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353地区

例会場 鵠岡市本町二丁目 ひ さ ごや
事務局

％点

例会日 毎週火曜日 午后12．30′）1．30
錦岡市馬場田丁 祷岡商工会議所内 電0235（2215775
会長 佐 藤
患
ノ幹事 吉 野
勲

鐘

％君ケ代斎唱 ロータリーソング（奉仕の理想）
％ビジターゲスト紹介

％年次大会席上に於ける表彰伝達（詳細後述）会長
％会員奥様誕生祝仙一親睦委員長
％理事会決定事項−会長
交換研究グループの派遣者決定

佐 藤

実（山形相互銀行鞄岡安債勃務）
最終校 東北学院大学文学部英文科卒 生年 昭25．1

進 藤

昇（鶴首市役所商工観光課企業誘致係2年5ケ月）

最終校 東北学院大学工学部応用物理学科卒 生年 昭24・7
鶴岡ローターアクトクラブ現会長

％会長報告 第353地区大会報告（後述）

珍幹事報告
⑳10月13日のクラブ協議会（ガバナー訪門に際しての懇親会）を午後6時

ひさごやで行

います。各委員長は義務出席です。義務出席者以外の方で出席希望される方は例会終了
後事務局迄申込んで下さい。
㊨立川RC10月23日を午後5時から庄内ドライブイン
⑳酒田RC10月15日いも煮会のため正午宮の浦カントリークラブ

％安藤足助君 インターアクト委員長報告

′10月12日轡工インターアクトクラブ認証状伝達式を行います。出来得る限り多数の方の
一参加を希望します。時間は午後13時30分〜15時まで 登録料は500円

％委員会報告 職業報仕委員会 三井 健君
職業奉仕の事例等、記載の事例を10月21日で締切ります。皆様の多数の寄稿を期待致し
ます。原稿用紙3枚です。

珍スマイル 親睦委員 上林一郎君（後述）
％早坂PG 鶴工インターアクト認証状伝達式に宜非全員参加される様との話

％出席報告
珍点
鐘
7O】以GNIFY THE HuLVIAN BEJrlG

人間に威信を．／
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第353地区年次大会報告
会長 佐 藤

忠

10月4日〜5日 於山形市民会館
ホストクラブ 山形西RC

鶴岡RC参加者24名
⑨会場に入りますとホスト、コスホトの会員

諸君が多勢肩章をかけ、あわただしく活動
している姿が目につき2年前の鶴岡大会が
思い出し、ご苦労の程感謝申し上げたい気
持になりました。
㊥第1日 AMlO；00高坂ガバナー点鐘、種
々開会行事の後、ダンテP・サラガRI会
艮代理のメッセージがありました。氏はフ
イリッピソ共和国で開発会社々長、フイリ

ヅピン不動産業連合会々長、出身市商工会
議所副会頭であり、演説口調で感銘深い話
をされました。
「ロー−タリーと今日の世界」

①

70年前…

7人の人間の孤独な魂から

……あるアイディアが生れた＝…・それは社

会のために献身的につくす人々を育てよう
とするアイディアであった……これが。一一

タリーであります。

③ 世界は今、有史以来最悪の危機に向って
進んでいる。……「戦争」「飢え」「汚

染」「文盲無知」「不況失業」「疾病」
「人口増加」「貧困」……これが世界の直
面している諸問題である。……今世紀最後
の4分の1は根本的な決断を下すために各
自が心と魂の探究を求められる緊張と心労
の時期である。
③ ロータリアンは自からの考えのもとに同
一の共通理念がある。自らの意志によって

ロータリーに入ることを受諾し、同意した

のである。われわれの行動によって創造的
な生活と平和な環境を確立するために人と

人、民族と民族、国と国との間の偏見を取

間の理解に導く確実な道であり、i開口への
道である。……私達は思慮ある人問として
そしてまた社会の柱として、このことを実
行するよう期待されているのであります。
−ダンテP．サラガRI会長代理演説より−
午後は次のテーマでシンポジュームがあり活

発な意見発表がありました。
1・いかにすれば個々のロータリアンが職業

奉仕を最も効果的に実行することが出来る
だろうか7
2．向う10年間にロータリー内で大きな変化
があるとしたら、それは何であろうか？
リーダー 兼子PG
パネラー 早坂PG、平松GN

そのあと、登録、資格審査、選挙、決議各
委員会報告があり、高坂Gより大会決議案の
発表あり採決されました。
0決議第1号 国際ロータリー会長代理派遣
に対する感謝の件 0決議第2号 RI会長
ェルネスト・インバッサイデ・メロ氏の年度

目標に協力する件 0決議第3号 直前ガバ
ナー大原首一郎君に感謝の意を表する件
0決議第4号 ホストクラブ並びに協力団体
に謝意を表する件 0決議第5号 山形市に

記念品を贈呈する件 0決議第6号 世界社
会報仕活動を推進する件 0決議7号 ロー
タリー財団に対する協力を更に強化する件
。決議8号1976年度連合地区年次大会を札
幌市に於て開催する件

号1975〜1976年第735地区と

研究グループ

交換計画を実施する件
◎大会第2日はRI会長代理よりRIの現況
についてお話があり、続いて各種表彰があ
りました。鶴岡RC関係は次の通り。
ロータリー財団功労賞〜張 紹淵君

米山功労賞〜故張生妹様
ポールハリス準フェロー〜佐藤

衛君

10年間100％出席〜早坂源四郎君、

鈴木弥一郎君、五十嵐三郎君、
佐藤忠君

り去り、理解を深めることを目指すものな
のである。

④ この困難な時代に我々は良心と責任ある
指導力を結集して、積極的に対処しなけれ
ばならない。……人権を尊重し、労働と文
化の面における業績を尊重し、知性と精神
的なものの価値を尊重することこそ、人々
を友愛と善意に導き、各人、各民族、各国

D決議第9号1978

年度東京世界大会に協力する件 0決議第10

表彰式のあと、作家戸川幸夫先生の「わす
れ得ぬ人々」と題し、感銘深い特別講演があ
り正午にロータリーソング「手に手つない

で」「螢の光」を最後に次期大会は「札幌で
あいましェう」にスポッラトイトが照らされ

点鐘、散解。

824−15−3

職業奉仕の事例

PG前原勝樹編・職業奉仕事例集より転載

商品とともに満足を売る

A さん

私はこのたび不動産屋の仲介で、A氏の邸宅を譲っていただくことになりました。不動産屋
を通じて交渉の結果、譲渡価格も当初よりずっと安くなり、まことに申訳ない気がしていまし
た。

支払から登記と順調に進み「何日頃より私共の引越ができましょうか」とおうかがいしまし
たところ「約2週間かかるでしェう」とのご返事で、引越の荷造りもすでにできているのをみ
ている私には、どうしてそんなに日数がかかるかと不思議に思えたものでした。
約束の前日、私が行ってみますと、何と500坪の庭園の樹木は庭師の手で整えてあり．100坪
近い家は家洗いが済ませてあり、障子を貼り替え、畳替えまでされ、世に伝えられる大石蔵之
助の赤穂城引渡しを想起させられるような有様でびっくりして帰りました。
A氏は今まで庭を世話してきた人々に、今後も充分管理してあげるようにと依頼し、誰にも

出立の日時も、行先も知らせず、この屋敷を立去られました。尺余の鯉が群をなして泳ぐ池は
まことに美麗で、私は心より日々を楽しませていただいていました。ところが後日A氏の会社
の運転手の語るところでは「実にこの鯉は前からいるのと違いましで…‥。お引越の朝全部死
んで浮いていたんで、社長がびっくりされてtt土屋さんに申訳ないから元通りの大きさのを買
ってきて同じ教程、今日中に泳がして置くように，，と言われ、お金を預り私が買ってきて入れ
ました」と言うのです。

一つの商品をお客に売る時には商品プラス満足を売り、代金を受取る時には代金プラス感謝
を受取るようにする。これをロータリーの職業奉仕と言うのであれば、私はロータリアンでな

いA氏から「職業奉仕」を教えていただき、まことに汗顔の至りで、更に勉強したいと考えて
います。
（小野田 土屋直裕君）

雪の夜に職務に徹した警官

某警官さん

呉服店経営のY君は、車で金沢市へ仕入に出張をしたとき、商談の都合で帰途は深夜となっ
た。そのうえ、途中で季節より早く降雪となり、S町を過ぎて山道にさしかかると、積雪のた
め車輪がスリップをして、どうしても上れない。止むを得ずタイヤチェーンを買いに、S町へ
戻った。その時はもう12時を過ぎていた。

S町の交番所でチェーンを買える店を聞いたところ、居合わせた若い警官が、自ら数店案内
＼）

してくれた。だが、不運にも在庫が無く、Y君は途方にくれてしまった。
ところが、その警官に自分の車のチェーンを外し、貸してくれたのである。チェーンを無事

取りつけ、これで安心だと、出発しようとした。こんな時、不運は重てやってくるものであ
る。ガソリンがもうわずかになっていたのである。これから行程はだ80キロ余りあるというの
に。しかも、すでに夜半の2時半を過ぎている。もう途中のスタンドは閉店しただろう、とY

君は思案にくれた。
そんな状態を見かねて、その警官は自分の辛のガソリンを分けてくれる。と言い出したので
ある。しかし、ガソリン注油用のポこ／プが無かった。だが、警官はゴム管を用意し、自分の口
で吸って注油してくれたのである。
こんな思いがけない手助けもあり、Y君はどうにか未明迄に無事帰着できたのである。

この若い警官の職務に徹した好意に、強く感激したY君は、その後当クラブに入会し、奉仕

活動に大いに努力している。

（大阪東 村岡秀雄君）
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職業奉仕はまず社員の人づくりから

赤壕正一君（習志野）

最も良く社会に奉仕するためには、先ず社員の人づくりが第一である。人づくりは、学校で
も家庭でも不十分で、会社が担当する以外にはないと思うが、現実には容易でない。私はやめ
られても嫌われても教育をする。これが会社の義務であり、その当人の為になると信ずるから
である。

その手段として、毎年海外に2、3名派遣し、報告を求める出題をしレポートを提出させ
る。その他、外部のゼミに参加させる。国家試験をうけることを援助する。社内研修の励行、

社員を概ね10名のグループに分け、週1回会食をし卓話を受持つ、等につとめている。
創業以来続けていることは、給料袋が本人および家庭への確実なメッセンジャーであること
に着目し、給料袋の表に短文（人生訓？）を毎月書いている。最近嬉しく思ったことは、数年
に亘り袋を保存している者があったことである。
ス

マ

イ

ル

鈴木弥一郎君 東北6県薬剤節会連合大会に於いて薬事功労賞を受賞
市川輝雄君、小池繁治君の両君 酒田ジャスコに開店

佐藤友吉君 県魚協三瀬冷凍・冷蔵工場新築工事落札
富樫良書君 鶴岡ブレーキ鯛鋳物工場新築工事依頼
佐藤 昇君 石黒慶之助様隠居所新築完成
会

員

誕

9月100％出席

生

石井敬三君、石川寿男君、五十嵐三郎君、
佐藤正郎君、富樫良書君、山口篤之助君
奥

様

誕

生

石井博子様、三浦明子様、
斎藤修子様（得四郎）様、佐藤登久子（昇）様
鈴木須美子（弥一郎）様、玉城常磐様、
内山キミ様
9月140％出席

2名

黒谷君、鈴木（弥）君
9月120％出席

9名

早坂（源）君、石井君、石黒、小花君、中野
（活）君、小野寺、佐藤（忠）君、内山君、山

クラブ9月平均出席率

口君
出

席

46名

阿部（公）君、阿部（賽）君、安藤君、張君、
半田君、飯白君、五十嵐（三）君、五十嵐
（伊）君、市川君、板垣君、海東君、玉城君
上林君、風間君、今野君、小松君、嶺岸君
三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健う君、森
田君、男網君、中江君、中野（垂）君、石川
君、斎藤（得）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君
佐藤（友）君、佐藤（正）君、笹原君、新穂君
菅原（啓）君、菅君、鈴木（善）君、高橋（良）
君、横山君、谷口君、手塚君、富樫君、清
水君、山本君、薮田君、吉野君、菅原（辰）
君、皆川君
報

89・45％

）

菖

：．．．∴∴二．1．．．、．．十十十∴工∴∴こ．
高橋（良）君、薮田君、佐藤（字）君、手塚君、
出

前回の出席

席

率74．65％

前回出席率77．78％
修正出席数
65名
確定出席率90．28％

山本君、山口君

薮田君一新渇RC

阿部（裏）君一酒田RC
板垣君一温海RC
）君、横山君、菅原（辰）君−

一 安藤君一山形RC
詰二、−一帯
玉城君一外国RC

ビジター悸黒雲姦訂詣冨是貰君、市谷義雄君、小林忠康君＿嗣西R。

