
会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラレブ奉仕

缶詰報告：会員70名

＼　J

％　椿正冊席67名　確定出席率．95．71％

国際ロータリー253地区

作田正治ガバナー公式訪問挨拶

皆さん今日は、当クラブは私の尊

敬するバストガバナー早坂源四郎さ

ん、次年度ガバナーになられます石

黒慶之助ガバナーノミニーの属する

クラブです。又地区の役員として活

動された沢山の皆さんが居らっしゃ

います。当分区だけでなく253地区

内の指導をして来られた鶴岡クラブ

であります。基調の高いクラブであ

ります。先頃も協議会におきまして各委員長から

ご報告を頂きました。非常にロトタリーの知識の

豊富な事に接して来まして、さすが鶴岡クラブと

感心いたしました。

今度14回目の公式訪問で末だ地区内のクラブの

充分な知識は持って居りません。半分以上も廻っ

て居ればもう少し、ましなお話も出来るかと思い

ます。ご満足のお話が出来ません事をお詫び申し

上げます。

各委員会とも非常に熱心でございます国際奉

仕。青少年交換。等歴史の古く今迄も沢山の実績

を残しておられます。財団につきましても他の模

範にするに足る成績を上げておられます。インタ
ーアクト、ローターアクトいずれも非常に熱心に

取り組んで居られると言う事で、恐らく此の地区

内で尤も模範的なクラブと思います。今訪問した

私には緊張の一瞬でしたと同時に、これ迄の業績

に対して敬意を表し叉感謝申し上げます。

私は鶴岡に降りたのは初めてで、一度は行って

見たいと思っていましたがチャンスがなく、湯の

浜には3回来ました。そのたびに素通りでした。

東北の小京都と表現される様に歴史の深い静かな

伴いでゆっくり訪問したいと思っておりました。
一昨日、寒河江ダムを通りまして112号線を参

りました。その景勝の地を眺め、道

路も良く山・川に恵まれた庄内地区
の中心で栄えて来た鶴岡です。

前に東北電力の支店長を勤め東北

電力を退職された方が云っておりま

した。嫁さん貰うなら山形県の女が
一番だと聞いたことがあります。娘

さんだけが良いと言うのではありま

せん。本当に親切で人情細やかで正

直で色々良いことづくめの県民性が現在も残っ

ていると思います。昨日より市内を見て参りまし

た。本当に来て艮かったと思いました。この良い

県民性を大事にしなければいけないと思います。
R．1会長スタンレーE．マッキャフリーのテ

ーマと皆様に対する要望をお伝えしなければなり

ません

ずでに地区協議会の席上でお話申し上げて居り

ます。又ロータリーの友、ガバナー月信等、皆様

がお手持の報告書・計画書に有りますようにお読

みになって今更聞かなくってもよいお方も居られ

ると思いますが、私がR．Ⅰ会長から熱意をもっ

てお話をされた事をお聞かせして、その通りお話

出来ませんがその何分の一かを皆様にお伝えしな

ければならない責務がございます。暫らく時間を

お貸し下さい。

まずスタンレーE．マッキャプリトのプロフィ

ルを簡単に申し上げます。カリホルニヤ大学を優

等で卒業されました。非常に体が立派な方です。

アメリカ人の中でも大きい方で非常に均斉の取れ

た頑健な万で明朗、聡明、慈愛深く、厳格な面も

ある方と拝見して参りました。学生時代バスケッ

トボール、フットボナル、野球の選手でした。ア

メリカの海軍に徒軍され、中支方面で勲章を授与
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されて居ます。現在はパシフィック大学の学長を

約10お勤めになり学生の面倒を良く見られた方で

す。又昨年ロータリー75周年を迎え、その席上次

のような事を申されました。

将来ロータリーは国民間の理解を深め、これ造

以上に重要な役割を果す事でしょう。又、世界平

和に貢献するであろう事を十二分に確信して居り

ます。ロータリーに国境は無く奉仕に国境は有り

ません。今後ロ←一夕リーという言葉を飢に苦しむ

国。家を無くした国。恵まれない国の人々に希望

を意味する言葉にしようではないかと申しており

ます。

私はポカラトンで一週間世界各地で390地区が

ありますが当時のガバナーノミニト夫妻。R．Ⅰ

関係者。リーダー等1，200余名と国際協議会で毎

日寝食を共にし、机を並べて一緒に勉強し、歌を

歌い手を取り合ってロー一夕リーの奉仕の理想、ロ
ークリ【哲学、そして国家、人種、宗教、思想、

それらを越えて不変的な最高のものであることを

実感として体得して参りました現在の私の心境は
ロータリーを信奉する気持ちで一杯です。国際協

議会の席上でマッキャフリーR．Ⅰ会長はロータ

リーのあり方をこのように申して居ります。

その第1は奉仕について。。一一クリトは奉仕の

ために親睦と友情は2本の柱であるが、それだけ

ではロータリーの存在の理由にはなりません。職

業奉仕、社会奉仕、国際奉仕こそ我らの使命であ

ります。それはロークリト財団のような寄付だけ

でなく個人が時間を捧げ、一身を捧げる。又同胞

のために尽すことにある。私達の行動に使命感を

持つことを強調されました。

第2はロータリーの国際性についてです。ロ【

タリーは154ヶ国90万人に及ぶ国際的組織であっ

て語意と奉仕の理想をもって居り、この素暗しい

基本的な力を持っているから国際理解を促進し、

平和の理想に近づけるための偉大な可能性と叉と

ないチキンスが与えられているのです。此れを実

践するにはロータリー財団　3－Hプログラム、世

界社会奉仕R．Ⅰ会長主催の親善会議、その他世

界の人々の問の理解促進に役立つプログラムが有

ります。

こうしたローータリーの基本的目標を達成するた

めにR．Ⅰ会長テーマとして世界理解と平和を選

ばれ今年度はこのテトマ一本にしぼって欲しい、

各地区で独自のテトマを出さないで欲しいと云っ

ておりました。全てのロトタリアンはこの目的の

ため一身を捧げて下さいます事を希望すると申し

ております。このテーマを遂行するために、マッ

キャフリトR．Ⅰ会長主催の親善会議をもつこと

第与塁一姜睾蘭例二碧　塞朝

です。すでにアラブ諸国とは打ち合わせ済みとの

ことです。近の内に行動されると思います。我々

は期待し成功を祈りたいと思います。そこで相互

理解の基盤が出来れば関係諸国の政府は国際紛争

の解決の糸口を見つけるでありましょう。

第3番目にはR．Ⅰ会長は著名なロータリアン

で構成する時限の高い特別委員会を設けるという

ことです。これは世界理解と平和委員会という名

称で国際理解のためロ←一夕リーの役割はどう有る
べきかを考える委員会です。この委員会の責務は

重大であってロー一夕リーを代表して活躍して頂く

ことになります。この委員長には元R．Ⅰ会長ジ

ェムズ・フォーマー氏がなり、委員は3人で構成

しこの目的達成のため、ロータリーは何を為すべ

きかを考えて頂くことになります。ロー－クリアン

の皆さんのご意見、ご提案を頂き実戦に映して行

く事になります。皆さん本年はロータリーを通じ

て世界理解と平和をテーマにして目的達成にご協

力下さい。これがR．Ⅰ会長の要請でした。

今のお話だけをお聞きになり国際関係だけを本

年は行えば良いかと云う質問に出会いますがロー

タリーはもともと4大奉仕部門がバランスの取れ

た上で発展して来ました。その原則は今も変わり

ません。例えて申し上げれば騎馬戦と同じで上に

乗るのが国際奉仕、下の3人の真申がクラブ奉

仕、両側が職業奉仕、社会奉仕となります。上に

乗る者がいかに強力でも下の3人が頑健で踏張が

きくと云う事でなかったら戦いに勝つ事は出来ま

せん。

先程クラブ協議会で計画を説明頂きました。そ

れぞれ重要な委員会である事を自覚して頂き、ご

活躍をお願い致します。ロータリアンが知識、技

偏、経済力、政治力等皆さんの持っいる総合力は

素暗しいと思います。地区全体の総合力を分母に

LPrクリアンの力を分子にした場合に相当のパ
ーセントに成ると思います。そのパーセンテージ

になっても世間からどのような評価を受けて居る

でしょうか、それを考えますと我々はまだまだ活

動しなくってほと思います。ロー一夕リーは皆さん

の偉大な可能性を引き出すことがロータリーの責

任であると考える次第です。

古いクラブになるとマンネリに成り易い。マン

ネリとは沼に新しい水が入らず、水が腐ることで

す。各委員会の活動は新しい水が流れると云う事

です。そういう事ですので各委員会の一層の活動

をお願い致します。

皆々様ご協力下さいまして鶴岡クラブの益々の

ご発展と会員皆さんのご健勝とご関係ご事業のご

隆盛をお祈りしてご挨拶といたします。

＼一一′′
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「ロータリーとは何か」を

発刊配布するについて

早坂源四郎君

此のパンフレットは、昨年中江さんがクラブ奉

仕委員長のとき、私が情報委員になりまして何か

をしなければならんと云うので鈴木委員長より気

合いを掛けられましてクイブ印刷で配布したので

すが、ある人よりやたらに貴方の名前だけが出て

来ると云われ、名前を表紙だけにしまして纏めた

のがこの小雑誌です。

高専の渡会先生から頭のトレーニングに良いか

ら一つ老雲防止に物を書く事が一番肝心だと云う

ことで勇を誇して纏め上げたものです。

自分の考えはあまり入っておりません。若し間

違いがありましたらご指摘下さい。ご覧になるだ

けでなく一通りお読み下さい。又ロータリアン以

外の方にもお勧め下されば幸いです。

（ブラフ協議亘）第2回
8月4日（火）A．MlO：00～12：00　於第一イン

今回のクラブ協議会は、作田ガバナトに、鶴岡

クラブの本年度計画の情況説明の為に設けられた

訳で、各委員会の報告は、第1回クラブ協議会と

重複しますので掲載しませんで、作田ガバナーの

各委員会へのコメント要旨を記録します。

出席－一一地区の平均出席率は94％、鶴岡クラブの

目標は93％、少し頑張って貰いたい。メーク

アップ表も、ここに山形クラブのカード形式

のものがありますので参考にして下さい。

親睦－…家族の入った親睦会が5回もあるのは素

暗しい事です。婦人をもっと会合に連れ出す

よう努力して下さい。

プログラム－大変張切っていると聞いていま

す。その為か出席率も高いとの事、結構な事
です。

会員増強－－他クラブでは不況で退会する方もあ

るそうですが、鶴岡クラブでは7名も増員を

計っているとの事、実行して下さい。

雑誌－「ロータリーの友」は「ロータリアン」

よりも、いいと云われています。

ローターリー情報－完壁です。

窮T‾号音8回閉貢　ぎ報

会報－大改革を行った結果がよく出て居りま

す。

職業奉仕－一日分の仕事を通して日常やっている

事を奉仕と名付けている訳で、計画書はある

事で充分と思います。

社会奉仕－やる事が多く大事と思います。

ロータリー財団－一ご協力有難うございます。

米山奨学会一一張先生の熱意と努力には、大変勉

強させて貰いました。有難うございます。

世界社会奉仕一地区としての百円献金の中止は

大変申し訳ありませんでした。クラブ単位で

何か考えて下さい。

国際奉仕一一鶴岡クラブの国際奉仕関係は、模範

的であります。他クラブにも、鶴岡クラブの

ようにやりなさいと申し上げる積りです。

青少年関係－インター・ローターの育成につい

ては、どこのクラブでも同じ悩みがある訳で

ご苦労も多いのですが、諸連絡を密にする事

が最も大事な事と思います。最近の憂うべき

青少年の現状をロトークリーとして、どうすべ

きか、考える必要があるようです。

会計－鶴岡クラブは1千万円台の大型予算を施

行するクラブです。大変な事でしょう。

例　会　メ　モ

○先程より作田ガバナーを迎えクラブ協議会を開

催しました。

○作田ガバナーに2つの質問を申し上げました。

質問1姉妹クラブで良く交流しているクラブ

が有りますか。

答　山形西、南両クラブが友好クラブ委員会を

作り友好を深めています。

質問2　郡山クラブとして我々に教えて下さる

事は有りませんか。

答　例会場の室を大きく取り、机のレイアウト

を自由に変える事が出来、会議に非常に良い

ようです。又楽しい会議にするために食後

12時45分よりデザ←」トタイムを設けていま

す。　　　　　　ナ「、

○ガバナトが食事のとき威テーブルでなく皆と一

緒の机でするそうです。

〇本月例会場変更でS．A．Aの皆さんには大変ご

苦労をお掛けしました。又第一インさんのご努

力に感謝申し上げます。



人生へのチャレンジ

早坂源四郎君

8月生まれのせいか夏が好きだ。今

月末で満77才、喜寿の祝いは昨年既

に頂戴済み、早いのでいささか不満

だが。目下、老衰老妻防止に懸命の

努力中。4時半起床、5時から小1時間公園まで

散歩、それから冷水と温浴、朝食が滅法うまい。

老葦防止には英文TIMEを辞書引き引き読むと

例会で雑談したら工専の渡会先生から読書より文

章を書いた方が効果的と訓えられた。前頭葉の練

磨も仲々大変な事だと思う。人世へのチャレンジ

の昨今です。

出席委員会

老後の母に想う

石黒慶之助君

母は最近体調をそこね立居振舞い
が精々困難になってきたが、来る8

月29日の誕生日に米寿を迎えようと

している。本人はtt長寿は目出度く

もあり、目出度くもなし。長生き恥

多し。”と云っている。

現在の老人たちは長い間、遊ぶことを馬鹿にし
て或いは良くないこととして生涯の大半を埋めて

来ている。働くことを最も意義あることだと考え
て来た父母を私は心から尊敬しているが、母は責

任を果たし時間的にも経済的にも余裕ができても
尚自分を忘れるほど楽しく遊ぶことを知らない。

子として淋しい気がする。私も含めた今日の老人
たちの一種の悲劇であろうか。

富樫長吉委員長

7月175％出席1名

新穂光一郎君

7月150％出席　1名

藤川享胤君

7月125％出席　1名

石黒慶之助君

7月100％出席　53名

秋野君、阿蘇君、池田（弘）君、張君、早坂（源）

君、早坂（重）君、飯白君、今野君、石井君、石

川君、佐藤（陸）君、板垣（俊）君、板垣（広）君、

市川君、風間君、川村君、黒谷君、小池君、小

松君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、

若生君、嶺岸君、迎田君、本山君、森田君、中

江君、中野君、庄司君、小野寺君、斎藤（得）君

笹原君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君

佐藤（衛）君、佐藤（友）君、横田君、菅原（辰）君

菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、石塚君、高橋

（良）君、高岸君、丹下君、手塚君、富樫君、上

野君、内山君、山口君、吉野君

7月　　93．89％

親　睦　活　動 中江亮委員長

会員誕生

早坂源四郎君、三井徹君、三井賢二君、佐藤陸

男君、庄司嘉男君

奥様誕生

阿蘇幸子様、藤川一子様、風間慶子様、三井章

（健）様、手塚峰子様、吉野英子様

（ビジ　タ　ー）

鶴岡西R．C

斎藤吉雄君
八幡慶二君
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；ぁる古文芸書芸、言㌫妄りました∴
〉「公平とは差別なく平等に待遇するを公平と三

、∴●∴∴∴∴∴　十三
⊆　賢なれば尊信し、不肖なりとて捨てはせず、■

戸　あわれみて誘液するこそ真の公平なれ」と云＝
き　っております。味のある言葉と思いました。1
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◎今回8月11日　庄内の将来を思う

◎次回8月18日　tt地域に掛ナる障害者の現状”

山形県企画調整部次長富塚陽一郎氏

庄内支庁総務福祉部長平井湛一郎氏

会報担当　菅健会報委員
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