会奉仕に夫々新途を

拓き、国際奉仕は活発に海外R・Cに友愛の橋

を架け、ロータリー財団寄附は1．000％より

1・500％クラブに飛躍する等、その成果は枚

挙に畷なく、会計に於ても地区協議会、地区

大会の大行事を抱え狂乱物価の中、大活動の

上にも森田会計、小松幹事、山下事務局員の

ご努力により100，OD0円クラブ基金を増額し

猶610，000円以上の次年度繰越金を残して決

算することが出来ました。

このように申し上げるのは何も会長の功績

を誇示するのではなく、昨年一年の皆様の非

常なご活動の成果を評価し今後の活動の自信

と励みにしたいからであります。

最後に特段のお力添えを下さった小松幹事

森田会計、止「F事務局員始め理事並びに会員

皆様に対し重ねて深甚の感謝の意を表し今後



一層のご指導ご批睦をお願いして離任の挨拶

といたします。本当に有難うございました。

㊨前幹事離任の挨拶　　　　　小松幹事君

昨年の初例会はたしか明三日でありまし

た。その初例会の席上で御挨拶した時は、大

げさに言えば、冷汗三斗顔面そう白になって

居った様に思います。それに引換え本日はま

ことに気楽に御浜拶申し上げさせて頂きま

す。

ロータリーというものに対して満2才とい

うホントに純真無垢、清らかな処女でありま

した私が、安藤さんに無理矢理に説き落され

床入りの式迄手取り足取りの手ホドキを受け

任期切れの今日やっと御飯の炊き方位がわか

った様な気が致します。

この一年間幹事の重責を大きなミスもなく

且つ私自身ロータリーというものにつき勉強

させて頂きました事は、卓越せる正画性と実

行力に富んだ安藤会長の御指導と皆様方ロー

タリアンの好意と友情、更はまた山下事務局

員のかくれた御支援の賜と心から感謝申し上

げます。

又、幹事引受けに際して「小松さん、安藤

さんの下で幹事をやる事、地区大会の様な大

行事のある事に幹事をやる事は非常に良いチ

ャンスだから是非引受けなさい」と助言され

た先輩ロータリーアンには、この席上をお借

りして改めて感謝の意を表します。

年次大会も苦しかったが感激した場面、会

員家族親睦会。遊佐のⅠ・C．G．F等、諸種のロ

ータリー行事を回顧して感慨無量です。ホン

トに有難う存じました。

今年は更に私の様な大型（身体）幹事より

更に一廻りスケールの大きいジャンボ高橋幹

事が新年度の布7‾】を着々と打って居ります。

鈴木会書のもっとスバラシイ一年でありま

す様に御祈りし、私に賜りましたより以上の

好意と友情を賜ります様御願い申し上げま

す。ホン日に有難うございました。

㊥新幹事就任の拶拶　　　　　高橋辰美君

愈々本日より幹事としての大役を受け持つ

事になりましたので、一言御挨拶させて頂き

ます。

もうすてに御承知の通り、本年度のRlタ

ーゲットは「ローータリーの精神を振るい起

せ」でありますが、私なりにこの事を考えて

見ますと、1人1人のロータリアンが、ロー

タリー精神の原点に立返える事ではないかと

思います。過去の流れの延長でなく、常に世

界情勢の変化は勿論、国内の政治、文化経済

が大きく変革している中で、国民各層の考へ

や、生活、習慣も大きく変化して居ります。

私等は其れに対応して、価値あるロータリア

ン、一般社会より支持され、愛され、求めら

れるロータリアンへ、積極的に取り組んで行

かなければ、社会の進展、変革から大きく外

れ、過去の遺物的存在ともなりかねないと思

います。私等の本年度の活動の重点が対外に

目を向けられた事は、将に会長の時期を得た

最良の策と思います。

昨年は大型幹事だと小松君が云われ、本年

は、ジャンボ幹事とヒヤかされて居りますが

「大男総身に智恵が廻りかね．′」で御存知の

通りの非才な者でありますが、幹事として、

皆様のより進歩的で、より積極的なロータリ

ーアンとしての活動に、最大の御協力を御約

束申し上げると共に絶大なる御協力を賜りま

す様御願い申し上げて御挨拶に替えます。

㊨鶴岡を美くしくする懇談会

社会奉仕委員会

社会奉仕委員会は、6月27日午後6時半よ

り産業会館四階にて「鶴岡を美しくする懇談

会」を行った。折柄、在鶴中の三井安弥氏を



ゲストに招いて、市役所、潟田川、金峯各観

光協会、鶴岡、朝暢各ライオンズクラブ、工

｝　　尊、西高名インターアクトクラブ、鶴岡ロー

ターアクトクラブ、商工会議所青年委員会、

市民の森の会、内川を美しくする会、それに

当ロータリークラブと30名程の多彩な人々が

参集。いかにすれば鶴岡をもっと美しく出き

るかを2時間半に亘り熱心に討議した。

三井徹委員長のあいさつに続き、安藤足助

君の司会で懇談に入り、（1）鶴岡公園の美化の

問題、（2）内川の美化について、（3）高館山、金

峯山、並びに湯江りIl梅林、植物園の美化、極）

公徳心の高揚方法等各方面の担当者や実際に

美化奉仕した人達の生の声を参考にしながら

進行。今後の実化運動に、何か明るい希望の

生れるのを感じた。特に三井安弥氏が、人間

は、万物の霊長などと威張っているが、所詮

自然の一部である。したがって人間繁栄のみ

でなく万物平等の繁栄を考えるべきである。
＼＼〉　　叉公園などの緑化、美化は簡単だが、日本全

国、川の実化には苦労している。などとのお

話に探く考えさせられるものがあった。

鶴岡ライオンズクラブの方で赤川漁業組合

の副会長をされている方もいて、内川水質汚

染の専問的な指摘など、甚だ有意義で教えら

れる所が多かった。

最後に社会奉仕委員の上林一郎君が、多忙

な中を出席して下さった関係者各位に謝意を

述べこれからの美化運動を進める上によい案

が続出し、また知られざる一面に驚くなど、

このような充尖した会を今後も鮭続して善意

を基調とした市を美しくする運動をお互いに

相携えて展開してゆきたいと結び罰金を宣し

た。

⑳口√一夕リー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、渾田晋介君

・私は貢献する。

・クラブ予算並びに会費徴収のプノ法。

・職業分類と地域社会との関係。

・クラブ奉仕委員会担任の責務。

・クラブ奉仕の担任は、

奉仕の機会として知り合いを拡める。と

いうことを助成する各種の委員会の仕事を

調整し、監督することであります。

・クラブ予算並びに会費徴収の方法。

大切なことは、年度初めの予算を編集す

る場合に、収入の過剰見積と、それに伴う

多額の支出という危険性があるものありま

す。

クラブ活動に対する経費は、控え目に計

上して下さいとあります。年度の終りに相

当、剰余金が残るように計画して於てから

全般の計画をたてるようにして下さいとあ

ります。

会員として、個人が負担する費用は、普

通の収入のある人が、参加出来る程度に少

額にしなければならんとあります。又、ク

ラブ理事会の決定が必要です。

会費の徴収の任務は、クラブ幹事がその

帳簿をきちんとつけ、会費の請求を嫌はな

いようにすることのようであります。

・私は貢献する。

テキサーカナ・ロータリークラブ会報に

次のように書かれています。

（TEXARKANA・ARK－TEX・U・S．A）

私は、本年中に、ロータリーに対し何か

私個人として貢献しようと思っておりま



す∴

私は、クラブの会員として推薦できる人

物を見つけるために捜し回るつもりであり

ます。

又私は、毎週2～3分の時間を割いて、

平常接触のない2、3の会員と親密になろ

うと思います。

たとえ、彼等とはどこか他の場所でこれ

まで社交上も仕事上も何らの接触がなく、

また彼等が何ら有形の利益を受けないとし

ても、私は、自分と理想を同じくする仲間

の市民としての彼等に関心を持っているこ

とを、知らせようと思います。

クラブに成功をもたらすことは私の個人

的義務であって、委員会に任せて、於ける

ことではないと■思います。

私自身がロータリーであります。

もしこの義務を怠るならば、多方面にわた

る、活動によってロータ玖－が世界中にそ

の重要性と、有用性とを伸展してゆく機会

を失うことになります。

私は、自分自身のために、この義務を果

さなければなりません。又同僚ロータリア

ンのためにも、それをしなければなりませ

ん。

・以上のこと．で、我々会員の個々の持つ職業

分類と地域社会との関係の重要性も、いく

らかわかるような気がすると思われます。

⑳本日のスマイル

。風間慶三氏

鶴岡高工会議所副会頭に選ばれる。

0鶴岡税務署管内48年度法人所得番付

1位　荘内銀行

2位　信用金庫

4位　金屋興業

5位　木　村　反

0小池繁治君

鶴岡南高等学校同窓会副会長に選出

0善宝寺ドライブイン工事施行

佐藤工務店

＜荒沢ダムに放て　家族会の風景＞

★会報委員会よりお礼とお願い

・原稿を頂き大変楽に編集が出来まし

た。

・スピーチをされる方は要旨で結構で

すので原稿を御用意下さい。


