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分　区　代　理挨拶

北楯　　学署

大先輩を前にして恐縮

しているところですが、

前年度の会長に引き続き

まして、このたび分区代

理を引き受けることにな

りました北楯でございま

す。このとおりの未熟者

でございます。会長時代

も前年度の佐藤さんには何かとお世話になり、よう

やくゆっくり出来るかなと思ったところ、今度は分

区代理。とんでもない責任を負わせられ夜もおちお

ち寝れないような現状でございます。

先日、分区代理・各委員の協議会が米沢でござい

まして、鶴岡からも数人出席された様でした。その

晩になりまして、初めて今年度私の噸番なんだなあ

という様な感じをして帰ってまいりました。

昨年の6月28日にG・S・Eの受け入れの問執こつ

きまして、藤川さんと各庄内分区の会長・幹事さん

からお集まりいただきまして一応スケジュールを検

討致しましたが、一昨日米沢に行きましたところが

「とてもこれではどうにもならん。もう一度やり直

せ。」という様な御命令を頂きまして、今日またこ

こをお借りしまして、検討致したいと思いまして、

私も交えていただく事になりました。

いよいよ今年度に入りまして、第一の事業であり

ますガバナー訪門が7月、そして第一番目がこの鶴

岡クラブであります。7月29日の様でございます。

丁度その日所用で私、ガバナーと同席出来ませんの

で、今日ここで挨拶をさせて頂きまして御勘弁を願

いたいと思います。

只今会報を見せて頂きまして、山口会長さんから

本年度の目標等につきまして色々載っております。

私からロータリーについて云々という事は必要ない

様でございます。ただ私、庄内分区代理と致しまし

て、庄内分区の親睦と友情を深めながら、みんな仲

良く楽しいロータリアンであってほしいと念願にし

まして努力する所存でございます。どうぞ大先輩の

方々、また会長・幹事さんを始め会員の皆様、どう

かこの様な未熟者ですが、皆様の御指導と御鞭撞に

よりまして、なんとか一年つとめたいと思います。

よろしくお願い致します。

鶴岡西R．C会長・幹事挨拶

加藤　　広署

今年度の西R．Cの会長を引き受けました加藤でご

ざいます。よろしくお願いします。

常日頃は鶴岡クラブさんより色々お世話になりま

して、ここで改めて厚く御礼申し上げます。特に毎

回沢山のメイクを頂きましてありがとうございます。

昨年は20周年記念を開催しましたが、私西RCもい

よいよ乳離れをしたと思っておりますが、鶴岡クラ

ブさん、先輩クラブとして今後よろしく御指導御鞭

漣のほどお願い申し上げまして、簡単ではございま

すが御挨拶にかえさせていただきます。

どうもありがとうございました。

井上　　彬宕

同じく幹事の井上でございます。親クラブの鶴岡

R．Cの皆様始め松田さんには今年一年間いろいろお



世話になるかと思います。今年はぜひ合同で一回、

合同例会を行ないたいと思っておりますので、その

時には皆様ぜひよろしくお願い致します。

どうぞ今年1年よろしくお願い致します。

立川R．C幹事挨拶

菅谷吉郎署

本年度の立川R．Cの幹事を引き受けさせられまし

た。私のほうから御承知の様に分区代理の北楯さん

が出ておりますので、その点についてもなにかとお

世話になるかと思います。私からもよろしくお願い

したいと思います。

本年度は、Ⅰ・G・Fが立J＝町狩川がホストになり

まして、9月28日に開かれます。皆様の御協力をお

願い致します。

私、初めて鶴岡クラブにメイクしましたついでに

一言だけ申し上げます。鶴岡出身の上智大学におり

ます渡部昇一さんという方が、確か鶴岡出身だと思

います。この方の「クオリティ．ライフ」という文

庫本が出ておりますが、その中で私が一番好きな言

葉がありますので申し上げたいと思います。「1時

間の散歩を惜しむ者は10年の病床を持つ」という言

葉がその本の中に書いてあります。彼は中々忙しい

身分であり、休力的にも健康的にも考えている様で

すが、何かの機会に常に散歩をしている。いわゆる

忙しい中に散歩を取り入れた運動をしている様です。

この点非常に感銘を受けましたので、私白身も現在

朝散歩を行なっております。とりとめのない話でし

たがよろしくお願い致します。

（乍長報㌻） 山口篤Z助署

衆参同日選挙の開票の結果も昨日発表になり、漸

く街の静けさもとりもどった感じで、自民党が予想

外に多きく議席を増やした結果となりました。

去る7月4日（金）グランド．エルサンで行われ

ました西クラブの交換学生のレスリーさんの送別会

とご両親の歓迎会にご招待をいただき、若生さんと

私が出席して参りました。西クラブ会長・幹事さん

がお見えでございますので改めてお礼を申し上げま

す。大変和やかな中に、司会の石黒慶一さんの流暢

な英語で盛大に行なわれました。

又、地区国際青少年交換委員の新穂光一郎さんも

ご招待をいただきましたが、前日交通事故に遭われ

て欠席されました。翌日お見舞いに参り、事故の状

況を聞いてきましたが、スクーターで山形市へ行っ

ての帰りに、寒河江市の少し手前で相手の軽トラッ

クが、細い小路より国道へ急に飛び出してきて、ど

うしても避ける事が出来ず、衝突されたとの事です。

右鎖骨骨折と肩甲骨にひびが入ったとの事で、1ケ

月位は休まなければと申してました。

（幹事報告）
松田士郎君

○松永ガバナー事務所終了のお知らせ

○上山R．C創立30周年記念式典のお知らせ

期　日　10月5日（日）

場　所　上山温泉　月岡ホテル

登録料　12，000円

○交換学生伊藤久美さんのお手紙と写真が届いてい

ます。

○会報綴り配布致します。

O「新庄円」雑誌の紹介

1冊800円です。申し込みは事務局まで。

○家族構成に変動のあった方、至急事務局までお願

いします。

○上半期の会費納入のお願い

（垂頭重空車垂）上野新＿君
05月24日、20周年記念式典記念事業を行ないまし

た。

07月27′－29日までポ二【キャンプ

08月15日　中学校野球大会

09月　酒田・鶴岡合同で庄内高校駅伝

07月23日　ミュージカル「ハネム【ンはスクール

バスで」の主催を計画しています。チケットは青

年会議所事務局まで。

⊂車重互車重⊃

⊂奉睦活動委員ら 藤川享胤署

奥様誕生　　中　野　ふみ子様



活　動　計　画　発　表

（1盲ラ重森）
市Jll輝雄署

クラブの管理運営がスムーズに行われるか否かは

当委員会の活動如何にかかっています。各特定委員

会と緊密な連絡をとりながら、親睦を柱とするクラ

ブの基本方針に沿って活動し、互いの好意と友情を

深めてゆきたい。

新年度の重点目標の一つとして、特にロータリー

情報と広報活動の推進に力を入れたい。外にはあら

ゆる機会を捉えてロータリーの広報につとめ、内に

は容易に理解を深めることの出来るロータリー情報

を流すことにより、会員の増強や奉仕の機会を更に

拡めることに役立つものと考えます。全会員の協力

をお願い致します。

以上、計画書の如く当委員会は非常に重要な役割

を持っている訳ですが、すべて各特定委員長におま

かせしてありますので、私は各委員長の釣りあげた

魚をクラブというビクに移すだけの委員長でありま

す。各委員長ともすぼらしい釣名人揃いですので、

黒鯛を釣るか、鯨を釣りあげるか、どうぞご期待下

さい。

各特定委員会の釣名人を改めてご紹介申し上げま

す。

聞く所によると、本年度の予算が窮屈だそうです

が、釣の上手下手は道具のよしあしでなく腕と工夫

にあるそうです。又、竿を一人じめにすることなく

委員の一人一人が奉仕の機会を持つことが出来ます

よう、特段のご配慮の程お願い致します。

（頭重頭重二）布施隆夫看
ロ【タリアンとして若輩の私が本年度の社会奉仕

委員長の大役を担当することとなり、経験不足、未

熟の私でございますが、幸いにして経験豊かで大ベ

テランの先輩が委員として佐藤昇さん、早坂徳治さ

ん、佐藤元伸さんとおられますので、委員の方々の

絶大なるご協力と、会員の皆様の厚きご好意と友情

にすがってこの一年間を務めて参りたいと考えてお

りますので宜しくお願い申し上げます。

さて、本年度の活動ですが、歴代の委員長、委員

の方々の奉仕活動実績を尊重し、その路線に従いな

がらも、一方では時代の変革に伴って奉仕活動を見

直し、新たな時代に応じた奉仕活動をも加えて行き

たいと思っております。

具体的な奉仕活動としては、本年度の地区ガバナ
ーより示された重点項目として「頼ることの少ない

高令者への心づかい」がありますが、これを取り入

れた活動計画を組みました。

1．高令化社会を迎え、さらに今後ますます高令化

比率が高まると予想されますので、地域社会にお

ける高令者の実態を調査し、クラブとしてやれる

ことを実行したい。

2．都市環境美化について地域運動に参加し、広報

活動にも努めたい。

3．歳末たすけあい運動に協力する。

4．過去に実行した有形奉仕活動の現況調査と維持

管理に努めたい。

以上を活動計画と致しましたので、どうぞ会員の

皆様の絶大なご協力をお願いしてやみません。

宜しくお願い申し上げます。

（青少年奉仕委員会） 塚原初男君

青少年、インターアクト、ローターアクト3委員

会より構成される青少年奉仕委員会の今年度の活動

計画を申し上げます。

地域社会における青少年の文化や生活が一層多様

化しつつある中で、当委員会は、従来からの活動の

基本方針を継承すると共に、地区の九里ガバナーの

提唱する目標の一つでもある「青少年の健全な育成

のための環境づくり」をめざします。また、山口会

長の提唱される「インターアクト、ローターアクト

の今日の活動の不振挽回」を何とかして図りたいと

考えて、次の活動を計画致しました。

1．青少年、インターアクト、ローターアクト各委

員会活動の相互の連繋強化。

2．「いま、青少年の求めている社会環境とは？」

について、調査・情報収集活動を強化すると共に、

その実現に努力する。

3．9月…青少年活動月間（例：臨時の月間カウン

セラーとしての電話相談への参加）

4．1987年4月…R．Y．L．A研修会（青少年指導

者養成研修会）への参加協力（寒河江市）

5．米国642地区との短期交換学生の相互受け入れ

制度発足年度に際しての取り組み（必要に応じて）

6．その他関連する活動に対する協力（G・S・Eな

ど）。



各員各位の変らぬご支援・ご協力をお願い申し上

げます。

（国際奉仕委員会）
中江　　高著

（む　国際青少年計画委員会に於いては、今年度は派

遣も受け入れも今のところない様ですので、前に

遡って関係者の体験座談会を開いて問題点を洗い

出し、将来の計画に資する考えであります。

九里ガバナ…が計画されている夏季休暇中の短

期派遣は、今からでは準備が間に合わないと思い

ます。

（釘　米山奨学金委員会はご承知の通り、自費留学生

が対象となるのですが、現在山大農学部に来てお

られる方は2人とも国費留学生の様ですから、お

すすめが出来ない。

海外姉妹クラブを通してPRする万も良いかと

考えます。

（釘　財団委員会につきましては、毎年度時の地区ガ

バナーからくり返し同じような　　活動要請が出

ますが、当クラブとしましては、地区内でも上位

にランクされる実績を保有していますが、この中

味は張さん、石黒さんの個人的な献金がかなりの

ウエイトをもっている点を考えて、今年は準フェ

ローの万々の追加納入をお願いすると共に、その

他の方にも呼びかける計画を立てておられる様で

あります。

尚、財団の仕事として当面する仕事は、第676

地区から受け入れるG・S・Eの団員の研修を実施

する仕事であります。予定されている9月3日～

10日迄の間に庄内分区がこの仕事を担当する訳で

すが、過去に何回か経験もあるので、是非その責

任を果したいと考えています。

④　世界社会奉仕委員会についても、今のところ具

体的な活動計画はありません。この委員会の仕事

は規模から云って単一クラブではなかなかむづか

しいもので、むしろ地区の計画に協力する傾向が

ありました。幸い、去年R．Ⅰの決定された「ポリ

オプラス計画」がロータリー100周年を目標とし

て、この世界から紅疹、ジフテリア、百日ぜき、

結核等の小児病を一掃すると云う大事業が計画さ

れているので、今地区からの要請を待っていると

ころであります。

G）国際親睦活動委員会としましては、従来通り海

外姉妹クラブとの親善交流を活発に行いたいので

すが、今年度はこの11月に予定されている台中港

区R．Cの来訪、そして2月に予定されている姉妹

クラブ続盟式典のための訪台が主なる事業となり

ましょう。

（ス　マ　イ　ル）

佐藤　忠君　　湯の浜カントリークラブ理事長杯

60才以上第3位になって

北楯　学君　　分区代理訪問として

玉城俊一君　14年間の頭取を辞任、会長に就任

して肩の荷がおりました。後任の

笹原信一郎氏もよろしくお願い致

します。

阿蘇司朗君　　店舗改装4日オープンしました。

田中錦造君　　鶴岡地区の電話5万台を突破しま

した。土曜日も平日の電話代の4

割引を実施いたします。

飯野準治君　　湯野浜カントリークラブ理事長杯

の50才以上の部で優勝しました。

石黒慶之助君　　内孫の聡子さんが夏休みを利用し

てのニュー．ブランズウィックへ

派遣が決まりました。

〔ラ　ス　γつ

分区代理　立川R．C　北楯　　学君

⊂㌢‾‾ジタ⊃

山形南R．C　　石原俊艮君

鶴岡西R．C　　児玉光弥君．加藤　　広君

立川R．C

温海RC

井上　　彬君

菅谷吉郎君

渡部晃雄君
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