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会長新穂光一郎 幹事藤川享胤 副会長・クラブ奉仕内山喜一 職業奉仕高岸三雄 社会奉仕川村虎男 国際奉仕斎藤利野常少年革仕佐藤慣治

出席報告：会員69名

出席55名

出席率79．71％

メーク出席71．83名

修正出席62名

確定出席率87．32％

23期鶴岡ロータリークラブ会長就任挨拶
新
もしロータリークラブ

に会長らしさの顔がある
とすれば私は最も似つか
わしくないタイプだと思
います。

謹勉で実直な前会長、
多才で博識なロータリー
通のエレクトの間では尚

更です。元来私は、斜に構
えて傍観者であり、今一

新穂光一郎君

歩その中にのめり込めない、どこか冷えた活動を
続け、ただ長い間無為徒食に今日を迎えたような
もので、完全なロータリー信奉者にも、或いは超
我の奉仕者にもなり切れません。しかし引受けた
以上l）o my dutyあるのみです。

次年度はご承知のようにわがクラブからガバ

ナーを送り出す大切な年度ですし、今年度はその
為のレール敷設という大問題を抱えておりますの
で、それが全てと認識しております。
友情も親睦もその活動の中からごく自然に育っ

ヽ一一一

て行くものだと思いますし、教条的な観念論、書郎
式主義であることを排し、原則を大事にしながら
も柔軟で、我々にふさわしい独自性を求め、各自
の自由な裁量を尊重し試行錯誤を繰り返しつつ一
年間の活動を行いたいと思います。
「制多ければ危し」（春秋左氏伝）と云う言葉
の重さをもう一度かみしめて見る必要がありそう
です。
会長として今後の活動にはやはり4つのテスト
を下敷きにして活動致したいと存じております

が、私なりに解釈させて頂ければ、余り難しく考
えずこんな具合に考えてみました。
1．真実かどうか

…‥・嘘をつかない。建前を

云わず本音で。
2．みんなに公平か……ものにのめり込まず、

公平で第三者的なクールな眼をもって活

動する。
3．好意と友情を深めるか・‥‥・簡単に云えは仲
よく、何でも話し合える関係をつくる。

穂

光一郎

4．みんなの為になるかどうか……まず為にな

ることを考える以前に、迷惑をかけない
事が大切。
この辺迄ですと、言行を照し合わせ実行出来そ
うな気がしますし、又今更声を大にして云わずと
も日本ロータリアンの実生活の中で生き続けて来
ているものと思います。

今年度の行動要請は「ロータリーを通じて、世
界理解と平和を」と云う言葉を選んでいるようで
す。世界理解は何とかそれに情熱をもって行う事
も出来そうですが、平和（人類の永遠の願いであ
り、テーマでもある）に役立つ具体的実践法があ
るのかと少々考え悩みました。ただR．Ⅰ会長の
スタンレーE．マッキャフリーは奉仕への努力を

拡大する事は情熱をもってそれを行えば、幸いな
事にこれは感染しやすい性質をもっていると解い
ています。そしてそれに関するプログラムも具体
的に明示してありますので、こうした基本的目標
を胸に抱きながらロ←−タリーの国際性を強調して
参りたいと存じます。

従って、今年度重点目標として次の各項を設定
致します。
□

次年度はガバナーのホストクラブでありま

すので、その為に決定された行事を誠実に実
行し、ノミニ【への協力態勢を整える。

□ R．Ⅰ会長のテーマに基づき国際理解を促
し、少しでも平和の理想は近づけるよう努む
べきですが、国際問題に関心を持ち外国語

（特に英語）をもっと身近かな存在にしたい。
□ とかく我々ロータリアンは時事社会問題に
関して殊更消極的なようにも思えますが、時
の話題を積極的に掃え、その中でロータリア
ンの於かれた立場と地域との繁りを再確認し
たい。
ロ もとよりロータリーは友情と親睦が基本で

すので、定款・細則に反しない事を前提とし
クラブ活動の中でより友情を深め、自由で活
力ある楽しい一年にしたい。
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幹事就任挨拶
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藤川享胤君

先ずもって前幹事・佐藤衛さん一年間ご苦労様

当然出てくるものでして、そういうものを乗りこ

でした。
私がロータリーで一番素晴らしいと思えること

えたところに本当の友情とか、会員相互の其の絆
が出来てくると確信するのであります。
私は、この一年間微力ながら吾クラブに、会員

は年令の差を乗りこえて友情を深め得ることが出
来るということです。しかしこの友情を深める為
には、ある時には 本音
で話し合う部分が必要
になってくるわけです。ところが色んな業種のし
かも第一線で活躍なさっている皆さんが一堂に会
しますと、ともすると

ttたてまえ

の部分のつき

合いが非常に多くなる訳であります。 ところが
ロータリーでいう友情ということを考えます時に
tt本音

のつき合いということは不可欠になって

くる訳でございます。ところがtt本音
の部分が
多くなってまいりますと、ともすると、意見の達
いとか、こだわりとか誤解とかが出てくる訳でご

ざいます。
しかし私はロータリーを一つのファミリーと考

えます時に、前述した意見の違いとか誤解とかは

同志が出来得る限り本音で話し合える、本音でつ
きあえる、そういう雰囲気をつくりだすよう努力
していきたいと考えております。そのことが会長
をサイドからバックアップする幹事の大事な仕事
であると確信いたします。
私の好きな歌にこんな歌がございます。
tt憂きことの 尚この上に積もれかし、かぎりあ
る身の力ためさん 今まさにこんな心境でござ
います。どうぞこの一年間、これまで以上のご指

導、ご鞭撞、そして慈悲容納を切にお願いする次
第でございます。
最後になりましたが山下さんには人一倍お世話に
なることでありましょう。絶大なるご協力をお願
いする次第であります。

新しいロータリー年度をむかえて
会員・ガバナーノミニー

私共は新しい年度を迎え、頭脳明噺でロータ
リー歴18年の経験豊かな新穂光一郎さんを会長
に、また海外の事情に詳しい最年少の新進気鋭の

藤川享胤さんを幹事にする歴代会長・幹事の中で
最も発刺たる会長・幹事を頂くことができまし

石黒慶之助

の物心両面の負担は大変なものです。本当にご迷
惑をおかけいたします。私は皆様の暖かい友情と
絶大なご支援に心から感謝しながら勇気をふるい
おこし驚馬に鞭打って重責を全うしたいと考えて
おります。

た。わがクラブの秀才コンビの運営に大きな期待

私共の年度の予定行事として、（1）今年12月中旬

を持つものであり、スタ∵／レーE．マッキャフ

にはガバナーノミニー事務所をささやかな私の医
院内に開設、（2）明年4月24日（土）Ⅰ．C．M、（3）
6月20日（日）地区協議会、（4）7月3日（土）地
区委員会総会、（5）10月2日（土）〜3日（日）地区

リーR．Ⅰ会長の ロータリーを通じて世界理解
と平和を のテーマに奉仕されるに久わしい方々

であると考えます。心からその門出を祝福申し上
げます。
今年度は当クラブにとって非常に大切な年度で
あり、お二人の一挙手一投足が大きな反響を及ぼ
すほど皆さんが過敏になって来る難しい時期であ
りましょう。会員の親睦と分区内各クラブとの融

和が最も重要な課題であろうかと思います。伸び
んとする時は先ず屈することと心がまえがはしい
と思うのです。最近どこのクラブも脱落者が多く
困っております。日本でも平均4％は毎年脱会し
ますので会員増強には特段とお力添え願います。
年度初めに執行者に注文を申し上げ大変失礼と
思いましたが、歴代会長・幹事の中で最も優秀な
コンビとなられますことを期待申し上げる私の心

情をご賢察願います。
扱て私がガバナーノミニー候補のご指名を受

け、既に1年半月を経過しました。初めは随分悩
みましたが現在は迷うことなく、来るべき年度の
準備に取り組んでおります。
1名のガバナーを出すためには、ホストクラブ

年次大会などを予定しております。
ホストR．Cの皆様には、これらの会合の準備
委員或いは実行委員として、全会員が役職の指名
を受け絶大なご支援を願うこととなりましょう。
ガバナー一人では何も出来ません。皆様の絶大な
バックアップを心からお願い申し上げます。何卒

宜敷く願います。
私共の年度の地区関係の役員としての予定者を
発表させて頂きます。現在は骨組みだけであり、
今後決定次第発表させて頂きます。（敬称略）

地 区 幹 事 小松広穂

地区副幹事

嶺岸光吉・市川輝雄・板垣

俊次
地区資金委員長 三井賢二

地区会計長

上野三郎

地区協議会準備委員長 小池繁治
地区大会委員長 三井 徹

地区大会幹事 佐藤 忠
地区大会副幹事 小池繁治・新穂光一郎・市川
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輝雄

以上でありますが、大会副委員長、地区会計監査
及び分区代理の予定者も近く内定すると考えま
す。

理 事 会

佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤
（友）君、横田君、菅原君、菅君、鈴木（善）君、
鈴木（弥）君、石塚君、高橋（艮）君、丹下君、手
塚君、富樫君、上野君、山口君、吉野君

−7月例会−
親

第1回

開

催

日

時昭和56年7月7日

開催場所 産業会館 4階 会議室
出席者氏名 新穂光一郎君 中江 亮君
内山喜一君 藤川享胤君

高岸三雄君
佐藤順治君
議

睦

活

動

11時

川村徳男君
嶺岸光書君

事

1．市長、酒井忠明氏名誉会員に就任
2．定款・細則の変更
第2条第1節
本クラブ区域限界は次の通りとする。行政
地域が鶴岡市内及び近隣の農村地域を含
む。
細則 第1条第2案
投票の過半数を得た5名の理事を4名に削

中江亮委員長
7月会員誕生 黒谷正夫君、嶺岸光吉君、森田
清治君、中江亮君、佐藤順治君
横田庄司君
7月奥様誕生 張秀子様、飯自安江様、小池英
様、諸橋靖子様、中野ふみ子様
中村静子様、佐藤清子様（忠）様
富樫貞様

新会員紹介
入会にあたり

減

若生慎吾君

細則 第5条2節
年会費は年額13万円とする。
細則 第8条4節D

今度伝統と名門の鶴岡
ロータリークラブに入会を

Pトークリーの友を会員の愛読書に加える。

3・職業分類に博物館という項目を加える。
承認。
4・新入会員の所属委員会
若生恒吉さん S．A．A

富樫長吉委員長

年間皆出席

6月140％出席

君君君
治男弥
広清寿

9年間皆出席
5年間皆出席
2年間皆出席

鈴木弥一郎君
小野寺 活君
穂君

松田川山
小森石本

16年間皆出席
12年間皆出席
10年間皆出席

2名

張君、早坂（源）君
6月120％出席

6名

石黒君、板垣（俊）君、川村君、小松君、新穂
君、内山君
6月100％出席

ります。

若生恒吉君

12年間の青年会議所を無
事昨年卒業してはっとする

所属S・A・A

間もなく、ロータリー入会

と云うことで私自身不安と期待で落ち着かないの
が現状です。しかし初めての例会に出席させて戴
き大変感無量のものを感じて釆ました○

（出席委員会）
J

認めて戴き光栄と存じてお

44名

阿蘇席、池田（弘）君、藤川君、飯自君、今野
君、石川君、佐藤（陸）君、市川君、風間君、黒
谷君、小池君、三浦君、三井（徹）君、三井（賢）君
三井（健）君、嶺岸君、村井君、迎田君、本山君
森田君、中江（亮）君、中野君、庄司君、中江
（哲）君、小野寺君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、

私はロークリ【とは何か、又ロータリアンは何

をなすべきかも全然知識もなく入会させて貰った
訳ですので、これからは一日も早くロ←一夕リーに

馴染みロータリー綱領に恥じないよう努力するも
のであります。会員皆々様の暖かいご指導とご鞭
蛙を心よりお願いする者であります。
ロ←一タリーは年代は多少違いはありますが、そ
れはそれなりに尊い人生経験の持っている方々
と友人になれることに期待して入会して来まし
た。あらためて「四つのテスト」に挑戦してみた
いと思いますので今後よろしくお願い申し上げま
す。

〔若生恒吉氏略歴〕
昭和15年3月21日

誕

生

昭和34年3月
庄内農業高校卒
昭和34年4月
東北量水器入社
昭和56年7月
現在同社鶴岡営業所長
趣味 船釣、マージャン

㌍牒旺㍗一身リークラブ

Memberも

第1114回例会

会報

隠し味の妙味

Now

藤川享胤君
私共の本山であります福井
県の永平寺の門前ですりこぎ
の形をした名物のすりこぎ羊
かんを売ってございます。そ
の羊かんの包み紙にtt身を削

新穂光一郎君
珍らしく天気のいい暑い一日だ。この処体調を
崩しベッドに親しむ日が多いので、小人閑居して
なす類のものかもしれんが、「1971年8月5日」
をフト思い出した。
他人には何ともない年号月日なのだが、この日

り人につくさんすりこぎの、

その味知れる人ぞ尊し という道歌が書いてござ
います。私は永平寺に行くたびにこの道歌をみて
気拝を引きしめられるのです。人に見えない部分
での努力の尊さ、つまり料理でいう隠し味の素晴
らしさ、妙味をうたいあげた歌なんです。
しかもその決っして表に出ない尊さをしっかり
と味わえる人になってほしいという願いをこめな
がら。奉仕の世界でも同じだと思うんです。スタ
ンドプレー的な目立つ奉仕よりほ、目に見えない
ところで地道にやり続ける奉仕、つまり隠し味的
な奉仕こそロト一夕リーの「奉仕の理想」ではなか
ろうかと思っておるんです。皆様は如何お考えで

は私の当時6才の娘が、約4時間日本海に漂流
し、日没直後奇蹟的に救助された日である。
私には丁度10年前の暑く長い一日が、今でも鮮
明な映像のヴィデオのように去来する。テーク、
オフ、15才現在高校1年の娘よ、大きく広いこの
世をうまく漂泊してくれるのか？

酔眼腰願とした私を、斜めに見ながら今朝も屈
託のない顔で学校へ行っている。

すか？ 合掌。
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（例会メ モ￣〕

プログラム委員会より

0前年度決算報告 金沢春雄会計理事
（活動報告書に記載します）
0前年度会長・幹事さんに記念バッチ贈呈

。今年度会長・副会長・幹事・理事全員強制スマ
イル

幹

7月14日（本日）

7月21日（次週）

事

報

告

元家政高校長 加藤 豊氏

ロータリーの友英語版申し込み山下さんへ
1年間1，000円 年2回
2．商工会議所会員大会への招待状 7月24日

■′、、一■㌧＝一ヽlリノ＝′ヽ日、l■−′一‥、ヽ−1㌧．へし、り一ノ■∫、、■■ノー′し、ヽ＿ ㌧．′■ヽ．、−■ノ′′

7月（ふみ月）の暦

3．本山弥さんより会葬お礼

7月1日
2日
6日
7日
10日

P。M6：30

第1回会長・幹事会

（委員会報告〕

15日 湯之浜・由良海水浴場開き

川村社会奉仕委員長
になったように思います。

22日 小学校夏季休暇入り
23日

瀬尾助三郎君 自動車教習所

佐藤成生君 金 特 販 売
鶴岡西R．C 阿部光男君 塗
装
野 口 弥君 内

rJ

ウ

装

′

則

万，†日‡（−

い：石J∴烏′
■】

ノ

ノ刑

rH
J

鶴岡ロータリークラブクラブ・協議

31日

インターアクト年次大会

4時30分

（福島県青少年会館）
′′′∫し、ヽ♂■′

し享

汗仙l／ゝ
川一

28日

会

足達一見君 能 率 業 務

年目＋膏う

大暑

24日 中学校夏季休暇入り
27日 鶴岡市役所新庁舎で業務開始

⊂誓、＿＿ジタ＿三）

ノ、よ

月山山開き ロータリー年度更新
半夏生
朝日達峯山開き
小暑 七夕 ロータリー第1週例会
鼠ヶ関 海水浴場開き

16日 ぽん送り水
17日 112号線 鶴岡・山形間開通
20日 土用丑の日

内川清掃予定通り終わりました。少しはきれい
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プログラム

0韓国を旅して
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7月23日

プログラム

五大奉仕部門の報告
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