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（会長報告＿）
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川村徳男君

理事会決定事項

1．名誉会員に鶴岡市長斎藤第六氏、酒井忠明氏

にお願いする。

2．クラブ会員入会金、ビジター登録料は現行ど

おりとする。

3．細則の改正

（1）クラブ奉仕委員会の内外部拡大委員会とク

ラブ資料委員会を特別委員会に移したので、

細則から削る。

（2）その他落ちているものを入れ、入れなくと

もよいものを削る、など字句の整理をする。

以上、後日文書でお届けしますのでど検討下

（二重二享：亘きつ　迎田稔君
0例会場変更のお知らせ

立川R．C．　立川町商工会館

○例会変更のお知らせ

酒田東R．C．初例会のため

日　時　　昭和59年7月5日（木）午後6時

場　所　　酒田産業会館4関大ホール

登録料　　5，000円

遊佐R．C．

日　時　　昭和59年7月10日（火）午前6時

場　所　吹浦十六羅漢海岸

登録料　1，000円

○米山奨学生名簿、P・H・Pを回覧中

○本日午後4時よりクラブ協議会

場所　産業会館4階第2会議室

午後6時より懇親会、物産館3階で行います。

現在25名の参加申込みあるが、多数出席して下

さい。

○前会長内山喜一君、前幹事斎藤隆君にバッチ贈呈

ー／　　　　　第26期鶴岡ロータリークラブ会長就任挨拶

1984′・・／1985ロータリー

年度の鶴岡R．C．の会長に就

任するに当りましてごあい

さつを申し上げます。

まだロータリー歴も短か

く、経験も浅い、至らない

会長ですが、伝統ある鶴岡

R．C．の歴史に、さらに輝か

しい一貫を加えるため、一生懸命重責を果したいと

川　村　徳　男　君

思いますので、この一年間、皆さまの温かい友情を

寄せてど協力下さいますようお願いを申し上げます。

カルロスR．Ⅰ．会長は、“見つけよう　奉仕の新生

面1－とターゲットを示され、斎藤ガバナーは、これ

を受けて、“新しい世界は身近かなところ、足もと

にありはしないか、それを開発しよう。さあ、AB

C（Activity．Balance．Communication）か

ら始めよう。そして、すぼらしい計画を地域社会に

植えつけ、花を咲かせ、実を結ばせよう▲－と言われ



ました。

さて、25年、四分の一世紀という我が鶴岡R・C．の

歴史をふりかえりますとき、それは、地域社会の指

導的役割を果しながら着実に発展を遂げ、確固たる

基盤を築いてきた先輩ロータリアンの、たゆみない

超我の奉仕活動に象徴される数々の輝かしい足跡で

あり、まことに尊い歴史の重味を感ずるのでありま

す。

しかしながら一方において、華やかな活動の蔭に

は、大きな足跡でありながら、しかも一層拡大強化

さるべきものでありながら、現実には今にも消えそ

うになっているものがあることも否めません。

そこで本年度は、基本に立ちかえって過去を見直

し現状を見つめて、25年という年月の経過によって

ぎこちなくなってきた部品を修理し、油をさすとい

った、足もとを固める活動の年度、更には、前年度

までに終結しない活動にしめくくりをつける年度、

にしたいと思います。そして来るべき30周年に向け

て、大きく羽ばたく下地となるべき活気あるクラブ

づくりを目標にしたいと思います。

そのために私は、本年度の重点項目として、内と

外に向けて、二本の柱を定めます。

堅い友情の絆は、深い相互理解と好ましい協力関

係を生み出し、それはまた、活発な奉仕活動を誘発

する原動力になるものであると確信いたします。そ

こで私は、ロー∵グリーの原点とも言われる、会員相

互の親睦を深め、友情を強めることを第一の柱とい

たします。

次に、わがクラブは歴史的にみても、地区内の他

クラブに先んじて交換学生を受け入れ、インターア

クトクラブを公立校につくるなど、青少年の育成に

は並々ならぬ理解を示し、情熱を傾けてまいりまし

た。そのことは近年においても変ることがなく承け

継がれているものと思います。即ち、昨年四月に青

少年委員会が主催した少年の非行を考えるバズセッ

シ′ヨこンは、会員が等しく大きな感動を覚えた全員参

加の画期的な試みで、これを企画した着想と実行力

に心から敬意を表します。

然しながら、討議自体は青少年奉仕への一過程で

あって、奉仕活動そのものではありません。討議の

まとめとして幾多の提言がなされておりますが、こ

れをもとに地域社会に向けて行動を起してこそ真の

奉仕活動になるのであります。しかも、青少年の健

全な育成は、クラブとして単に青少年奉仕のみなら

ず社会奉仕にも、とりあげようによっては職業奉仕

にも国際奉仕にもつながる幅の広い活動になり得る

ものですし、特に、地域社会が規に抱えているニー

ズにも合致するものと思います。そこで私は、イン

ターアクト、ローターアクトの各クラブを含めた青

少年の育成指導を第二の柱とします。どうか、せっ

かく咲いた美しい花に、みんなの力で立派な果実を

みのらせようではありませんか。 ヽ、▼一

以上申し上げました二つの柱は、決して新しいも

のではありませんし、何れも非常に難しい課題を含

んだ大きい柱であります。それだけに、多くの強い

支えが必要であります。委員会の編成に当りまして

は、ロータリー歴とか年令にこだわらないで、新し

い人、若い人にも委員長のポストをお願いして、そ

こにはベテランを配置し、また、多くの人に同じ委

員会に再任をお願いしましたが、これは活性化と共

にバランスのよい委員会活動を希い、二本の柱の支

えになることを念願したものにはかなりません。

なお、本年度中に予定されます臨時的な事業の主

なるものとして、分区のⅠ・G・Fが10月23日のガバ

ナー公式訪問後の早い時期に当クラブのホストで行

なわれるほか、来年3月には台中港区R・C・との盟約　、．＿

10周年に、5月は鹿児島西R．C．との盟約20周年に、

夫々当りますので、何等かの記念事業を計画したい

と考えております。

以上、基本構想を中心に本年度の運営方針をど説

明いたしましたが、幸い迎田さんという心強いパー

トナーを得ましたし、経験豊かな理事会のスタッフ

も居られますし、その上事務局には頼りになる山下

さんがおられます。この一年精一杯頑張りますので

会員の皆さまの温かい後押しを、重ねてお願い申し

上げ、会長就任のごあいさつといたします。

ありがとうございました。



幹事就任挨拶

迎　田　稔君

幹事の仕事は会長を補佐

して、会長を大きく見せる

ことが大切なんだそうです。

クラブの会務をスムーズに

運営出来るように頑張りた

いと思います。

クラブへの不満、要望何

んでも結構ですから、なん

ー／ノ

なりとお申し付け下さい。よろしくお願いします。

温海R．C．会長挨拶

藤　谷　隆君

鶴岡R．C．よりは特

別のめんどうをみて

いただき厚くお礼申

し上げます。

今後、今野幹事と

共に頑張りますので

なにかとお世話にな

ります。

今後共よろしくご指導お願い致します。

（委員会報告）

（社会奉仕委員会）

鶴岡市より内川清掃奉仕作業

目　　時　　7月8日（目）

午前7時より9時まで

集合場所　　鶴岡消防署前午前6時50分まで

鶴岡R．C．　鶴圃橋より三雪橋

もちもの　　草刈鎌、手袋

小雨決行、雨天の場合次の日曜日

こ協力をお願い致します。

（親睦活動委員会）

会員誕生　　黒谷正夫君．森田清治君

佐藤順治君．嶺岸光吉君

中江　　亮若

奥様誕生　　張　　秀子様．小池　　英様

工藤利子様．富樫　　貞様′

飯自安江様．風間富士子様

諸橋靖子様．佐藤清子様

三井健さんより、今年は従来と変り、夢のあるも

のにと考え宝くじに致しました。宝くじであり当選

の際には、だんな様、奥様夫婦げんかをしないで共

有にして下さい。今回は7月6日抽選で、一等賞は

2，000万円、前後賞500万円、二等賞1，000万円、

3等質100万円、100万円以上当選の場合10％位ス

マイルをよろしく。

〔出席委員会）

年間皆出席

19年間皆出席　鈴木弥一郎君

12　　ク　　　　森田清治君

1　　〃　　　　白坂　　久君

6月100％出席　56名

阿蘇．張．藤川．福島．布施．飯白．石井．石川．

石黒．板垣（俊）．市川．川村．黒谷．小池．」＼松

（広）．今野．小松（三）．加藤．忠鉢．三井（徹）．

三井（賢）．三井（健）．巌岸．迎田．森田．松田（貞）

松田（士）．中江．中野．中田．斎藤（隆）．佐藤（昇）

佐藤（忠）．佐藤（順）．佐藤（友）．新穂．菅原．鈴

木（善）．鈴木（弥）．佐藤（陸）．庄司．佐藤（英）．

鈴木（茂）．佐々木．斎藤（昭）．白坂．丹下．津田，

手塚（林）．富樫．内山．渡部．山口．吉野．塚原．

〔ス　マイ＿塵つ
三井　徹君　　土曜会合唱団のお礼

川村徳男君　　会長就任

迎田　　稔君　　幹事就任

（ビ　ジ‾了‾二つ

温海R．C．　　藤谷　　隆会長．渡部晃雄‾君

今野金一幹事

鶴岡西R．C．　加藤重郎左衛門君



‾笥した

前幹事．斎藤　隆君　亥年生

イラストは阿蘇司朗君

（今週の担当者　斎　藤　昭）

ロータリー用語便覧（い

ロータリー．ソ　創始者ポール・P・ハ
ング リスに誘われて五人

目の会員になった印刷屋のハリー・ラ

グルスは、不動産屋のウィル・ジェン

ソンを推薦して参加させた人として知られているが、

グループの最初の頃のある集会で彼は、椅子の上に

立ち上り「歌をうたおうではないか」と呼びかけた。

彼は歌うことが好きで、今日、シカゴ・ロータリー

・クラブを始め世界各地のクラブの例会での慣習と

なっている合唱は、彼の唱歌についての熱意から生

まれたものである。

ロータリーと政クラブとして政治的意見を述べた
治活動　　　　り政治的行動をしたりすることは

禁じられている。したがってクラブとして公職候補

者を推薦・支持することはできない。しかし、個々

のロータリアンが政治や公共の問題に関心をもち、

例会で討論することはむしろ奨励されているといっ

てよい。

ロータリーにも 「ロータリーのことなら何でも正

欠点はある　　しい、と言えるだろうか」－ポ

ール・P・ハリスはその晩年に、こう問いかけてい

る。「われわれの活動する時代はもう終わりつつあ

るのだろうか。いや、有難いことに、そうではない

のだT一何もかも悪いところだらけなのだ。ロータ

リーのどこをとってみても、改善の考えられないよ

うなものは、おそらく一つもないのではないかと思

う。ロータリーが開拓者となる時代はいま始まった

ばかりだ、と私は考えたい」

濃紺青と黄金色。ロータリーの正
ロータリーの色

式の色は、1929年ダラスの国際大

会で決定（決議第12号）された。したがって、ロー

タリーの徽章は、輪全体を黄金色とし、輪縁の四つ

の窪みの部分は濃紺青、窪みの“Rotary”と“Ⅰ－

nternational”の文字は黄金色で表わし、中心と

楔穴は空自のまま残すことになっている。

ロータリーの営　ロータリアン同士の間での商業関

利化　　　　係は公正なものでなくてはならな

い。したがって、仲間の会員に対して、その人の他

の一般の取引相手よりもよい条件で取引したいと期

待するようなことは、邪道でありロータリー精神か

らの逸脱とみなされる。しかし、ロータリアンが、

ロータリーでえた友情の自然の成り行きとして、新

しく取引関係が結ばれたり、商売が殖えたりしても

それはロータリーの信条に何等反するものではない

とされている。要するに、ロータリーにおける友情

を自己の営利のために利用することは、厳に戒めら

れている。

ロータリーの拡　ロータリーの目的を達成するには、
大　　　　　ロータリー・クラブと会員を殖や

して、拡大する必要がある。このための活動には、

「外部拡大」と「内部拡大」の二通りがあるが、そ

のためにロータリーの質を低下させないことが要求

される。質の伴わない拡大は無きに等しいからである。
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