
（会長報告） 山口篤之助看
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1．本県とアメリカ合衆国コロラド州と姉妹州県提

携を進めている交流会に出席しての報告を申し上

げます。

去る10月9日午後2時より、酒田ホテルサンル
ートに於て行政、教育を始め関係団体の代表100

名位出席して行われました。

59年11月、板垣知事が「東北地域国際投資交流

推進会議」の団長として渡米、帰国後にこの構想

を発表した事によって、今年3月にコロラド州知

事より姉妹州県構想に同意を伝えてこられたそう

です。

今回、コロラド州内務・経済開発省長官モーガ

ン・スミス氏ご夫妻と国際文化会館常務理事加藤

幹雄氏がお出でになられました。モーガン・スミ

ス氏からはコロラドの紹介で、「人口が300万人

酪農を中心に先端技術で知られ、温泉やスキー場

がある等、本県と似かよった自然環境で交流を深

める事で一層飛躍したい」と述べられ、午後4時

まで行われました。

2．R．1第253地区年次大会（1986－87年）の報告

10月11～12日の両日、米沢市民文化会館に於

て米沢R．Cのホストで開催されました。出席者数

は1，400名で満席となり、後方に立ってる方もお

られる盛況でした。当クラブからは18名の多くの

方のご参加をいただきました。感謝申し上げます。

特に車を運転されました方ご苦労様でした。

10月11日第1日目、ホテルサンルート米沢に於

て午前9時50分より、R．Ⅰ会長代理金永微氏（キ

ム　ヨングフイ）をお迎えして会長・幹事会が行わ

れました。開会点鐘、国歌斉唱、歓迎の挨拶、来

賓紹介、R．Ⅰ会長代理挨拶、決議案の提出が田中

善六P．Gから、第1号議案より第8号議案まで

朗読され、満場一致賛成、議決されました。続い

て松永P．Gよりポリオ　プラス　プロジェクトに

ついて説明ありました。募金計画では1990年6月

30日までに募金活動によって達成し、天然痘を全

世界より追放した様に、人類愛として当然やらな

ければならないと強調されました。全世界で200

億円とし、日本ロータリーでは20億円、大口20億

円、計40億円の目標で、地区としては、

（1）1人20，000円として、86－87年度に5，000

円を達成…1990年迄。

（2）財団の中の寄附ではあるが、ポリオプラス

の計画である。

（3）大口の寄附については、今は経済的に良い

時期ではないので活動を保留する。

以上、説明と要請があって10時50分閉会点鐘。続

いて11時10分より会長、幹事、新ポール．ハリス

フェロー、新米山功労者合同昼食会があり、吉野

勲さんが出席されました。12時閉会。その後大会

会場の市民文化会館に移り、クラブの万々と合流

致しました。本会議が午後1時から開会、韓国国

旗を先頭にR．Ⅰ会長代理、九里Gご夫妻が万雷の

拍手で入場され、厳粛に式典行事が行われました。

金R．Ⅰ会長代理はメッセージを流暢な日本語で、

他人の役に立つ人間になろうと云われ、ロータリ
ーは80年に亘りクラブの親陸の中に生れ、職業奉

仕にはぐくまれ、社会奉仕で前進し、国際奉仕を

通じて発展した事を永遠のテーマとして引継がれ、

更にロータリーを充実して組織の強化を図る様要

望されました。3時20分よりパネルディスカッシ

ョンが行われました。テーマは「高令者への心づ

かい」。パネリストに新潟大学名誉教授渡辺厳一

氏、アメリカンファミリー生命保険会社社長大竹

美喜氏、全国高令化社会協会理事NHK学園講師

田中尚嘩氏の3名の先生方が、それぞれ15分づつ

内容の充実した話題と、将来を展望し現実の問題

を取り上げられた熱のこもったお話に感動致しま

した。先生方に会員より質問を設けられ、当クラ

ブより佐々木詰彦さんが当られました。午後5時



に第1日目を終りました。

大会2日目、午前9時開会点鐘、R．Ⅰの現況報

告、記念品の贈呈（米沢市へ、R．Ⅰ会長代理へ、

松永輝彦直前Gへ）。新ポール・ハリス・フェロ
ーの紹介には佐藤忠さん、吉野勲さんがありまし

た。表彰には出席優秀者、10年間皆出席に丹下誠

四郎さん、迎田稔さんが紹介されました。次期開

催地の紹介は会津若松市で行われる事が発表され

ました。細心の気配りと厳粛にして和やかな大会

のホストクラブの皆様の労に感謝申し上げます。

11時10分閉会点鐘。11時30分より大会記念講演が

橋田寿賀子先生の「ドラマの中の女たち」演題で

ありましたが、時間の都合で12時で帰路につきま

した。出席者は次の方々です。

市川嘩雄君．吉野　勲君．碓氷節雄君

関原幸司君．平出統一君．布施隆夫君

板垣広志君．中江　亮君．佐藤元伸君

丹下誠四郎君．迎田　稔君．藤川享胤君

佐々木誌彦君．新穂光一郎君．塚原初男君

秋野　忠君．松田士郎君．山口篤之助君

大　　会　　決　　議

第1号議案

M．A．T．カバラス国際ロータリー会長の本年度方

針に協力する件

M．A．T．カバラス国際ロータリー会長は、本年

度の奉仕活動を推進する指導方針として『ROT

ARY BRINGS HOPE（ロpタリーは希望

をもたらす）』と提言されました。

各口一夕リアン並びに各クラブは、この意義深

いテーマを旨として各自が活発な奉仕活動を展開

することを誓い、積極的に協力することを決議し

ます。

第2号議案

国際ロータリー会長代理派遣に対する感謝の件

国際口一夕リー第253地区大会を米沢市におい

て開催するにあたり、M．A．T．カバラス会長は

その代理として、国際ロータリー理事金永徽氏を

派遣されました。同氏は、遠路ご光来下され、本

大会に一段の光彩を添え、大会を盛会裡に挙行さ

れるよう配慮されました。特に本大会に参加した

全ロータリアン並びにその家族は、会長代理の示

唆に富んだメッセージに深い感銘を受けました。

本大会は、国際ロータリー会長代理金永微氏に

対し、記念品を贈呈し、深甚なる敬意と感謝の意

を表することを決議いたします。

第3号議案

九里茂三地区ガバナーの強調する本年度の奉仕目

標に賛同し推進する件

第253地区ガバナー九里茂三氏は、『ロータリ
ーをみんなに』のスローガンのもと、『共に奉仕

する我々の年度』の主要目標として、

1）ロータリー人生についての討議を深め、広報

活動を展開すること。

2）青少年の健全な育成のための環境づくり

3）高齢者への心づかい

4）国際親善と連帯の推進

5）『ポリオプラス』プログラムへの積極的な参

加

各ロータリアンおよび各クラブは、その趣旨に

賛同し、その推進に努めることを決議いたします。

第4号議案

直前ガバナー松永輝彦氏に感謝の意を表する件

1985～1986年度国際ロータリー第253地区ガバ

ナー松永輝彦氏は、エドワード・F・ガドマンR

I会長のテーマ『YOU ARE THE KEY

（あなたが鍵です）』を休し、誠実な人柄と該博

な知識、更にすぐれた指導力によって各クラブを

指導され、特に会員の増強とクラブ拡大に挙げら

れた功績は、極めて顕著であります。本大会は、

ここに記念品を贈呈し、深甚なる謝意を表するこ

とを決議します。

第5号議案

ホストクラブ、コ・ホストクラブ並びに協力団休

に謝意を表する件

米沢市において開催された1986～1987年度国

際ロータリー第253地区大会は、周到な準備のも

と、運営よろしきを得て、数々の成果を収めるこ

とができました。

これは偏えに大会委員長始め、大会役員並びに

ホスト米沢ロータリークラブ、コ・ホスト6クラ

ブの会員諸君と、そのご家族の理解あるご協力に

よるものであり、また米沢市並びに関係官庁はじ

め諸団体の、ロータリーに対する温かいご協力に

よるものであります。

本大会は、これら関係者並びに関係諸団体に深

甚なる敬意と謝意を表することを決議します。

第6号議案

米沢市に記念品を贈呈する件

米沢市は、市民こぞって大会を歓迎され、温か
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いご援助を与えて下さいました。

本大会は、米沢市ご当局並びに市民各位のロー

タリーに対する深いご理解と、心のこもったご協

力に対し、記念品を贈呈し、感謝の意を表するこ

とを決議します。

第7号議案

地区ガバナー選出手続の件

地区ガバナー・ノミニーの選出については、去

る2月の規定審議会の決定に基づき、今後地区大

会に出席した選挙人の投票の過半数によって決定

された『ガバナー指名委員会』によって行うこと

を決議いたします。

第8号議案

1987～1988年度地区大会を会津若松市において

開催する件

1987～1988年度国際ロータリー第253地区大会

は、会津若松ロータリークラブをホストクラブと

して、会津若松市において開催することを決議し

ます。

3．台中港区R．Cより中江さんに電話で11月14日

（金）来鶴される旨連絡が入りました。一行は29

名だそうです。早速準備に入りたいと思います。

⊂壷「壷報告）　松。士郎署
○会報到着→東京R．C

O式典のご案内

1．郡山安積R．C認承状伝達式親善ゴルフ大会

日　時　10月29日（水）

場　所　福島石川カントリークラブ

会　費　　5，000円

2．Ⅰ．G．F．R．ゴルフ世界大会が1987年5月26

日から4日間川奈ゴルフコースで開催。

詳しくは事務局まで。

（ぉねがい）　三井　徹署

亡くなられた阿部のぼる先生の7回忌にあたりま

旅　行　日　程（案）

すので、26日午前10時から松山の宝蔵寺で法要が行

なわれます。御縁の方は、どうぞ多数出席願いたい

と思います。それから記念事業として、佐々木さん

が前から手厚く保存されていた、阿部先生の御書き

になったまだ未刊の小説がありまして、「◆柿の実」

というこの小説が記念に発刊される事になりました。

どうぞ皆様、おもしろく書いてありますので御買い

求めになって戴ければ幸いです。

（国際親睦活動委員⇒

国際親睦委員会の石川です。

国際親睦委員会よりお願いとご案内を申し上げま

す。といいますのは、62年の2月に実施の台中港区

扶輪社との第4回姉妹クラブ続盟訪台の件でござい

ます。

旅費並びに旅程の詳細につきましては、交通公社

の富田支店長さんにお願いしてございますが、旅程

の一端を申し上げますと、此の度は台湾内の名所旧

跡を出来得る限り多く観光する事。又、ゴルフを楽

しまれる方々にはその時間を充分に設ける事。又、

若しご自身の仕事の上で是非見学したいと云う場所

などあれば、そうした時間も設ける事など。とにか

くご参加の方々のご希望を充分かなえるよう計画に

折込む所存でございます。

3年前の続盟式の折には台中港区の会員の万々が

多数来訪されまして、温海の萬国屋に於て盛大に挙

行致しました。依って此の度その答礼の意味からも

是非数多くの会員の万々のご参加・ご協力を衷心よ

りお願い申し上げる次第でございます。又、近頃円

高という経済の変動は大変割安の旅費が予想されま

す。

尚、計画立案の当委員会と致しましては、参加者

の人数の確認を急いでおりますので、大変恐縮でご

ざいますが、早急にお申込みを頂きたいと思います。

以上の点、ご協力を重ねてお願い申し上げまして

ご案内と致します。

富田孝一看

日次 �月日（曜） �地　　名 �現地時間 �交通機関 �予　　　　　　　定 �宿泊地 

1 �62年 2月11日 （水） �羽田空港発 桃園空港着 （中正） �8：50 11：00 �CIO19 専用バス �中華航空にて一路うるわしの島台湾 へ。到着後、専用バスにて台北市内 観光及び故宮博物院見学、総統府、 忠烈詞等。 昼食は市内レストランにて 夕食は市内レストランにて北京料理 �台　北 



日次 �月　日（曜） �地　　名 �現地時間 �交通機関 �予　　　　　　　定 �宿泊地 

2 �2月12日 （木） �台　北　発 �10：50頃 �航空機 �朝食はホテルにて 航空機にて高雄へ �高　雄 
高　雄　着 �11：30頃 �専用バス �着後高雄市内観光 寿山公園、澄満潮など 昼食は市内レストランにて四川料理 夕食は市内レストランにて海鮮料理 

3 �2月13日 （金） �高　雄　発 �9：07 �特急列車 �朝食はホテルにて 特急列車にて台中へ �台　中 台　中　着 �11：17 �専用バス �着後、ロータリー続盟式 昼食は市内レストランにて台湾料理 夕食は市内レストランにて上海料理 

4 �2月14日 （土） �台　中 i 台　北 � �専用バス �朝食はホテルにて 専用バスにて台北へ 着後、買物等自由行動 昼食は市内レストランにて広東料理 夕食は市内にて湖南料理 �台　北 

5 �2月15日 （日） �台　北 桃園空港発 �12：15 �CIO16 �朝食はホテルにて 中華航空にて一路帰国の途へ � （中正） ���屏食は機内にて 

羽田空港着 �16：10 ��無事到着　通関後解散 

○旅行費用お一人様概算　141，000円　　　　　　　ロ．パスポートのない方 

○ホテル　　申クラスの上　　　　　　　　　　　　　　　　　戸籍抄本　　　　　　　1通 

○ビザ代　　5，000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　住民票　　　　　　　1　通 

ジャタ一代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真（5仇×5珊）　　3　枚 

パスポートをお持ちの方　3，000円　　　　　　　　お伺い書 

パスポートのない方　　　5，000円　　　　※　尚、庄内支庁にてパスポート申請時に認印 

○渡航手続（必要書類）について　　　　　　　　　　官製ハガキ、免許証又は保険証を必要とする 

ィ．有効なパスポート（査証申請時6ケ月 

以上残存期間のあるもの）をお持ちの方 
パスポート．写真1枚．お伺い書 

（親睦活動委員会）

待ちに待った家族磯釣大会もいよいよ明日に迫ま

りました。御出席の方には御案内申し上げましたけ

れども、明日の朝エサの希望の方には、ある所にバ

スがまいりますので、そこでまとめて御買求めにな

っても結構です。是非時間に遅れない様にお願い致

します。

（ス　マ　イ　ル）

三井　徹君　　件の委員長就任を期に希望によっ

て病院の模様替えをやり、11日竣

工記念パーティーを行い、クラブ

から御花を頂戴した御礼として。

佐々木霊彦君　　朝日新聞文芸批評爛9月4日山形

版に写真が掲載され、大好評を得

て。

清水二郎君　　今年も長岡、豊橋の科学技術大学

3年に11名も編入出来、その上東

大編入を実際に実行出来て。

松田士郎君　　法人会のゴルフ大会に準優勝して。

（」Lジク　ー〕
な　　　　　し
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