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友情の橋かけよう

鶴岡ロータリークラブ創立25周年記念

鶴岡ロータリークラブの創立25周年記念式典は、　　　　　1．開会のことは

4月17日正午から荘内神社参集殿で行われた。　　　　　　　1．国歌　斉　唱

記念式典には会員75名の他、姉妹クラブの台中港

区扶輪社から秦財会長ら35人と、鹿児島西クラブの

高井敏治会長ら8人、ホストクラブの山形、山形西ク

ラブ、さらに庄内地区8クラブの会長・幹事らが出

席、来賓として第253地区ガバナーの田中善六氏、

鶴岡市長斎藤第六氏出席され、盛大な式典が挙行さ

れました。

式典次第

1．点　　　　鐘

1．ロータリーソング　奉仕の理想

1．物故会員黙祷

1．歓迎のことば

1．来賓並びに来訪クラブ紹介

1．来　賓　祝辞

1．姉妹クラブ代表挨拶

1．祝電　披露

1．閉会のことば

1．点　　　　鐘

鶴岡R・C・25周年記念式祝辞

本日は鶴岡R．C．の創立25周年記念の佳き日を迎え

更にこの記念すべき日を一層光彩を放たれるため、

台湾の台中港区ロータリークラブと鹿児島西R．C．と

の間に姉妹クラブ再調印の目出度き式を併せて挙行

されますことは誠に慶賀の極みでございまして心か

らお祝い申し上げます。

貴クラブは地区内14番目のクラブとして誕生以来、

25年の星霜を経て、会員75名を擁する地区内優秀ク

ラブに成長されました。その間253地区が分離され

第253地区ガバナー　　田　中　善　六　氏

た10年前、初代ガバナー早坂先生を出され、昨年は

我が地区の活性化に非凡なる実蹟をもたらす名ガバ

ナー石黒先生を誕生されました。

然も石黒先生は私に対し懇切丁寧、恰かも我が子

にさとされる如く温かくやさしく御教示下さいまし

て、私の今日あるを作って下さいました恩人であり

ます。今義にその恩人のホームクラブの記念すべき

ときに私がお祝いを申し述べる機会をお与え頂き、

光栄これを過くるものはなく、感激で一杯でありま



す。

今日までの風雪の中で、創立当時の辛酸を味わい

つつも、鶴岡クラブの良き美しきカラーを守り育て

て下さった幾多の先輩は、本日のこの佳日をどんな

お心で迎えられました事か案ずるに余りあるもので

あります。

心の融和を図られ、大きな行事には見事に鶴岡魂

を遺憾なく発揮され、立派に成功を見せて下さいま

した。そして地域社会に密着した奉仕活動の数々は

枚挙に暇ない程でありますが、早くから青少年奉仕

には力を注がれ、インターアクトクラブ、ロークトー

アクトクラブの創設を見られ、更にクラブ拡大には

昭和41年鶴岡西クラブの誕生を見るなど、地区発展

の原動力をお作り下さいましたど功績は忘れること

が出来ません。

ロータリーは他人への思いやりと、助け合いを信

侯とする奉仕を志す人々の集りであります。毎週一

視

本日、鶴岡ロータリークラブ創立25周年記念式典

にお招きを頂き、お祝辞を申し述べる機会を得まし

たことは私の深く喜びとするところであります。

特に、本日の記念式典にあたり国際ロータリー第

253地区ガバナー田中先生ど夫妻をはじめ、姉妹ク

ラブとしてお世話になっております台中ロータリー

クラブおよび鹿児島西ロータリークラブから大勢の

方々が遠路遥々おいでを頂き、又、山形ロータリー

クラブをはじめ、県内各地区から御参列をいただき

本日の式典に一層の光彩を添えて頂きましたことは

市といたしましても誠に有難く裳心から厚く御礼申

し上げる次第であります。

顧みますと、昭和34年クラブ瀧成以来、常に社会

奉仕の理念に徹し、各種の奉仕活動を通じて、明る

く住みよい地域社会の建設に大きな実績を残され、

特に新潟地震をはじめ、各種の災害に際しては被災

者の救護活動はもとより、民生の安達に寄与された

御功績は誠に大きなものがございました。

回の親睦の場とする例会に出席して人間修業に精を

出し、会員相互の理解により親睦を一層強固なもの

となし、奉仕の道を培う人生哲学の道場であると申

されております。貴クラブはこのロータリーの哲学

を見事に探究され、花を咲かせ、ここに25年の実を

立派に結び、多くの素暗しい職業人を育み、そだて

今日に至りました。そして職業を通じての社会奉仕

は会員個々の心に根ざし定着し、クラブの発展の歴

史に燥然と輝きを増しております。これは、歴代会

長さんはもとより、二人の名ガバナーを中心に貴ク

ラブの組織力の偉大さ、指導力の抜群さに負うとこ

ろ甚大である証拠であり、深く敬意を蓑するもので

あります。

創立以来の幾多の剤の道を乗り越えられ、今日を

迎えられましたど苦労を多とし、奉仕の道をひたす

ら歩まれて参りました貴クラブの前途に幸多かれを

祈りお祝いのことばといたします。

辞

鶴岡市長　斎　藤　第　六　氏

又、国際交流推進については、鶴岡ロー∵グリーク

ラブ結成間もない頃、本市とアメリカ、ニューブラ

ンズウィック市との姉妹都市提携の橋渡しをして頂

き、姉妹都市盟約の実現を見ましたが、今日これが

大きく開花し、交流・親善が年と共に深まり、現在

同市から英語教師を招噂中であり、又、ロータリー

交換学生の相互派遣など、その業績は目覚ましいも

のがございました。

現在のわが国の実情は、明かるい面ばかりではな

く、道義の廃退、犯罪の多発など憂慮すべき点が多

多ありますが、この様な社会情勢の中にあって崇高

な社会奉仕の理想を掲げて活躍するロータリークラ

ブの存在は、暗夜を照らす一灯とも申すべく、誠に

意義深く、敬意を表する次第であります。

最後に、本日のど盛会を心からおよろこび申し上

げ、輝やかしい25周年を契機として、今後一層のど

発展を祈念し、併せて御参会皆々様の御健勝をお祈

りして祝辞といたします。
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祝

本日姉妹クラブとしてご招待にあづかり、貴クラ

ブの創立25周年畠念式典にご祝詞を申し上げる機会

を得ました事は誠に光栄の致りと存じます。

25周年という輝しい貴クラブの長い歴史に、台中

港区扶輪社を代表し敬意を表すると共に、心からお

慶び申し上げます。想い起せば、貴クラブと当クラ

ブが姉妹クラブを締結したのは1975年3月、今年で

丁度9周年を迎えました。

此の間、毎年会長は変れど、ロータリー精神に旨

祝

鶴岡R．C．創立25周年を迎えられておめでとうござ

います。昨年私共鹿児島西R．C．が20周年を迎えまし

たとき、御祝い下さいまして有難うございました。

今度はその御礼の意味あいもかねて参りましたが、

何かと暖かいおもてなしをいただき厚く御礼申し上

げる次第でございます。

鶴岡R．C．と鹿児島西R．C．が兄弟クラブの盟約を結

んで既に19年になります。それがもとになって鶴岡

市と鹿児島市が兄弟都市となるに至りました。その

ゆかりは遠く戊辰の役で、臥牛菅実秀先生と西郷南

州先生、お二人の友情・信頼感というものが今日ま

辞

台中港区扶輪社社長　葵　　　　財　氏

づき、お互いに友誼と理解を深め、活発に姉妹クラ

ブとしての連繋を保って参りました。

貴クラブ創立25周年記念日に当り、両クラブが友

愛の情を一層深めると共に、更に末永い信頼と理解

を築くものと確信致します。

最後に、貴クラブの益々の御発展とご式典のど成

功を祝福致し、内山会長様始め会員ピー同様の御健

勝を祈念してお祝いの言葉といたします。

辞

鹿児島西R．C．会長　高　井　敏　治　氏

で長く影響を及ぼしているということは、まことに

驚くべきことであります。

我々が今日、「南洲翁遺訓」という書物を通じて

西郷南州の人物を知ることができるのでありますが、

それも酒井公・菅先生を中心とした鶴岡の方々の書

物の編さん、出版、配布という活動がなければ私共

は知るよしもなかったのであります。

この度、鶴岡クラブ25周年にあたり、両クラブの

親睦を深めることができて嬉しく存ずる次第です。

おめでとうございました。

祝　二一　　辞

本日、鶴岡ロータリークラブ創立25周年記念式典

を開催するにあたり、御多用のところ来賓各位並び

に友好クラブから友情に満ちたロータリアン皆様の

御参加を頂き深く感謝申し上げますと共に、心から

歓迎申し上げるものであります。

扱て、当鶴岡市は戦国の勇将酒井家庄内藩の城下

町として、その伝統は温い人情のもとに栄えて参り

ました。一望する如く鳥海山、出羽三山、朝日連峰

鶴岡R．C．会長　内　山　喜　一　氏

と東南北をこの霊峰名山に囲まれ、西は日本海に面

し、山の幸、海の幸に恵まれた平野・庄内平野であ

ります。その平野の中心に鶴岡市は位置しておりま

す。

海岸線には国道7号線が、そして内陸を結ぶ112

号線月山新道の開通は、交通の便を一挙に速進して

その利を得ております。尚、それに加えて、目下庄

内空港建設運動は、近い将来着工の運びを確実なも



のとしております。こうした優れた近代設備に恵ま

れた自然環境の地に鶴岡ロータリークラブが誕生致

しました。丁度25年前1959年（昭和34年）6月9日

であります。承認が同月27日という誠に順調急速な

誕生でした。初代会長故小花盛雄先生他21名のメン

バーが創立会員となり、山形クラブをスポンサーク

ラブとして、先輩各位の友情と協力に支えられて、

歴代会長、会員のご努力の成果が実り、本日ここに

創立25周年を迎える事が出来ました。これは、私共

の無上の喜びであり、ど参集の皆様に対し心から敬

意と感謝申し上げる次第でございます。

この25年の歩みの中で、特筆大書に価する慶事は

枚挙にいとまありませんが、それに致しましても、

特に当クラブがスポンサーとなって創立された鶴岡

西クラブ、温海クラブの誕生は活目に価いするもの

と存じます。

尚、本年度はR．Ⅰ．会長の提唱する会員増強及び外

部拡大の線に沿って拡大の気運の盛り上りと、着々

とその実をあげつつあることは、皆様と共に喜びに

耐えないところであります。

本日の式典に委員長始め全会員の協力を得て、懸

命に準備に努力した心算ですが、会場、その他不備

な点も多々あった事と思いますが、何卒口一∵グリー

の友愛の精神でご寛容下さいますようお願い申し上

げます。

終りにのぞみまして、再び本日と臨席を賜りまし

た皆様のど友情に感謝申し上げ、益々の御健勝、御

活躍を祈念申し上げますと共に、ロータリーの目差

すところの奉仕の理想を求めつつ、この25年間築き

上げた実績を基礎として、今後共、全会員一致協力

して奉仕の輪を拡げ、一層の前進をお誓い申し上げ

ましてご挨拶と致します。

1984年4月5日

鶴岡ロー∵グリークラブ

会長　内山喜一殿

間もなく、1984年6月27日に、貴クラブが

国際ロータリーに加盟されてより満25周年の記

念日を迎えられますことは、誠に喜ばしいこと

と存じ、心よりお祝い申し上げます。貴クラブ

会員御一同の過去4半世紀における献身的奉仕

は、その目覚しい業績に現れており、この画期

的記念日は皆様方が、今後も努力を継続してい

かれるに当り新しい出発点となることと存じま

す。

クラブ史上におけるこの光輝ある記念日の祝

典に関しては、もう既に色々御計画中のことと

存じ、その御成功をお祈りすると共に、将来の

一層の御発展を期待申し上げております。

国際ロータリー

日本支局支局長

軸　冬　　　忠

物　故　会　員（1979年以降）

手　塚　林　蔵　氏． �海　東　与　蔵　氏 

加藤嘉八郎　氏 �．阿　部　　裏　氏 

石　原　　惇　氏 �．高橋正太郎　氏 

斎藤得四郎　氏 �．斎　藤　栄　作　氏 

風　間　慶　三　氏 �．早坂源四郎　氏 

来　賓　者

国際ロータリー第253地区ガバナー

田　中　善　六　氏

夫　　人

鶴岡　市長　　　　　　　斎藤　第　六　氏

台中港区扶輪社社長　　　　秦　　　　財氏

鹿児島西R．C．会長　　　　　高　井　敏　治　氏

国際ロータリー第253地区バストガバナー

石黒慶之助　氏

夫　　人

ガバナーノミニー　　　　　　斎藤　利　世　氏

第253地区庄内分区代理　　伊　藤　政　一氏

山形R．C．会長　　　　　　　岡　崎　博　弥　氏

山形西R．C．会長　　　　　　大沼善四郎　氏

＼＿／
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各クラブ出席者数

姉妹クラブ台中港区扶輪社

姉妹クラブ鹿児島西R．C．

スポンサークラブ山形R．C．

スポンサークラブ山形西R．C．

八幡　R．C．

遊佐　R．C．

酒　田　R．C．

酒田東R．C．

立　川　R．C．

余　目　R．C．

温海　R．C．

鶴岡西R．C・
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台中港区扶輪社と鶴岡ロータリークラブ姉妹クラブ続盟式

日　時　昭和59年4月16日（月）　午後5時

場　所　温海温泉　万　　国　　屋

式　　汝　　第

1．点　　　　鐘

1．開会のことば

1．国家　斉唱　　　　中華民国国歌．君が代

1．ロータリーソング

1．歓迎のことば

1．続盟式同意書交換

1．記念品交換

1．台中港区会長挨拶

1．来賓祝辞　　ガバナー　田中善六氏

1．閉会のことば

1．点　　　　鐘

1．諸事お知らせ

祝　　　　　宴

1．開宴のことば

1．乾　　　　杯

1．祝　　　　宴

1．ロータリーソング　手に手つないで

1．万　歳　三唱

1．閑宴のことば

1．諸事お知らせ

遠十’、了IhJ・．　申し・黒　ノ：！qおト1．16

）



田中善六ガバナー挨拶

三井健大会委員長挨拶

鹿児島西R．C．会長と

当クラブ会長の記念品交換

台中港区R．C．会長と

当クラブ会長の記念品交換

田中ガバナー夫妻



懇親会風景

万国屋大広間

梢岡ロー「タ】トークラフ別、∫′　昭和34　6〔）　承認　畔撒134　6　27　253地区

巨萌しJ l鴇岡1け告境目汀＋鶴岡商⊥会議所内　ノ定言舌（）2こう5（封）7711

例会」　柾川川川シ場別物在銘　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12：う0～130
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