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●出席報告

本日の出席

欠　街　着

前回の出席

メークアップ

●ビジター

長谷川歪辰氏の絵

甘

第3坤回例会　1965・7・う（火）暗

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

会員数59名出席数50名出席率84・75％

安藤君、五十嵐（三）君、三井（徹）君、三

浦君、皆川君、菅原君、辻君、中山君、

八丁目君

前回出席率75．86％

修正出席数　　50名

確定出席率　86．2％

海東署、谷口君、今間君、津田君、中

台君、大野君（鶴岡西R．C）

本間　庄一君（村上R．C）

小泉　次郎君（勝山R・C）

後藤　幹次君（山形R・C）

五十嵐単三君（鶴岡西R・C）

●司　　会　会長　早坂源四郎君

●ソ　ン　グ　奉仕の理想　リーダー　三井（健）君

●7月会員誕生　　嶺　岸　君

○おく様誕生

張生妹様、飯白安江様、小池英様、中台光子様

新野はる様、佐藤清子様、手塚定栄様、

蓑田涼子様

●6年間tOO％出席者　海　東　署

●3年間100％出席者　早　坂　君

●1年間100％出席者　鈴木（弥）君、五十嵐（三）君

●7月l00％出席者

阿部君、安藤君、張君、早坂君、新野君、池内君、

石井君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、海

東署、小花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井（徹）

君、三浦君、三井（賢）君、中台君、労網君、大野君

斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、荘司君、鈴

木君、新穂君、鈴木（弥）君、谷口君、手塚君、浮田

君、鷲田君、林君、千葉君、平田君、中山君、佐藤

（忠）君、森田君、薮田君、高橋君、阿部君

●連絡事項

○新クラブ設立の案内

塩釜東R・C、十和田R．C、常滑R．C

O新役員通知

別府R．C、天童R．C

O会報到着

郡山R・C、八戸東R．C、本荘R．C

Oチャーター伝達式御案内

西馬音内R．C

●会長報告

○会員鈴木弥一郎君の御尊父が逝去、会長御弔問

○永らく病欠の佐藤仁太郎君非常に元気になられ、本

日より出席

○クラブ協議会　今月15日夕刻開催予定

園早坂会長就任挨拶

本日より私が典掌の誓いの大役を皆様より仰せつかり

まして鐘を叩く役目をこれから1年間やることになりま

した。

元来私は非常に短才で我儀な男であります。果たして

無事にお勤め出来るかどうか全く自信がありません。し

かし友情の厚い会員皆様の御協力があれば何とかこの大

役も果たせるではないかと考え、自分白身の無能をも顧



りみず会長を御引受けした次第で御座います。どうか皆

様の絶大なる御声援をお願い致します。

私は本日までロータリアンとして誠に無意義な時間を

過ごし、いたずらに職業分類の空席をうめるだけに過ぎ

ませんでした。又ロータリーも6年余何等身についても

居りませんし、又、ロータリーを深く理解して居るもの

でも御座いません。

しかし私はロータリーというものは非常に寛容さをも

った大きな機構であると思って居ります。その機構の中

には色々と優れた考えをお持ちになっている方が大勢包

容していると思って屠ります。

私は先輩や友人の皆様からお世話を戴き、自分自身を

反省しながら誠意を持って努めますならば私自身も溶込

み、一貫となって奉仕することが出来るものと考えて居

ります。

鶴岡ロータリークラブは歴代名会長のもとに年々大き

く発展して参りました。なかんづく前会長の心身共にロ

ータリーの発展のために尽されたその行動力は実に驚異

的なものがございました。鶴岡西クラブの設立に関して

はその御努力に対し敬意を表する次第でございます。そ

他の国際交歓学生の実現等幾多の貴重な業虞を残されま

した。私はこれを有鮭く頂戴し、更にこれを発展させる

べく努力したいと思って居ります。この貴重な遺産を継

承しよく管理することが私の任務と考えて居ります。

次にロータリーは国際的友好団体でございますので、

従来に引続き国際奉仕に関する仕事を推進することは勿

論、一方地域社会に対しましては、社会奉仕、職業奉仕

の面に於ても皆様の協力により仕事の計画を適正に判断

しまして、行動的にしたいものと考えて居ります。社会

職業奉仕委員会は是非一体となり西クラブとも協力しな

がら活発な行動をお願いします。それから外部活動と共

に内部活動が沈滞することのないようクラブ奉仕委員会

は積極的に活動プランを練って戴くようお願いします。

今月13日の地区協議会に参加して新ガバナーの教育を

受け、帰鶴後クラブ協議会を開き具体的な活動計画を検

討したいと存じます。

最後に前会長の終りの挨拶にありましたロータリーを

楽しむということを私のモットーとしてやって行きたい

と思います。

皆様の御協力と御支援をお願い致します。

座林副会長就任挨拶

はからずも副会長を命ぜられ、断頭台に昇る心地でご

ざいましたがとうとうその日がやって参りまして、非常

に面くらって居ります。何もわからずお引受けする様な

恰好で申し訳けなく思って居ります。

私も今年は学校のことで副会長の職が多く、欠席勝ち

となると思われますが出来るだけ頑張るつもりですので

よろしく商いします。

魔笹原幹事就任挨拶

私も今日から幹事に就任致しましたが、何とか皆様の

御支援を戴きこの1年間大過なく勤めさせて戴きたいと

存じます。

圏鈴木社会奉仕委員長挨拶

情報委員長が終ったと思ったら今度は社会奉仕委員を

命ぜられましたが、まだ何も研究して居りませんので委

員始め皆様よろしくお願いします。社会奉仕はローークリ

ーで最も重要な仕事と考えて居ります。前年度の継続事

業をやり乍ら新陸には、学校や市役所等を当って員も必

要なものを考え、皆様の御協力によってやって行きたい

と思います。

圃池内プログラム委員長挨拶

当クラブの地域に於けるスピーカーの確保が仲々容易

でない。もう適当な方はスピーチを済まして屠る様な実

情ですので、今年は出来るだけ会員の皆様に色々な商に

於て職業、趣味、或は我が人生観といったスピーチをや

って戴きたいと思って居ります。それから協議会やフォ

ーラムと云ったロータリーの勉強も折込んで行きたいと

思ってます。今年は会長も内部強化ということに留意さ

れて屠られるようですのでよろしくお願い致します。尚

近く委員会を開きますが委員は谷口君、庄司君のベテラ

ンですのでスピーカーの確保にはよろしくお願いします

園小池職業奉仕委員挨拶

私は昨年度社会奉仕委員長をやって参りましたが、私

は皆様と多少考えが違うかも知れませんが出来るだけ事

業を次年度に繰越したくないと考えます。去年出来なか

ったことを今年やって下さいということは潜越と思いま

す。新年度の委員は新しい委員会の考え方と計画によっ

て実行して行くのか最もよいと私は考えます。私も今年

は職業奉仕委員ですが私なりにやって行きたいと思いま

す。唯職業奉仕というのは範囲も広過ぎ何をやってよい

かとまどいますが、私はロータリアンの皆様が各自の職

場に如何にロー∵グリー精神を発揮するかということで私

の仕事も終ることと思います。

●スマイ　ル

会員誕生　　　嶺　岸　君

おくさま誕生　張君、新野君、小池君、佐藤（忠）君

中台君、手塚君、飯自君、薮田君

●本日の献立

き　しみ一平目

ひれかつ－キャベツ、サラダ、トマト

味噌汁一竹の子、油揚



長谷川重辰氏の絵

第360回例会　1965．7．12（火）暗

例　会　場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口

車声耳草
本日の出際　会　員　数　　59名

出　席　数　　45名

出　帝　率76．27％

前回の出席　前回出席率84．75％

修正出席数　　54名

確定出席率91．53％

欠　席　者　長谷川君、五十嵐（三）君、金井君、斎藤

（信）君、皆川君、斎藤（得）君、菅原君、

谷口君、津田君、高橋君、林君、佐藤

（寅）君、荒明君、森田君

lJ●．叩トJ・七・日～■・．

空善ク青票夢二安藤君（山形R・C）
五十嵐（三）君、三井（徹）君、三浦君

（鶴岡西R．C）

前会長　張　　紹淵君

ソ　ン　グ　我等の生業　リークー　三井（健）君

ビ＿ジ草二　原田行雄　鶴岡西R．C

卓　話

ソ連沿岸貿易見本市視察団に参加して

鶴岡魚類K．K

社長　五十嵐八郎氏

今般シベリヤのハバロフスクで沿岸貿易見本市が開催

商工会議所内　　　（2）5775番

されたその発端はソ連が隣りの国である関係とシべリヤ

開発という問題で日本との貿易を重視し、話が進められ

たのだそうです。

私共が始めて聞いたのは、昨年12月下旬に伊藤忠商事

並びに進展実業という商社が中に入って、県の商工課、

水産課に呼びかけがあり、本年3月7日に県の指導で関

係業者が集まり協同組合を設立したわけです。ソ連から

木材、練を輸入、本県から米沢織物、山辺メリヤス、打

匁物（山の下狩り用鎌）果物・缶詰を輸出、バーター貿

易を立前に輸出1億輸入う千万を目標に発足した次第で

ごさいます。

たまたま去る6月26日からハバロフスクで見本市が開

かれたので本県から荒木商工労物部長と県議二名酒田市

議2名、その他業者を含めて15名、私共はAグループで

極東シベリヤ地方に約2週間行って参りました0

昨年は見本市開催により富山県では鉱石、石炭、木材

等12億の輸入、岩手県も7億の輸入、その見返りにゴム

ヵッノミ、ロープ等の漁業資材を輸出したそうです○今回

本県より見本市に出品したものは先程申し上げた他に酒

田のエコー家具の打畳椅子と、よしみ臣の漁業資材、天

童木工の製品等出品されたわけです○

私共は6月24日出発前日に新潟で結団式を挙行、多数

の報導関係者に見送られ翌25日ソ連檻日ソレコミヤ号（う

千う盲「トン）に乗船しナホトカに向かいました。

ナホトカ迄は約26時間で日ソ間では最も近い距離でも

あるし、将来は定期船という話題もあるそうです0ナホ

トカに着いたのは翌27日午後2時頃で、その後税関の手

続等で上陸は午後5時頃になりました。ナホトカ港では

市長の歓迎の挨拶や花束の贈呈等多くの方の歓迎を受け

ました。ナホトカ市長は太ったタイプの女性で、あとで



聞いた話では一人息子を持つ戦争未亡人とのことでし

た。

ナホトカは人口11万、10数年前迄は日本人引揚の基地

でさびしい港に過ぎなかったそうです。現在はクレーン

30数基を持つ立派な港町です。それから一行は日本人墓

地に向かいました。ナホトカの墓地は小高い丘にあり一

人の墓守が541柱の戦病死者を守って居りました。掃除

も行きとどいてました。千田岩手県知事代表の弔辞があ

り一同参拝致しました。

それから午後7時頃ナホトカ市街に入りましたが、一

行280数名という戦後最高の人数とあって多くのナホト

カ市民の歓迎を受けました。汽車は午後8時半出発、翌

日午後0時半頃目的のハバロフスクに着きました。人口

40万7千の広大な町で道路も広く、建物は殆んどう階で

1階は商店、2階以上は住宅のようでした。家賃は収入

の約6％程度だそうです。

通訳は約40名程釆ましたが私の方には歯医者とピアノ

の女の先生でした。その日の晩にハ／ミロフスクの飛行場

で北村徳太郎氏やモスクワの中川大使も見え、市民約百

名を招待し／ミーテーを開きました○

翌27日、日本市の開幕式があり、ソ連の商工会議所会

頭始め知事市長級の列席があり北村徳太郎氏、吉田団長

（富山県知事）の挨拶や三木通産大臣のメッセージの後

会場のテープが切られました。

会場には日本の一流メーカーの製品がずらり並び日本

海沿岸各県の物産も写真等をそえ出品されました。鶴岡

では広田製作所の荷締境や今間製作所の農機具、御殿ま

りのパンフレットもそえてありました。尚一流商社が自

由諸国に遠慮することなく出品されていることには驚き

ました。

鉄道大学で開かれた代表者会議の結論としてソ連はメ

リヤス製品、トランジスター、漁網、合繊、りんご、み

かん、フローリング、ベニヤ、製材機械、日用雑貨の輸

入を希望しているようでした。私共は木材を輸入し家具

類の輸出を考えたのですが期待はずれでした。私の思い

つきで将来庄内柿の輸出を考え、うちのマークに庄内柿

を印刷した手拭を多少配布して参りました。

翌日は飛行機でブラーテク（人口11万）に行き世界一

の発電所を見学しました。ここは1，800種という多くの

動植物の棲息するバイカル潤（琵琵湖の5倍）に連らな

る336河川の内、唯一つ流を持つアンガラ川にある出力

450万キロワットの発電所です。

プラーチクは気温の差が甚だしく夏は38度、冬は零下

58度もなり石も割れる寒さだそうです。森林を切り開い

た新しい術です。

帰りは飛行枚が霧のため12時間も遅れて出発し、ハバ

ロフスクに到着それからナホトカまで汽車を走らせ、ナ

ホトカからバイガル号に乗船、7月5日午後4時日本に

帰って参りました。

ソ連は暗い国と聞いてましたが意外と明るく朗らかな

国民のようでした。所得は発電所の技師長で月給16万円

、一般技師6万8千円（いづれも日本の金額）で2年に

1回36日の休暇があるそうです。ただし物価は予想以上

に高く、ワイシャツ8千円、肌着2千円、革靴1万2千

円、りんごは日本の10倍、キャベツ3百円というような

実情でした。

見本市を開催したからといって簡単に取引は決まらな

いと思いますが、とにかくこの見本市を見た多くの人々

は日本製品について驚嘆したことは事実のようです。

≡軸　前会長

07月13日福島に於いて地区協議会の開催につき現会長

幹事、会報委員長、ロータリー情報委員長、職業分類

委員長出席の為私が司会をやらせてもらいます。

○加盟承認の御挨拶

自慢ロータリークラブ

津南ロータリークラブ

多治見西ロー－クリークラブ

○チャーター伝達式

松永ロータリークラブ

日　時　昭和41年10月2日（日）12・00～18・00

場　所　広島県福山市佐渡町

福山電波工業高等学校講堂

登顔料1名様3，000円

○例会場時間変更

山形ロータリークラブ

寒河江ロータリークラブ

○会報到着

鹿児島西ロータリークラブ

八戸ロータリークラブ

岩見沢ロータリークラブ

東京ロータリークラブ

スマイ鵜

今問君、海東署　東北商工会議所総会に表彰された

八丁目君　〃〃だ開設記念

鈴木君　家族の不幸に際し香莫返し

献　　立

きしみ（大魚・赤えび）

井（筋子・おろし）

味噌汁（粕仕立茄子）
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長谷川重辰氏　の絵

第361回例会　1965．7．19（火）暗

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

ABetter worldihro ughRotorY

（ロータリlでより良き世界を）

鑑菱護護
本日の出席　会員数59名出席数45名出席率81・36％

前回の出席　前会出席率81・36％

修正出席数　　46名

確定出席率77．97％

欠　席　者　新野君、小池君、皆川君、舅網君、大野

君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、鈴木（弥）

君、谷口君、津田君、辻君、薮田君、高

橋君、阿部君

．一つ・～　■炉　一・一1～一

書ク言濫ダニ五十席（三）君鶴岡西R・C

ゼ＿ジータ箪　宮崎喜四郎君　函館R．C

秋野健夫君、五十嵐単三君、桜井清君

鶴岡西R．C

会長　早　坂源四郎君

タ　ンク　奉仕の理想　リーダー　三井（健）君

達総事項

◆会長報告

芸霊宝歪冨三…芸芸至芸芸委員）に変更します。

2・去る16日鶴岡盲学校々舎竣功、創立50周年記念祝典

にクラブを代表して参列してきました。

3・交換学生の三井玉男君が友人ポップ君を連れて来週

26日の朝鶴岡に帰ってきます。

4・先週13日、福島市で開催された地区協議会に当クラ

ブより小花さんがモデレーターとして出席。

会長、幹事、会報委員長、それにロータリー情報、職

業分類委員長の代理に五十嵐伊市郎さんと佐藤昇さん

の御両名が出席され勉強して参りました。

5・15日に開催の当クラブのクラブ協議会は理事と全委

員長が参加され、クラブの新年度の活動計画を発表さ

れ、亦活発な意見の交換もあり成果を収めました。御

出席の各位に御礼を申し上げます。尚成る可く早い機

会に活動計画を文書にして御提出願います。

◆第353地区協議会の模様　早坂会長

当日本年度のR．Ⅰ会長の目標、方針について新ガバ

ナーより講演がありましたので簡単に皆様に御披露申し

上げます。これに関してはR・Ⅰ会長のメッセージも届

いて居ります。

本年度のR・Ⅰ会長リチャード・ユル・エバソス氏は

米国ソートレーク市の出身で、職業分額は宗教、36年間

放送関係のプロジューサーとして著名な方です。

彼の本年度の標語は『ロータリーでより良き世界を』

原語ではA Better worldihro ugh Rofory　ロータリ

ーで明るい平和な住みよい世界を作ろうという意味で

す。

ェバンス会長はその具体的な実行案として次の10ヶ条

を示し、本年度はその実現に努力を要望して居られま

す。



1・新会員をふやすことによってロータリーを分かち合

うこと。

2・新クラブを結成することによってロータリーを分か

ち合うこと。

3・ロータリーの友好を享受すること。

エバンス会長は少年の頃ロータリー大会のメッセンジ

ャーボーイとして手伝いした時、何時かはロータリー

に入会したいと想い、後年その時のあるロータリアン

の紹介でロータリーに入会したそうです。『誰かが私

と貴方達にロータリーを分ち与えてくれたのです。だ

から私はロータリーを分かちあたえるのです』と会長

は云っています。

4・地域社会が必要とすることを見出し奉仕すること。

（型にはまったマンネリズムにおちいらない社会奉仕）

5・各自の事業乃至専門職業をより良くすること。

6・青少年へ奉仕すること。

7・広報を効果的に推進すること。

8・ロータリーの国際性を強調すること。

9・世界的社会奉仕に参加すること。（低開発国の援助）

10・ロータリー財団を支援すること。

以上の通りで格別な新味がとぼしいという批判もあり

ましたが、「決してそうでない」とェ／ミンス会長は次の

様に云われましたそうです。

「知識として知っていても、それを実行しなくてはな

んにもならない。百の知識よりも一の実行がまさる。諸

君が水泳プールの端に立っている時誰かにどうやって泳

ぐかとたずねられた時は『唯飛び込め』と云ってやりた

まえ。仕事でもスポーツでも誰かにどうするかとたずね

られた時は『最初から初めたまえ』と云いなさい」

以上は兼子ガバナーが直接エバス会長からきかされた

言葉で、私はこのロータリーの行動哲学を誠に興味探く

きいてまいりました。

◆前年度決算報告

新野前会計欠席のため嶺岸前幹事より報告

◆本年度予算、会費値上げにつき承認　千葉会計より

諸物価の値上り諸経費の自然増による会費月200円増

にした別紙予算書につき説明、会長より他の県内R．C

の実態につきお話がありまして年会費32，400円とするこ

とに全員賛成承認。

卓　話

実業団バレーについて　　今問壮太郎君

全国実業団女子バレーボール大会がこの20日から24日

まで本市に於て開催されるわけですが、大会々長の谷口

君が本日欠席のようですので私から申し上げます。

貝塚チームの出場したオリンピックのような国際的な

ものは6人制ですが、この大会は9人制でございます。

実業団バレーボール大会は昭和26年に本市では始めて

開催されました。その時の宿泊地が市内と湯田川、湯野

浜両温泉のため全国の役員始め選手から非常に好評だっ

たようです。その後市制30周年の時と今回が3回員で明

日は開催式と前夜祭で、以前は市営コートを使ってまし

たが今回は市体育館と鶴工、南校の体育館で経費も殆ん

どかからないことからお引受けしたとのことです。

今まで3回も大会を開催した例は全国でもないそうで

この鶴岡が如何にバレーボールに熱があるかということ

です。

全国から48チーム（各県1チーム）と聞いてますが、

本県からほ開催地として2チーム、山形専売公社と私の

ところ（今間製作所）でございます。

女予のバレーボールは叉格別見どころがありますので

是非御覧になって御声援を賜わりたいと思います。

◆幹事報告

上山ロータリークラブ　事務所変更通知

高山西ロータリークラブ　新役員事務所通知

金木ロータリークラブ

仮ロータリークラブ設立の案内

本荘ロータリークラブ　会報到着

猪苗代ロータリークラブ

国際ローータリー加盟認証状伝達式予告

式典10月16日

会場　東北電力（株）猪苗代電力所

スマイル1・、

今間君　男子今間チーム、全日本実業団バレーボー

ル大会に於いて予戦を追加して。

金井君　仙台青葉ゴルフ場に於いて、鶴岡・酒田の

親睦大会において好スコアーで優勝した。

菅原君　山形県の優良事業所として表彰される。

張　君1年間無事任期を終えて。

早坂君　会費値上げ承認される。

おわび　会報委員　前回359号の7月100％が6月の誤り

です。御訂正原削、ます。

献　　立

刺　身－マグロ

天ぷら－えび、茄子

よせとうふ



「≡i＿＿三．竺
野

山▲・・・・　二・　・・二1

長谷川歪辰氏の絵

第362回例会　1965．7．26（火）晴

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十［岬丁口　商工会議所内　　　（2）5775番

A BETTER wORI」∫）

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

出箪軸・草

本日の出醇　会　員　数　　59名

出　席　数　　43名

出　際　率72・88％

前官の出前　前回出席率76．27％

修正出席数　　56名

確定出席率94．92％

欠　宕　者　安藤君、長谷川君、石井君、石窯君、金

井君、斎藤（信）君．今間君、三浦君、斎

藤（得）君、鈴木（善）君、林君、佐藤（寅）

君、八丁日君、松田君、森田君

類クモ、弊⊂■こ新野君、鈴木（弥）君、高橋君、小池君、
谷口君、阿部（裏）君、男網君、薮田君、

大野君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君

（全員鶴岡西R．C）

ビジ＿タ誓斎藤一郎君、佐藤吉三君、本間庄一君

（酒田R．C）

秋野健夫君、五十嵐正雄君、小林茂美君

（鶴岡西R．C）

会長　早坂源四郎君

ソ　ン　グ　奉仕の理想リーター　三井（健）君

連綿事項

匪会長報告

卜　鶴岡西クラブ創立祝として本クラブよりロータリー

の鐘、ロータリー旗、国旗を贈呈。

2・会員皆川仙吉君が御病気で東北大学附属病院（山形）

内科に入院中ですので、私が自宅に御見舞に行ってき

ました。皆様と共に一日も早く全快することをお祈り

致します。

3・オーストラリアから過日御来訪あったブラウンさん

のストーウニルR・Cの新会長ジム・リンゼさんより新

任の挨拶状が参ってます。

要旨『我々会員は貴地方並び貴国の事に閑し、ブラウ

ン君の訪問によって更に多くのことを勉強しました。

前会長より送られた写真は会員に廻覧し、一部新聞に

も報導されました。貴R．C並び湯沢R．Cと共に我々

は楽しい友情を持つものと后ずる。近く我々のクラブ

の一員であるクリフォードハント博士が日本に参りま

すが、その時湯沢南にも行く予定になっております』

公式文書ですので、本日国際奉仕委員の張君より御返

事を空航優で出してもらいました。

4・明27日訪問の鹿児島庄内会使節団の一員に鹿児島西

R．Cの鮫島さんが来訪されます。

5・8月上旬、斎藤栄作君の御子息が新潟医大の自動車

旅行に加わり鹿児島に行くので、当クラブとしてメッ

セージを携行し、若い人を通じて鹿児島西R．Cとの

友好を探めたいと思います。

6．兼子ガノミナーの公式訪問は9月5日と連絡ありまし

た。各委員長は訪問前（来週例会まで）クラブ活動計

画書を提出して下さい。尚前年度委員長はクラブ活動



報告書を前幹事まで出して下さい。

7・職業分類委員会は2週間以内に分類表を作成、整備

して下さい。

◆R・Ⅰ第353地区協議会報告

1966・7・13　ホストクラブ福島北R．C

ト　会報部会　佐藤（忠）委員長

午後から約1時間、日興証券ホールでリーダーの佐々

木孝三良臥バスト・ガバナーとモデレーターの林平蔵

氏を混え、次の3議題について討論、①どんなことが

クラブ会報の編集に大事か。㊥どうしたら他の委員会

並びに会長などと連絡してクラブの強化発展に寄与出

来るか。㊥如何にして新しいR．Ⅰ会長の要望と方針

とを周知せしめ得るか。……

先づ各クラブ共、編集そのものに非常に苦労して居る

様子で、始めに各クラブの実状について発表がありま

したが、簡単なものはハガキの片面に報告や連絡事項

の項目だけというもの、それから月報の処も数クラブ

あり、写真、家庭や職場訪問といった記事があり面白

く編集しているが、反面速報性がない点指摘されまし

た0その点我々のクラブ会報は以前からの会報委員の

業績も大きく、他クラブと比絞しても決して遜色ない

立派なものだと思いました。

要するに三議題を通じての結論はR．Ⅰの指向すると

ころや地区ガバナーの要望事頃、各委員会の活動の計

画や実情、ロータリー情報等を出来るだけ速やかに全

会員に周知せしめ、クラブの強化に寄与することが重

要であり、その価値と効果が問題だと思われました。

2・ロータリー情報部会　五十嵐（伊）委員

本部会についてはモデレーターとして当クラブより小

花先生が出席されましたので、詳しくほ先生に期会を

見てお願いした方が良いかと存じます。唯私はロータ

リー情報の重要性について探く感じさせられました。

これからは手帳（ロータリー）でも見てもっと勉強し

ようと思っています。

3・職業分塀部会　佐藤（昇）委員

私は委員長の代理として出席して参りましたが、部会

の議題は4項目で、①会員の職業分類は何により決定

されますか。……　その人の一般に知られている主要

な職業に依って分類するのが瞑別である。又最近新し

い職業が出ています。例えば今まで炭屋であったのが

プロパン販売に変った様な場合、職業分類も変更する

のが適当だそうです。これは理事会で変更、調整する

ことができます。（定款第5条第3節）

㊥職業分類の原則を遵守すれば、その結果としてクラ

ブがどの様に強化されますか。……　R．Cはその地域

に於て一業種一人と云うことが、R．Cそのものに権

威を持たせる点で非常に重要である。叉この事に依っ

て広範囲の職業奉仕が出来ることにもなることです。一

業種に何人もいる場合は同業者同志のグループが出来た

り、トラブルの起る原因にもなります。

④職業分類委員会と会員詮衡委員会が協力して、その責

任を完遂する為にはどうしたならばよいでしょうか。…

職業分叛では常に新しい職業（例えば農薬販売、冷暖房

プロパン、航空機）を検討して充填する様にしなければ

ならない。会員詮衡委員会から新しい候補者が出された

場合、無理な職業にあてはめるのは好ましくない。この

場合職業、人柄等を充分調査し、各々その分野を守るこ

とが即ち協力することになると云う事です。

④或る職業分類が理事会により閲放され、新会員の推せ

んを求められた時に会員に対し適任者を推せんする掛こ

するにはどうしたらよいか。……　どこのクラブでも決

った2、3人の人の推せんによっている実態ですが、こ

れは多くの会員の推せんによるのが本来の姿である。又

職業分類委員会は充填、未充填の表を早く作成し、末充

填部分については常に数名の候補者を記載しておく必要

がある。

画幹事報告

天童R．C　例会日変更

日本橋R．C　例会時間変更（8月中のみ）

古河仮R．C　新クラブ設立案内

青森北東R．C　チャーター伝達式の案内

1966～1967の公式名簿の申込

鶴間西R．Cにメークする場合は予め、事務局に連

絡をとるようにすること。

スマイル二

三井（健）君　東北ニッシュK・Kの社長に就任して

佐藤（忠）君　山王商店会の潰水完成して

献　　立

煮　物－あわび、茄子

焼物一鮭味噌漬

味噌汁－わらび



ギ克∴や∵∴
松田　美恵　さ　ん　の絵

第363回例会　1965．8．2（火）晴

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

A BETTER wORIJn

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

鰻重譲護
本日の出席　会　員　数　　59名

出　席　数　　41名

出　席　率69・49％

前回の出席　前回出席率72・88％

修正出席数　　52名

確定出席率88・14％

欠　席　者　長谷川君、新野君、海東君、金井君、斎
藤（信）君、今間者、皆川君、大野君、佐

藤（仁）君、菅原君、津田君、辻君、林君
八丁目君、三井（健）君、加藤君、高橋君

阿部（襲）君

蒙菩三照芝野ヱ安藤君、三浦君、石井君、菅原君、石黒－’ニー！J‥　君、鈴木（善）君、金井君、三井（健）君、

今問君、森田君（鶴西R・C）

林君（酒田R・C）

競ジ錆声　富樫又太郎君、本間庄一君（村上R．C）

佐藤善三君（酒田R・C）
伊藤博司君（鶴岡西R・C）
金子左武郎君（三条R．C）

ゲ　ス　ト　　田子浦親方（元出羽錦関）
三井玉男君
玉男君の友人　ボ　ブ君

会長　早　坂　君

草　話　　相撲社会と相撲の見方

田子滞親方（元出羽錦関）

本日鶴岡R．Cで何か話すように云われましたが、皆

様も御存知のように相撲取は非常に口の重いものでアナ

ウンサーがよく質問して『関取今日の相撲はよかったで

すネ』『ェー』『あの作戦は考えてましたか』『イイ

ェ』『あそこで投げ打ったのは覚えてますか』『わかり

ません』……　これが大体相撲取なのです。その畑から

出て来た私ですので寸分違うはずはありません。都市の

お倖方の前で話せというのですから、実は昨夜からねて

もねつかなかった次第です。3貫目位体重が減ったので

はないかと思います。

私も戦前、戦後、戦中と25年間相撲生活をやって参り

ましたが、相撲社会も戦前と戦後では大きく変わりまし

た。戦前は相撲社会に勤まればどんな社会にも勤まると

言ったものです。私共入った頃は相撲の全盛で双葉山69

連勝の華やかな頃でした。今思い出して非常に感銘深い

のは先々々代の出羽海師匠の偉さですが、実は同じ部屋

の安芸海関が69連勝の双葉山を倒した時ですが全くお祭

以上のさわざでした。

その時師匠は安芸海関を呼んで『今日はおめでとう、

よくやりました』と言った後、更に『勝ってさあがれる

力士より負けてさわがれる力士になれ』と言われたそう

ですが、これは本当によい言葉だと思ってます。戦前の

相撲社会の礼儀作法はどの社会よりもよかったと思う。

私等が新弟子を迎えた場合教えることは『相撲に強い

か弱いとかは本人の努力次第ですが、唯、大部分の人は

身体の内部故障や怪我でこの社会を去って行くがもし去

る時があっても相撲社会のよい面だけは学んで帰れ』と

言います。

今の佐田山にしましても当時私に4人程若いものがつ

いていましたが佐田山、安芸光、野中、鈴木の中で野中

が一番伸びると思いました。佐田山は努々努力して十両



か幕内1～2番に入ればと思ってました。

相撲板で最も大切な持古、意地を佐円山は人一倍持っ

ていた為に現在の地位をしめたものです。これは本人の

努力だと思います。佐田山の事で思い出すのは九州場所

で三役になった時です。7時頃には関取衆でも稽古場に

居りますが佐田山が真赤な顔をして8時半頃やって来ま

した○私は『三役の上にはまだある、大関もあれば横網

もある、いい気になったり傲慢になってはいけない』と

しかりつけ『稽古をつけるから来い』と言って20番程取

りましたが1番も勝てませんでした。佐田山の叱られた

事に対する意地もあったでしょうが、こんなに強くなっ

たかと言う嬉しさと反面自分の弱くなったことに対する

情けなさをしみじみと感じさせられました。

私も以前は7時か8時に稽古場に行けばよかったので

すが、最近は一番下のものから監督しなければなりませ

んので4時半に起きて若いものを起こします。夏の4時

半はさほどでもありませんが冬の4時半は寒さと眠さほ

相当なものです。相撲は日本の国技であり多くの人に親

しまれています。生まれて間もなく歩く、しばらくして

お父さんやお母さんに相撲を取ろうと駆けよってくる。

これが相撲もはじまりで誰もがみんな経験している事で

す。

諺に『江戸の大関より土地の三段目』ということがあ

りますが江戸の大関よりほ土地から出た三段目の方が人

気があるということです。幸い当地は柏戸関の出身地で

もあります○柏戸閏も郷里に帰ってよかったと云う様な

後援をお願いします。

4～う年前ハワイに巡業した時団長が質問を受けまし

た『相撲は何故あんなに何回も仕切るのか』団長の困っ

てる様子に私はマラソンに例えて説明しました。1万米

マラソンの場合はスタートはあまり問題でないがこれが

100米、50米の短距離になるにつれスタートが勝敗の鍵

になります0あの狭い土俵で勝負する相撲に於てほ立合

いで勝負の7～8割を決します。それで何回も仕切って

呼吸を合わすのだと説明したら解ってくれました。

相撲の見方も様々あるものです。東京のたまり会と言

うと土俵のぐるりを囲んでる人達で中には30年も50年も

相撲を見ている人もいますが相撲というものは見れば見

る程面白くなるということです。例えば仕切ながら相手

の足をチラツと見る、見られた方ではこれは足を蹴るな

と思ってもその態度を自分に出すと負けなんです。相手

が足を蹴ると思ったら知らない顔をして、立ったらその

足を引込め相手をつかまえると言った方法、それからま

しわを取れそうで取れない場合、取らせてはいけないの

ですが、そこに心を集中させて外掛けとか、内掛けやる

方法など長く相撲を見ているとそこまで解って来ます。

それによって相撲も更に面白くなってきます。

相撲社会では番付の一番の差が人と虫けら程違うとい

う事です。戦前のことですが兄弟子から買物を病まれる

それが一人ではない、『煙草買ってこい』次の兄弟子か

ら『薬買ってこい』もう一人から『草履買ってこい』と

3つもいいつかる、買物を済ませ帰って来て煙草を渡す

と遅いといって殴られる『すみません』と一こと言えば

一つ殴られて済むのですが『ほかに草履と藁を頼まれた

ので』等と弁解でもしたら又うつ4つ殴られたもので

す。戦後相撲取が少くなった為興業が出来ないものです

から師匠から若いものをいたわれとしこまれました。最

近礼儀も大部乱れて参りましたが、他の社会に比べれば

まだ厳しいし良いと思います。

それから私が現役時代よく開かれた事ですが『あなた

は何故塩を少ししかまかないのか』と言われましたが終

戦直後当時は非常に塩は貴重品で土俵を清めればよいの

だから余り多くまくなと言われました。塩がなくて焼野

原の東京中から金庫に使われた砂を集め、それに塩を少

々混ぜて使った事もあります。爾来塩を少しまく習慣に

なったようなわけです。今理事長になった双葉山関が当

時力水を1回しか飲まなかった事も同じことで関係があ

ります。

御地の生んだ柏戸閑が皆々様の御協力があってよかっ

たと言うような鶴岡場所であるように宜敷く御願い致し

ます。

薗8月2日の会長報告はスペースの関係で次号に掲載致
します。

葦綿事項

○幹事報告

▲会報到着　静岡南R・C、東京R．C

▲8月会員誕生（5名）

安藤寅助君　早坂源四郎君　三井徹君　三井賢二君

新野武君

奥様誕生（2名）
佐藤奈津子さん（伊和治）　三井章さん（健）

▲7月（1名）　嶺岸光古君

奥様誕生（8名）
張生妹さん、新野はるさん、飯白安江さん、手塚定
栄さん、小池英さん、佐藤清子さん（忠）、中台光
子さん、薮田涼子さん

▲年間100％出席

三礫岩治郎君～6ヶ年
蓋十嵐伊市郎君、新野武君～3ヶ年

林茂助君～2ヶ年　（五十嵐三郎君7月で2ヶ年）
▲7月100％出席

本間君、加藤君、薮田君、高橋君、阿部襲君、林君
千葉君、平田君、佐藤忠君、三井健君、阿部公一君

安藤君、張君、早坂君、新野君、飯自君、池内君、
石井君、石黒君、五十嵐三郎君、五十嵐伊市郎君、

海東君、小花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井徹
三浦君、三井賢二君、中台君、男網君、大野君、笹

原君、斎藤栄作君、佐藤伊和治訝、佐藤仁太郎君、

佐藤昇君、荘司君、鈴木善作君、新穂光一郎君、五

十嵐一郎君、鈴木弥一郎君、手塚君、鷲田君（44名）

スマイ項　三井君（御子息玉男君、交換学生の使命

を無事果たし、帰国）

張　君　会長バッヂ頂戴して
嶺岸君　幹事バッヂ頂戴して

献　立　　うなぎ蒲焼、茄子漬物
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座席．東宮
本日の出酷　会　員　数　　59名

出　席　数　　44名

出　席　率74・58％

前回の出醇　前回出席率69．49％

修正出席数　　49名

確定出席率83．05％

欠　際　老　石黒君、五十嵐（伊）君、小池君、皆川君
大野君、佐藤（昇）君、鈴木（善）君、佐藤

（寅）君、荒明君、本間君、高橋君、金井
君、斎藤（信）君、斎藤（得）君、菅原君

新野君、金井君、今間君、大野君、菅原
君、阿部（宴）君　鶴岡西R．C
海東君　南田R．C
林　君　東京R．C

菅原和助君、本間義勝　（酒田R．C）

会長　早坂源四郎君

奉仕の理想　リーダー　三井君

卓　話　　医学の立場から『海について』

小　花　盛　雄

今は海の気節ですので医学の立場から一言……

①　あひるの実験で体をだんだん水に浸し、口端の鼻

の穴が水につかりますと、とたんに脈階数が減ってきま

す。又アザラシ、オットセイ、イルカも陸上にいる場合

は脈膵数が1分間100位ありますが、海に入ると10分の

1位に減るそうです。人間でも海女の実験で浸水中は非

常に減るそうです。時には非常にひどい結滞がくること

もあります。この様な変化は顔が水につかる時の感覚反

射と息を止める時に起る特殊な反射作用だと言われてお

ります。激しい時には血液中の乳酸、カリュームが多く

なり心室細動と言って心臓がピクビクビクと痙攣を起し

心臓麻痺になり死亡する結果となるわけです。一般の人

が急に水に飛込んだ場合この様な現象が起き急死するの

です。

④　それから人間が急に首を左か右にひねった時、動

脈鼓動と言う所の反射で脈が減り血圧が急に下がると言

うことはよく解ってます。水泳中、波を避けようと思っ

て急に首をひねって失心状態になり、水泳の名人でも溺

死することは珍しくないそうです。この様な現象もあり

ますので水泳に自信のある方もよく注意しなければなら

ないということです。

（カ　次に舌因神経と云って咽喉の奥の方にある神経で

すが、そこに誤って水泳中、水をがぶり呑んだ為に静脈

血圧降下をきたし失心状態になって溺死すると言うこと

があります。この予防としてほ、扁桃線を摘出するか或

は咽喉にコカインを塗ってその過敏状態を除いて置く必

要があります。勿論海水を呑まない様にする事です。

海女の実験では低温と水圧の変化は余り大きな原因で

はなかった様ですが、これは長い経験で馴れているため

で一般の人は水温の変化とか水圧の変化は胸臆に及ぼす

影響を考え、充分注意する必要があるという事です。

要するに充分準備を行なって足から徐々に水に入り体

を水に馴らす事は前から申し上げたことから非常に大切



だということです。それに余り長く入ってないで時々水

からあがって体を温めることも必要だということです。

－輔‡項

醇前回の会長報告

ト　7月27日鹿児島庄内会が来訪、新会長のメッセージ

と贈物を頂戴しました。
・メッセージ……　拝啓盛夏の候となりました。貴クラ

ブ益々御発展の御事と御慶び申し上げます。年度が改

まりまして塘会長の後任として不肖私が会長を勤める

事になりました。塘前会長同様御交誼を賜わりますよ
うよろしくお顔い申し上げます。

鹿児島は今後毎日30度以上の気温かつづきます。南
の国の夏は流石に暑いですが幸に海に画し木々の緑は

益々濃く、木陰を吹く凧は殊の外涼しく気温の割合に
は凌ぎ易いようであります。又夏の風物夏祭を当地で

は6月燈と申しますが総ての社寺で次々と毎夜開催せ

られ市民は涼を求めて之に集まり童心にかえって屠り

ます。

貴地は北の国でありますからいくらか凌ぎ易い事と
は存じますが、如何でしょうか御伺い申し上げます。

又先月の豪雨に被害もございませんかお見舞申し上げ

ます。

昨年は塘会長を初め多数の会員が貴地を訪問一方な

らぬ御世話になりました。誠に有難うございました。

両クラブの親交が一段と深められた事を感謝致します

当時の模様を聞き写真を拝見し殊に立派に保存された
西郷先生の遺跡等感激致しました。誠に有難うござい

ました。重ねて御礼申し上げます。

此の度会員の鮫島君が貴地を訪問御世話になります
この機会に貴会長に敬意を表し益々両クラブの親交を

お願い申し上げます。終りに貴クラブの御発展と会員

の皆様の御健康を祈り上げます。　　　　　　敬具

昭和41年7月17日

鹿児島西ロータリークラブ会長　米倉秀雄

・贈呈品目銀……　①　屋久杉（千年杉）製額縁

（夢　鞄児島の風景画
2・鹿児島西クラブに対し返礼として当クラブより致道

館発行。臥牛、菅実秀10冊を斎藤栄作君の御子息に託
してお贈り致します。

3・アメリカの交換学生アリーン・エア・ハート君8月

9日羽田着との電報が入ってます。
4・三井玉男君は当地方第1回交換学生としてここし．・一一ヨ

ーク州のビンガントーン市の郊外こモッバーグ高校に

学び27日帰って参りました。三井君は学校の勉強の外
レスリング、フットボール等のスポーツを始め同地の

R．Cに度々出席され、又姉妹クラブのニューブラン

ズ、ウイック市にも訪問され、更に717地区の地区大

会にも出席し挨拶される等鶴岡R．Cの使節として充

分活躍されましたその労に対し深謝申し上げます。三
井君は渡米最初にお世話になったドクター・スミスさ

んの御令息ボブ君を夏休み利用で同伴されましたが、

日本の夏を充分楽んで戴きたいと思います。

圃交換学生三井玉男君帰国挨拶

去年の9月交換学生として渡米3つのロータリアンの

家庭に各3ケ月宛お世話になり、その間色々のクラブを

訪問する等使節としての役目を果たし、又大いに楽しん
で参りました。この一年間実際にアメリカを見聞し数多

く得る処があったと思います。アメリカで学んだものを

自分の将来に充分生かし、叉皆様のお役に立つようにL

HLA▲・

たいと思います。有難うございました…

匪同伴のボブ君挨拶・…‥

私は日本での旅行を非常に楽しみにしてきました。朝

早く駅にお迎え下さいまして感謝してます。又地方新聞
の記事になったり、会議所でのパーテ一等非常に楽しめ

ました。鶴岡の街は静かでとても好きです。それにまわ

りの緑の山々等自分の故郷とよく似てます。日本に来て

日本人のよいと思った事はおじぎをすることで、自分達
の撞手よりもっと深く敬意を表すものと思いました。ど

うも有難うございました。

園会長報告
1・三井玉男君が渡米中ニューヨーク州ホイットニー、

ポイントR．Cに出席しバーナーを戴いて参りました。

2・兼ねてお瞬いしてました新年度の活動計画全部摘い

ました有難うございました。
3．8月23日「例会日）に公式訪問にそなえクラブ協議

会を開きます。
4・10月2日、3日の地区大会参加中込みは20日〆切で

すので次の例会まで……

5・当クラブの理事は現在8名となってますが、定款に

よりますと7名のようですので幹事の笹原君を理事よ

り除きます。
6・現在使用の拡声装置は新しく購入したものですが従

来のものは鶴岡西クラブに寄贈することに致しました
7・前回申し上げたアメリカの交歓学生アリーン、エア

ハート君は航空ストのため遅れ、カナダ航空で明日3

時頃羽田に着く事になりました。11日朝、庄内号で鶴

岡到着の予定です。最初のホストハウスは三井徹君の

処で、それから張、小花両君の処を予定しております
会員の中に、もし御世話したいという希望がありまし
たら、会長又は国際奉仕委員長までお願い致します。

滞在期間中の身元保証はクラブとして法務省に届けて

ありますので期間中の責任はクラブにあることを認識

して貰いたい。そして温く迎え、この1年間有意義に

すごしますよう御援助お願い致します。

圃プログラム委員会から　　委員長　池内方平

従来プログラム委員会では例会毎にスピーチをお願い

実施してますが、鶴岡の様な小都市では仲々適当なスピ
ーカーがない現状です。R．Ⅰからのパンフレットによ

りますと必ずしも他からのスピーカーでなく会員相互の
スピーチもよいということです。唯プログラム委員会の

みで選んだのでほ片寄ることも考えられますので、今年

度は各委員会特に国際奉仕、社会奉仕、職業奉仕、クラ
ブ奉仕の4委員会は専門的立場から自分の部門の意志発

表に適合したスピーカーを選考して貰いたい。そしてプ
ログラムをバランスのとれた編成にしたい考えですので

よろしく御協力願います。叉、会員の方もそれぞれ委員

会について勉強しスピーチをやることによって一層ロー

タリーの認識を深めて貰いたい。国際、社会、職業の3

委員会は年度中2名以上のスピーカーを準備して戴きた
い。その他については私が個別にお願いする考えですの

でよろしく・…‥

画幹事報告

○会報到着　本荘、能代
○例会変更　米沢西

OR．Ⅰ加盟承認案内　鶴岡西

○地区大会日程報告
03年間皆出席者　新野君
02年間皆出席者　林　君

献　　立　　豚肉、サラダ、トマト盛合わせ
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鋤薫
本日の出轄　会　員　数　　59名

出　席　数　　46名

出　席　率77．97％

前回の出席　前回出席率74・58％

修正出席数　　うう名

確定出席率93．22％

欠　陪　者　長谷川君、斎藤（信）君、皆川君、中台罰‘

大野君、佐藤（伊）君、菅原君、津田君、

佐藤（寅）君、三井（健）君、森田君、薮田

君、高橋看

護吉ク貫莞賢二石黒君、斎藤摘）君、金井君、佐藤（昇）

君、斎藤（信）君、鈴木（善）君、小池君、

本間君、大野君（鶴岡西R・C）

高橋君（酒田R．C）

五十嵐（伊）君（青森東R．C）

ビ享孝三1本間庄一君（村上R．C）

伊藤三右工門君、菅原利郎君

（酒田R．C）

秋野健夫（鶴岡R．C）

会長　早坂源四郎君

ソ　ン　グ　奉仕の理想　リーター　安藤君

連綿事項

8月23日　クラブ協議会開催一例会終了後約1時間半

出席義務　理事、委員長

本年度の活動計画書について検討。

交歓学生と会長

固会長報告

今日ここに交歓学生のアリー・ン／・エアハートさんが見

えてます。アリー∵／・エアハートさんはこの6月末ニュ

ーヨーク州トルーマン・スブルグ・セントラル・ハイス

クールを優秀な成績で卒業した、やさしく又非常にしっ

かりしたお嬢さんです。

交歓学生の試験にパスされ鶴岡に留学されます彼女の

目的は、先づ第一に日本をよく勉強すること。それから

アメリカをよく理解して貰うこと。そして将来は日本駐

在の米国大使館に就職するための経歴を作りたいと言っ

てます。

去る10日の午後3時半に羽田空港に到着予定でしたが

折り悪く三井玉男君がボブ君と関西旅行に行った為、出

迎えが出来なくなり三井氏の奥様1人ということになり

私も出迎えに参りました。幸い先般こちらにも見えたキ



リスト教大学に行っている笹原君が一緒に羽田迄来てく

れました。

ところで飛行機が遅れて翌日の午前2時になりました

真夜中の羽田に唯一人、重いトランクを持ち始めての日

本に着いた彼女に、私会長として迎えに出たことは本当

に良かったと思ってます。その日は直ちにホテルに休ま

せ、日中は都内見学に案内しました。先づ最初に浅草の

観音様に参拝、それから皇居、明治神宮、靖国神社とま

わり私も賽銭をあげ彼女からもあげて貰いました。笹原

君とガイド1人付いてくれましたので充分に歴史的な説

明をしておった様です。勿論銀座の商店街やオフィス街

の丸の内も見学しました。

それから帰りの汽車は庄内旨しかないので帰省客で一

ばいの上野駅に約1時間半列に並び汽車に乗りましたが

彼女にとってほ貴重な見学と経験をされた事と思います

鶴岡に着いて13日には張、三井婦人両氏と私が北高に

行き校長先生に挨拶をし、学校を見せて戴きました。今

月の23日より学校が始まります。

彼女はこれから1年間交歓学生として勉強されるわけ

ですが、一日も早く日本の生活に馴れ、楽しく勉強が出

来、そして充分にその目的が達せられますよう願う次第

であります。会員諸君もどうか彼女を温くいたわり励ま

して下さる様お願い致します。

隆文歓学生　アリーソ・エアハートさん挨拶

みなさんこんにちは、私は鶴岡に来ることが出来て大

変幸せです。私はこの時を長い間待っていました。私は

日本語をうまく話すことができません。これから英語で

話すことをお許し下さい。（以下英語～張君通訳）

トルーマン●スブルグR・Cのメッセージとバーナー

を持って参りました。丙クラブの友情を深め、そしてア

メリカをよく理解してもらいたい。それで早坂会長の依

頼もありましたのでこれから私の街のスライドをお見せ

します。

－アリーン●エアハートさんの字や衛、観光地、学校

等30枚程のスライド観賞一

・アリーンさんのスライド説明

（一部省略アリーンの原文を訳す）

①　これが郊外にある私の家です。トルーマンバーグか

ら約2マイル程のところです。

㊥　ここがトルーマン／ミーグです。御覧の様に人口僅か

2，000人の小さい町です。トルーマンバーグの家々は

この様に白い家が多くて、もみぢとこレの木が前にあ

ります。

Q）私の父は技師です。でも仕事は調理用と暖房用に使

うプロパン瓦斯を販売する事です。このタンクはプロ

パン100，000ガロンを貯蔵します。

①　トルーマンバーグの学校は建物がうつあります。こ

の建物は一番古くて4、5、6、7、8学級がありま

す。

（参　これが私の高等学校で一番新しい建物です。生徒は

約450人です。

㊥　ケヱガ湖はトルーマンバーグの近くにあります。夏

の休暇には多くの人が水泳、ボート遊びやキャンプに

来ます。

（う　米国でもトガナック滝は有名です。ナイヤガラの滝

よりも高いのです。人が見えるでしょう。

＠）冬季には嵐のあとで雪が木々にf」着します。

⑨　皆様は春には桜の花が御覧になれます。私共は私の

家の後庭にあるこの木の様にリンゴの花が咲きます。

⑲　ケユガ湖の上に日が落ちる頃、私のスライドも終り

ます。

園幹事報告

○チャー∵ダーナイト　　鶴岡西R．C

O第370区年次大会　宮崎R・C

O例会日変更　天童R．C　8月16日～8月20日

○例会場、時間変更　酒田、郡山R・C

O会報到着　台南、新発田、郡山R・C

スマイル■．

足連君　市長に再選されて。

千葉君　三女悠子さん海外公演に選抜されて。

小池君　当クラブ恒例のゴルフ大会に初優勝して。

安藤君　社教委に任命されて、ボーイスカウト・ジャ

ンボリー無事終了して。

小花君　社教委に任命されて。

阿部君　湯之浜花火大会盛会裡に終えて。

斎藤（得）君　無届欠席。

五十嵐三郎君、早退して。

献　　立

きしみ一鰻

焼　物一新鱒

吸　物一首荷、鰹



松田美恵さ　んの絵

第366回例会　1966．8．23（火）彗

例　会　場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや（2）0707・2838番

事　務　所　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

A BETTER wORIJ〉

THROUGtI ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

凍函官
本日の出席　会　員　数　　59名

出　席　数　　46名

出　席　率77・97％

前回の出席　前回出席率77・97％

修正出席数　　52名

確定出席率88・14％

欠　借　着　長谷川君、皆川君、菅原君、高橋君、石

黒君、大野君、五十嵐（一）君、金井君

佐藤（伊）君、津田君、斎藤（信）君、

佐藤（昇）君、林君

差≒．ク官ごジサ：■　中台乱大野君、佐藤（伊）君、森田君

顛・田君（鶴岡R・C）

高橋君（酒田R・C）

ピ＿ジ＿タ’二‾　秋野律夫（鶴岡西R．C）

林博士（シンガポールR・C）

ゲ　ス　ト　林博士夫人、名誉会長（市長）、張夫人、

那覇蒸　会長早坂源四郎君

二ソ　ン　グ　奉仕の理想　リーター　三井（健）君

連掲事項

凰会長報告

1．来る9月24日（土）鶴岡西クラブのチャーターナイ

トが開催されます。当クラブはスポンサークラブでも

ありますので、全員出席を望んでおります。案内状は

各会員に上げましたが、奥様同伴出席されます様、次

の例会（30日）迄登録料を添え申込んで下さい。

2．本日例会終了後本年度事業計画書についてクラブ協

議会を開催します。

3．本年度会費未納の方は至急会計迄お願いします。

垣委員会報告（社会奉仕）

会員の皆川君が昨日仙台の大学病院で手術をしましたが

経過もよく、幸い皆様にお暗いした輸血もその必要なく

結果がよければ一週間位で退院し家の方で療養されるそ

うです。本人も非常に元気でした。

圃　シンガポールR C　林博士来鶴

⊂）本日お客様としてシンガポールよりおいでの林博士は

張先生がヨーロッパ旅行中ウィーンで知合った方で

す。遠いところ本当によくおいで下さいました。

○張君の御招介－　シンガポールの林けんぎさんは英

語しかできません。御同伴の奥様はアメリカの万のよ

うです。私がおあいしたのは今回で二度目であり、最

初はローマの外科学会の時演説会を終え、ウイー∵／の

森を廻った時バスの中でした。林さんはロータリーの

バッチを付けてましたので話しかけた処親しくなりま

した。その後クリスマスカードの交換をしたりして過

去六年間も続いてます。それから更に親しみを増しま

して世界一周の折は是非合いたいといって来ましたが



嘗らくは何の連絡もなかったのです。つい二、三目前

京都の国際ホテルから電話がありあわてゝ準備したよ

うなわけです。一寸お合いしただけでこんなに親しく

交際出来るロー一夕リーの有難さをしみじみと感じまし

た。林さんは66才で息子が1人、その孫2人は現在ア

メリカの大学で外科の勉強をしております。林さんは

これからホノルル経由にてアメリカに行き孫に合って

帰国されるそうです。

○林博士の挨拶－　市長さん始め会長さん全員の皆様

どうも有難う。私は鶴岡に来て大変幸福であります。

シンガポール、鶴岡両R．Cのバナーを交換し、これ

からも一層の親善をお願い致します。私は六年前から

のロータリーの友情のお蔭様でとうとう鶴岡にやって

参りました。今日の幸福の目を大変有難く思ってま

す。シンガポールは御存知のように人口百万の小さな

島ですが非常に忙しい港です。一年前から共和国にな

っております。シンガポールは工業国として色々な国

と交際しています。日本人も大変歓迎され潰す。もし

皆様がおいでになれば盛んな工業のことを色々紹介し

たり最善を尽したいと思います。東京から汽車で8時

間もかゝつて釆たわけですが、これは皆さんのやさし

い心に引かれたものと考えます。この親切は忘れられ

ません。今後もどうぞよろしくお願いします。

○歓迎パーテー開催W　国際奉仕委員会の主催午後5

時より湯野浜温泉亀やホテルで市長さんや令嬢をはじ

め交換学生のアリーソさんを混えて盛大に行われまし

た。30数名参加のパーテーほ大変にぎやかで最後に

「みんな手に手を」「蛍の光」を歌って午後7時半解

散しました。

座青少年交換使節第1号鹿児島西R．Cへ

○過日鶴岡を訪問されました鹿児島西R．Cに答礼とし

てメッセージを斎藤寿一君（斎藤栄作君御子息）に依

頼しました処、南日本新聞に「メッセージを携えて鶴

岡～艶児島西R．C青少年交換使節の第1号」と云う

記事迄出され、大変な歓迎を受史ました。

○斎藤寿一君の記……　鶴岡を車で4日に出発、総行程

3500粁、九州を一周、裏日本を廻って20日に帰りまし

た。鹿児島には12日の午後11時着、直ちにR．Cの鮫

島さんの会社の南日本新聞社に行った処、メッセージ

をお届けするだけの予定でしたが、記者からインタビ

ューを受ける等大変なものでした。

その後近くの芝山先生の処で会長始め前会長、前々会

長や幹事の方、インターアクトのOBの方等7～8名

の方々と色々懇談しながら昼食を戴きました。話の中

で是非鶴岡にもインターアクトクラブの結成をと云う

強い要望がありました。

そしてインターアクトクラブの交換を来年度は是非実

現してほしいとのことでした。それから城山等鹿児島

の名所を案内して戴き、その晩は「いぶしき」に泊り

翌日前々会長の土橋先生の処で昼食の接待を受け、丁

度先生が週末旅行で霧島に行くというので我々と一緒

になり、とにかく大変な歓待を受けて参りました0

圃幹事報告

青森北東R．C　チャーターナイト　9月18日

猪苗代R．C　　　　　ク　　　10月16日

本荘R．C　　　会報到着

高知R．C l1月4日　第368区年次大会

献　　立

サンドイッチ、ス／くゲティ、コーヒー牛乳



欝牽一子妄主三二＿一子
松田美恵さ　ん　の絵

第367回例会　1965．8．30（火）暗

例　会　場　鶴岡而本町二丁目　ひ　さ　ごや（2）0707・2838番

事　務　所　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

A丑ETT且R WOR上JD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

卓　話　ユネスコについて　　会員　阿部裏君

翻案
本日の出席　会　員　数　　59名

出　席　数　　43名

出　席　率72・88％

前回の出席　前回出席率79・97％

修正出席数　　うう名

確定出席率89・83％

欠　暦　老　張君、五十嵐（伊君、金井君、斎藤（得）
君、皆川君、男網君、佐藤r伊）君、佐藤
（昇）君、菅原君、鈴木（弥）君、津田君、

林君、佐藤（寅）君、荒明君、八丁目君、
本間君

器オ紹畢　石黒君、林乱大野乱佐藤（伊）君、佐
藤（昇）君　雄詩岡西R・C）
五十嵐一郎君（酒田R．C）

ヒジ舞上‾　村山　三郎（酒田R．C）

五十嵐正雄（鶴岡酉R・C）

会長　早坂源四郎君

ソ　ン　グ　奉仕の理想リーダー　三井健君

…重奏巌
園会長報告
1．9月24日開催の鶴岡西R・Cチャーターナイトの申

込み本日までと申し上げておきましたが、現在まで7
～8名です。スポンサークラブとして何とかより多く

出席致したいと存じますので、登録料は後日で結構‥・・

どうしても24日御都合の悪い方だけお申し出下さい。

お申Hほい方は出際されるものと考えますからよろし

くお願い致します。尚奥様も出席される場合もお申し

出下さい。登録料はなるべく早くお願い致します。
2・9月5日ガバナーの公式訪問によるクラブアッセソ

プリーは6時半より美園で行ないます。食事をしなが

ら会議を進め、終了は9時半の予定です。出席義務者
は会長、幹事、会計、SAA、各委員長ですが、その

他で出席希望するものは幹事まで申込んで下さい。当
日は活動計画書御持参下さい。

国幹事報告

例会目変更　佐沼R・C、本荘R・C

会報到着　本荘R・C
チャーターナイト　浜坂R．C

卓　話　　－ユネスコについて－

会員　阿　部　　薬　君

ユネスコにつきまして15分位おしゃべりをさせて戴き

たいと存じます。

いつかよほど前にここでユネスコの事をお話させて頂

いた事がございますが、その後鶴岡R・Cに加えて頂き

まして感じたことですが、R．Cの精神が非常にユネス

コと似ておりますので、そういう点で改めて話させて頂

きたいと思います。

ユネスコは御承知の通り国際連合中の一つの機関であ

ります。国連の中には大きくわけて事務局と総会、それ

から国際司法裁判所があります。総会の下に安全保障理

事会や経済社会理事会等があるわけです。その経済社会

理事会には、いろんな部門があり、専門機閑として8つ

程ございます。その中の一つがユネスコでございます。

皆様御存知の「ILO」労仲傲閑とか、「FMO」食糧

機関もその一つでございます。あれと同じ専門枚閑でユ

ネスコがございます。



国連蛛申し上げるまでもなく世界の、㌣和を維持するの

が目的で、なんとかして二度と世抑こ戦う′】を無くしたい

というのは申し上げるまでもありません。そのためにい

ろんな部門で平和の為に活動している訳でございます。

ユネスコはその中で教育、科学、文化を通して世界平

和に寄与しようと言う専門機関であります。

国際連盟が前にありました時には、ユネスコのような

教育、科学、文化の部門がなかったそうであります。平

和を維持す′るためには、いろんな経済問題というのは必

要なわけですが、他に戦争はさけなければならないのだ

と言う人間としての道徳的良心が国連のrl〉・になければ、

本当の平和は形成されないのではないかと言うので国連

の良心の宿る所として、ユネスコが出来たんだそうです

ユネスコが出来ましてから皆様新聞で御覧になったこ

とと存じますが、去る7月2日と3［＝こユネスコ発足20

周年記念式が行なわれました。日本がユネスコに加舅射、

たしましてからは、ちょうど15年になります。

2日は20周年記念、3卜は日本が加盟してからの15周

年記念の御祝をいたしました。その時私も待って参りま

したが、昆太子殿下、美智子妃殿下始め、橋本官房長官

もお出でになり、祝辞を賜わりました。後で吉田茂前首

相も5分間位演説して下さいました。各国の大使夫妻も

おいでになりまして、非常に盛大に行なわれたようでご

ざいます。

ユネスコの事でございますが、委員会がありまして姐

棺がR．Cと非常によく似ております。それから目的が

世界平和に寄与するという点も同じであります。

私はR．Cに入会してから日が浅いのでR．Cについて

充分理解していないと思いますが、色々な職業の立場か

ら社会奉仕をして平和維持を進めるという事はユネスコ

と全く同じだと思います。

ユネスコは職業分類になって盾ませんが、各人一人一

人が相互理解し合って、叉国と国の閏は国際理解を決め

誰とでも友達になるということで、そして多くの知合い

を作ることで、そこの問の争いというものも少なくなる

のではないかと言う考えのようであります。

奉仕ということについては、ユネスコの科学部会と社

会部会の方にそれぞれその国内を通して科学技術援助と

いうようなものがあります。科学技術援助ですと、例え

ば農業ではタイ、フィリピン、インドネシア等に農業技

術者を派遣したり、勿論医者の場合も技術援助で多く海

外に行ってます。

仙台のユネスコ協会長であった宮本先生もインドのラ

イ研究所に行かれました。先／上は奥様と御一緒に現地に

骨を埋める覚悟だと言って今年の5月に出発されまし

た。宮本先生は実際に蔵業を通してユネスコに奉仕する

事を実践して下さる方として本当に慧嘉しました。この

点でR．Cと同じだと思いますL

R．C．こ青少年委員会が烏ると同こ∴こうこ、ユネスコ

にも∴二少1－委員会があり、l’丁→少年の不良侶ノノ川二は勿云†肴平

和の心を持った青少年を育成するのがねらいですノそこ

では大学、高校のユネスコクラブ、小・中学校のユネス

コ子供学校がありまして、日本には23校あります、鵠岡

には18年前日本がユネスコに加盟する前にユネスコ読会

が発足し、その時平和教育は子供の時からというのでユ

ネスコ子供学校を計画し、小・申・高の学校長にお願い

して学校を始めたのが日本で最初のユネスコ子供学校に

なりました。三井託男君もかっては生徒でした。現在も

五十嵐一郎君の娘さんも入っており、中等部のリーダー

としてよくやってくれてます。

それからR．C青少年委員でも、ユネスコの育成を是

非考えて戴きたいと存じます。尚、世界のユネスコの財

源は各国が出し合ってこおり、日本は世界で7位の拠出国

で全費用の2．印　を注目／ています。アメリカの場合は42

％位侶しています。この費用も非．裾こ膨大なものですが

第2次世界ノ、戦で1月に使用した爆弾の費用よりほ安い

そうであります。教育、科学、文化の為に各国が費用を

皿し合い、平和運動をし、地球上に一、1′和を築くというの

がユネスコの夢であります。

ユネスコが教育、科学、文化を通して平和運動をやっ

ても戦争が次々と起きているではないか、という批判を

受けます。ある方から平和ま逢済と政治により築かれる

ものだと言われて困惑したこともありますが、しかし本

当の平和と言うものはみんなが戦争はさけなければなら

ないという心を持たなければならないと思います。

生存競争をしてまでも他人を倒して自分が強くならな

ければと言うような、人権を無視してまでも自分の我を

通そうと言うようでは世界の平和は出来ないと思い一ます

人権尊重と相互理解を操めて世界の平和に寄与すると

いう心を持ち、教育、科学、文化を通して実践するのが

ユネスコであります。

この点で今歌ったように『どこで合ってもヤーと言お

う』というような友達を持つという点でR．Cと同じだ

と思います。

地域社会の有力なR・C会員の皆様に何かと御協力を

願えれば幸いと存じます。

スマイル

今間君　ファミリーホール竣コ二

新穂君　仝上設計感謝状受餞

中両君　仝上電気1事施行感謝状受緩

献　　立

天ぷら－えび、鱈子、ノン1t」′・、南まん

焼　物一婦味噌漬

吸　物－よせ豆商、ヰ■荷
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（ロータリーでより良き世界を）

第353区ガバナー公式訪門　充子俊一君

樋媒
本日の出席　会　員　数　　59名

出　席　数　　45名

出　席　率76・27％

前回の出席　前回出席率72・88％
修正出席数　　54名

確定出席率91・53％

欠　席　者　阿部（賽）君、八丁目君、石井君、五十
嵐（三ノ君、五十嵐（一）君、皆川君、
三井（鰹）君、松田君、斎藤（得）君、

佐藤（伊）君、菅原君、高橋君、手塚君
驚田君

ビ■ジタ箪

張君、佐藤（昇）君、五十嵐（伊）君、
鈴木（弥）君、金井君、本間君、斎諒
（信）君、労網君（鶴岡西R・C）

林　君（名古屋R．C）
佐藤（伊）君（酒田R・C）

西脇新次郎君（小千谷R・C）
斎藤一郎君、小松一君、弦巻作治君、

村山三郎君（酒田R．C）

会長　早坂源四部君

君が代、奉仕の理想　リーダー安藤君

連綿事項

衷会長報告
し　昨夜はクラブ協議会遅くまで御苦労様でした。ガバ

ナーから大変有益な御指導を賜り有難うございまし

た。厚く御礼申し上げます。
2・鹿児島西R．C米倉会長から御礼の御手紙が参って

ます。当クラブよりお贈りしました菅実秀著「臥牛」

は鹿児島市内インターアクトクラブにそれぞれ配布さ

れたそうです。尚今後姉妹クラブとして一層の友好を

深めたいとのことであります。

座巨姫子ガバー公式訪問御挨拶

ガ／ミナーの公式訪問としては昨晩の協議会に引続き、

本日は何か講評を申し上げることがガバーの義務でもあ
り慣しでもありますのでお時間を戴きます。

会員の皆様とは始めてお会いする方も多いと存じます
が、公式訪問の第1の目的は数多くの会員の皆様と親し

く接し、友好関係を深くすることにあります。昨日郡山
からこの鶴岡に参りました処多数の会員や交歓学生の両

君から御出迎えを戴き、又会長、斡事の厚いおもてなし
を受け深く感謝申し上げます。

昨晩は協議会で各委員長から本年度活動計画の説明が

あり、又私からも色々と御注文申し上げましたが、更に

私は宿舎に帰りましてから計画書を再読させて戴きまし
た。私ガバナーとしてほ総てに満足致しました。さすが
に当クラブは由緒ある熱心なベテラン会員の揃っている

クラブであることに改めて思いを致したわけでございま

す。唯この活動計画書が計画倒れに∴ならない様、自主

実行されます様お願い致します。しかしこれだけではガ
バナーの公式訪問の任務をはたせませんので重ねてお願

い申し上げます。

先づ第1に鶴岡西R．Cのクラブ運営とその成長に対
し、ホストクラブとしての末長い御援助をお願い致しま

す。第2は交歓学生アリーソさんの御世話と、この磯会
に学校並びにその学校を通じての青少年に対する広報活

動を盛んにして戴きたいと思います。
それから国際奉仕並びに青少年奉仕にあっては当クラ

ブは完壁に近いものでございますが、この両奉仕活動同

様に他の奉仕分野にも均等化して戴きたいことです。特
に職業奉仕それから社会奉仕に於て便乗、援助、割込む

と云う様な奉仕活動も必要ではあるが、それにもまして



R．C独自の自主的な社会奉仕の実施をお願い致しま

す。
この社会奉仕活動には相当の基金が必要でありますの

でこれはスマイルボックスの活用方を特段とお願いしま

す。このクラブには353地区随一の立沢なボックスもあ

りますので基金を潤沢にし、主体性のある活動の積極化

を図って戴きたい。これがそのまま広報活動にもなり、

ひいてはェバンズR．Ⅰ会長の云われる国境を越えた社

会奉仕にまで進展をして戴いて『ロータリーでより良い

世界を』という究極の目標が速かに来る日が我々の運動
によって築かれる事を期待したいと思います。

ェバンズ会長は我々にこのテーマで実行すべき10項目

を示して居ります。その第1番目が内部拡大でありま

す。この内部拡大について鶴岡R・Cの場合も特段のお

骨折りをお願い致します。昨日、会長幹事会談で早坂会
長は量より賃を本年の重点におきたいと云っておられま

したが、勿論会員の質も大事ではあるが、同時に量と云

う事も見逃してほならない事であります。

どんな事業も又奉仕そのものも人の和と協力がなけれ
ば出来ません。そこで多人数の力が大きな効果をもたら

す事は私ども日常の経験から御存知のはずでございま
す。1人より2人、3人より10人、50人と多人数程、力

の大きい事をよく承知しております。質もさる事乍ら量

も大切てあることを考え、量の内部拡大に一段と努力を
してはしい。

全世界のみんながロータリアンになった時こそ、理想

的な住みよい社会、そして平和な世界が実現されるもの
と信じます。我々同僚ロータリアンの内部拡大こそ本年

度の目標として是非考えて戴きたい。我々はロータリー
に対し、その価値を認めて例会や協議会その他色々の会

合に万難を排して出席して居るわけでございます。この

様な価値あるロータリーにかって私どもは誰かの手引で

入会させて戴いたわけでお互いの人生の間にロータリー

から或いはロータリーを通じて何らかの脚を与えられて

居るわけでございます。
ロータリーの創始者ポールハリスさんを除いてほ皆ん

な誰かからロータリーの喜びをわかち与えられておるわ

けです。今度は我々が誰かにその喜びをわかち与えなけ
ればならないと思います。そしてロータリアンの多数の

力で地域社会に向って奉仕活動をし、ひいてはェバンズ

さんの云あれるように国境を越えた奉仕活動にまで広

げ、世界の平和に貢献することが我をロータリアンにか

された義務であろうかと存じます。

そうしたロータリーの活動を永久に続けるために我々
の後継者を育てなければなりません。そこで我々は若い

層の新会員を入会させなければならない義務がありま

す。どうぞェバンズ会長の云われる内部拡大に一段の努

力をお願い致します。
ェバンズ会長の云われる実行すべき10項目の中には地

域によって合わないものがあるかも知れないが、それは

除いても結構だと思います。或いは又この地域の奉仕活
動に於て10項目以外に付け加えた方がよい場合は更に加
えても結構、即ちその地域に照し合せて自由に選沢すべ

きであるが、私が始めに申し上げた通り、計画倒れにな
る事なく実行されます様お願いします。
ロータリーの言葉に『奉仕する人は行動しなければな

らない』とありますが、ロだけ、言葉だけ、アイデアだ

けでは奉仕になりません。是非、実施実行して戴きた
い、これは責任でもあります。

又『最もよく奉仕する者は最もよく報いられる』と云

われますが我々は報いられるために奉仕するのではな

く、奉仕の結果として報いられると云うことを信じて大
いに奉仕活動を盛んにし、ロータリアンとしての義務と

責任を全うして戴きたい。
それから本年度の予算書を拝見致しましたが、委員会

活動の予算は本会計で実行して戴きたいと云うことで
す。最近色々の負担金が増大し容易でない事は充分わか
りますが、スマイルボックスの献金は全額社会奉仕活動

に向け、尚不足の場合は本会計から応援をしてやる位

にして戴きたい。従ってスマイルボックスにお入れにな

る方はみな夫々社会奉仕に御協力した事になるわけです

本年は予算編成後ですので組替えも出来ないと思いま
すので来年度は是非考えてもらいたいと思います0そし
て先程も申し上げた通り奉仕活動を活発にし、ロータリ
ーでよりよい世界を築きあげて戴きたいと存じます0

2日間にわたってガバナー或いは私個人に対しまして

洗い御配慮をいただき感謝申し上げます。昨日の協議会
の講評めいた事を申し上げ御挨拶と致します0

画国際奉仕委員会報告　張君
先日国際親善のためシンガポールR・Cの林博士が当

クラブを訪問されましたが属国の際、帝国ホテルから投

函された御礼の手紙が参っております。『バーナーの交

換や歓迎／く－テー本当に有窺うございました』と云って

きました。

尚林さん御夫妻はアメリカ、アフリカを廻ってシンガ

ポールに帰えるのは11月だそうです。これからも一層友

情を深めるためシンガポールR・Cに当クラブよりお手

紙と訪問の時の写真アルバムを送りたいと思ってます0

座幹事報告
時間変更休会の知らせ　寒河江R・C、会辞若松R・C
仮ロー一夕リークラブ設詫　新発田R・C

会報到着　塩釜R・C、本荘R・C、新庄R・C

国際口一夕リー加盟認証状伝達式
津南R．C　期日11月15日

七戸R．C　期日10月16日（日）

9月会員誕生　　　　　奥　様
八丁日直正君　　　　　千葉

池内　方平岩　　　　　三井
小池　繁治君　　　　　皆川

菅原　主純君　　　　　三井

手塚　林蔵君　う名　　荘司
8月100％出席

阿部（公）君、安藤君、張君、早坂君、新野君、飯自
署、池内、石井君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐

（伊）君、海東君、小花君、小池君、今間君、嶺岸君
三井（徹）君、三浦君、三井（賢）君、車台君、舅網君

大野君、笹原君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、佐藤

（伊）君、佐藤（昇）君、荘司君、鈴木（薫）君、新穂君
五十嵐（一）君、鈴木（弥）君、谷口君、手塚君、賀田

君、林君、千葉君、平田君、中山君、佐藤（患）君、

松田君、本間君、森田君、薮田君、阿部（雲）君45名

スマイル！

小花君　張君より度々写真有壁う
鈴木（弥）君　創業30周年

張君　仝上記念講演をやりました。謝礼を頂戴して

新穂君　クラブ、アッセンブリーに欠席

献　　立　　刺身一鯛　天ぷら－えび、鱈、茄子

車えび味噌汁
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出中村
本日の出軒　会　員　数　　59名

出　席　数　　49名

出　席　率83．05％

前回の出席　前回出席率76・27％

修正出席数　　51名

確定出席率96・44％

欠　席　者　長谷川君、本間君、海東君、金井君、

小池君、皆川君、中台君、谷口君、斎藤

（信）君、笹原君

賀田君　東京RC

高橋君　酒田RC

阿部裏君、手塚君、石井君、五十嵐（三）君

鶴岡西RC

東本安基君、石寺竜蔵君　鶴岡酉RC

会長　早坂源四郎君

ソ　ン　グ　奉仕の理想　リーダー　安藤君

′＼‘′ヽ●′＼＝＼‥、

漣塵鱗

圃会長報告

1．オーストラリアのストーウェルRCのイリフ・オー

ド・ハンド博士から本月始め湯沢南RC訪問の途中（

既報362号に紹介）鶴岡RCにもお寄りする予定でし

たが、訪問出来なかったとのお手紙が参って居ります。

前に同じRCのミスター・ブラウンが鶴岡を訪問して

下さいましたこともありますので、国際奉仕委員の張

君にお願いし御返事を差し上げておきました。

2・昨日オーストラリアのビクトリヤ州チアールトンR

Cより、州の風俗・産業を紹介した写真アルバムが届

きました。同封のお手紙によりますと何か自分の方の

学校で図書館を開設するのでこちら（日本）の参考資

料を送って戴きたいとのことですので、早速国際奉仕

委員会でお手配と御返事をお願い致します。

3・皆様の御協力によって先般ガバナーの公式訪問を終

わりました。大変御苦労様でした。御礼申し上げま

す。クラブ協議会に於けるガバナーの御指導と例会の

場合の講評は、今後の活動と運営につき御参考になっ

た事と思います。

ロータリーの目標は変わりませんが、活動方法はR

．Ⅰ会長の交替により若干、表現の相違があるかと思

います。これはむしろローテーシ／三ンを主とするロー

タリーの特色の一面かと存じます。従って新ガバーが

従来と異った具体的活動方法を示されるのも又同様に

理解してよいかと思います。

しかし一方それぞれRCには年数の経過によって立

派なRCの計画が出来上がります。又歴史が作られて

参ります。RCの運営方法にも積重ねられた道が出来

上ってくると思います。

この出来上った道を歩む事は誠に楽でありますが、

別の新しい道を歩むことは仲々困難なことです。

そこで問題は出来上った道が永久に正しい道である

かどうかということです。もしこの歩んで来た道が何



らかの批判があった場合には『けんきよ』に受け入れ

反省すべきだと考えます。

反省こそ進歩に通ずるものであり、ロータリー精神

にふさわしいものと考えます。ガバナーの講評を中心

に何でも結構、特に社会奉仕の問題等忌樽のない御意

見を伺いたいと存じます。

圃献血について　　　社会奉仕委員会　鈴木（善）君

社会奉仕委員会では本年度活動として献血を取り上

げております。

それで私は過日庄内病院と保健所に行き、その実態

をお聞きして参りました。（資料『陸康なときにあな

たの献血を』山形県衛生研究所編配布）

最近の実状は売血が非常に少なくなり、献血も逐次

増えては居るがまだまだ不足な様であります。ロータ

リーとしても献血は立派な社会奉仕でございますので

御協力お願いします。

本人だけでなく職場の従業員の方の協力もお供いし

ます。現在、松文産業（40数名）や国立高専寄宿生

（300余名）の献血は既に登録なり採血が行なわれて

罵ります。私どもも医師の診断を受けてやる事ですの

で安心して出来ると思います。

献血の申込みは保健所で受付けて屠り、採血日は追

って保健所から連絡があるそうでございます。

尚、職場には御迷惑にならない様移動採血車が巡廻

されるそうですのでよろしくお願い致します。

囲宮古島RCに見舞金　　三滴君提案

皆様御存知の通り沖縄の宮古島が今回の台風19号で

相当の災害を受け困って居られるようですので、我々

クラブとして宮古島RCへ会員1人500円以上転出、

御見舞することに決定致しました。

度目紙上情報　　鈴木情報委員長

○各クラブ委員会は気軽に集ってロータリーの掘り‾軒デ

た勉強と会員相互と親睦を図って戴きたい。

会場は負担がかからずしかも気軽に集まれる場所、例

えば会員の輪番等ほどうでしょうか。秋の夜長に、御

夕食の一時に是非花を咲かせて下さる様にお願い致し

ます。

Oロータリーは親しみの中に正しいルールを守る事によ

って一層魅力ある結びつきとなりますので新会員の為

にスマイルボックスのマナーをお知らせします。

御誕生視（本人）　1，000円

同　（奥様）　　　500円

銀　婚　式　　　　　2，000円

例会早退及び遅刻　　　100円

無届欠席　　　　　　　300円

バッチ着用忘れ　　　　100円

例会バッチ持帰り　　　100円

年間100％出席　　　1，000円

廣幹事報告

1・村山RC　家族会の為9月25日（日）に変更

1・郡山RC、八戸RC、宮内RC、東京RC

会報到着

1・矢島仮RC　新クラブ設立　9月2う日

卜　塩釜東RC R．Ⅰ加盟承認

1・秋田東RC　クラブ事務所変更

巨　宮崎RC　第370区年次大会

1・酒田、鶴岡、鶴岡西クラブ合同でゴルフ大会

10月7H　於蔵王

スマイルこ　　公式訪問を無事終えて　甲奴君

体育功労者表彰　石井君

献　　立

カレーライス、盛合一挽肉、えび、キャベツ、トマト
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松田美恵さ　んの絵

第370回例会　1966．9．20（火）暗

例　会　場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

A BETTER WORLD
TfIROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

擬章連繋
本日の出席　会　員　数　　59名

出　席　数　　38名

出　席　率64．41％

前回の出席　前回出席率83・05％

修正出席数　　52名

確定出席率88．14％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、張君、手塚君、五
十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、海豪君、辻

君、金井君、小池君、皆川君、松田君、

鷲田君、森田君、斎藤（信）君、菅原君、

新穂君、笹原君、佐藤（寅）君、佐藤（忠）
君、薮田君、

繁華積烹㌢・海東君、谷口君鶴岡西RC
中台君　酒田RC

：ピジ孝二‾　長谷川知男君　酒田RC

桜井端男君、栗本敏直君　鶴岡西RC
本間庄一君　村上RC

会長　早坂源四郎君

タ　ン　グ　奉仕の理想　リーダー　三井（健）君

領綿事項

周会長報告
1・去る18日（目）田川地区中学校、高等学校の英語弁論

大会が開催され、第1位、第2位にカップ、楯並に賞

状を当クラブより贈呈致しました。

高校の部　第1位　南校の本田君、第2位　北校の佐

藤君

中学校の部　第1位1中の秋野君、第2位　藤島中
の今野君が夫々賞を獲得されました。

交換学生のアリーンも出席してスピーチをやりまし

た0私も出席し授賞をして参りましたが最近の学生生

徒の英語が大変上手になっている事に感心しました。
ロータリーとしてほ国際用語である英語の奨励ぶ意義－

あることは勿論だが、出来るだけRCが学校並びに生
徒に接触し理解を淀める事もより大切かと存じます。
カップは持ちまわりでなく、お上げする事にしました

ので来年度以降も是非そのような御配慮をお願いしま

す。

2・来週日曜日（9月25日）朝場第2小学校に於て県主催

山形県児童福祉施設交換学芸会が開催されます。
これは精神的或は身体的に支障のある児童達に健全な
レクリェーシ／ヨこ／の場を与える為に企画されたもので

会長は知事、副会長は市長です。
RCに後援団体の依頼がありましたので理事会に諮り

諒承を戴き手続致しました○社会奉仕委員会は後援方

法につき、市当局と連絡をとり当日は是非参加して戴

きたいと思います。

3・会員拡大について・…‥　先般ガバナー公式訪問の際

私の消極政策について指摘された様な具合でしたが、
本日から改めまして積極政策に切替ますので皆様の御

協力をお願いします。掛こ若い会員を大いに拡大した
いと思います。

職業分類の重点目標は既に作成されて居りますので、

それに従って若い優秀な方を御推選願いたいと考えて

居ります0ただし．推選者と情報委員会は会員と＿して
の権利、義務、特に出席義務については入会前に充分

お伝え願い度いと思います。

4・社会奉仕について……　ガバナーより当RCの社会

奉仕委員会は主体性がないとの注意を受けましたが独

自の社会奉仕という事は非常にむずかしい事だと思い
ます。

社会奉仕委員会は皆んなの協力を得て何か良いアイデ
アを出して戴き度いと存じます。



それから便乗的な奉仕活動でも又どんな小さな事でも

実行すると云う事が最も重要であることも忘れてはな
らないと思います。何もやらないよりは先づ実行する

と云う事で社会奉仕の活躍を大いに期待致し度いと存
じます。

5・会計のことについて……　理事会に於て交換学生の

予算40万円を計上承認を得ました。

収入の内訳　地区援助費（青少年奨学資金）25万円当ク
ラブより（スマイル及積立金より）5万円就いては積立

金の使用について皆様の賛成を得たいと存じます。
全員賛成承認決定

6・宮古島台風災害の見舞については皆様の提案を早速

実行致しました。
詳細を千葉会計より……　送金先と金額について御報

告します。
調査の結果、宮古島にある人口3万7千と云う平良R

C（事務所レストラン・クー′レ）とわかりましたので皆

様より集りました資金3万円（82ドル）を郵便替為にて
16日電送致しました。会長の手紙も別に速達で出しま

した。尚ドルに換算の際の端数金額222円はスマイル

に納めたいと思いますので御諒承お願いします。

睡l委員会報告　社会奉仕

唯今会長からもお話ありましたRC独自の社会奉仕活
動について何かありましたらお知らせ願いたいと存じ

ます。それからロータリー傘の補充については進行中
であります。献血についても前に申上げた通り特に職

場の若い方の協力をお願いします。

卓‾・詣畠’　旅　　放　　談

佐　藤　伊和治

『阿波の殿様蜂須賀侯が今に残せし阿波踊り、踊り踊
らば品良く踊れ、晶の良い子を嫁にとる、笹山通れば笹
ばかり、石山通れば石ばかり、指豆喰うてホイホイホイ

踊る阿保に見る阿保同じ阿保なら踊らにゃ損だ、えらい
やっちゃ、えらいやっちゃヨイヨイヨイヨィ、ひょうた

んばかりが浮くものか、私の心も浮いて来た。新松橋ま

で行かんかい、コイコイソーレヨィ、良いやっちゃ良い

やっちゃヨイヨイヨイヨイ』阿波踊りなんか見に行く馬

鹿があるかと思ったんですが、行って見たい様な気もし
たんで見に行きました。

先づ何分にも大仕掛なのにほ驚きました。県庁、市役
所から大学やメーカー等4～50人の踊るグループが270団

体も続いて居り、街の両側にはさじきを作って同じ調子
のあの阿波踊りを何時問も見ていてもあきないと云うの

は何の魅力があるのかと一寸不思義に思い叉、見物客は

約70万人とも云われて居りますが当日は商店に行けばど
んな品物でも2～3割は高く絶体まけないと云うあの商

魂のたくましさには又々驚きいりました。

鶴岡商工会議所会頭もこの位の商魂があっても良いで
はないかと考えた次第であります。丁度台風13号に出合

い鳴声海峡のうず潮ならぬうず潮をまのあたりに見せつ

けられ、海水を頭からあびてびしょぬれになり、フンド

シのほてまで……　それは大変なものです。

六甲山は霧がかかり、有馬温泉グランドホテルも我々

には余り線のない処でした。

方角を変て今度は北海道へ……『月日は百代の区酎こ

して行き交う年も又旅人なり、船の上に氷塊を浮べ馬の
口をとらえて涼を迎うるものは日々旅にして旅を住み家

とす。何時の頃よいか変雲の風に誘われて・…‥』という

様な事を何処かで聞いたような気がするが何時の頃よい
かと云う事ではなく、我々人生そのものが旅だと私は考

えて居ります。「エライコツチャ・エライコツチヤが梼

わん北海道へ往け」と思ったわけです。

北海道と云えばアイヌ、アイヌと云えは熊とまで云わ

れている北海道も現在開発が進み産業も大きく発展して

屠ります。現在アイヌは1万5千と云われてますが実際

はもっと少いそうで、私はもっとアイヌを大切に保存す
べきだと思う一人です。熊は誰が数えたか知りませんが

2千頭～う千頭いると云われており、11月頃から3月頃

まで冬眠し穴の生活をやり、子を生み育てるのだそうで

す。兎に角百年前まではアイヌと熊の楽天地であった事
は想像に難くありません。地名もアイヌ語が多く長万部

（オ・シャ・マンべ）とか網走（ア・パ・シリ）等あり

ます。

私は湯野川温泉での昼食時大鵬関の生家に行き母親と
兄の孝吉さんに合い、柏戸の出身地から参ったもので故

意を表すに来た事を申上げ写真も撮って参りました。観
光客が多いので仲々会って来れないのだそうですが私の
ねはりに負けたようでした。

網走は漁業の相当大きな町と思って参ったのですが至
って門散な寒々とした町でした。ところでその海岸で練

の当才がすごく釣れるのには全く発きました。バケツで
一杯位簡単でした。我々が食べ頃の練は大体3才～4才

だそうです。

北海道の国立公園と云えは支第、洞爺、阿寒、大雪山
知床があります。支第は最も未開発の海からは荒れてだ
め、陸も寝袋でも持たねばならない勉で、この様な処こ

そ本当の観光地だと云ってますが我々の往けそうな場所
ではありません。

帰りは札幌から秋田まで飛行機、秋田から庄内交通の
バスで鶴岡に向いましたが海岸のながめは捨て難いもの

があるし、庄内平野の美しきも叉格別、我が郷里の良さ
に改めて感心しました。

献　‾立

きしみ　鮭

焼　物　甘鯛味噌漬
お　汁　油揚、ねぎ
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第371回例会　1966．9．27（火）晴

例　会　場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや（2）0707・2838番

事　務　所　鶴岡市底場町十日町口　商工会議所内　　（2）5775番

A BETl：且R WOR上JD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

搬蕪護
本日の出席　会　員　数　　59名

出　席　数　　49名

出　席　率83．05％

前回の出席　前回出席率64．41％

修正出席数　　53名

確定出席率89．83％

欠　席　者　長谷川君、林君、本間君、石黒君、三井
君、皆川君、大野君、斎藤（信）君、菅原

君、佐藤（寅）君

張君、新穂君、五十嵐（三）君、笹原君、

海東署、佐藤（寅）君、斎藤（信）君、佐藤

（患）君、辻君、菅原君、鷲田君
鶴岡西RC

五十嵐（伊）君　別府RC

阿部（公）君、金井君　酒田RC

会長　早坂源四郎君

・夕二一一ジ　グ＿　奉仕の理想　リーダー　三井君

糎縫事項
圃会長報告

し　台風24号、26号で静岡、山梨方面に於て相当の被害

があり、尊い人命が数多く失われた模様ですが、皆さ

んと共に哀悼の意を表します。

2・鶴岡西RCチャーターナイト無事終了しました事は

御同慶にたえません。会員各位の御協力に厚く御礼申

し上げます。今後西クラブの発展に対し当クラブとし

ても引続き協力したいと思います。親睦、プログラム

委員会始め各奉仕委員会は西クラブと互に連絡をとり

丙クラブ共更に発展しますよう御配慮お願いします。

3．去る25日県下高校英語弁論大会が開催され、当地代

表の南校本田君が第1位、北高の佐藤君が第三位にな

り、県代表として仙台で開催されます東北大会に出場

されるそうです。北高の東北大会出場は始めてだそう

で、これも僅か1ケ月という短い期間ではあったが交

換学生アリーンの影響があったではないかとも考えら

れ、来年度は第1位になることを期待したいと存じま

す。

4・五十嵐伊一郎君が別府の国体に行かれ別府RCを訪

問、バーナーを戴いて参りましたので、当クラブのバ

ーナーをお送りしたいと存じますe

匪委員会報告　鈴木社会奉仕委員長

・去る25日（日）第9回山形県児童福祉施設交換学芸会

が開かれ、社会奉仕委員会として当クラブを代表し出

席して参りました。県内各地から来ましたが当地から

は七窪の賜恩園と八日町の乳児院の参加があり、ダン

ス、遊戯、音楽等非常ににぎやかでした。当クラブよ

り金一封（3，000円）を送り激励して参りました。

・ロータリー傘が出来ましたので去る24日補充整備して

残り40本程は事務所に保管致し度いと思ってます。

睡lロータリー情報　早坂会長

RIより、会長は時々情報、即ち会員教育をせよと

いう指令がきております。お歴々の前で私が教育等と

云う事は誠におおそれた事ですが、会長という職でも

ございますので暫らく御静聴願い虔いと存じます。



今日は職業奉仕について申し上げます。先日公式訪問

の時ガバナーから職業奉仕は非常に簡単な事で自分の職

場を通じ出来ること、又職場を通じてのロータリー活動

をお互いに話合うことは、誠に有意義であることを強調

されました。

実は今からう年程前、私も職業奉仕委員長をやった事

がありますが、昔のことを思い出し乍ら申し上げたいと

存じます。

『職業奉仕』を英語では『ボケーシ／ヨナル．サービ

ス』というようです。普通『職業』のことを『プロフェ

ショナル』とか、『ジョップ』・『オフスペーション』

と云いますが、ロータリーの『ボケーショナル』と云う

言葉は私も始めて聞きました。

最近辞書を引いて見ましたら『職業上の』又は『天職

の』とあり形容詞であります。これを『ボケーション』

と云うように名詞の場合の意味は『神の召し出し』『神

命』『天職』と云う事になります。つまりロータリーの

職業奉仕の職業『ボケーシ／ヨナル』は特殊な言葉である

事を発見しました。

先般キリスト教大学に行ってる笹原君に聞いて見まし

たが、アメリカでもあまり使われていない言葉の様で

す0敢えてロータリーが『ボケーショナル』というのは

独自の職業観からくるものと考えます。

日本では昔、士農工商という敬業観があったわけで

す0現在ではこんな事を思ってる人は先づないと思いま

すが、やはり自分の職業というものを天職と考えるのが

私は正しいと思ってます。

少し意味が違うと思いますが、昔から職人気質と云う

言葉があります。例えば名人気質の大工さん等…・‥　又

欧米ではスイスの時計職人、ドイツの鹿械工員が親の時

代の仕事を引継いで工員としての自分の技術と自分の職

業に誇りを持っています。つまり、その根定には天職即

ち神から与えられた職業という根本観念があるのではな

いかと存じます。

先日テレビで三菱重工長崎造船所の第二組合の事が出

ていました。ここは数年前まで我が国有数の総評闘争の

牙城でありました。当時、相当の生産能力を持つこの工

場が何ヶ月も続くストの為、打撃を受け生産能力は低下

したわけでございます。

ところが最近第二組合が結成され非常に大きな力を持

ち、従業員2万人中9割以上も第二組合に加入しまし

た。これはむしろ闘争理念に於ける戦術転換にあると思

います。

三菱重工長崎造船所ほお爺さんの時代よりの親子代々

の工員であり、やはり長崎ドックを大事に守ろうとする

気持、即ち代々の仕事に対する愛着が彼様な結果をもた

らしたものと思います。……

以上申しました様に職業を天職と解しますロータリア

ンはr職業上の高き道徳的基準、総べての有用な職業の

価値あることの認識、そして社会に奉仕する好棟として

の各自の業務を各ロータリアンにより権威あらしめる』

という綱領の意義、即ち職業は単なる収入源ではなく、

奉仕の理念に基づくものであると云うことを少しでもわ

かって戴けると思います。

RIェバンス会長は今年の実行すべき10項目で『貴下

の事業乃至専門的職業をよりよくすること』を我々に要

望しております。又その具体策として先づ①第一に顧客

へのサービス改善④使用人との関係の改善④競争業者と

の関係の改善、例えば皆様の中にも同業組合のために大

変活躍されている方も居ると存じますが大いに奨励して

おるところであり、業者間をよくする競争業者を愛せよ

と云うことです。

それから次に『貴下の事業基準、仕事のやり方、及び

生産品の改善』つまり経営改善と生産性の改善の4項目

の具体的実行を要望して居ります。この事は我々が仕事

の上に常時考えなければならないことでありますが、仲

々実行はむずかしいことです。

要するに如何にして経営をよくするかと云う事をロー

タリー的に解決するのがロータリーの職業奉仕であると

存じます。

更に深く勉強するためには『奉仕こそ我がつとめ』を

求められお読みになり、経営の指針として下さる様おす

すめ致します。

圃幹事報告

例会時間変更10．7　午後3・00　上の山RC

例会場変更10．5　八戸グラン∫ドホテル　八戸RC

会報到着　本荘RC

スマ湘レ‘モ

森田君　無届欠席

小花君　西クラブチャーターナイト特別代表として

無事任務を果たして

五十嵐（伊）君　国体、磯貝の部で3位優勝

献　　立

天ぷら－えび、嬉子、南はん

焼　物一大魚味噌漬

味噌汁一舞茸、豆腐

穐㌢
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第372回例会　1966．10．4（火）暗

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　　¢）5775番

A BETTER WORLD
THROUGII ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

旗護
本日の出席　会　員　数　　58名

出　席　数　　40名

出　席　率68・97％

前回の出席　前回出席率83・05％
修正出席数　　54名

確定出席率91・53％

欠　席　者　安藤君、阿部（裏）君、荒明君、菅原君、
浮田君、長谷川君、八丁目君、本間君、
鈴木（善）君、石黒君、五十嵐（一）君、海

東君、佐藤（寅）君、金井君、今間君、三
井（徹）君、三浦君、谷口君

∴ビジタ⊥

長谷川君、斎藤（信）君、林君、石黒君、

三井（徹）君（鶴岡西RC）

田林礼治郎君（札幌南RC）
長谷川知男君（酒田RC）
栗本安基君（鶴岡西RC）

会長　早坂源四郎君

ソ　ン　グ　我等の生業　リーク㌧－　三井君

漣縮事項

Cレミーナー交換…‥札幌南RC

lおくやみl

会員皆川仙吉君（職業奉仕委員長）は病気療養中の

ところ3日午前2時46分死去　61才。

会員一同黙藤を捧げ御冥福を祈る。葬儀は6日午前
11時市内新町禅源寺で挙行。

○会計よりお願い……　宮古島台風の見舞金未納の方は

至急御納め下さいますようお願い致します。

座＝鴎岡西クラブ栗本会長挨拶

去る9月24日開催のチャーターーナイトは皆様の絶大

なる御支援により、目出度く終了させて戴きました、

厚く御礼申し上げます。西クラブ会員一同深く感謝致

して居る次第であります。

御招待者の方々からまで登録料を頂戴し、お蔭様で

収支決算も、うまく出来ました様で本当に有難う御座

いました。

園地区大会報告　早坂会長

この度の地区大会は第352地区と353地区の連合年次

大会でご座います。当クラブより私（奥様同伴）と副

会長並びに小花、三井両御夫妻とそれに交換学生アイ

リーン君が参加しました。私、地区大会参加始めてで

あり一生懸命勉強して参りました。

10月1日　第1日目　大会に於て先づ最初に感じた

ことは郡山地区官民が一体となってこの大会に協力し

ている事であります。県、市を始め警察や〃〃だの協力

についてはホストクラブの郡山RCが如何に努力した

かが伺われました。会員の奥様達も心から私ども参加

者を接待してくれました。

会場は3個所で前夜懇談会々場が郡山商工会館、大

会々場が市の公民館、職業別協議会々場並びに晩餐会

々場が日大工学部講堂で開催されましたが、参加者約

1，500名は各会場にパトカーを先頭にバスで移動し、



路上では交通整理の警官を配置される等よく準備されて

ました。

この様に各方面の援助があった事はホストクラブの熱

意と力によって地域社会が全面的に動かされたものと思

われます0又、会場準備が晴雨両様の構えであること、朝

小雨が降った時等直ちにRC名入りの傘千数百本準備さ

れるといったようにその準備は誠に整ったものでした。

次に10月2日　第2日目　大会決議事項について報告

します。10幾つかの決議事項中第7号『国際ロータリー

会長掟選に関する件の決議について』……RI第352及

び353地区連合年次大会は、地区内クラブか広く我が日

本より適格候補者を物色し、これをRIの会長候補者推

選委員会に所定の推選様式に従い、遅くとも12月31日迄

に委員会に到着するよう手続きを取るべき事をここに決

議する。要するに日本から会長候補者を1名推選すると

事を決議したのであります。元RI第2副会長の束ケ崎

さんを予定しているようです。RIに占める日本の地位

は会員の増大と共に向上しましたので日本人の会長を推

そうと云うものです。

次は『RI会長推選委員会に関する件』……この指名

推選委員会の発言力を持たす意味に於て、規定の再検討

をする決議をしております。

その次は『RIの現行理事14名を17名に増員し、その

中に日本から1名加えたい』という決議であります。

次は『国際ロータリー大会を1974年日本で開催しよ

う』……と云うことで、これは大変な事ですがこれを東

京RCに頼むという決議であります。

以上が主な決議の内容であります。

第1日目の前夜懇談会で各地区より10クラブ宛、出席

優良クラブの表彰がありましたが最低の出席率でも98％

というような数字で到底我がクラブには縁の遠いことで

した0しかし一度位は表彰されて見たいものだという気

もしました。表彰の呼出しの際アイリーン君が一回一回

私の顔を見るので本当にはらはらしました。

ところで会員の奥様達に泥った紅一点のアイリーン君

特に目立った様で、写真のフラッシュを浴びていたよう

です。それに山形、秋田等その他多くのRCより御招待

を受けました。日程等についてはホスト、ウスの三井君

が整理して居られると思いますが、何れ招待に応じなけ

ればならないと思っております。

2日目に自由討議があり、リーダーには柏原孫左工門

さん、モデレーターに東北大の経済学部教授、メーカー

の方の産業開発、秋田中央交通の渡部社長の観光交通で

『教育、文化』『産業開発』『観光交通』の三部門にわ

たって『東北の後進性を如何にすべきか』と云うテーマ

で自由討議が行われました。中でも産業開発によって東

北の後進性を打破しなければならないと雄弁をふるった

平井東北電力社長のお話が印象的でした。

この他孜々は約1時間職業別協議会に於て各部門別に

討議して参りましたが、その内容については参加された

方より機会を見てお話して戴きます。尚郡山で同時に開

催されたインターアクトクラブ大会の模様についてはこ

れに参加されました林君より次の例会に報告して戴きま

す。

最後にRI会長代理として臨席されたRI第3副会長

アーサー・ダブルユーエス・ゲバタさん（シンガポー

ル）が第1日目にされた講演内容の最後の方を申し上げ

ます。

『……　しかし昨日の友は一夜明ければ敵となり私情

と目先の利益を確保しようと気違いじみた企が繰返えさ

れ人種的に対立し、そして又次第に専政的横暴を募らせ

る新興諸国が出現する、このなやみ多き世界に於てどう

したら私がこれを実現することが出来るでしょうか。人

種に知らされている最も強力が力を用いる事によって、

これを実現する事が出来ると私は示唆したいものです。

その力とは人類を不滅たらしめて来たものであり、そし

て又この地球が存在する限り、人類の存続を保証する処

のものであります。その力とは愛であります。愛こそは

これをなし得るものであります。愛は私達を目に見えな

い絆によって結びつける事が出来るのであります。愛は

又他人の為に自らを犠牲にする力を私達に与えるもので

あります。愛は人間の持つ素質の内で最も神に近いもの

であります。この愛の力を以て課題と取組む事を始めよ

うではありませんか。

10才になる私の娘にあるロータリアンが『愛とはどん

な色か』と云う冠の本を送ってくれた事があります。こ

の本には次のように書いてあります。世界には色々なも

のがある、世界には沢山の人が居る、世界には色々な色

がある、そしてその一つ一つが異っている、色は大切な

ものだ、これらの色は世界を美しくしてくれるからだ。

しかしこれらの色とても私達がどのように感じ、或は何

を考え、或は何をなすかと同じように大切なものではな

い。色は外側のものだ、そして感情は内側のものであ

る。色とは私達が目で見る何ものかだ、しかし愛とは私

達が心で見る何ものかである『……

非常に心を強く打たれました。

以上で報告を終ります。

匪幹事報告

例会休会　新発田RC

仮クラブ設立　東根RC

会報到着　新庄、台南、東京RC

RI加盟承認式

一関西RC l1月16日

粉河R C l1月20日

ロータリーダイアリー　1部600円

事務局まで申込んで下さい。
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これを募金委員会の方にお上げすることになりまし

た。

園会長報告　早坂源四郎

台風で災害のありました沖縄の平良RCに見舞金を

お送りしました。その御礼状が参って屠ります。

1966年9月24日

鶴岡ロータリークラブ殿

平良ローークリークラブ

会長　石　原　雅太郎

幹事　平　良　栄　賢

謹啓　秋涼の候貴クラブ会員におかれましては、ますま

す御清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、今度の第2宮古島台風の災害に際しましては町

壷なお見舞を賜り衷心から厚くお礼を申し上げます。

第2宮古島台風は、最高瞬間夙速85．3メートル、平均

風速65メートル吹きまくり、荒れ狂うこと32時間、その

上326ミリという豪雨を伴った未曾有の台風であったた

め、新聞、ラジオ、テレビで報道されたとおりの甚大な

災害をもたらし全島録を失って、赤ちゃけた荒々しい地

肌を見せるという惨状で一時は茫然自失というところで

ありましたが、皆様方の温い御同情お見舞激励を戴き復

旧作業に全力を上げ日一日と明るさを取りもどしつつあ

ります。又幸いにして、順調な降雨に恵まれ枯れかかっ

た農作物も幾分持直しておりますので、他事ながら御休

心下さい。

なお、皆様方からお寄せ戴きましたお見舞金は「第2

宮古島台風災害対策本部宮古支隊」にお届けし、災害復

旧に役立てるよう寄託致しましたことを御報告申し上げ

ます。

末筆ながら貴クラブ会員の御健勝と御多幸をお祈り申

し上げお礼と致します。　　　　　　　　　　敬具

2・オーストラリヤのピタトリヤ州チャールトンRCか

らオーストラリヤを紹介した本を送ってきました事は

前に申し上げましたが、その返礼として国際奉仕委員

長八丁目君にお願いし、朝日新聞発行のディシーズ・

ジャパン（英文）をお送りする事に致しました。日本

を紹介するにふさわしい立沢な本でございます。

3・交通安全について・‥‥・皆々様御存知の様に今月11

日より20日迄全国的に交通安全運動が実施されて居り

ます。私も本日、佐藤寅之助、五十嵐一郎両君と共に

市の交通安全推進協議会の要望により街頭で黄色い羽

根を配りました。皆様も各自の職場で安全指導をなさ

れて居られる事と存じますが、更に御協力お願いした

いと思います。

就ては先般地区大会に於て職業別協議会の交通部会

で話合された模様をお伝え致します。

先づ秋田RCでは本年10周年を記念し、100万円の

救急車を当局に送るということでした。又或るRCで

はロータリアン自体から交通遺徳を高揚しようと云う

ことで車輌の前後にロータリーのマークを取付け安全

宣言をやっているとの事でした。

又他のクラブでは交通安全のポスターを作成し警察

と協力して安全運動を進める等各RC共熱心に交通安

全運動に協力して居る様でございます。

我がクラブとしても社会奉仕委員会が中心となって

大いに検討して戴きたいと存じます。

圃幹事報告

例会日変更　村山RC10月18日を10月20日に変更

故皆川会員の死亡通知の礼状

インターアクト概観　呉東RC

会報到着　能代RC、米沢RC、仙台RC

チャーターナイト　塩釜東RC

仮ロータリークラブ設立　岐阜関仮RC

去マイル1

皆川君蚕桑のおかえし

三井（徹）君　遅刻

薮田君　酒田、鶴岡RC親睦ゴルフ大会優賞

小池君　殖友会ゴルフ大会優賞

張　君　前年度会報全部完了

献　　立

刺身一鯛　焼物一甘鯛味噌漬

味噌汁一モダシ、オPシ

I、・



類

松田美恵さ　んの絵

第374回例会　1966．t O．18（火）晴

例　会　場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口

A BETTER WORtJD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

耳席－．毒棒一三

本日の出席　会　員　数　　58名

出　席　数　　41名

出　席　率70．68％

前回の出席　前回出席率75・62％

修正出席数　　53名

確定出席率91．37％

欠　席　者　安藤君、荒明君、長谷川君、早坂君、八

丁目君、嶺岸君、松田君、斎藤（得）君、

斎藤（信）君、佐藤（昇）君、荘司君、鈴木

（善）君、新穂君、笹原君、高橋君、手塚

君、辻君

ヌ箕．ク貰聾ニラこそ　千葉君、長谷川君、石黒君、海東君、中

台君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、賀田君

（鶴岡西RC）

林　君（酒田RC）

華半壊警　長谷川知男君、真島孝一君、小松一君

（酒田RC）

伊藤博司君（鶴岡西RC）

会長　早坂源四郎君

ソ　ン　グ　奉仕の理想　リークー　三井（健）君

商工会議所内　　　（2）5775番

連縮事項

会報到着　鹿児島西RC、新庄RC

チャーターナイト　小田原北RC

O会長　交換学生アイリーンを同判15日～18日蓮

指苗代チャーターナイトに出席

○親睦委員会より磯釣大会のお知らせ

日　時－11月5日

場　所－湯野浜～鼠ヶ関問

審査会並びに懇親会一一午後6時　於ひさごや

会　費－1，000円

申込み－釣をやらない方でも結構

親睦委員長まで

010月29日、蔵王カントリークラブで、山形県下RC対

抗ゴルフ大会が開催されます。う名以上の参加が必要

ですので是非参加お願いします。

園地区大会報告（その2）　　副会長林　　茂助

－　インターアクトクラブ－

前に大会については会長より色々と御報告がありま

したので今日は第352、353地区のインターアクト大会

の模様をお話し申し上げます。

鶴岡RCより私ども4人が出席しました。当日の来

賓には、郡山市教育長、RI会長代理ゲバタさん、東

ケ崎元RI第2副会長、RI諮問委員の中村さん、地

区バストガバナー、直前ガバナー等……　大会委員長

には福島RC会長の太田さんでした。来室紹介の後、

それぞれ挨拶がありました。



○インターアクトクラブ連合会地区諮問委員

第352地区委員長　手　島（′ミストガバナー）

委　員　長谷川（弘前東）小柴（一の閏）

第353地区委員長　下　田（福　島）

委　員　林（鶴　岡）尾形（本　庄）

○大会参加クラブ

三沢高校、宮城県立盲学校、一の関新興高校、青森東

高校、仙台育英高校

○クラブの歴史と現況……両地区ガバナー

1962年に5人の委員によって委員会（当日出席のR

I会長代理ゲバタさんもその一人）が組織され、翌々

年の1964年に実際に創設されたのです。10月2日から

8日までほインターアクトの週間になって置り、期間

中開催された本大会も大きな意義をもつものでありま

す。

日本のインターアクトクラブ会員数は、8月末現在

126クラブで3，862名で、その内東北は8クラブでござ

います0特に一の関高校は生徒数2，000人の内男生徒

700人で、その大部分の600人がクラブに入会して居る

と云うことです。私立の学校では御座いますが本当に

珍しいケースです。仙台の宮城県立盲学校は我が国で

最も古いクラブで、特殊学校でもあるため世界的にも

知られたそうです。

○次にRI会長代理ゲバタさんの祝辞がありましたが、

通訳は交換学生として留学している女の方でしたが仲

々立派なものでした。

ゲバタさんはお話の中で特にインターアクト即ち青

少年に対する期待について哲学的に強調されました・…

『何れ私どもは早かれ遅かれこの世を去らなければな

りません○現在の世の中は憎しみ、誤解、不安感、戦

争と云うような悲しい現状にありますが、平和な世の

中になることを皆さんインターアクトに大いに期待を

致します……』それからRCには少くとも一つのイン

ターアクトクラブを結成してほしいと云う事でした。

次に参加クラブ代表のクラブ現況報告があり、つい

で仙台育英高校卒の八重垣さんのお話、RIインター

アクト諮問委員中村さんの記念講演があり、最後に大

会に花を飾る数々の余興があり特に養護学校（身障児

や知能の遅れた児童のいる特殊学校）の楽器演奏が印

象探かったようです。

卓　話　　湯野浜ゴルフ場完成

会員　金　井　勝　助

皆々様の御協力に依りようやく湯野浜ゴルフ場も出

来上りました。

9ホール3，250ヤードの立沢なものです。この22日

午前9時より完成式を行ないます。

神主の修抜式やテープを切ったりするわけです。翌23日

には記名正会員の試合があり、現在既に120名の申込み

が参って屠ります。人数が多くなり過ぎましたので当日

は役員但し明治生まれを除く方からは遠慮して戴き色々

お手伝いをしてもらう事になって屠ります。出来たばか

りですので芝生が未だ安定してませんので大事にするた

め、べアットに乗せてやります。

私実は昨日も千葉県の『あびこ』ゴルフ場でゴルフを

やって今朝東京から帰ったばかりです。ゴルフ場は皆ん

なのお楽しみの場所ですのでお互に気拝を悪くしないよ

うに注意しなければならないと思います。

『あびこ』ゴルフ場でのことですが、私ゴルフ余り上

手でないものですからキャーデー仲々生意気（女性では

ない）で我々の玉の行先なんか全然見てもいません。私

が玉を探すのに一苦労しました。

湯野浜の場合はこの様な事のないよう気持よく禁しめ

る様、キャーデー始め従業員一同の真面目な態度とコー

スの中でお客様に会ったら会釈をする様なマナー教育を

やって居ります。

従って施設は未だ未だ不完備ですが、気持よく楽しめ

ると思います。皆さんどうぞ気掛こお出でになって下さ

い。

この席を借りて皆様の御協力に対し厚く御礼申し上げ

ます。　　　　　（湯野浜カントリークラブ会長）



患∴三千㌦蘭
松田美恵さ　んの絵

第375回例会　1966．10．28（火）暗

例　会　場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町ロ

A BETT瓦R WOR上JD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

旗護
本日の出席　会　員　数　　48名

出　席　数　　46名

出　席　率79．31％

前回の出席　前回出席率70・68％

修正出席数　　53名

確定出席率91．38％

欠　席　者　安藤君、阿部（葉）君．林君、八丁目君、

本間君、金井君、中台君、岩網君．大野

君、斎藤（信）君、菅原君、谷口君

安藤君、八丁目君、松田君、佐藤（昇）君

荘司君、高橋君、手塚君（鶴岡西RC）

早坂君、鈴木君、嶺岸君　（酒田RC）

斎藤（得）君　　　　　　　（東京RC）

新穂君　　　　　　　　（仙台北RC）

原田行雄君、桜井瑞男君（鶴岡西RC）

佐藤吉三君、村山三郎君、青塚義一君

（酒田RC）

仲野義兄君　　　鳩ヶ谷RC（埼玉県）

会　長　　　早坂源四郎君

奉仕の理想　　リーダー　三井（睡）君

商工会議所内　　　（2）5775番

連綿事項

圃会長報告

010月23日湯野浜ゴルフ場がオープンなりました事は、

当地方のリクレーションの枚会が増え、叉観光資源の

開発の点からも誠に御同慶にたえません。

当クラブの会員である金井理事長、荒明社長始め関係

各位の御苦労に対し謝意を表すると共に今後の御発展

を期待します。

010月15日から18日迄交換学生アイリーンを伴い猪苗代

のチャーターナイトとRCの例会に参加しました……

詳しくは後記『猪苗代チャーターナイトに参加して』

〇本目のお客様ガイ・カリー君は米国ペンシルバニヤ州

のダソモア出身の高校生で現在仙台RCがスポンサー

クラブとなり仙台育英学園高校に在学中です。

先般郡山の地区大会の折、仙台RC並びに育英学園

の関係者からガイ君を鶴岡に観光並びに見学にやりた

いという依頼を受け、今回見えたわけです。そのかわ

りアイリーンを仙台にという招待を受けました。

アイリーンはガイ君と共に本日午後3時半の汽車で

仙台に行くことになってます。

圃交換学生ガイ・カリー君の挨拶（通訳　張君）

鶴岡RCの皆さんお招き戴きましてどうも有難うござ

います。自分は鶴岡に来ることが出来まして非常に幸福

に思います。私の町はペンシルバニヤ州の西の方にある

人口2万程の小さな鉱山の街であります。

21日鶴岡に着きましたが今日まで楽しく過ごさせて戴

きました。皆さんの親切本当に有難うございました。

鶴岡に来まして鶴岡の歴史や民家の生活を勉強し非常

に有益でありました。

この土地は経済的にも恵まれて居りますし、古い寺院



や美しい山に囲まれた本当に良い処です。この鶴岡に来

た事は誠に有意義であり、皆さんに深く感謝申し上げま

す。有難うございました。皆さんの温厚な又、親切な友

情については仙台に帰り又故郷に帰ってからよろしくお

伝えするつもりです。本当に有難うございました。

㊥バーナー交換……米国ダンモアRC

㊥ガイ・カリー君に記念品の贈呈・＝‥・天狗の両

親委員会報告

社会奉仕委員会……去る例会に皆様より預りました共同

募金を市の募金会におとどけしました。御協力有難う

ございました。それから本日例会終了後交通安全運動

につき委員会を開催します。

青少年委員会……ガイ・カリー君が21日夜鶴岡に着き、

私（三井徹）の家に泊って居りますがアイリーンとは

非常に喜んで話合って居ります。

22日には羽黒山に行きましたが、幸い戸川安章先生

の御説明があり、日本の古い宗教的文化について深く

感銘して居ったようです。当日の夜はクラブ有志の歓

迎パーテーをやりましたが大変喜んで居りました。

23日（日）は市内高校生……両校生徒11名、先生1

名、北高生徒11名と校長御夫妻、西校生徒6名、先生

2名、羽黒中英語の先生……と戸川安章先生、RCか

ら会長、石井、小花（奥様）と私が参りまして市内見

学並びに英会話の実際等をやりましたが．早坂会長や

石井君の御後援本当に有難うございました。

幸い天候に恵まれまして朝9時40分出発……会長の

RCの話、私がインター・アクトの話、戸川先生の解

説等で大日坊の見学、それから湯殿山に向いましたが

途中トラックが満にはまってバスが通れない処をガイ

君始め、高校生みんなが手伝うと云う一幕もありまし

た。湯殿山ではすぼらしい紅葉の美しきと神秘的雰囲

気には非常に感銘が深かったようです。

それから昼食の時には高校生みんなが英話で自己紹

介やスピーチをやり楽しく過ごしました。帰りは又バ

スの中で歌を歌ったり本当に楽しい一日でした。

有意義な企画の出来ました事、本当に有難うござい

ました。今後も高校生との接触の機会を作って行きた

いと思って居ります。

昨日24日は局（余目町）の石井梅蔵氏（盲人工芸家）

の作品を見学、吹浦、善宝寺の観光をやりました。ガ

イ・カリー君もアイリーンも本当に喜んで居りました

座猪苗代チャーターナイトに参加して　早坂会長

指苗のチャーターナイトは磐梯山麓の国立猪苗代青年

の家で式典があり、パーテーほそこからバスで15分位の

処で山中臣式の非常に変った建物のレスト、ウスで開か

れました。実はこのチャーターナイIに是非アイリーン

を出して戴きたいと云う要請がありましたのですが、地

区大会に参加した直後でもあるので考えたのですが、安

斎先生からも是非出して欲しいと云う要望もありまして

出席させる事にしました。やむなく私もお伴をした次第

です。

幸い天候もよく私も始めて吾妻スカイラインを探勝し

て参りました。御承知かと存じますが裏磐梯には五色沼

という大小うつの美しい湖水がございます。アイリーン

の湖水の多い散郷と似ている為か彼女も望郷の念を感じ

たことと思います。

チャーターナイトの翌日朝9時に出発して吾妻スカイ

ラインを廻り長時間のバスにゆられて午後4時半福島に

着きました。福島ではRC副会長と喜多方RC国際奉仕

委員長が迎えてくれました。早速引張られまして福島民

報社主筆の方に挨拶、それから副会長さん宅で30分程休

憩、ハイヤーで約3時間、午後9時過ぎに喜多方に着き

ました。

会員の方の古い旅館で喜多方RC会長が持って居られ

ました。会長さんは内科のドクターで戦争で足を悪くさ

れた方でした。そこで夕食を共にし翌朝会浮若松城を見

学、例会に出席しました。

この再建された若松城は観光資源としても非常に立派

なもので内部には歴史的資料等よく整って居りました。

私も12、3ケ年振りに行きましたが全く驚きました。

喜多方は会津若松から車で30分位の処であります。喜

多方RCではアイリーンのため松茸狩りを準備して居ら

れましたがあいにくの雨で出来ず、急に会場を変更され

たようでした。この街は昭和電工のアルミ工場がありま

すが、その他会浮塗も盛んのようです。

その晩の旅館もやはり会員の家でした。今迄外人を3

人程泊めたが女性は始めてとのことでした。喜多方RC

国際車仕委員長の諸によりますと、喜多方では国際奉仕

の活動磯会が殆んとないと云う事で今回のアイリーン訪

問については非常に喜んで居られた様です。又一般市民

にも国際理解と親睦の枚会を作る様この際呼びかけると

云うことを強調されて居ったようです。

両RC共交換学生に対し深い歓迎を受けて参りました

会報到着　本荘RC、村上RC

例会目変更　塩釜東RC

例会休会　函館RC

仮RC設立　矢島仮RC

第352、353連合年次大会速報到着

スマ宥鵜．湯の浜カントリークラブオープン

式典盛大に行なわれて　　　荒明君

山形大沼デパートで個展が

盛況に開催され　　　　斎藤（得）君

遅刻　　　　　　　　　　　張君、嶺岸君

献　立　焼物－カレイ　刺身一大魚　味噌汁－かに



松田莞慮さ　ん　の絵

第376回例会　1966．11．1（火）晴

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

ABETTER WOR上JD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

うー由嵐一挙畢：
本日の出席　会　員　数　　58名

出　席　数　　50名

出　席　率86．21％

前回の出席　前回出席率79．31％

修正出席数　　53名

確定出席率91・38％

欠　席　者　八丁目君、金井君、三井（徹）君、中台君
菅原君、高橋君、手塚君、津田君

鎮茅貰夢諺ご・安藤君、阿部（襲）君、林君、金井君、中

台君、労網君、大野君　鶴岡西RC

会長　早坂源四郎君

ソ　ン　グ　我等の生業、君が代、バスデーソソク

リークー　三井（健）君

日月の誕生者

平田　童三君
三浦岩治郎君

鈴木　善作君

高橋栄五郎君

薮田　誠樹君

5年間皆出席者

佐藤（昇）君

4年間皆出席者

新穂光一郎君

おくさま誕生

早坂左枝子様
平田　君子棟

木間　中静様
阿部清様（襲）

中山きくせ様

10月100％出席

阿部（公）君、安藤君、阿部（襲）君、張君、千葉君、

早坂君、林君、平田君、飯自君、池内君、石井君、
石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）

君、海東君、金井君、加藤君、小花君、小池君、今

間君、嶺岸君、三井（徹）君、三浦君、三井（賢）君、

三井（健）君、森田君、中台君、カ網君、中山君、新

野君、大野君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、佐藤（伊）
君、佐藤（仁）君、佐藤（昇）君、荘司君、鈴木（善）君
新穂君、鈴木（弥）君、佐藤（忠）君、手塚君、鷲田君
薮田君　　　　　　　　　　　　　　　　45名

連綿事項

圃会長報告

○オーストラリヤ・ストーウェルRCから8月々報（会

報）到着してます。その記事の中にリンゼ・ブラウン

さんが鶴岡に来られた時の記事が載って居りましたの
で御紹介します……　当日彼が汽車を降りるや鶴岡の
ロー一クリアンと夫人達から最高の歓待を受け、それは

彼の鶴岡訪問中続いた。鶴岡クラブの組織、もてなし

友好はすぼらしいものだった。張博士と会員達は何れ
も地域社会で優れた仕事をしている。彼等はロータリ
ーの原則通り良く実行している。リンゼの鶴岡訪問は

両クラブ友情のキズナとなり、ロータリーの理想であ

る国際親善と好意の助成に多大の貢献をしたとリンゼ
ほ感じている。この次私が日本を訪問する時は必ず鶴

岡を訪問すると述べたリンゼの結びの言葉は彼の本当
の気持である。早坂会長並びに張博士始め鶴岡の会員

各位によろしく申し上げたい。

○喜多方RCよりの御礼状紹介……　外人の来訪等ほ縁
の遠いこの地方の事とて、こういう機会もなく居りま

したが、この度アイリーンさんをお迎え出来て嬉しく

存じます。アイリーンさんも他クラブへの出席は始め
てとかお聞き致しましたが、何かの縁かと感じられま

した。一度国際親善へ一歩乗出したと云う様な感じで

す。折角お出で下さいますので親睦委員、国際奉仕委

員と相計り、山で草取りをしながらゆっくり歓談して

戴こうと計画を立てたのですが、あいにくの雨で室内



に閉込められてしまいました。折角お出で下さいまし

たにもかかわらず、格別のもてなしも出来ないで失礼

致しました。しかし貴クラブの国際奉仕に対する熱心
な御活動の模様並びにアイリーンさんの感想等をお聞

き致し感銘深く感じました。私共のクラブでも大いに
刺激され啓発され、近き将来には国際奉仕を一歩一歩

前進努力致したいと渡部国際車仕委員長共々皆で語り

合った次第です。これを御縁に貴クラブと当クラブと

友好を深め国際並びに国内親睦の目的が達せられます

様御指導敵い上げます。‥…・

○拷苗代RCよりバーナー到着

圃委員会報告

社会奉仕……交通安全運動への協力として学童用横旗

（ビニール製黄色の旗）500本を購入お贈りします。

葉　話一　埋れた文化財について

会員　池　内　方　平

○鶴岡に加藤清正の嫡子忠広公と清正の正室正応院（忠

広の母）の墓が七日町本住寺にあることを知って居ら

れる人は多いと思うが、それに関係ある文化財が今尚
鶴岡に眠っていることを知っている人は少いと思いま

す。

豊臣家の忠臣で戦前は日本武将の亀鑑とされ、三才
の童子も知っている加藤清正、その妻子の墓が鶴岡市

七日町全照山本住寺にあることは周知のことで、英雄

清正の霊は肥後熊本花園町本妙寺に眠り、妻子の霊は
雪探き北国出羽庄内に寂しく流転の眠りを続けて屈た
が近く加藤清正350年忌（昭和11年）を迎えた際、南

と北に別れ別れていた夫妻父子の霊を対面せしめよう

という計画が進められ、其の際分骨して熊本に埋葬し

たとのことである。

加藤清正が豊臣秀吉の亡き後、遺子秀頼を補佐して

傾きつつある豊臣の柱石となっておりましたが、豊臣
が倒れて徳川幕府が江戸に幕府を樹てると共に、その

政策の一つとして辛辣な腕を振ったのは豊臣家の藩大

名、及び外様大名の取潰しであったわけです。

東北の雄藩最上家などもその政策の犠牲となった一
つであります。肥後熊本の加藤家も同じく寛永9年改

易され、清正の嫡子肥後の守忠広は母正応院と共に出

羽庄内酒井家にお預けとなって流されたのです。酒井

家では西村山郡左沢1万2千石を加藤忠広に与え、後
に鶴岡市外丸岡に移し忠広は承応2年6月8日この丸

岡で亡くなっております。（享年54才）

○肥後守清正は永録5年6月24日尾張愛知郡中村に生ま
れ、幼名を夜叉若と云った。3才の時父清忠が亡くな
り5才の折、同郡浮島の鍛冶敬五郎助宅へ移った。母

及び叔父清重の薫陶は云うまでもないが、この頃近隣
の妙延寺第9世円享院日順大徳と云う名僧について経

書仏法、書道の教えを受けたことがその人間形成の上
に見逃すことが出来ない出来事であった。現在津島妙

延寺には本堂の左側に清正公草紙掛松と云うのがあ
る。この頃から清正には影の様に離れない2人の同年

の腕白小僧があった。これが後年の飯田角兵衛と森本

儀太夫で庄林隼人と共に加藤家3傑と称されたことは

有名である。
ト　元亀元年夜叉若9才の時母に連れられて秀吉に引見

し、月俸7人の扶持を与えらたて仕えることになっ

た。両者が親戚関係にあるのほ前述の通りだが、叔父

の清重も当時秀吉の幕下にあったのでその方からの勧

誘もあったであろう。

2・天正4年15才で元服し、名を虎之助清正と改め170石

を与えられた。虎之助は弓馬軍律を折野弥次右工門額

広、兵法を殿中に召抱えられていた塚原卜伝縁者の塚

原小才次、槍術は宝蔵院胤栄を師とし武を練った。
3・天正11年臨ケ嶽の役で七本槍の一つとして武名を詩

ろかせたのは有名な話だが、元服からこれまでの武功
は目を見張らせるものがある。虎之助はこの戦功によ

り主計頭と改め一躍3，000石の加増を受け騎士20人、

鉄砲150挺の隊長となった、年22才の時である。
4・天正13年には父清忠の為め本妙寺を摂津の浪速に創

建している。この頃から日蓮宗に対する関心を示して
いるわけである。

5・天正15年、秀吉の島津征伐の後任末として封ぜられ

た佐々成政の後を受け肥後半国25万石の領主になっ

た。清正27才の時である。
6・天正17年、隣国小西領天草に内乱がおこり行長の請

いを入れた援兵を送り、自らその先頭に立って天草の

先将木山弾正を討取った。
7・天正18年、小田原陣の際は命によって熊本に止まっ

たが、この時陣中の秀吉から送られた書簡が現存して
いる。なかなか丁重なもので秀吉が清正に対する肉親

的愛情の灰見えるものだ。
8・天正20年（この冬文禄と改元した）になるといよい

よ高麗陣が始まる。清正は同年3月釜山浦に着き、慶

長元年6月同港を離れるまで九五ヶ年余り朝鮮に止ど

まって転戦し、筆舌に尽し難い苦難を体験した帰国後

石田三成、小西行長等の策により秀吉の勘気を受け所

謂地震加藤の物語が生まれた訳である。同年の碁には

早くも再出兵が始まり清正ほうる山篭城を土産に同3

年10月丸2ヶ年の戦を終えて帰国した。同年9月27日

秀吉が逝去したからである。
9・慶長5年母堂が亡くなったことは前述した。慶長5

年9月の関ケ原の大戦に於ては熊本に止どまり直接戦
には参加しなかった。然し家康は清正のお蔭で九州の

万は少しも手を下さずに治まったと云うので清正に肥

後全国を与えた。其の後は治民に専心し又年と共に日
蓮に対する信仰を深めたようである。

（次号に続く）

圃幹事報告

11月誕生祝

米山記念奨学会奨学生候補募集要綱

会報到着　東京RC、宮内RC
PI加盟承認伝達式案内

11月13日　仁賀保RC

休会通知　村上RC、新発田RC、城南RC
例会目時間、会場の変更　秋田RC

猪苗代RC　バーナー到着

スマイ根

安藤君　工場移転落成
薮田君　県内RCゴルフ大会個人第3位

圃会報委員会よりおわび

第372回例会10月11の会報第373回と訂正願います。



松田美恵さ　んの絵

第377回例会　1966．11．8（火）暗

例　会　場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町ロ

ABETで且R WOR上」D

TIIROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

・叩坤　　　　　　　　　●

本日の出席　会　員　数　　58名

出　席　数　　40名

出　席　率68．97％

前回の出席　前回出席率84．48％

修正出席数　　うう名

確定出席率91．38％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、谷口君、千葉君、

長谷川君、早坂君、鷲田君、林君、石黒

君、金井君、森田君、中山君、大野君、

斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（仁）君、

菅原君、佐藤（忠）君

慧薫緩鸞禦金井君、三井（徹）君、中台君、手塚君だ～；エ～J．．

鶴岡西RC

鞋シ秋草　伊藤博司君　鶴岡西RC

長谷川知男君、佐藤吉三君、

方谷伊石工門君、斎藤一郎君　酒田RC

それでこそロータリー

リーダー　三井（倦）君

会長代理　張　　紹淵君

会長欠席の為、張紹淵君が司会をつとめた。

会長代理よ．りクラブの釣大会の事について報告があっ
た0

商工会議所内　　　（2）5775番

責．話一　埋れた文化財について

会員　池　内　方　平

（前号に続く）

○忠広妓後のこと

材）家財の仕末

幕府では忠広死後、検便多賀外記をして家財をこと

ごとく没収せしめた。其の後遺臣加藤主水、杉村文

太夫両人に酒井家の山本助右工門が同行してこれを

幕府に納めた。阿部豊後守忠秋が受取った。

その目録の控えが現存しているが昔が昔だけになか

なか堂々たるものである。とてもここには書きつく

せぬが刀だけでも次の通りである。

1・正宗小脇差　　　　　1腰

1・行光　ク　　　　小刀信国

1・左文字ク　　　　ク　無銘

1・則光　ク　　　　ク　金道

1・則重　ク　　　　ク　信濃

1・広光　ク　　　　ク　政平

1・和光　ク　　　　ク　兼舎

其の他　　37

前記日銀の行光の小脇差と延寿の刀の傍に「此行光

（延寿）死骸桶に人中侯得共取出し差上申侯」と但書

がついている。忠広と共に棺に入れたのを幕府の検使

の命により取出し納めたものと解される。名刀に対す

る執着か、罪人に対する戒めの為か不明である。

○宝瓢の由来・・・…　慶長16年春、前将軍家康が駿府から

上洛して京の二条城に秀頼を招いた。此の時秀頼に付

添った清正は「若し幼主の身に異変あるときは家康を

斬ろう」と悲壮な決意から鉄扇に擬した短鮫を懐ろに



秘めて城内に入った。幸い家康と秀顔の会見は無事に

済んで退城するを得た。清正は懐組を押戴き『故太閤

の恩にやっと報いることが出来た』と感泣した。

という件りで先年吉右衛門が『二放免の清正』とい

う芸題で歌舞伎座に上浜し大当りを取った有名な史実

この宝鮫は忠広妖後庄内にとどまり酒井家に仕えた

遺臣達が1年交代で保管し明治に至ったものだそうで

す。

加藤主水と谷崎妥女の両家は早く断絶したので主と

して杉村文太夫加藤（頼母）菅野正右工門、永原の久

左工門の4家が当った。明治になってからは杉村、永

原両家が庄内を離れたので加藤、萱野の両家で保管、

後一時鶴岡市の富豪風間家に預けた。その文書が杉村

家に現存している。

ロータリーと云う、社会

（ロータリーの友10月号より抜蕃）

「ロータリーもよいけれど出席がやかましいのでわー

」と云って尻込みする人が多い。それでも勧められる億

に、或は職責上から入会する、始めの間は塾の如き出席

で欠席も時々あるが、2年3年とする内、段々に何とな

く引き付けられ、例会日に出席しないと物足りなさを感

ずる様になる。これが誰にも普通の成り行きの様であ

る。お父さんがその様な気持になると、家庭でも応援が

始まり、「今日はロータリーですよ、ネクタイをちゃん

と着けて出なさい」と云う様な事になる。

クラブそのものも同じく、発足当時は会員の出席は思

わしくなく、クラブ出席率はずっと下の方であるが、そ

れも多くは3年目位からよくなって行く様である。会員

が揃ってロータリーに取付かれ、気持が合って来るから

である。

ロータリーとは比の様に、一種の魅力に取付かれた一

つの不思議な社会である。ロータリーに加って居る様な

指導的な立場にある職業人や専門職の人々は、昼夜の別

なく立イカいて居る。その多くは、自分の職場内での自分

の職業についての人間関係とか、対外的な矢張り自分の

職業についての人間関係とかに疲れ果てて屠ると云って

よい処がロータリーと云う社会は一業一人が原則である

から、自分と同じ職業の人が居ないのが普通である。

もう一つは集まる目的が自分の職業に関してでは全く

ない。そこでこの人々にとってはロータリーは全くの別

世界である。これが魅力である。一週間、朝から晩まで

常に東を悩ませる世界とは全然異質の社会である。僅か
一週間に一時間だけではあるが、丁度サバクの中のオア

シスの様に別天地であり、心の解放、救いとなるのであ

る。これが魅力の根源であると思う。

誰でも商売となると時と場合により心にもない嘘も云

あわばならん事がある。虚勢を張らねはならん事もあ

る。

強者におもねることが必要な時もある。商売として自

分を抑えて之等の事をせねばならんのが、1週間7日の

生活である。その間に短いけれどロータリーの時間では

打って代って、その様な慣らいなピケロリと忘れ、友愛

を楽しむことが出来る。

これがロータリーと云う社会の持つ魅力である。半年

に1度、2、3日戦場から帰休する兵隊の心理と云えは

大げさだが、それに似たものである。さらに云うなら、

吾等の職業の社会には階級がある。階数による緊張や又

軽い不満などもある。

然しロータリーの社会にはこれがない。日本でも敬称

を止めて「君」を用い、何々会員と云う民主的な呼称を

使う、米国では全部ニックネームで呼ぶのを原則として

居る。取扱いについても差別のないのほ勿論で、事業場

へ帰れば絶対にしない様な刀筆の事務を大会社の役員達

が、ロータリーの奉仕委員なるが故に喜んでやって居ら

れるほほえましい情景は、ロータリー社会の特質の一つ

である。

連晴事項

匪幹事報告

例会変更11月18日　東京西RC

第358地区年次大会日にあたる。

会報到着　米沢RC

世界身体障害芸術家協会より案内

圃親睦委員会

委員長より今年度のクリスマス家族会開催について

の要領について話があった。

スマイ搬

クラブ釣大会に於いて第1位　嶺岸君

創業20周年を迎えて　　　　　五十嵐（一）君

早　　退　　　　　　　　　　五十嵐（三）君

献　立

きしみ一平日

焼　物一鮭、おろし

味噌汁－ほうれん草



松　田　莞庶　さ　ん　の絵

第378回　例　会　　1966．11．15（火）中豊、後雨

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　　r2）5775番

BETT且R WOR上JD

THROtJGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

座席．本草
本日の出席　会　員　数　　58名

出　席　数　　39名

出　席　率67．24％

前回の出席　前回出席率68・97％

修正出席数　　52名

確定出席率89・66％

欠　席　者　荒明君、長谷川君、八丁目君、金井君、

菅原君、五十嵐（三）君、五十嵐（一）君、

海東君、笹原君、嶺岸君、三井（徹）君、

松田君、佐藤（寅）君、新野君、大野君、

斎藤（待）君、斎藤（信）君、高橋君、辻若

妻書ク音烹わ⊂′■　阿部（公）君、石黒君、千葉君、小池君、

早坂君、森田君、佐藤（忠）君、佐藤（伊）

君、手塚君、票田君一鶴岡西RC

林君一酒田RC

長谷川君一東京東RC

ニビ．－某タ‘エ▲　本間義勝君一酒田RC

工藤繁雄君【鶴岡西RC

二ウ　ン　グ　奉仕の理想リーダー三井（健）君

会長　早坂源四郎君

三尊鱒事旦

圃会長報告

1・本日例会終了後理事会詣催

2．クリスマス家族会実行委員委嘱（委員長）新穂君（委

員）八丁目君、笹原君、三井（健）君、千葉君、小池君

三井（賢）君、松田君、平田君、森田君、薮田君、五十

嵐（三）君、手塚君、飯白君、実行委員会は17日正午～

午後1．30　於殖産銀行ホール　次の例会に企画案を発

表、諸準備を進めて戴きたい。

尚西クラブと合同開催の場合は西クラブから委員を4

～5名入れて戴きたい。

3・恒例のクリスマスカード110通程、会長名で諸外国の

RCに出しました。

園lロータリー財団について　　　早坂会長

○私も余り良くわかってませんが、知っている範囲内に

於てお話し申し上げます。私が今日この事について申

し上げるのは皆様御存知かと思いますが、11月13日か

ら1週間ロー一夕リー財団週間に当っているからです。

そこでその概要だけ簡単にお話します。特に今年11月

より1ヶ年はロータリー財団創立50周年に当っている

ようです。世界各地のRCではその記念行事をやって

眉ります。実は昨日アイリーンが秋田ロータリーフェ

ローを集めた会合に招待を受け行って屠ります。長井

RCからも15日招待を受けましたが先約があったため

おことわりしてます。

○ロータリー財団は世界中のRCロータリアンの寄附に

よって維持されているのでございます。・・‥・風紋につ

いては略t…‥その活動について申し上げますと昨年1



ヶ年に寄附された金額は100万弗以上（邦貨にして3

億6千万円以上）であります。1947年（約20年前）か

ら現在まで他国に行って大学院課程奨学生として奨学

金の授与を受けた数は約2，300人、その額約600万弗と

なっております。最近援阜されました（1967年～1968

年分）明年度の奨学金の授与者は160名50万弗で邦貨

にして1億8千万円1人当110万円授与している事に

なります。

○次に私どものRCではこの財団にどのようにして協力

しているか……皆様ご存知の通り本年度の予算書を見

ますとRI負担金と云う項がありますが、それは新入

会員1人10弗と全会員1人1弗の割で計上しているの

です。本来は自由な寄附によってまかなわれるべきも

のですが、地区からの要請もあるためこの様に当RC

では予算に組んでいるわけです。1人当り10弗になる

と100％クラブになるわけです。他に毎年1人1弗宛

寄附し10年経過しますと200％クラブになるわけです。

当クラブは6月30日現在54名で寄附額が1631弗で353

地区では唯一つの300％クラブであります。352地区で

は青森RCが300％クラブで東北全体ではこの2RC

だけでございます。以前は100％クラブを維持してい

た当RCが300％になったのは張前会長が個人的に多

額の寄附をされた為であり、この点張君のロータリー

に対する並々ならぬ情熱と財団に対する御理解の深さ

に厚く敬意を表するものであります。会員にかわり沫

謝申しとげます。尚会員が5名増えて居りますので、

300％維持するには今年少くとも150弗以上寄附しなけ

ればならないことになります。

○ロータリー財団の目的は異なる国々の人々の間に理解

と友好諾係を増進すると云う事にあります。国際奉仕

活動の一端と考えてもさしつかえないかと思います。

従って具体的に申し上ますと大学卒業生、大学院在学

生を1年間海外に留学する為の奨学金を与えるという

ことです。その制度は近年男子のみに適用され、女子

には一時中止になってましたが、1968年～1969年につ

いては再び女子にも適用されることになりました。こ

の奨学金制度の他に或る特別の指定された国（日本を

含む言葉のむずかしい様な国）に留学する場合の追加

奨学金制度があります。それから今年度新たに設けら

れたものに大学在学生（女子を除く）にも出すと云う

ことです。その他研究グループの交換で異った国が互

に青年実業家並びに専門職業人からなるグループを編

成し、交換研究するという事に対する補助金、このこ

とで国際理解を深めようと云うものです。次に専門的

訓練の為の補助金でこれは他の国で研究する事によっ

て技能を磨かせる事を目的とするもので、25才から35

才までの男性で1年間ということになってます。例え

ば底開発国の人が先進国に行ってセメント技術や印刷

技術、それから木工技術の訓練をやるという様に技術

勉強の青年に補助金を出す制度です。

○ロータリー財団の事業は唯今申し上げた様に国際理解

と友好関係を促進することに目的があり、大学生に自

国以外で勉強する奨学金を授与することが主力のよう

です。以上概略申し上げましたが、財団に対する協力

とともに我々としてほ、その恩恵に浴することも必要

と思いますので、この地域に於ても該当する青年が一

人でも多く出る様にしたいと思います。国際奉仕委員

会はその手続き等よく勉強されまして、ロータリーフ

ェローを旧す様にして戴きたいと存じます。

腰日詰児島クラブを訪問して　　　　林　君

11月の始めに会議（国立高専校43校の校長会）の為

海児島に行って参りましたが、時間の都合で姉妹クラ

ブの西鹿児島RCには出席出来ませんでしたが、会議

の終了後たまたま鹿児島RCの例会があり出席しまし

たが、やはりロータリー財団について話されていた様

です。東北に比べ非常に温かく朝、海岸に出ても単衣

だけで寒くないようでした。

会議に呉と松江の校長（何れもインターアクトクラ

ブ校）が居りましてインターアクトについてそれぞれ

意見を聞いて参りました。それから西鹿児島RCの芝

山先生にもお会いしお話を伺って参りましたが、その

他各地の資料等を見て考えますことは、米国とは相当

違って居り、日本的なものでなければと思いました。

そ処から鶴周の場合二つの学校では仲々むずかしい

ので地域としてのインターアクトを考えて見たらどう

かと思います。庄内日報の11月1日号『明るい街づく

り』のところに鶴岡の高校生が公共施設の清掃活動と

云う記事がありましたが、他のインターアクトクラブ

でも結局はこの程度の仕事しかやってないことです。

国際理解を深めるという点までほ、まだまだという

事です。それから廃品回収とかバザーは大体ロータリ

アンの家庭をまわってるようです。そこから費用を出

す或はアルノミイトと云った面もありますが、兎角学生

は環境に左右される事が多く、色々と悪い面も出ます

ので学校側或はインターアクトクラブ委員会等が覚～こ

見守ってやらなければならないと云う事ですQ要する

に大した事も出来ないがマイナスにもならないと云っ

たところです。それから学校に於て生徒会の一部間に

するかどうかと云う問題ですが、これは正式には出来

ないわけですが、しかたない事で、従って生徒会の費

用の一部を充当する処もあるようです。この点鶴岡の

場合どのような方向に持って行くのか、皆様の御意見

をお聞きしまして考えたいと思っております。

圃幹事報告

会報到着　本荘RC、郡山RC、新発田RC

休会の知らせ　酒田RC宮内RCl1月23日祭日につき



轟ゝ・干．感盛
松田美恵　さ　ん　の絵

第379回例会　　1966．11．22（火）暗

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838添

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

BETTER WOR上JD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

擬斬
本日の出席　会　員　数　　　58名

出　席　数　　　44名

出　庶　率　75・86％

前回の出席　前回出席率　67・24％

修正出席数　　　44名

確定出席率　75・86％

欠　席　者　阿部（公）君、安藤君、千葉君、八丁目君

金井君、加藤君、三浦君、三井（賢）君、

斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐藤（寅）君、

薮田君、五十嵐（伊）君、荒明君

姜こ．＝グ宕聾サ‡八丁目君、三井（徹）君、新野君、大野君

五十嵐（三）君、五十嵐（一）君、海東君、

嶺岸君　　　　　　　　　鶴岡西RC

准＿ジ．タ箪　長谷川知雄君、斎藤晃一君　酒田RC

石川孝一君　　　　　　　　新庄RC

連輔蛮‾貞

圃会長報告

（1）オーストラリヤのストーウェルRCのリンゼィ。

ブラウン君より当クラブの嶺岸君宛英貨31封虔17・5

（邦貨に換算￥32，125）の送金がありました。

この金はブラウン君が彼地の高等学校の生徒に当

クラブ訪問の話をした時に、生徒達が拠金をして送

金して来たものであって、鶴岡の高等学校の生徒達

のために有効に使ってくれとの意向でありますので

国際奉仕、青少年両委員会が相談されまして有効に

お使い下さる様御願いします。

尚礼状は嶺岸君と会長より出状しておきました。

（2）鶴岡盲学校50周年記念誌に教育の問題点等、何か

感想文を書けとの依頼を蒙りましたので大要下記の

様な文章を送りましたので御諒承騎います。

『過日先輩から目の不自由な人に対する御手伝いは

音か触覚か心であると教えられました。清純な心、

強い心、そしておおらかな心。私共人類にとりまし

て心程永遠に尊くて亦大切なものはありません。そ

うです。私共ロー一クリークラブは盲学校の皆様に

「心」の御援助が出来ないものだろうか。温い心、

宏大な心を世界中から取り寄せる事は出来ないだろ

うか。

私共ローークリークラブは奉仕の理想の下に友情に

よって結ばれた世界的の友好団体であります。世界

の同じ視力の不自由な人々がお互に自分達の生活を

語り合い、識り合ったならばどの位勇気付けられ、

それ等の人々の視野が宏くなる事だろうと想像しま

す。



既に実施されて居られるかも知りませんが、私共

の国際率仕の力で何とか新しい友を御宿介する事の

御援助は出来ないだろうかと思って居ります』

（3）クリスマスも近づきましたので、交換学生のアイ

リーンに何か贈り物をしたいと思って居ります。大

体日本の着物一揃を考えて屠ります。有志の万々よ

り何分の御援助を御願いします。

擾巨委員会報告

社会奉仕委員会…・・tかねて山形に註文しておきました

交通安全の学校児童用の手旗（ビニール製）500本

が出来てきました。御覧の様なものです。早速警察

とも相談しまして関係語学校に配分したいと思って

居ります。

驚品温さ合同家族会
クリスマスバーチーの御案内

◇日　時12月20日（火）

PM4・00～PMう・00　合　同　例　会

PMう・00～PM8・00クリスマスパーテー家族会

◇場　所　由良ヘルスセンター

◇登録料　A　￥1，500……会　員

B　￥1，000…‥・高校生以上

C　￥　800……　3才以上中学生まで

1・参加申込書に記入し登録料をそえて12月13日ま

で事務局に御提出願います。

1・貸切バスの用意を会場まで、又帰りにも準備し

たいと存じます。人数の大略の把超が必要ですの

で、バス利用の有無も御書き込み願います。

参加申込みは豊麗料をそえて12月13日まで事務局

まで

厘幹事報告

仮クラブ創立案内　尾花沢仮RC　毎週木曜日12．30

例会日休会　山形RC l1月23日

会報到着　八戸、能代RC

鶴岡西RCより、会員原田代の船見学の申込み

11月29日例会後一酒田港

スマイ勲　本　間　君　早退

三井（徹）君　バッヂ持参

長谷川君　無届欠席

献　　立　　シツユウ、刺身…鯛、サケのナヤ汁



松田　真意さ　ん　の絵

第380回例会　　1966．11．29（火）暗

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町ロ

BETT且R WOR上JD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

座席耳告－‡

本日の出席　会　員　数　　　58名

出　席　数　　　48名

出　席　率　82．76％

前回の出席　前回出席率　75．86％

修正出席数　　　52名

確定出席率　89・66％

欠　席　者　八丁目君、森田君、佐藤（寅）君、中台君

五十嵐（三）君、労網君、金井君、荘司君

抗ク貰三野⊂1千葉君、三井（賢）君、五十嵐（伊）君、

佐藤（昇）君、金井君、薮田君、三浦君

▼鶴岡西RC

阿部（公）君一酒田RC

漬喜ジ．タ‾三‾　莫島孝一君、菅君刑部君一酒田RC

原田行雄君、桜井瑞男君一鶴岡西RC

ターン　グ　それでこそロークリ【

リーダー　三井（健）君

覇覇簿　会長早坂源四郎君

商工会議所内　　　（2）5775番

圃会長報告

（1）先日賜恩園の園長さんが見えられ、後援会を作る事

になりましたので協力して戴きたいとの御依頼があり

ました。当クラブの佐藤（責）君が賜恩園の理事でもあ

り、又この後援会の発起人には小花、阿部（公）の両君

も居りますので当RCでも若干考慮しなければならな

いと思いますが社会奉仕委員会で充分検討して下さ

い。

（2）会計のことについて去る15日理事会を開催した処、

千葉会計より本年度下半期より若干会費を上げなけれ

ばその運営が困難である旨報告があり、理事会もこれ

を諒承しました。就きましては次の例会に千葉君より

上半期の会計の実情を説明して戴き皆さんの御賛同を

得たいと思ってます。県内各RCの会費等を考慮し理

事会としてはう，600円（年額）の案でございます。

（3）札幌南RCの阿部長三氏（鶴岡出身、北海道木材株

式会社社長）より親愛なる鶴岡RCの皆さんへとして

お手紙が参ってます……　次号に掲載の予定。

（4）出席率で一言……　7月より前回例会までの各人別

出席率を総計致しましたがその結果を発表しますと、

100％が33人、90～99％が9人、80～89％が4人、70

～79％が4人、60～69％が0人、60％未満が何と8人

も居ります。出席奨励委員会はこの60％以下の方が12

月には100％出席されます様強く要望して戴きたいと

思います。RCでは6ケ月間に60％以上出席しなけれ

ばならない事は皆様御承知の事と存じます。出席率向

上のため一層の御努力を願います。



卓　　話

遠洋底曳網漁袷第十幸福丸

瞑田漁業株式会社社長

原　田　行　蛙（鶴岡西RC会員）

瘡と漁の話ならばぶっつけ本番でお話しましょう。

私は以前加茂の底曳漁船に乗りました。戦後本間水産

（加茂）の船に乗り船長、漁櫻長としてサケ、マスの漁

獲に当り、7年間北洋の海の経験がございます。

御承知の方もあるかと存じますが漁獲量3年連続全国
一を獲得しました。それで私の事を『原田は善宝寺の近

くに住んで善宝寺を信心するから大漁するんだ』とよく

云われました。鶴岡西RCチャーターナイトの時に和尚

さんからもお話ありましたが、善宝寺は漁業者の寄進に

より本堂が建立されたわけです。

私は金沢の生まれですが金沢には原田に続く漁曹長が

多く出てます。不幸にして北洋の海で遭難した人も屠り

ます。私は現在もサケ、マス漁業もやってますが外国に

行ける様な優秀な底曳漁船を持つことが永年の計画であ

りましたが今回ようやく実現し、第十幸福九の竣功を見

ることが出来ました。

3年程前、山形県に唯1笠その許可がおり、幸い私は

海洋漁業生産組合長をやっていた関係から政治的にもそ

の功が実り沿岸漁業振興の為と云う事でもらったもので

す。

この船は北洋の海でもっぱら底の方にすんでいる漁を

獲るもので、冬、（12月～3月）はスケソウ、夏場（う

月～10月）はオヒョウカレイ、メヌキタイ、ギソダラが

主です。

獲った漁はその場でHC300位の急速冷凍をやり保管

しますことのできる漁鬱と加工両設備をもった船でござ

います。私は去年からこの庶曳船がよいと云う情報を得

て北海道や東海岸の実際やっている人々から色々聞いて

参りました。

この権利を持っているのは全国で111隻で㊥、日本水

産、日管のような大会社が主として持ってます。民間で

は秋田、新潟、富山には現在売ってしまって1隻もなし

山形1隻、石川3隻、福井1宴、京都2蔓と日本海沿岸

には数える程しかありません。

皆さんが寿し屋に参りますとモンゴイカと云うのが出

されますが、これはアフリカで獲って急速冷凍したもの

です。湯野浜温泉でも地元に魚が獲れないとアフリカタ

イがよく使われます。これも冷凍です。

今までは小さい魚は大休HC200位で冷凍したもので

すが、現在大きいマグロの様な漁はHC400位に急速冷

凍加工します。それを解凍してさしみにした場合生と殆

ど味が変らないと云われてます。そこで最近は漁船の冷

凍設備の改造がよく行なわれてます。私の船もこの点を

考え新しい設備を持ってます。

オヒョウカレイは大きいのになると畳1枚位もあり、

4～5人でなければ持てません。この様な大きい漁とギ

ソダラ、メヌキタイの様な魚とは冷凍設備のセットが違

います。1日15頓位の魚は3時間で急速冷凍出来ます。

冷凍されたものは漁倉HC250にベルトコンベアで運ば

れ保管されるわけです。冬場操業のスケソウは氷を若干

持って行きHC50位になる様冷凍枚を作動し殆ど生で持

って来ます。スケソクは主にすりみにして、かまぼこ等

の材料にされます。

漁場はカムチャッカの西、オホ一一ツク海と亮の北部太

平洋、アリューシャン列島北のベーリング海、束はカナ

ダのブルストル湾等です。最近カナダとアメリカで選管

水域12哩とか云われてますが、今の処大した問題もない

様です。

この間私の会社の船が試験操業をやって屏りました

時、ソ連の船が金華山沖8哩位の処で操業してました

が、ソ連の給でも実際は8哩の処まで釆てるわけです。

氏曳漁の水深は大体1，000M位の処まで網を入れます。

第十幸福九の漁法はスタン式オッタトロールと云って九

州の方から入って来た漁法です。開口板を使って始めか

ら網をおろす方法です。

それから乗組員ですが北洋のサケ、マス漁の場合でも

22～23人乗って行くわけですが、今度のこの船は315頃

もありながら20人内外で充分冬場操業が出来る様新しい

色々な設備が整ってます。

漁倉には11万賞の魚が入る様になってますが漁場に恵

まれますと大体二昼夜で満載できます。一網1万貰位入

りますが、それが全く人手をかけずに漁倉までコンベア

で運ばれます。

船の万だけで1億6千万円、漁具その他が2千万円か

かりました。

例会終了後希望者で鶴岡西RC会員と同行、酒田湛岸

壁に第十幸福丸見学、その竣工を祝福しました。

廟幹事報告

会報到着一村上RC

例会日変更一佐沼RC　毎（木）曜日12．30～13．30

スマイ勲

石井君一早退

千葉君一令嬢（在野悠子さん）が松竹歌劇中南米公演

を終了無事帰国

敵　立

きしみ一組、焼物｛鮭味噌漬、味噌汁一大根、ねぎ、

油揚



松田美恵さ　んの絵

第381回例会　　1966．12．6（火）小雪

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

BETTJ∃R WOR上JD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

、・一出巌垂官

本日の出鮪　会　員　数　　　58名
出　席　数　　　43名

出　席　率　74・14％

前回の出席　前回出席率　82．76％

修正出席数　　　52名

確定出席率　89．66％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、長谷川君、林君、
五十嵐（一）君、金井君、加藤君、三井

（健）君、中台君、中山君、斎藤（信）君、

菅原君、浮田君、辻君、高橋君

控ク都汐⊂：■・五十嵐（三）君、労網君、中台君
一鶴岡西RC

高橋君一酒田RC

だジキ三二　下山足助君一沢米RC

yシーグ　君が代　それでこそ。一夕リー

リーダー　安藤君

会長　早坂源四郎君

●嘩縮ヰ項

園会長報告

（1）先日お願いしました交換学生アイリーンさんへの贈

り物拠金は本日を以て〆切らせて戴きます。会員の皆

さん始め市長さんからも御協力を戴き、訪問着（￥32

・200）一揃いを贈る事にしました。色、柄等選択につ

いては会員の松田君と三井徹君の奥様にお任せしまし

た。御協力に対し深く御礼申し上げます。

（2）前例会でお話しました会費値上げについて提案しま

す。…・t・上半期の実情と下半期の見通しについて千葉

会計より詳細説明……満場一致年額36，000円にするこ

とに決定（前号会報、会長報告（2）の理事会としての会

費値上げ案年額3，600円は印刷のミスにつき訂正）

圃委員会報告

社会奉仕委……学童道路横断旗（詳細は会報第379号）

は警察と話合い、来年春3月から設置することにし

ました。

親睦委員……12月16日午後1．30よりミソノ・グリルに

てクリスマス家族会実行委員会開催します。

クリスマス家族会の際、銀婚式のお祝をする資料と

して、昭和16年以前に御結婚された方で未だお祝を

受けてない方は事務局までお知らせ下さい。

陸上おたよ　り

北海道木材（株）社長　阿　部　長　三

札幌南RC（鶴岡出身、ベニヤ材製造業）

親愛なる鶴岡RCの皆さん

私は現在札幌南RCの会員でありますが、貴クラブの

鷲田さんとは竹馬の友で生粋の鶴岡ッ子でいつもロー一夕

リーを通じて鶴岡RCの動き、とくに出席率などを通し

て生まれ故郷を倹しく思い出しております。どうしたも

のか鶴岡RCはそんなに出席率がよくないようです。今

度西クラブが出来たので酒田や村上や新庄までメーキャ

ップすることもないのでもっともっと％を上げられそう



に思い、せめて山形、米沢なみになれないものかと歯痔

ゆく思っております。

一部のロータリーアソは出席競争なんてナンセンスで

あるという意見もありますが競争はナン㌧セ∴／スでもよく

出席することは申す迄もなく至極大事なことで「ロータ

リーとは出席することと見付けたり」の心境になってこ

そ真にロータリーの精神に徹し日常の生活、行動が身に

ついて出席しないでおられないようになってこそロータ

リーに生きるのでほないでしょうか。まるで出席委員の

出席激励の言葉のようになって申し訳ありませんが、本

当は鶴岡RCを県下のどのRCよりも負けさせたくない

と念願している愛郷心がこう云わせるのです。

よく眺めて見ますと出席率のいいクラブほどロータリ

ーに熱が入りその活動が活発であるようです。斯うして

やきもきしている鶴岡RCのフアンもいることをお笑い

下さい。

此の度当クラブの会員田林君が久し振りで帰郷せられ

るので是非貴会にも出席してこのお話をして貰い、又新

しい西クラブも訪問して激励しバナーでも交換して来て

くれとたのんでおきました。田林君は私の念願通り夫々

そちらのRCに出席してきれいな貴クラブの、そして西

クラブのバナーを持ち帰ってくれました。

無限の大空を飛翔する鶴の模様の貴クラブ、日本海に

沈む夕陽の限りない美しきを表現した西クラブの立派な

バナーは当クラブの例会に会長から一同に提示せられ会

員一同は拍手をもってこの両クラブの友情に応えまし

た。私は一寸した感激でした。

会報第370号及び371号も拝見しました。英語の弁論大

会やら児童福祉施設交換学芸会参加やら活発な青少年活

動奉仕に力を入れておられる姿、叉40万円もの大金を交

換学生の為めに拠出しておられることは国際奉仕活動の

姿も立沢であり、宮古島台風には即座に見舞金を贈って

やるなど社会奉仕活動のなかなか活発な動きに敬意を表

しました。

佐藤会員がスピーチに南は徳島から北は北海道名勝巡

りをせられた面白いお話をせられたようですが、どうせ

北海道に来られたのなら私のクラブにもメーキャップせ

られたら末だお目にかかったことのないロータリーアン

であってもビジター紹介に鶴岡クラブの佐藤さんと読み

上げられたらどんなに慎しく嬉しくなって、お忙しいス

ケジュールに御迷惑をかけない程度の時間を割愛してい

ただいてジンギスカン鍋でも囲んで郷里のRCのお話で

もお聞かせ願いたかったとつくづく残念でした。勿論佐

藤さんとは一面識もありませんがそこはそれロータリア

ンの友情で、初対面から10年の知己として打解けられる

ロー一夕リーアソの特権があるのですから。

「会報第371号には早坂会長のロータリー情報として

なかなか理解の困難な職業奉仕活動に関する具体的な解

説が載っておりました。情報委員会を担当している私に

とってほ非常に参考になり教えられました。この文の前

置きから察するに早坂さんは時折各奉仕部門についても

漸うした解説をせられ、それが貴RCの会報に載せられ

るのではないだろうかと思いました。若しそうであった

ら是非その時折貴RCの会報を拝見させていただけない

でしょうか。当クラブの各担当の奉仕委員会の諸君にも

回覧させてやり度いと思って居ります。」

最後に食べることで大へん恐れ入りますが例会の食事

の献立を掲げておられるのは兎角かた苦しくなり勝ちな

この種の会報をグンと軟く、かつなごやみを見せており

ます。秀のクラブなど会場がホテルである故かいつも洋

食や支那食でウンザリしておりますがそちらは和食で然

も何十年も食べたことのない鮭子の天ぷら、甘鯛の味噌

漬などたまらなく郷愁をそそるものです。

鶴岡RCの皆さん

鶴岡実業界の先達として世の為、人の為、且つは軍塑塵

ちな出方実業界のリーダーとしてそのレベルアップに一

層の御尽力を心から御祈り申し上げます。貴会報を面白

く拝見させていただいた御礼に当クラブの会報を一部同

封しました。

1966．11，13

12月会員誕生　　　　奥様誕生

鈴木弥一郎君　　　　五十嵐政子様（一郎君）
津田　薯介君　　　　鷲田　清子様（鷺田君）
鷲田　克己君
加藤嘉八郎君
石井　貞吉君　（う名）

12月108％出席者

阿部（公）君、阿部（裏）君、張君、千葉君、早坂君、
林君、平田君、本間君、飯自君、池内君、石井君、
石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）
君、海東君、小花君、小池君、今間君、嶺岸君、三
井（徹）君、三浦君、三井（賢）君、三井（健）君、中台
君、労網君、新野君、斎藤（栄）君、佐藤（伊）君、佐
藤（昇）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、佐啓
（忠）君、手塚君、鷲旧著、薮田君　　　（37名）

園幹事報告　笹原桂一君

仮クラブ設立　仁賀保仮RC
会報到着　米沢、本荘、能代南
例会変更　米　沢12月29日→12月24日　PM5．00

クリスマス家族会

米沢西　　　　　12月20日　　　5．00　ク

天　童12月27日→12月24日　　　5．30　ノク

山　形　　　　　12月21日　　　5．00　ノク

山形西12月12日→12月15日　公式訪問
12月19日　　　5．30

クリスマス家族会

上　山　　　　　12月16日　　4．00　ク

八　戸　　　　　12月14日　　　5．00　ク

本　荘12月9日－ト12月10日　　　6．00　ク

東京神田　42・1・うより　主婦の友ビル七階ホール

ス解凍　佐藤（寅）君　遅刻

凍　韮軒　さしみ鵬飽、グラタン、お汁一豆腐、みつ
ば、岩のり



松田美恵さ　んの絵

第382回例会　1966．12．13（火）小雪

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

BETTER WOR上」D

TIIROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

雑婚
本日の出席　会　員　数　　　58名

出　席　数　　　41名

出　席　率　70．69％

前回の出席　前回出席率　74．14％

修正出席数　　　51名

確定出席率　87．93％

欠　席　者　新穂君、今問君、本間君、佐藤（昇）君、

張君、津田君、佐藤（伊）君、林君、五十

嵐（伊）君、石黒君、金井君

無届欠席者　高橋君、佐藤（寅）君、菅原君、荒明君、

大野君、斎藤（信）君

阿部君、荒明君、林君、中台君、浮田君
一鶴岡西RC

金井君一山形RC

高橋君一酒田RC

原田行雄君一鶴岡西RC

菅野和助君一酒田RC

グ　我等の生業　リーダー三井（健）君

会長　早坂源四郎君

ク

‾蓮枯事項

圃会長報告

・クリスマス家族会の申込み本日迄となってますので

出来るだけ多数参加されます様お願いします。

・交換学生アイリーンさんは8月13日に鶴岡へ来て本

日で丁度まる4ケ月になります。幸い健康で会員の

三井君がお世話して居りますが、これからの8ケ月

間も健康で日本の勉強をして戴きたいと思ってま

す。何か年末の贈り物と云う事で皆様にお諮りした

処多数の御賛同を得、本日その贈り物（訪問着一

揃）が出来て参りましたのでお贈り致します。

＝…・アイリーンさんお礼のことば『私は日本の着物と

ても好きです。大変きれいです。皆さんの贈り物本

当に有難うございました。

圃委員会報告

社会奉仕……例年やってました歳末たすけ合いに本年

も1万円送ることにし〃〟だにお届けしました。それ

から賜恩園後援会（詳しくは会報第380号参照）に

も今年限りということで御寄附することにし、会長

から腸恩園に届けて戴きました。

出席奨励……この前の例会にお話合いなりました。無

届欠席について会場準備等非常に苦労してますので

やむを得ず欠席される場合でも必ず事務局に連絡し

て下さい。尚今回から出席報告の際無届欠席者も発

表します。ルールに従ってスマイル300円もお忘れ

なく……



卓　　話

私の見た日本の2ケ月

交換学生　ア　イリ　ー　ン

過去2ケ月の間私はロータリーの例会に出席したり、

観光のため旅行に過ごして来ました。ガイ・カリーと一

緒の仙台旅行も大変艮かったのですが連日の雨で、それ

にロスのドジャース野球団が負けて了いました。育英高

校訪問も良い経験でしたが、生徒の数が4，500人も居る

のはトルーマンバークの人口よりも多い訳です。そして

松島見物はニューヨーク州北部のサウザンド島を想い出

しました。

北高の修学旅行は誠にすぼらしかったのです。天気は

良いし色々見学しました。私はアメリカ合衆国よりもも

っと古い古代の数々の物を見て驚きました。私が見物し

た所で一番気に入ったのは将軍の別荘である二条城でし

た。幼い時に聞かされた物語りの家を想い出します。私

は実際に音の鳴る床板の家を見て居るのだと思うとスリ

ルを感じるのでした。私は石と苔の庭のある龍安寺も好

きです。300人の生徒が居てもその寺は静寂で平和でし

た。旅行中私達の一団は外国人からも日本人からもじっ

と見つめられました。300人の日本人の生徒の中で唯一

人のアメリカ人が居る事が誰にでも不思議に思われまし

た。私が撮られた写真一枚毎に1円もらっていたら私は

きっと金持になっていたでしょう。清水寺では一人の婦

人から赤ん坊と一緒に写す様に頼まれました。

私は名古屋である日本人の友達と一緒に2日半を過ご

しました。その人はトルーマンバーグの近くに2ヶ年も

居た方です。そして名古屋の周辺やら伊勢、鳥羽等を案

内してくれました。でも私は羽黒山の方が好きなのです

が。

東京に向う途中富士山を運良く見ました。中腹が雲に

蔽われていましたが大半が見えました。実際に見て、富

士山は世界一綺麗な山だと思います。東京で三井道子さ

んと会いまして彼女の大学に行き友達に会いました。夕

食後、歌舞伎座に行きました。大変面白く思いましたが

せりふがわかりませんでした。たしかに西欧風の劇場と

は趣きがちがって居ります。

鶴岡で一泊後直ぐ秋田旅行に出かけました。秋田の3

クラブが合同で秋田大学の外国人学生の為に交換学生の

会を催し、私を招待してくれたのでした。私は此の地区

のガバナーノミニーの渡辺さんとお話しする事が出来ま

した。渡辺さんは誠に楽しい方でした。私の最後の旅は

長井市です。私は長井クラブと高校の英語クラブでスピ
ーチをしまして絹織物工場等を見学しました。

私は至るところで歓迎されました。私を日本に呼んで

下さいました皆様方に感謝して居ります。

園幹事報告　笹原桂一君

会報到着　仁賀保仮RC、新庄RC

例会変更　東京西RC　12月22日～12月23日

5時より

秋田RC　　12月26日～12月28日

5時30分より

東根RC　　12月23日　　5時30分より

塩釜東RC　12月14日～12月17日

矢島RC　　12月1う日～12月17日

5時30分より

宮内RC　　12月21日　　5時より

大阪淀川RC12月17日～12月30日

酒田RC　　12月21日　　5時30分

（山形相互銀行三階ホール）

（上記いづれもクリスマス家族会）

クリスマス実行委員会12月16日1時30分より

ミソノに於いて

ロータリーダイアリー申込　1部600円

御希望の方は幹事まで

献　　立

えびふらい、ポークソテー、茶碗むし

お汁一岩のり、豆腐
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余興　第‡部

J Pシルバーポールの皆さん

幼児にプレゼントする
サンタのおじさん（会長）

PM7．55……　ロータリーソング　……手に手つないで

蛍の光

PM8．00……閑　散

幹事報菖　　笹原桂一君

Ⅹmax Card

台南、高雄、シンガポール

会　　報

台南、郡山、鹿児島西、塩釜

鶴岡西栗本会長の曲芸

〟〃片歳末たすけあい募金

交換学生アイリーンさん



松田美恵さ　んの絵

第384回例会　　1966．12．27（火）雪

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

BETT且R Wt）RLD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

卓　　　話　　日本一のタソカー出光丸

会員　五十嵐一郎君

密葬聯
本日の出席　会　員　数　　58名

出　席　数　　　49名

出　席　率　84．48％

前回の出席　前回出席率　86・21％

修正出席数　　　51名

確定出席率　87．93％

欠　席　者　阿部君、千葉君、金井君、佐藤（伊）君、
辻君

（無届老）　長谷川君、荘司君、谷口君、高橋君

結誹狩餅　今問君一鶴岡西RC

佐藤勃君、斎藤一郎君一酒田RC

ン　グ　奉仕の理想　リークー　三井（健）君

会長　早坂源四郎君

一連絡事項

睡l委員会報告

青少年委員会……　鶴岡西高等学校インターアクトク

ラブ設立について、その経過報告。

親睦委員会……　クリスマスパーテー盛会に終了、各

位の御協力に深謝申し上げます。それからスマイル

について何分の御協力よろしくお願いします。

図年末語感　　早坂会長

今年も余す処数日となり、本日が本年最後の例会でご

ざいます。

本年7月会長に就任して以来今日迄仕事に追われ夢中

で参りましたが、皆様の御支援、御協力により、先づ第

2クラブへの御援助、それから交換学生の世話、又社会

奉仕の関係も委員長の努力により地味乍らも具体的に実

行して参りました。又只今報告のインターアクトクラブ

の問題も具体化致しました。それからクラブ奉仕では会

報も順調に発行、クリスマス家族会（西クラブと合同）

も盛大に開かれ、更に又会費の改定等皆様の御協力に対

し厚く御礼申し上げます。

唯クラブの出席率向上に閑しその方法に於て御批判を

受けましたことは誠に遺憾と存じます。

私は生来非常に短如短才でございまして心のゆとりも

ございませんし、直情径行、誠に会長としてその徳に欠

けて居ることを痛感して居ります。又探くその責任を感

じている次第でございます。

然し聞かれて申し上げる事をお許し願えるとすれば、

およそ親睦のみを旨とする社交的なスポーツクラブです

ら、一定のルールがございまして、そのルールを踏み外

してほそのクラブの価値を疑われることもあるのでこれ

はそのクラブを作ってる会員の責任であり、構成メソバ

ーである会員自身の力によって解決するより外はないの

ではないかと思っております。

非常に固苦しいことを申し上げましたが、以上で年末

の挨拶と致します。

園会長報告

①　クリスマスバーチーほ皆様始め西クラブ会長並びに



会員諸君の御簸力により盛大に終了することが出来ま
した。新穂実行委員長及び各委員の御努力に対し深謝

申し上げます。尚当日の募金額13，500円は川状蔵末た

すけあいに御寄附致しました。

②　会員庄司繁太郎君より退会申し出がありました。永
年ロータリアンとして活躍された同君の退会は誠に残

念と思います。去る24日の緊急理事会に諮りました処

同君はチャーターメソバーの一員でもあり、又理事や

各委員長を歴任しロータリーの理想推進に多大の貢献
をされ、その功績誠に大なるものがありましたので、

その退会を承認するとともに当RCの名誉会員に推す
ことに決定致しました。皆様の御諒承を得たいと思い

ます。

③　三井青少年委員長の御努力により蕉亀岡西高校のイン
ターアクトクラブの設立が内定致しました。RCとし

て早急にその態勢を整える必要がありますので次の通

りインターアクトクラブ委員会を編成致したいと思い

ます。……来週早々委員会を開催設立準備お願いしま

す。

委員長一三井（徹）君　委員一林君、藤佐（伊）君、小
花君、池内君、張君、阿部（要）君、安藤君、小池君
薮田君、斎藤君

卓・話　日本一のタンカー出光九

会員　五十嵐一郎君

日本一のタンカーと云えば皆様ご存知と思いますが、

去る12月8日に販売店の私共にその披露がありましたの

でその船（出光九）の模様についてお話し致します。

先づ日本の造船技術のすぼらしさに鷹嘆しました。総

頓数21万トン、長さ342米、巾50米という非常に巨大な

ものです。3年前に出光興産が13万トンの日章丸を建造

したわけですが、それに使用された銅材と、この出光丸

に使用された鋼材は同じ3万トンであり、又乗組員の面

でも日章丸は40数人を要したものが現在の出光九では僅

か32人ですみ、燃料もほぼ同じで航行できると云うこと

で、僅か2－3年の間にこれだけ我が国の造船技術の進

歩のめざましさに驚きました。出光興産社長はこれを日

本人の和と技術の結集だと云って居ります。

何故こんな大きな船を造るかと申しますと、エネルギ

ーの60％は石油であり年間約1鮭キロリットルの消費、

しかもその大部分が諸外国から輸入しているわけです。

その場合最も大きいのは輸送費です。このため大きい船

を造って原価を下げるのがねらいです。

この出光丸の建造材料及び部品の99％が国産品である

ことが又自慢の様でした。又この建造期間ですがェソジ

ン部分は1年程かかってますが船体の方は僅か7ケ月半

で出来たものです。建造費は約55億と云ってました。

先程も申し上げましたがこの船の長さは342米もある

ので約276米の東京駅をスッポリ入れて尚66米余るわけ

です。甲板の広さは東京オリンピックの開催された国立

競技場と同じ位で、後楽園球場の1・5倍だそうです。私

も乗って見て人間の余りにも小さいのにびっくりしまし

た。

その巨大さの一部を招介しますと錨の重さが18トン、

鋲の輪の一つの重さが138キロ、長さ約400米、舵の広さ

が91平方米（畳56枚分）、重さ101トン、又甲板上は無

数のパイプが配備されてますが、そのパイプの一番大き

いのが直径80C仇、大小合わせてその全長1，700米という

ことでした。

石油の積載量はドラム缶に入れて縦に積み上げると富

士山の291倍、鉄道沿線を掛こ並べると東京から門司ま

で続くそうです。これを仮に1斗缶（18月缶）に入れる

と1，360万缶で山口県からシンガポールまでつながる量

です。この1回の積載原油の価格は12億5千万円、この

出光丸はアラビアのクエートから輸送するのですが、そ

の1往復の所用目数は約38日で年間9・3往復出来るそう

です。

アラビアに往く時空で行くのが勿体ない様に思います

が、タンカーに他のものを積むのは非常に危険だそうで

仮にもしこれが出来るとしても掃除や撰泊日数等の費用

で損になるそうです。1日港に挺泊していると約600万円

の経費がかかるそうです。それで往く時は安定の為タ∵／

クに海水を入れ航行するということでした。

日本の現在の造船技術では50万トン級の建造迄は可能性

があるということです。現在アメリカからの注文で播贋

造胎では30万トンのタンカーを建造中だそうです。もし

技術的に50万トン以上の建造が可能であっても港湾施設

や航路水深の問題で困難だろうと云われています。

それから世界のタンカー総数は約3，500嬰、9，300万ト

ン、その中日本には10万トン以上のタンカーは14隻、第

1位はりべリヤ、2位がノルウェー、第3位イギリス、

第4位アメリカで日本が第5位です。日本の現在石油需

要（昭和41年推定1億1千6百万キロリットル）をまか

なう為には出光丸級のタンカーが51笠必要とのことです

出光興産の会社構想の偉大さに感銘受けて参りました

圏幹事報告　　笹原桂一君

例会変更　天童RC　1月3日例会1月10日　う・30

（新年会）
村山RC　　　ク　　　　　ク　　ク

福島北RC　　ノク　　　　　ク　　ク

村上RC　　　ク　　　　1月5日　4・00

（新年会）
酒田RC　1月4日　5，30　（新年会）

相　馬　屋
会報到着　台南RC
クリスマス・カード

ストウェル、ニューブランズ・ウイックRC

シンガポール、サンバプロRC　高雄東RC
バーナー　ナイヤガラ、フォールスRC

スマイ搬　新穂君、スマイルの協力を要望卒先して

献　立　　盛合　エビフライ、鳥サラダ、ロースハ

ム、トマト、花野菜　ライスカレー
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BETT屈R WOR上JD　　　　　　　　　　　　　　でその毛と肉は人殻のために奉仕している平和的動

THROUGH ROTARY　　　　物で御座います。

（ロータリーでより点き世界を）

獲蕪讃
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　45名

出　席　率　78．95％

前回の出紆　前回出席率　84．48％

修正出席数　　　53名

確定出席率　91．38％

欠　席　者　林君、平田君、八丁目君、辻君、五十嵐
（三）君、五十嵐（一）君、薮田君、三井

（徹）君、三井（健）君、佐藤（仁）君、菅原

撞署汐三阿部（公）君、千葉君、金井君一鶴岡西RC

高橋君一酒田RC

怒涛蕪　佐藤源治君一酒田RC

原田行雄君一鶴岡西RC

本間謙三君一本荘RC

罪’シ．グ　君が代　奉仕の理想リーダー安藤君

会長　早坂源四郎君

連鱒事項

周会長報告

○昨年は皆様の御協力によりましてクラブ活動運営共

に順調にまいりました事を深く御礼申し上げます。

今年は羊の年で御座います。羊は温和で従順な動物

○羊と云えは直ぐ南半球のオーストラリヤを想い出し

ます。そのオーストラリヤのストーウェルRCから

最近の会報が来ております。その中にリンゼイプラ

ウソ君の新年の御挨拶がありますので御披露申し上

げます。

「鶴岡ロータリークラブ会長並びに会員諸君に新

年の祝盃をあげる事は私の喜びであり、又特権で

あります。過般の日本滞在中に示されましたすぼ

らしい友好ともてなしほ私はいつまでも忘れない

でしょう。皆様方の新年の幸福と繁栄と共に両ク

ラブ間の友好と国際的善意の精神が今後も更に拡

大する事を願います」

○次に交換学生のアイリーンさんは長らく三井徹君の

宅に厄介になって居りましたが、この度張君のとこ

ろに宿舎がかわりました。張先生よろしく御願い申

し上げます。

○本日は荘司さんの御挨拶の他は特別のスピーチも御

座いませんので会員諸君の年頭の所感等承わりたい

と思います。御遠慮なく御発表願いたいと存じます

厨退会の御挨拶　荘司繁太郎君

当クラブ創立以来チャーター会員として歴代会長始

め会員各位様より多大の御交認御指導を賜りましたこ

とに対し心から厚く御礼申し上げます。

抑々ロータリークラブは或る一定の地域内に於ての

代表的職業を持って居る人が相集い会うて、その職業

を通じての奉仕を第一義とし、全世界の同志を一丸と

した友情を中心に、国際奉仕を旗印にして居る極めて



有意義な立派なクラブであり、その活動は社会の皆様

より尊崇を受けつつある会同大団体であります。‥＝‥

（中略）‥・‥・

私は2年前東北電気工事鶴岡所長をやめ、シニヤア

チプとしてそのまま会員となり現在迄奉仕活動に尽力

クして参りましたが、現在70才にして会社顧問も満了

となりましたので退会させて戴きます。

私も幸い頑健の身であり、社会奉仕活動には生のあ

る限り活躍して行き度いと思います。今後共何かと宜

敷くお願い申し上げます。永い間会員としての愉快で

あった数々の想い出を若返り方法の一端として、又皆

々様への感謝の誠として行き度いと思います。

会員の皆様本当に有難う御堅いました。

厨羊年生まれ会員より一言

本間順舌君……　私、羊年生まれでございます。12支

の中でも羊は優秀な動物の様ですが、それにひきか

え私はどうも反して居る様で御座います。羊は衣類

装飾、肉と色々な面で役立って居る様です。会長の

お話にもあった様に私もこれから心を新らたにして

皆様と共に何か役に立ちたいと思って居りますので

よろしくお願いします。

新野君……12支の中の羊年生まれが会員60名程の中

に2人とは意外と少ないのに驚きました。私は羊の

様に温しいかは疑問ですが羊と云えどもおすになり

ますと恐しい角もかくして居るようです。相当繁殖

力もあるはずです。毛、肉共人叛のお役に立って居

ることは事実です。私は未だジンギスカソ鍋も食べ

た事ありませんが羊年生まれとして、この42年々頭

に当り一言申し述べさせて戴きます。最近色々な識

者の方が年頭に当っての経済の見通しについて発表

された様ですが、皆様御承知の通り安定成長路線に

乗っている事は事実の様です。しかし乍ら本年の景

気はどうかと云えば『晴のち曇』とか或は『曇から

本曇になりましょう』等……又或る人は『笑のない

好景気』等とずばり表現されている方もいます。こ

れらの見方は人夫々の考え方で異りますが、皆さん

経営者の考え方としてほ、景気動向を注視すること

も大事でしょうが、やはり自分の経営に向って計画

的に進まれる信念が必要ではないかと思います。

景気は色々な面で年頭見通しとは変って来ます。

又変動があったにしてもそこには財政経済施策とい

うてこ入れの方法もありますので商売上心配される

様な変動はないものと思います。そんな事で羊年生

まれである私、金融人としても今年はすごくおとな

しく皆様のいうことを聞いて行くのが難かしいと思

いますので、せいぜい御利用の程‥…・

1月会員誕生視

海東与蔵君　今間壮太郎君　三井健君　労網末松君

佐藤伊和治君　　　　　　　　　　　　　　　う名

奥様誕生祝

荒明喜代野様　池内俊様　五十嵐とし（三郎）様
松田まつ子株　労嗣えみ子様　大野志津様
佐藤重子（仁太郎）様　谷口美代子横　棒田柄里子様

高橋静様　　　　　　　　　　　　　　　10名

2年間100％出席　　石井君

6年間100％出席　　鷲田君、嶺岸君

7年間100％出席　　張　君

12月100％出席

阿部公一君、阿部裏君、張君、千葉君、早坂君、林

君、平田君、八丁日君、本間君、飯自君、池内君、
石井君、石黒君、五十嵐三郎君、五十嵐伊市郎君、

海東君、小花君、小池君、今問君、嶺岸君、三井徹
君、三浦君、三井賢二君、松田君、森田君、中台君
劣網君、新野君、大野君、斎藤栄作君、斎藤待四郎
君、佐藤昇君、鈴木善作君、新穂君、笹原君、鈴木

弥一郎君、佐藤

園幹事報告　幹事笹原桂一君

年賀状　仙台、仙台北、村上、二本松、飯坂、鹿児島
西、吉村龍次氏

例会変更　秋田1．25より3．8の例会まで

あきたくらぷにて
上山1．13　4．00　菊畳ホテル

東根1．20　5．30　常盤屋

仙台北　第4週目を夜の例会とし、
5．00より江暢会宿6階

会報　宮内、本荘、能代、米沢、東京

園国際奉仕

（1）VARDE．DENMARK．R．C

（MIELSRoSEN－LuND）

（2）MIDPLETOWNRI．M．R．MCGOWAW

（3）CASALE．MONFERRATO．V．R．C

I TALY

（4）WHITNEY POINT．R．C

（5）sAN BERNARDINO．CaL．u．SA

（6）WI EN．R．C

（7）LANuS．R．C（ARGENTINA）

（8）TAI PEI．TAIWAN．R．C

（9）TAI PEI，

個　THE HAGuE－EAST．R．C

的　VARDE．R．C（DENMARK）カラ御礼状
ガ釆ティマス。

先日オ送リシタ　鶴岡ロークリクラブノ
／ミーナヲ受ケトリ、カラスライド写真プログラ

ム　着手シマシタ、後日、オ便り致シマス、

トリアユズ、オ礼マデ　会員皆様ニヨロシク。

．融　立

きしみ一大魚　天ぷら－エビ、茄子、藩札　ピーマソ

お汁一豆腐、椎茸、みつば、ゆきのり
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皿用

松　江i美恵　さ　ん　の絵

第386回例会　　1967．1．17（火）雪

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

BEl二で且R WORLD　　　　　　　　　　　　　　たこ一目も早く同君が快方に向かわれ元気で帰郷せら

THROtJGH ROTARY　　　れます事を祈って居ります。

（ロータリーでより良き世界を）　　　　⇔　会員の拡大増加に関しましてはガバナー月信にも書

いてあります通り、特に若い会員の獲得をガバナーは

卓　　話　酒造り45年　会員　加藤京八郎君　　　強く要望して居られます。本年は当クラブも是非少く

：出中日ヰ

本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　43名

出　席　率　7う．44％

前回の出席　前回出席率　78．95％

修正出席数　　　51名

確定出席率　89．47％

欠　席　者　安藤君、荒明君、金井君、八丁目君、松
田君、森田君、芳網君、斎藤（栄）君、佐

藤（伊）君、佐藤（仁）君、谷口君、高橋君

大野君、菅原君

’～　　■八丁、‾　＿■・．・J

整．＝ク豪華ラ（：こ　菅原君一東京羽田RC

林君、五十嵐（三）君、五十嵐（→）君、

三井（徹）君、薮田君一鶴岡西RC

巨ジ賞賛‾　岡崎大作君、菅野和助君】酒田RC

大森正己君一山形RC

斎藤繁雄君一村上RC

ソ　ン　グ　奉仕の理想　リーダー三井（健）君

会長　早坂源四郎君

圃会長報告

H　会員佐藤仁太郎君が交通傷害の治療のため正月早々

湯河原の病院に6ケ月の予定で転地療養に行かれまし

も3名以上の新会員の増加をしたいと思いますので会

員選こう委員会が中心となられまして早急に御活動願

いたいと思います。小花委員長はじめ斎藤栄作君、大

野君、新野君の各委員の万々よろしくお願い申し上げ

ます。

尚その他の会員の方々も何卒御協力をお願い申し上げ

ます。

⇔　本日例会終了後インターアクト委員会が開催されま

す。委員長はじめ委員林君、佐藤（伊）君、小花君、

池内君、張君、阿部（嚢）君、安藤君、小池君、薮固着

斎藤（信）君お残り願いたいと存じます。

尚各理事、会計、幹事の万々も差し支えない限り御出

席願いたいと思います。

インターアクトクラブの設立は全会員がその趣旨を諒

解せられ御援助いただけなければ成功しないのではな

いかと思って居ります。

家庭と学校と社会に奉仕し国際理解を深め国際友好の

精神を若い世代につちかうために、国際ロータリーが

全世界に呼びかけているロータリーの青少年活動の事

業で御座います。会員各位の御協力を御願い申し上げ

ます。

尚インターアクトという意味はインターナショナル・

アクショソ即ち国際的活動という意味だそうで御盤い

ます。



卓　詰▼　酒造　り　45年　会員　加藤嘉八郎

商売柄、酒造りの工程について……　御承知の通り寒

造りと称して各工場では今が最盛期に入って屠ります。

この酒を造るには水温（外気）0度、室温7～8度が最

適と云われています。酒は酵母を培養する醗酵加工であ

り、その土台は酵母であります。この酵母は普通の醸造

場ではその設備と技術の面から出来ませんので、大蔵省

の試験場、或は各県の試験場に於て培養したものを配布

して戴いてるわけです。

私どもは先ずこの酵母を源にして酒母に培養します。

酒母は椛3割ふかし7割に適量の水を加え約15日間成熟

します。この成熟したものを今度はモロミにして大きな

桶に入れ醸造するわけですが、その割合も大体同じて椛

2割5分にふかし7割5分、それに水11即ち10石の場合

は水11石を入れ拡拝するわけです。それから約2う日～30

日間気温約16度で熟成させるわけです。その後ふねと云

う圧さく機械にかけ清酒と酒粕を分配し皆様の口に入れ

ることの出来る生酒が始めて出来るのです。

しかしこれは直ぐそのまま市場に出されるのではなく

一応濾過してにごりを取り透明にします。そのあとう月

頃の腐敗期に入りますので洋酒と違い雑菌の入り易い成

分を含んで屠りますので、更にこれを58～60度で殺菌し

ます。こうして保存され夏を越した日本酒は秋の涼しさ

が訪れる10月1日になりますと古酒として売り出される

わけです。それ以前は、古酒に対して新酒と云って居り

ます。日本酒は年間を通じ10月頃から3月頃迄が絶好の

風味を持ってます。

次に原料米の問題ですが平均の精白程度は25％で例え

ば1升の米が7合う勺となるのです。これが2数滴の標

準で1数滴、特級酒の場合は35％～40％の精白米にLま

す。よい酒は糠気のない蛋白含有量の高い事が要求され

るわけです。即ち原料米の精白度によって特赦になった

り、1級になったりするわけです。

よい酒は3月を越し2年以上になっても変質すること

がなくよい香りをはなってくれますし、皆様のベロ（舌）

メーターには優しく、うまく感じるわけです。

何分酒と云うものは税金が骨になっているものであり

原価から見れば非常に高く召上って戴いていることにな

ります。又多額の納税をやっていることにもなります。

鶴岡税務署管内で約4万石の酒を造っており、その内2

万石は地元消費残り2万石は北海道や東京等県外に出荷

されております。

新酒造りは始っているわけですが一般の方は明日から

でも新酒が出るのではないかと思うでしょうが、酒は最

少限度45日経過しなければ出来ないのです。幾ら設備が

整っていても同じです。

愈々酒造りが始まったら3月迄は正月も休日もなく毎

月1本（白米にして20石）づつ、100本でしたら100日か

かります。1本から原酒で約40石そのアルコール変数は

20度位でこれを市販する時は酒税法に従って更に水と、

浄溜アルコールを加え調整されます。2級酒で15～15．9

度、1級酒が15．う～16．4度特級で16～16．9度ときめられ

てます。それぞれ度数はきめられていても巾があります

ので市場に出た場合は銘柄によって多少の差が出来てく

るわけです。

以上が酒造りの大体の工程ですが、15日間の『もと』

の過程、それから30日の醗酵の過程によって全部違った

ものが出来ます。人間の兄弟だって夫々皆違う鼻が高か

ったり、丸顔であったり……　しかし似てはいるはずで

す。酒の場合もこれと同じ様に同じ酒倉から出来たもの

は似てはいます。しかし1本づつ全く同一のものは殆ど

ありません。

昔から酒は倉柄とよく云われました。私はむしろ親爺

柄と云った万が適切と考えてます。親爺が敢闘すれば良

い酒が出来るし、なまけては良い酒等出来るはずがない

と思います。

昔は酒屋の親爺等は10時起きて上なしの生活をしたで

しょうが、少くとも現在の社長や親爺は朝は労務者と一

緒に起き肉弾的に敢闘しなければ良い酒は出来ないと思

います。即ち実力主義でと考えます。

私も現在まで小僧の時から45年間現在でも小僧に入っ

た時の気拝で日常生活も全然変っていません。朝も樺ん

なと一緒に起き労務にも関係しています。

私は総べての業というものは敢闘と努力でなければ現

在の企業界にたちうち出来ないものだと最近痛感致して

屠る次第であります。

確棉手碩

囲幹事報告

会報到着　仁賀保（仮）RC、本荘RC
会捧若松西RC

第352、353地区インターアク1、クラブ連合大会記録到

着（於41．10．1郡山）

圃会計　よ　り

1966年クリスマス鶴岡、鶴岡爾RC合同家族会の会計

報告あり

総　収　入　　　264，700円

総　支　出　　　257，830円

差　引　残　　　　6，870円

厘会報委員より　会報記事訂正…・‥

前号裏面画国際奉仕欄①一⑩まで諸外国RCの地名の

み列記されてますが、クリスマスカード到着のお知ら

せですので申添えます。

献　　立

焼物一大魚味噌漬、にら‥鳥水たき
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皿用

松田美東　さ　ん　の絵

第388回例会　　1967．1．24（火）小雪

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口

BETTER WOR上」D

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

演恵．単車
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　44名

出　際　率　77．19％

前回の出席　前回出席率　75．44％

修正出席数　　　51名

確定出席率　89．47％

欠　席　者　荒明君、林君、八丁目君、五十嵐（一）君

海東君、嶺岸君、三井（徹）君、大野君、

斎藤（信）君、佐藤（仁）君、佐藤（昇）君、

津田君、辻君

害ク貰資ヲ⊂：こ安藤君、斎藤（栄）君、金井君、菅原君、

労網君、高橋君、大野君一鶴岡西RC

佐藤（伊）君一束京銀座RC

某ジ孝三二　本間徳多朗君一新潟東RC

栗本敏直君一鶴岡西RC

：シ　ンク　奉仕の理想　リーダー　三井（健）君

会長　早坂源四郎君

商工会議所内　　　（2）5775番

津浦事項

園会長報告

1．国際RIより国際ロータリー理事の選出方法につき

投票する様連絡ありました。その方法は　①郵便投票

による方法　②国際大会でクラブの選挙人が投票する

方法　③指名委員会の指名による方法となって居りま

す。従来アジア地域は②の方法をとって参りましたが

この方法は我が国としては支障あることが発見され、

実は昨年の352地区大会に於ても①の方法をとる事を

決議されたわけです。その結果をRIに請願し今回の

投票になったものと思われます。当RCとしては地区

大会の決議に従って①の方法をとりたいと思いますの

で各位の御賛同お願いします……　拍手

2．当RCの役員選出方法についても逐次準備しなけれ

ばなりませんので次の例会にでも申し上げ度いと思い

ます。

3．鶴岡インターアクトクラブ設立につき先日申し上げ

た通りですが、その後委員会を開き協議の結果、鶴岡

西高校は鶴岡西RCの地域内でもありますので西クラ

ブとの共同スポンサーにする事に決め、西クラブの諒

承も得ました。委員には栗本会長、桜井（清）、桜井

（光）の3君にお願いすることに決定しましたので報

告します。

4．1月22月～1月28日迄の1週間は国際RI雑誌週間

になって居ります。RIから『雑誌ロータリアン誌が

如何によりよき世界を作るために貢献しているか』と

いうテーマで各RCで行事をやる様いって来て居りま

す。当RCでもこのロータリーアン誌（英文）を約10



名程とってますが、何分英文のため充分に理解するの

が困難のようです。当RCとしては今ここれから雑誌

委員長のスピーチをお願いし、週間の行事と致したい

と存じます。

座巨雑誌週間にちなんで

雑誌委員長　石井兵書君

今、丁度RI雑誌週間になって居りますが、これは国

際ロータリアン誌の強調週間とも云えるそうです。今日

は私の知ってる範囲の雑誌（広義の）についてお話した

いと思います。

『雑誌』の文字を見ますと先づ『雑』ですが辞典には

純粋でないことで色々な混り気のあることとあり、余り

良い万には使われていない様です。例えば雑音、非役、

雑貨、雑感、混雑、雑談、雑事、雑費、雑念、雑務、兼

用、雑種、等数多くあります。

次に『誌』ですがこれほしるすこととあり、日誌、誌

友、史話、名誌、薄志等あります。余り系統だてないで

書き集めたのが兼誌のようです。

雑誌の中には一般の意見、知識、娯楽的読物、文学的

又は美術の作品掲載物、定期刊行の雑誌等があり、本屋

さんに行くと書籍に対しての雑誌として分類されている

ようです。

この雑誌の歴史は慶応3年（100年前）に『西洋雑

誌』が出たのが雑誌の起りで我が国で一般に雑として売

り出されたのが明治7年が最初と云われて居ります。

現在市販されている雑誌の数は一般的なもの2，437種

その他同人雑誌1，289種、官公庁発行のもの1，210種、研

究や趣味に煩するもの1，916種（ロータリーの友はこの

種）業種刊行物1，302種、そのほかのもの全部いれます

と日本では9，775種あるそうです。

雑誌と云うのは買っても全部読むというようなもので

はなく、自分の好きなところをひろい読みするのが通例

ではないかと思います。

ロータリーの友1月号は第15巻第1号で、本年で15年

月になるわけです。内容には趣味の記事も相当あり又、

各RCの活躍状況、或は病気のことについても国立ガン

セソクーや大阪府立成人病センターの先生方がそれぞれ

専門的な立場から書かれている様です。

この点必要に応じて採択して読まれたならばと思って

おります。ロータリアン誌（英文）も必要に応じ研訳し

掲載して居る様です。

ロータリーの友1966年11月号（談話室）の中にアンケ

ートとして次の項目がありました。①あなたは友を読ん

でますか。②特に関心を持った記事。③読んでいない、

でも時々は読んでいる。（その理由）（み友をロータリー

の例会に資料として利用してますか。◎友の閲読を自己

以外の人に奨めたことがありますか。㊥友の編集、利用

等の御意見。以上でその答は④が一番多く、その理由と

して記事に興味が持てないとありました。皆さんは如何

でしょうか？折角発行しているのです、なるべく多く

の記事を読むようにして戴きたいと思います。

国際ロータリアン誌は1965年で42，477部発行され、

その内アメリカで333，726部、日本では12，897部閲読さ

れ、世界で第4位のようです。その他ロータリーの友に

類するものが約20種あり、ロータリーの友は36，400部発

行され、会員は毎年5千万円も負担されているのですか

ら充分活用されたいものです。

廟幹事報告　　幹事　笹原桂一君

RI加盟認証状伝達式

閑RC（岐阜県）4月9日　閑市民会館

会報到着　鹿児島西RC

献　　立

刺身一大魚　焼物一緒、にら

みそ汁－もやし豆、油揚

（償噂を考）
、・、丸く　軋軋絡　　む礪牒

三魁甘軋、＼14＆
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松田　美恵さ　ん　の絵

第388回例会　　1967．1．31（火）雪

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

BEl二で且R WORLD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

ミ難．垂耳：
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　48名

出　倍　率　84．21％

前回の出席　前回出席率　77．19％

修正出席数　　　53名

確定出席率　92．98％

欠　席　者　荒明君、八丁目君、本間君、佐藤（仁）君

佐藤（昇）君、佐藤（寅）君、高橋君、津田

君、鷲田君

だ㌔ク貰芝野三荒明君、嶺岸君、八丁目乱三井君、五

十嵐（一）君、佐藤（昇）君、海東君
一鶴岡西RC

林　　　君や東京日本橋RC

大　野　君一東根RC

姫さジ‾タ箪　本間義勝君一酒田RC

奉仕の理想　リーダー　三井（健）君

会長　早坂源四郎君

圃会長報告

（ヨ　アイリーンさんのスポンサークラブ、トルマンズバ

ークRCよりバーナー到着

②　去る21日鶴岡商工会議所に於て鶴岡青年会議所創立

総会があり出席しました。会員数47名初代理事長には

当RC今間君の御子息信一郎君が就任されました。こ

の青年会議所の項領を招介しますと『我々JC（会

員）は社会的、国家的、国際的責任を自覚し、志を同

じくするものが合い集い力を合わせ、青年としての英

智と勇気と熱情を以って明るい豊かな社会を築きあげ

よう。又その目標は①自己の企業を通じて日本経済の

正しい発展を図る。②個人的修練を図り社会への奉仕

に努める。③国際的理解と親善を図る。……RCとそ

の目標が非常に具似して居ります。又会員資格は25才

～40才迄の若い層であり、非常に若い力がみなぎって

いる点印象的でした。今後の発展を祈ると共に私共も

若い人に負けない活動をしなければならない事を痛感

致しました。

③　鶴岡酉高インターアクトクラブにつき去る26日三井

委員長、小花、東本（西クラブ会長）両君とともに西

高校長並びに阿部教官と会談し相方共理解致しました

事を報告します。学校当局の考えと期待を充分尊重し

私どもの資料と致したい考えです。

尚会員は現在25名前後で例会場は学校とし、結成大会

は発会式を兼ね来る2月26日に挙行の予定です。委員

長始め委員各位の御協力お願いします。

④　当RCの次期役員と理事の選出方法についてお諮り

します。従来は指名委員会の指名による方法をとり、

その委員は会長に一任しておりましたが従来通りでよ

いかどうか……全員従来通りの案に賛成。

○指名委員……早坂会長、小花君、三浦君、佐藤（伊）

君、池内君、斎藤（栄）君、張君、小池

君、三井（健）君



卓　　話

松永安左工門と青春論　池内万平君

去る1月22日付庄内日報『酒田あれこれ』記事中に庄

内証券社長の和島氏が庄内青年会議所について述べ、そ

の中に松永安左工門の言葉として『青春とは何ぞや』に

ついて記るされてました。

私が和島氏に会いまして松永氏の青春論について書い

たものを戴いて参りましたので招介します。そして皆様

からも青春というものについて考えを新たにして戴きた

いと思います。

『青春とは人生の或る期間を言うのでほなく心の様相

を言うのだ。優れた創造力、遥しき意志、炎ゆる情熱、

怯厭を却ける勇猛心、安易を振り捨てる冒険心、こう言

う様相を青春と言うのだ。年を重ねただけでは人は老い

ない。理想を失う時に初めて老いがくる。歳月は安膚の

しわを増すが、情熱を失う時に精神はしぼむ。苦悶や孤

巌や、不安、恐怖、失望、こう言うものこそ恰も長年月

の如く人を老いさせ、精気ある魂をも芥に帰せしめてし

まう。

年は70であろうと、16であろうと、その胸中に抱き得

るものは何か。日く、「驚異への愛慕心」空にひらめく

星是、その輝きにも似たる事物や思想に対する欽私事

に処する剛毅な挑戦、小児の如く求めて止まぬ探求心、

人生への歓喜と興味。

人は信念と共に若く　疑惑と共に老ゆる。

人は自信と共に若く　恐怖と共に老ゆる。

希望ある限り若く　失望と共に老い朽ちる。

大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気と壮大偉

力との霊感を受ける限り人の若さは失われない。これら

の霊感が絶え、悲歌の白雪が人の心の奥までも蔽いつく

J皮肉の厚氷がこれを固くとざすに至ればこの時にこそ

人は全くに老いて神の僻みを乞うる他はなくなる。

さてこの松永安左工門という方は長崎五島の出身、明

治8年生まれで92才、慶応大卒業で私の尊敬する人物の
一人であります。私の学生時代、大正の頃ですが、当時

松永さんは40代と思います。この頃電力勃興時代で、第
一次世界大戦が始まり我が国の電力需要は急速に伸びま

した。その当時日本には数多くの電灯会社が各地にあり

ましたが、この様な小さな電灯会社では、その需要に応

じ切れない実情でした。そこで大正の中期から各電力会

社は合併し積極的に電力の開発をやったわけです。これ

がう大電力時代です。

このう大電力の一つである東邦電力の松永さんは九州

の長崎から逐次地方の中小電灯会社を合併し、四国、関

申、中部、東京と次第に北上して参りましたが第一次大

戦終了と同時に電力需要は減り窮境に追い込まれたので

す。う大電力とは九州の東邦電力、関西の宇治川電気、

中部では大同電力と日本電力、東京の東京電灯で我が国

電力事業の殆んどを支配していたのです。東北にはこの

様に合併した会社はなかったようです。この不況時にう

大電力は安売り競争にしのぎをけずったわけで電力事業

は非常に危険な状態になりました。

昭和の始めになり515事件、2．26事件が起り世の中は

大きく変動、政府の大陸政策と結びついてう大電力も解

消、9配電会社と国の管理に近い日本発送電という会社

が出来たのです。第二次大戦後再び変わり日本発送電が

解散、現在の9電力会社となったのです。

松永さんはう大電力時代の終わりと共に私財を投じ、

電力中央研究所を創設され、現在尚92才の高齢で元気に

理事長をやり、第一線で活躍しておると聞いております

この松永さんは福沢諭吉先生の教育を受けられた方であ

り、その崇拝者でもあります。

一昨年頃の雑誌、実業の日本にも『人間福沢諭吉』と

題して20数回にわたって書いておられました。松永さん

は実業家として、政治と殆ど関係する事なく電力唯一路　、ノ

に全力を尽された万であります。

我々もこの松永さんの青春論を訓と致しまして青春を

失わずに仕事に精心致したいものと思います。

′＼り＼ゾ＼一＼・ハ・

牒鱒事項■

園幹事報告　　　幹事　荘原桂一君

会報到着　点京、郡山、新発田、村上、本荘RC

国際ロータリー加盟認証状伝達式

飯田南　　　　5．14（日）　　飯田束中学校

戸倉、上山田　4．16　戸倉、上山田中学校

国分寺　　　　5．14（R）

圃国際奉仕委員

SuNB URYrON－THAMES RoTAPY CLuB

ENGLAND：からお礼状が参っております。

前に私達の送ったロータリーの生活のカラースライド

と説明写真をお送り返して来ましたので、その代りに　、＼ノ

鶴岡の四季のカラースライドを挨拶状と一諸にお送り

致しますのでお知らせ致します。

FRANKFuRT．A．MAIN．RoTARY．CLuBからクリ

スマスカード、年賀状の挨拶が来ております。

スマイ項

今間君、御子息信一郎君、鶴岡青年会議所初代理事長

に就任。

石井君、松田君、斎藤（得）君、五十嵐（伊）君、五十嵐

（一）君

御子息並び事業所従業員が鶴岡青年会議所会員となる

会報委員よりおわび

1月24日付388号は387号の誤りです。

御訂正願います。
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2月
松田美恵さ　ん　の絵

第389回例会　　1967．2．7（火）小雪

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

BETTRR WOR上JD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

沖縄官
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　42名

出　席　率　73，68％

前回の出席　前回出席率　84・21％

修正出席数　　　51名

確定出席率　89．47％

欠　席　者　阿部（裏）君、荒明君、千葉君、長谷川君

林君、五十嵐（伊）君、鷲田君、森田君、

大野君、佐藤（昇）君、新穂君、佐藤（寅）

君、津田君、菅原君、佐藤（仁）君

賢才為梁荒明君、佐藤（昇）君、鷲田君
一鶴岡西RC

渡辺全君一山形RC

東本安塞君、松田善三郎君一鶴岡西RC

ゲ　ス　ト　庄司繁大君、アイリソさん

君が代、奉仕の理想

リーダー　三井（健）君

会長　早坂源四郎君

・連縮事項

圏会長報告

①　RIより日本の東ケ崎さんが1968～1969年の会長

（1967年1月20日付）に指名されたとの連絡ありま

した。

現在、東ケ崎さんは東京ジャパンタイムスの社長、

国際キリスト教大学理事長、日米協会のデレククー

をやっておられます。

②　鶴岡西高校インターアクトクラブの説明会と結成

式を兼ね、去る2月2日に委員が出席、挙行致しま

した。前回申し上げました様に開会式は今月26日午

後2時から開催することになっております。

細かな業務、諸準備等次の常任委員の万によろしく

お願い致します。

（委員長）三井徹、（委員）小花君、小池君、

薮田君他に西クラブ2名。

③　鶴岡RC次期役員を決めるため、前回の例会で指

名委員を委嘱し、委員会を開催決定したようですの

で選考の経過並び結果について委員会を代表し三浦

君より報告……。

（会長）斎藤得四郎君、（副会長）三井賢二君

（幹事）佐藤忠君、（理事）早坂源四郎君、

五十嵐三郎君、三井徹君、阿部裏君、斎藤得四

郎君、三井賢二君、松田東一君

画委員会報告

国際奉仕‥・…　Pこ／ドンRCよりクリスマスカード、

年賀状、RIジョージアル・ミインズより挨拶状、

アイリーンさんの両親より御礼状到着。



座インターアクトクラブとは

会長　早坂源四郎君

インターアクトクラブについて御存知の方もあるかと

思われますが主要事項だけ申し上げます。

定款第2条目的及び目標に『インターアクトの目的は

奉仕と国際間の理解に貢献するため世界的親交を以て共

に活動する機会を与える』とあり、要するに奉仕と国際

間の理解が主要目的になっております。

第7粂活動及び計画では『インターアクトクラブはそ

の活動につき少くとも毎年次の2つの計画を実行しなけ

ればならない。学校並びに地域社会に奉仕するためのも

のと、国際理解を深めるため』の2つの活動目標を強く

打ち出しております。

それから集会は少くとも2週間に1回開催し、尚会則

によって全員好都合な日時と場所を決めるようになって

おり、RCの様に何曜の何時と云う事は要求しておりま

せん。これは学生ですので学業或は学校の催し物等に支

障ないようにと思われます。

次に『スポンサークラブ（提唱者）は3名よりなる委

員会を衛成し、インターアクトクラブの活動、計画、方

針の総べてにわたり指導、校正を行なうものとする』と

U、う規定があり、スポンサークラブが全責任を負う様に
書いてありますが『本クラブが学校関鏡の場合には総べ

ての学生組織並びに課外活動のために学校当局の決定し

たものと同一の規定及び方針に従わなければならない』

とあり、あくまでも学校長並びに学校当局の規則の範囲

内で活動しなければならない様になっております。但し

これが地域社会の場合には全面的にRCがその活動なり

計画、方針を制定してよいことになります。

会費は50円～100円で非常に少額です。それで運営は

出来るかどうかと云う事ですが『クラブのプログラムを

実行するのに必要な資金を調達する事はクラブの責任で

あります。

クラブは提唱RCより臨時の又附随的、経済的援助

を……』とあり、臨時或は開随的な援助はよいと云うこ

とであります。しかしそれ以上のものを懇請したり又、

提唱RC以外のRCに懇請すべきではないとあります。

叉何等有利な返報もしないで地域社会の個人や事業所

又は組織体に行なって経済的援助を懇請してはいけない

ことになってます。

以上簡単に主要な点だけ申し上げます。

インターアクトの歌

東京西RC
作詞・作曲　藤山一郎

ここに集いしわれらは

誇りも高しインターアクト
地域社会に奉仕の理想
示せいまこそそのまこと
ははえみをもて
さしのべよ手を
世界を結ぼう
インターアクトわれら

陶幹事報告

ロータリーの理想と友愛　ポールハリス著

1部400円　　米山梅吉訳

申し込事務局迄

よい応待、電話のかけ方　1部30円

申し込事務局まで

会報到着　本荘、宮内

1967～1968年役員決定

2月会員誕生祝

長谷川文活君、斎藤得四郎君、笹原桂一君

谷口暗敏君、中山一三君　う名

奥様誕生祝

海東幸子様、金井百子様　2名

年間100％出席者

三井賢二君　2年間

1月100％出席者

阿部（公）君、安藤君、阿部（裏）君、張君、千葉君、

長谷川君、早坂君、林君、飯自君、池内君、石井君

石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）

君、海東君、金井君、加藤君、小花君、小池君、今

聞君、嶺岸君、三井（徹）君、三浦君、三井（賢）君、

中台君、劣嗣君、中山君、新野君、大野君、斎藤

（栄）君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、菅

原君、鈴木（善）君、新穂君、笹原君、鈴木（弥）君、

佐藤（忠）君、手塚君、鷺田君、薮田君　43名

スマイ項　阿部（公）君　早退

献　　立

きしみ一平目

焼　物一鱒、にら

味噌汁一豆腐、椎茸、みつば
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2月
松　田　美恵さ　ん　の絵

第390回例会　　1967．2．14（火）暗

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

BETTER WORLD
THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

卓　　　話　　沖縄と台湾のゴルフ雑感

新　穂　光一郎君

襲車庫車一・
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　41名

出　席　率　71・93％

前回の出席　前回出席率　73・68％

修正出席数　　　52名
確定出席率　82・46％

欠　席　者　安藤君、荒明君、千葉君、長谷川君、池
内君、金井君、大野君、斎藤（栄）君、佐

藤（伊）君、佐藤（仁）君、鈴木（善）君、佐
藤（寅）君、谷口君、辻君、菅原君、斎藤

二∴∴′■‘一㌦、．「∴・．：－∴∴

穂君、浮田君、鷲田君一鶴岡西RC

菅原僑三一酒田RC

奉仕の理想　リーダー　三井（健）君

会長　早坂源四郎君

漣緒事項

厨会長報告

①　去る2月11日午後5時30分より役員、理事、各委

員長が出席クラブ協議会開催・…‥

協議事項
○クラブ活動計画の前半期の実績と後半期の計画
○会員拡大の問題

○日米交換学生計画の問題

（卦　会員拡大について‥…・

次の例会迄に第1回を〆切り、検討致したいと思い
ますので、推選者心当りの方は事務局に準備してあ

る申請書に記入の上幹事迄御提出下さい。

尚、私としてほ引続き第2回の拡大を考えたいと思

ってます。

③　鶴岡西高校インターアクトクラブ発会式につい

て…‥

（来賓）鹿児島西RC　芝山君（仝インターアクト

委員長）仝上第1回インターアクトクラブ会長

（予定）仙台市宮城県立盲学校々長、他
○役員、理事、インターアクト委員の方は是非出席
願います。尚その他の方で出席希望者は18日迄事

務局に申込み下さい。

会費500円（祝発会式スマイルとして）

圃次期会長挨拶　　斎藤得四郎君
一言御挨拶申し上げます。先日例会に於て突然次期

会長に指名され、一応御辞退申し上げたのですが色々

と指名委員代表の三浦君よりも説得され、止むを得ず

お引受け致したような次第であります。

私は現在迄の歴代会長の御労苦についても充分存じ

て居ります……　唯でも心よく引受け喜んでやれる様

な会長は出来ないものかとつくづく考える次第です。

私は高等小学校と現在の工業高校の夜間に2年通学

しただけで何の学歴もない男です。他に数多くの適任

者も居りますし私等全く不適任と考えますが役員、理

事始め会員各位の御支援と御協力を得まして次期1年

間お勤め致したいと存じますのでよろしくお願い致し

ます。



卓●牒！二沖縄と台湾のゴルフ雑感

新　穂　光一郎君

今回はこっそり旅行するつもりでしたが、バレまして

今日のスピーチと指名されたようなわけです。

実は「お前はよく旅行する様だが何の為に……」とよ

く聞かれますが、はっきりした目的はありません。何も

他の人の建てたものと似たものを建てる気拝もないので

、建築の参考にもなりません。根がへそまがりですの

で＝…・しいて云えば海の外へ出ることで私の生活の句

読点になるという意味で少しは役立っていると思ってま

す。又最近性格も粗成乱造になってますし、建物も少し

雑になって釆ましたのでその反省も兼ね、何処かへ出て

家のことも心配しないで電話も手紙もこない、人にも合

わないという生活にあこがれを持っています。

今回も1ケ月程前から着々とその計画を考え、2月4

日に鶴岡を出発、5日の日本航空で沖縄へ行き、11日の

大雪の日に台湾から帰って来たのです。

今回で3回日ですが沖縄という処はつまらない処で

す。首都の那覇でも人口26万位、南の方にはひめゆりの

塔等全く塔しかない処です。かっての日本の悲惨な敗戦

を思わせ、涙を誘わせるものばかりです。中部は殆どが

米軍の基地で、北部だけは古い昔の押隠が残っていると

いう感じです。

同行したのは4人の同業者で今回は観光ではなく、実

はゴルフをやりに行ったのです。警沢のように思うでし

ょうが考えて見ますと、東京や大阪に行くよりほむしろ

良いと思うのです。

旅費も航空賃が7万円とその他陸上経費が4万～5万

円で10万～12万円でちょっとした海外旅行も兼ねられま

す。陸上経費その他は日本よりも安い、例えばグリーン

費やキャデー費も安いのです。又天気も良く、暖いしゴ

ルフの面でも色々教わる点もありましたので決して高い

ものではないと考えてます。

5日の9時半に羽田を出発し、約2時間で11時半には

沖紀です。鶴岡～東京問よりも時間的には造かに近いわ

けです。直ぐにホテルに入り午後は直ちに好きなゴルフ

をやりました。あまり上手な方でもないし、しばらくぶ

りでしたので大変なスコアを出してしまいました。

翌日も観光よりゴルフの希望が多かったので、今度は

東洋一の飛行場のある『カデナ』に行き米軍管理のゴル

フ場でやりましたが、これは素晴しいゴルフ場で普通一

般の人は入れないそうですが、特にコネクションとリベ

ート等で裏の方から……、そこで九一日ゴルフを楽しみ

ました。

翌7日には台北に行き、直ちに有名な淡水ゴルフ場で

ゴルフと思ったのですが残念乍ら時間が遅かったので取

止めました。台北は人口140～15〕方位の街で余りきれい

だとほ申されませんが、ホテルだけは大変立派なもので

す。特に今回は一流の国賓大飯店に行きました。

最近日本人観光客が特に多いそうで全体の8割位だそ

うです。最近台北には観光客用のホテルがどんどん建っ

て居り、日本のホテルブーム以上の様です。前には普通

の観光コースでしたので、今回は特に中国人の中に入っ

てその生活感情のようなものをつかもうと思い、実は大

使館に頼みまして外交官から細かい処まで案内してもら

いました。丁度台湾では旧歴の正月をむかえており（翌

8日が元旦）みんな着飾っておりましたし、街も何とな

くにぎやかでした。

本場のラーメンを食べた事がないので是非と思い頼ん

で見ましたがきたならしく何としても喰えませんでし

た。それから直ぐに『ペいとう』温泉に行きましたが此

処は一般のコースで観光客なら誰でもみな行く処です。

女中も殆ど日本語がわかります。旅のなぐさめにはよい

処です。先程申し上げた様に旧歴に12月31日でバクチク

の音等で一晩中良く眠れませんでした。お蔭様で翌日の

ゴルフ。スコアは惨々でした。

さてゴルフのことですが日本ではキァデーは大体女で

すが、あちらでは全部男です。何かぴんと来ない感じで

したが実際やって見ますと、自分でも打った玉がよくわ

からないのにキャデーがちゃんと玉の位置まで先に行っ

て居り、次はこのクラブでこの方向にといった具合にキ

ャデーにしては何か生意気の様に思いましたが、実際に

キャデーの言う様にやるとうまくいくので貴方ハンデー

ほどの位かと聞いて見ましたら全部シングルプレヤーで

我々よりも3倍も4倍も上手な人ばかりで、いわゆるゴ

ルフを知っているキャデーが多いと言う事です。色々と

アドバイスしてくれますので非常に安心して出来ること

です。この点大いに参考なることと思いました。

それから今回行って見て感じたことですが、台湾とい

う処はきたない標で、きれいな処もあるし、ドライな様

で変に音の日本のようなウェットな面もあったり、何か

頭の中が混乱した様な感じで帰って来ました。何か旅行

する度に自分のイメージが変るのかも知れません。

未だ未だ話すことが一ばいありますが、又何時かの嶽

会に…‥t。

厘幹事報告　　笹原桂一君

国際ロータリー加盟認証状伝達式
1・田野RC（高知県）5月7日（日）

田野中央公民館
2・十和田秋田RC　　5月7日（日）

大湯温泉ヘルスセンタ鵬
3・盛岡西RC　5月7日（日）　教育会館
4・玉．島RC（岡山県）5月7日（日）

玉島公会堂
会報到着　台南、石巻束
例会日変更　鶴岡西RC　ガバナー公式訪問の為

3月5日（金）2月27日（月）に変更

献　立

焼物一塩鮭、ほうれん草、ひたし　お汁一豚肉、ねぎ、豆腐



藍説
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2月
松田美恵さ　ん　の絵

第391回例会　1967．2．21（火）暗

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

EBTTER WORLD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

擬蕪護
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　38名

出　席　率　66．67％

前回の出席　前回出席率　71．93％

修正出席数　　　47名

確定出席率　82．46％

欠　席　者　阿部（公）君、長谷川君、本間君、阿部
（裏）君、林君、八丁目君、安藤君、池内
君、五十嵐（三）君、金井君、荒明君、嶺

岸君、松田君、斎藤（信）君、千葉君、佐

藤（仁）君、佐藤（昇）君、鈴木（善）君、佐
藤（寅）君

登▲㌔＝ク貰汐亡三佐藤（伊）君～日本橋

安藤君、鈴木（善）君、荒明君、大野君、

斎藤（信）君～鶴岡西

濃夕蹟警　原田行雄君～鶴岡西

佐藤源治君、本間義勝君～酒田

ゲ　ス　ト　　荘司繁太郎君、アイリンさん

会長　早坂源四郎君

一連鳩車項

厨会長報告

①　アイリソが山形西RCに招かれ蔵王を観光、引続

いて横手南RCに行き『かまくら』を見て参り、各

RCより非常な歓迎を受けて来ました。

②　安斎ガバナーより公文到着……　研究グループ交

換に関する問合わせ－（研究グループについては

会報第378号参照）

鶴岡及び鶴岡西RCが研究グループ交換の計画を

実施した場合受入れ態勢は？その可否－（庄

内の米作・日本海岸振興の加茂水族館・水産学校

・農科大学・善宝寺・羽黒・水力発電所・黒川能

等を課題に2日間の日程）協議の結果意義なく受

入れに賛成。

③　2月23日はロータリー記念日ですので、ロータリ

ーの誕生についてお話……『ロータリーの友1967年

1月号P【46、ロータリーの黎明、バストガバナー

宮脇冨』参照

④　インターアクトクラブ発会式（2月26日開催）を

祝って会員諸君全員のスマイルをお願い。

魔委員会報告…（インターアクト委員会、三井徹君）

経過報告と発会式の業務分担について説明。

園第353地区委員会報告……小花君

ロータリー財団黍、インターアクト諮問委、世界社会

奉任委、ロータリーの友蚕、地区資金蚕のうち今回前

者三委員会が開催されましたので報告致します。

・インターアクトについては今度私共の鶴岡西高校のク

ラブが県立と云う非常に珍しいケースである事から、

是非その設立経過を教えてはしいという事が大半でし

た。



・ロー一夕リー財団については研究グループ交換計画、専

門的職業訓練の援助計画、ロータリーフェローのこと

日本では財団に対して100万ドル程転出しているが、

その内日本からのフェローに使われた金額は十分の一

の10万ドル位だそうで、もっと財団の活用をと云うこ

と。それから今年は財団の知周年ですので是非50周年

事業をやってほしいと云うこと、つまり基金を増やす

運動をと云うことで100％以上のクラブの発表があり

ました。（鶴岡は300％）

・世界社会奉仕委員会では、その活動状況の話があり、

370地区（九州）と717地区（アイリンの故郷）及び

719地区（ニューヨーク）がタイアップし、フィリピ

ンの辺地に対し3，000ドルづつの髄出をやり、農村の

開発（土地改良）に奉仕活動をやって居り、又、350地

区ではやはりフィリピンに歯科医療機械（更正品）を

送り非常に感謝されていると云うことでした。それか

ら355地区では大会決議をし会員1人1，000円づつ醸出

し、約200万円を第一次分として泰国農村部小学校の

建設資金に送ってます。この他今年のエバンス会長の

方針として各RCとも多くの活動をやっているようで

す。地区としてはやはり東南アジアの低開発国の奉仕

と云う事でインドの結核治療対策について話し合いま

した。以前に古切手を集めてその資金でネパールにB

GC等送ったこともありますし、この問題は今後引続

き研究する事になり、逐次この方面の活動も積み蓋っ

て来ることと思います。

42年の経済雑感

新　野　　武　君

毎年のことですが年が明け新年を迎えますと、過ぎ去

った年がどのような年であろうと、新しい希望と抱負を

持って第一歩を踏み出す事と思います。それでこそ進歩

と発展があるのです。

私共金融校閲に於ても、まだまだ改善を要する問題が

山積みしている事は例外ではありません。上層部の経営

者は新しい決意と抱負を以て対処しなければなりません

し、あらゆる業界に於て年々その競争は激しさを加え、

経営は一歩一歩やりにくい状態になると思います。

世は正に収益力時代に入った感があります。かっては

独占企業の上あぐらをかいていたかのように思われた金

融陵関も、今では営業政策改善をスローガンとして低収

益時代の頂点としてその旗を高く揚げ、短期長期の経営

計画を立て、その策を練っている次第です。

会員皆さんの中に、必ずしも独占的企業でなくとも、

ある特権を持っているとか、或は誰もがまねの出来ない

特殊技能を持って居り、笑いのとまらない恵まれた商売

をされている方があるとすれば全くうらやましい次第で

す。

御承知の通り景気は安定上昇期に入ったと云うものの
一般中小企業には企業倒産が増え続けている等、何を意

味するのか真剣に考えて見る必要があると思います。こ

の原因は流通倒産即ち流通手形による倒産が目立ってい

るのがその実態です。

企業格差は益々拡大されてます。社長や重役の資格と

いうか、如何にやる気があるかと云うことが問題です。

過日の講浜で石川島播摩重工の田口会長も強調されてま

した。現代企業の経営は実力主義を貫く使命感に徹した

人間でなければ落伍者になってしまうと云ってます。と

にかくやる気のある者、やる能力のある者がこれからの

企業を支えるのであって自ら大学を出たとか、そのレッ

テルは問題でないと云う事です。誠に現代的な貴重なお

話でした。

先程も申し上げましたが企業倒産は今年に入ってから

も下向どころか更にその記銀を更新している現状で景気

は順調に回復しているというものの全般には浸透してい

ないと云う事です。　　　　　　　、

大部分の中小企業は経営合理化や体質改善等殆んど行

われておらず、興信所の調査でも41年度中の倒産要田と

して販売不振、放渾経営、他社倒産の余波（関連倒産）

売掛金回収難、設備過大投資（運転資金の枯褐）、過少

資本等をあげております。……　色々と参考にして企業

の経営に当りたいものです。

巫幹事報告　　　　笹原桂一君

国際ロータリー加盟認証状伝達式

1・湯沢南RC　4．23（日）湯沢市西小学校体育館

湯沢RClO周年記念式典と一緒に挙行。

2・多治見西RC　4・23（日）多治見市民セソクー

3．白鷹RC　4．30（日）荒砥高校体育館

会報到着　米沢、仁賀保

例会変更　能代RC　2．24（金）→2．23（木）12．30

1献．．立

焼物一魚、ポークカツ　　味噌汁－ねぎ、油揚



患説
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2月
松田美恵さ　ん　の絵

第392回例会　　1967．2．28（火）晴

例　会　場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや（2）0707・2838番

事　務　所　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

EBTTER WORLD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

渡菱連票
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　暦　数　　　43名

出　席　率　75・44％

前回の出席　前回出席率　66．67％

修正出席数　　　50名

確定出席率　87．72％

欠　席　者　荒明君、千葉君、林君、八丁目君、高橋

君、飯自君、池内君、五十嵐（三）君、三

浦君、三井（健）、劣網君、大野君、斎藤

（信）君、佐藤（仁）

質草鞄野凋部（公）君～酒田RC
安藤君、林君、金井君、阿部（裏）君、

本間君、嶺岸君、千葉君、五十嵐（三）君

佐藤（昇）君、鈴木（善）君、佐藤（寅）君

鶴岡西RC

■■　一一　一一一■一一′

纏説摘警　栗本敏直君～鶴岡西RC

ゲ　ス　ト　　アイリン

漣柏鱒

座会長報告　　会長　早坂源四郎君

①　去る26日（日）にインターアクトクラブ発会式盛

大に終了致しました。委員の方大変御苦労様でし

た。

発会式にあたり会員諸君からはスマイル（￥21，500）

をお願いし、叉、鈴木、笹原両君からは牛乳ジュースを

寄贈、或は勉強して戴き有難うございました。御礼申し

上げます。

前夜懇談会にはガバナーと喜多方工業高校（会津若

松）の先生2人が見えられお話合い致しましたがその時

工業の先生は『共産圏にロータリークラブのないのほど

うしてか』と質問されてましたが、ガバナーは『ロータ

リーは通信、送金、集会の自由がなければなりませんの

で現在のところないのです』と解答されてましたが適切

な答えに感心させられました。

発会式には会員（インターアクト）22名と来賓20数名

遠くは鹿児島の柴山さんがインターアクトクラブ初代会

長（一橋大在学）を同伴して見えられ、又、仙台盲学校

々長、福島工業高校教諭等多数御参加下さいました。

終了後この会場で懇親会を開催、来賓の兼子ガバナー

安斎バストガバナー、下田インターアクト地区委員長、

柴山さんを囲んで遅くまで懇談致しました。

特に柴山さんは『インターアクトは現在の教育の盲点

とも云うべき知的教育に偏した人間造りを忘れ膠らな面

を補正する大きな意義がある』ことを強調されてまし

た。

それから発会式の時スピーチの時間を与えず申訳けな

く思ってました片平君はロータリーについて『自分達が

ロータリーにひかれたのは、現代のイデオロギーを超越

している点、つまり社会奉仕と云うものはイデオロギー

以前のものである事を、ロータリーは持っているという

事に魅力を感じた』といってました。

それから彼は県立高校インターアクトクラブの初代会



長として非常に苦労されたことから、こう云って居りま

す。『若いものは常に何か一つの目標がなければまとま

らない、自分達は進学という事を目標にして会員がお互

い誓い合った』‥‥‥

以上考えましても、この仕事は非常にむずかしい事で

色々な面から援助しなければなりませんが、唯、我々が

育てるというのではなく、育って行くのを見守ってやる

というふうにして行きたいと思っております。

圧卜発会式に参列して

・佐藤伊和治君……　当日の交換学生アイリーンさんの

スピーチには非常に感銘を受けました。後で彼女に聞

いて見たら、やはり前日は午前2時頃まで一生懸命勉

強して来たと云ってました。

アメリカの色々な奉仕団体について本当に細かく具

体的に数多く挙げ説明されました。とにかくアメリカ

では幼稚園から大学まで家庭生活の躾は勿論、社会奉

仕が人間生活の一つの段階として充分訓練されるとい

う点、印象的でした。

我が国の場合、進学の問題で一はい、人間はとにかく

社会生活をしなければならないので、一つの高い次限

から見てロータリー精神は社会生活上絶体必要なもの

だと考えます。

我々日本人は社会奉仕的教育は殆ど受けておらず、

叉受けていたとしても少ないと云う事です。社会奉仕

は即ち自分の為でもあると云うことです。人間の行動

に方て、これは自分の為、これは社会の為と分けて考

えること事態が間違っていると思います。

便所の掃除でも廊下の掃除でも或は自分の勉強にし

ても一つのアートであって、一つのアートそれ自体は

全部が自分自身の行動であり、どんな場合でも社会奉

仕であるという事です。ロータリー傘を作るとか、盲

学校に何を寄附するという様な事だけが社会奉仕では

ないので自分の行動それ自体がロータリー精神と分離

して考えるならば意味がないものと思います。

社会奉仕をやることが学校の勉強と駁齢するという

のは当らないと思います。社会奉仕も出来ないものが

勉強等出来る筈がないと云う日頃の考えが痛切に感じ

させられました。

・斎藤栄作君……　私は以前から鹿児島クラブとは色々

おつき合いしたり、お世話になったりしましたので懇

親会の時は夜遅くまで懇談致しました。

同行した片平君のスピーチが発会式の時出来なかっ

たのは非常に残念でした。片平君はこんなことを云っ

てました。『ロータリーを知る前は、ロータリアンは

特権階級のものであると思ってましたが、段々接して

居る問に、やはりこの精神は特権階級のものでもなけ

ればイデオロギー的なものでもないと云う事がつくづ

く解った』と……　この点我々のPRの足らない処だ

と思います。

それからインターアクトクラブと云うものは自分が

立派でないから指導出来ないと云うものではなく、良

い方向にむかってお互い努力する事が最も大事だとい

ってました。又、若い者の共通理念というものが必要

であり、唯うわべだけで何となく集ったのではうまく

ゆかない。例えば進学なら進学という一つの目標を持

ち、その間にお互の意志の疎通を図ってクラブの運営

をやることだともいって居りました。

最後になるべく若い人（クラブ会員）を表に出すと

いう運営が大切ではないかと思いました。

圃幹事報告　　　笹原桂一君

仮クラブ設立　高畠仮RC　毎週木曜日12．30

エビスヤ旅館

第365地区1967年々次大会

ホスト　田辺RC lO・2（月）10・3（火）

会報到着　東京、仙台、本荘

スマイ摂

金　井　君　　囲碁大会五戦全勝

佐藤　昇君　　住宅、照明コンクーク金勝

三井　徹君　　インターアクトクラブ発会式

無事終了（委員長として）

斎藤栄作君　　遅刻

滴　一重

刺身一平目、ライス・カレー
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等寺ふ‾盲信
松田美恵さ　んの絵

第393回例会　　1967．3．7（火）小雪

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町ロ

EBTTER WORLD
THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

涯蕪護
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　48名
出　席　率　84・21％

前回の出席　前回出席率　7う．44％
修正出席数　　　49名
確定出席率　85．96％

欠　席　者　荒明君、八丁目君、金井君、三井（健）君
佐藤（仁）君、手塚君、菅原君、佐藤（寅）
君、佐藤（忠）君

窯茅篭資三　千葉君＿酒田RC

林君一東京西RC
五十嵐（三）君一新庄RC
三浦君、労網君、大野君∬鶴岡西RC

漑ジ夜来　五十嵐卓三君一鶴岡西RC

ゲ　ス　ト　　アイリン君、庄司繁太郎君

君が代、奉仕の理想　リーダー安藤君

会長　早坂源四郎君

：絡諷項

○鶴岡西高校の第1回インターアクトの例会を3月4日
開催されました。

1・卒業記念の奉仕として、校内の清掃
2・植樹の計画
3・オーストラリアのリンゼ・ブラウンさんに感謝

の手紙

○イソクーシテ一、ゼネラルフォーラムの開催

期日　4月2日　秋田
出席義務者　会長、幹事、四大奉仕委員長、並び各

員の出席も歓迎致します。

商工会議所内　　　（2）5775番

卓　話　　42年の経済雑感

新　野　　武　君

（前号に続く）

〇一万このような企業倒産続出の事態を重視して、政府

もその対策に乗り出しておるわけで関係当局は色々と

対策を練って着々と実行に移しておるわけでありま

す。既に出されたところの内容の歪だったものを参考

に申し上げますと

①　政府系中小企融3機関（即ち国民金融公庫、中小

企業金融公庫、商工中金）等の昨年末からかけての

貸出枠の大巾拡大と、去る1月からの金利の引下げ

が断行されております。

②　中小企業信用保険臨時措置法に基づいて倒産関連

保険の弾力的運用及び倒産関連保険と、無担保保険

の恒久化のための法律の改正等が出されている。

③　下請代金の支払遅延防止についての通産大臣、公

取委員長の連名の通達が出されている。

㊤　下請など関連中小企業著の債権について、優先弁

済の道を開くことをねらって、会社更生法の改正案

などが次々に実施が予定されております。

○更に去る12月上旬には通産、中小企業庁は長官名の遠雷し

達を出して、中小企業の倒産防止について、各都道府．ノ

県、地方通産局、政府系中小企業3枚閲、全国銀行協

会などに対して、金融、受註の斡旋、下請代金の支払

促進など各方面の協力を得るように強く要請して、統

括団体に対し、下請代金の支払期間を120日以内に短

縮するように通達が出されております。

○話は別になりますが、去る2月26日付の山新2両の経

済欄にも大きな見出しでのっておりましたが、東京商

工興信所の25日の発表によりますと、負債1千万円以

上の企業倒産は2月の1カ月間に734件となった、初

めて7百台の大台を越える戦後最高となった、という

記事であります。



○この大きな原因としては季節的に商取引が減少する時

期に加えて、年末に振出した手形の決済期でもあるた

め業績不振の企業が、ここへきて、いよいよ持ちこた

えられなくなって、このような倒産続発となったもの

のようであります。

○原因別では、矢張り融通手形操作の失敗などの連鎖倒

産が相変らず多くなっておりますし、売上不振とか、

売掛金の回収困難とか、或は、高利の金融等であり、

以上が大体全体の6割を占めていることは、一昨年も

昨年も同じ傾向であります。

○もう一つ、ここで私ども非常に注目しているのは、コ

スト商、それから採算悪化の問題です。いわゆる、原

料高の製品安というヤツです。

○ある程度景気が全体的に立ち直ってほおります。けれ

ども、そうした構造的な問題のウェ一十は逆にふえて

いるのでありまして、敵手の問題なんかも非常にふえ

ているのですが、敵手とか、あるいは高利金融に走っ

たのは、その前に、何か事情があって、これをカバー

するためにやった。こういうことは、一種の現象面に

近いわけです。だから、高利操作なり、敵手操作のも

う一つ奥を突っ込んでいくと、こういう問題があるの

じゃないかという感じがする訳であります。

○又一面には、何回も申し上げましたとおり景気動向と

は、余り関係なく、これ迄の弱体企業が、自然淘汰的

に整理されていくという傾向は、とりも直さず、企業

格差の拡大が進行していることをはっきり示している

ものだと、見られるのではないかと思われます。

○企業倒産の中には悪質な計画倒産というようなことも

あって、これは県内各地にも昨年あたりは新聞紙上に

相当みられたのでありますが、これは詐欺は勿論、刑

法で処罰されますけれども、すれすれの線でやられる

には処置なしでこれは経営者のモラルの問題でしょう

けれども今は、経営と資本が分離していますから。

○昔は企業経営がつぶれてしまえば、経営者も素っ裸に

なってしまう。今は、株式会社がつぶれても、社長は

ご安泰、役員は安泰というふうになってもおるのでこ

れは商法上の問題。株式会社法の問題だと思いますが

○弱い企業はどうしても、資金調達あるいは資本力、販

売力、あるいは人的構成の面で敗北せざるを得ないと

いうことが。いわゆる企業体内の陸路であって、そう

いう面からものを考えていった方がいいのじゃないか

と思うのであります。

○放渾経営で融通手形の乱発に陥った。しかしこの融手

の問題にしても、その時点になぜ敵手を出したかとい

う問題に焦点があるので業績不振とか、赤字経営をペ

イするためになんとかしなければいかぬということで

安易に融通手形を出すというところに、問題がある訳

であります。

○ここで倒産防止に、なにか妙手はないものかというこ

とで、吾々が考えてみましても結局はこの特効薬には

金しかない・t…・。しかし、資金調達といっても簡単に

できるものじゃないし、資金調達に叶うだけの実勢力

をもたなければ、どうにもならないというのが、現状

の悩みということだろうと思います。

○景気がいい時には、経営者は波に乗っていけばよろし

いのですけど、ひと度景気が悪くなると、その時こそ

経営者の手腕、真価を問われるということになる訳で

最近のように金融も緩和しているというのに尚且つ倒

産現象が後を絶たないという事態こそ、政治的にも問

題が深いのではないかと考えられる次第です。

○なにはともあれ経営者は一旦緩急の非常時にこそ、最

大の勇気がいるのであって、それとは又逆に意欲をな

くすという問題もあって、モやる気をなくすモこれ位

また仕末の悪い問題はありません。これは非常に困る

ことでどうにもしょうがなくなるというものでありま

す。

○このような事態にならぬうちに、不断から自己資本の

充実、内部保留の充実によって金融費等の節減には、

尤も留意しなければならないと思いますし、昔から、

言い古された言葉ではありますが、やっぱり結論は
ミ人物モだと存じます。事業は人なりです。

○放渾経営とか、企業体内の経営者の不手際によって倒

産したのは別としてもその他の、いわゆる外部要因と

か或は構造的な変化によって起る、いろいろな問題点

から発生する倒産を防止しなければならぬということ

は、先にも申し上げました通り、政府もやってきてい

る訳で、下請代金の支払遅延防止法とか或は金融機関

の、歩積、丙建、預金の改善とかそういう点では既に

手を打っているのでありますが、根本的には何百万と

ある中小企業の全部が、これは中小企業のみに止まら

ず中規模、大規模の企業も含めてですがその全部が脱

落しないで、現状のままに日本が、自由競争の体制下

には入れるかどうか、これは大きな疑問だと思いま

す。

○差し当りは当面の問題を取り上げて、一応それに対す
る改善策をとっていくだろうが、しかし、根本的に改

善策があるかどうかと言われると、これは仲々に難し
い問題ではないでしょうか。この辺で終らしていただ

きます。

3　月　誕生視

荒明勝君、五十嵐伊市郎君、大野武夫君、斎藤栄作
君、佐藤仁太郎君、佐藤昇君、佐藤寅之幼君、佐藤
忠君、斎藤信儀君　　9名

奥様誕生
五十嵐甲（伊市郎）、嶺岸豊子、斎藤貢（栄作）
辻豊子　　4名

2月100％出席者　39名

阿部（公）君、安藤君、阿部（裏）君、張君、早坂君、
林君、平田君、本間君、石井君、石黒君、五十嵐
（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、海東署、加
藤君、小花君、小池君、今問君、嶺岸君、三井君、
三滴君、三井（賢）君、中台君、劣網君、中山君、新
野君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、鈴木
（善）君、新穂君、笹原君、鈴木（弥）君、佐藤（忠）君
手塚君、津田君、鷲田君、薮田君、千葉君

園幹事報告
○チャーターナイト

国分寺RC　5．14（日）　国分寺立第二中学校
金木RC（青森県）　う・28（日）　金木中
珠洲RC（石川県）　う・21（日）

珠洲市飯田町春日中
○会報到着　米沢RC

スマイ根　林君、鶴高専に待望の化学科増設内定

献　　立　　ランチ盛合せ、スープ
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撫拍寵
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　43名

出　席　率　75．44％

前回の出席　▲前回出席率　84．26％

メ修正出席数　　　52名確定出席率　91．23％

欠　席　者　阿部（公）君、長谷川君、金井君、佐藤
（昇）君、林君、平田君、本間君、五十嵐

（伊）君、新穂君、松田君、斎藤（栄）君、
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（仁）君

慧労音紗三金井君～山形RC
佐藤（寅）君、佐藤（忠）君、手塚君

～鶴岡西RC

ニl姿ジ▲タ資　岡崎大作君、菅野和幼君～酒田RC

：草書項

直会長報告

H・3月12日から18日迄はロータリーの世界理解週間で

御座います。各地のロータリークラブで各種の行事が

行われます。国際理解とは簡単に申し上げれば相手の

国の人の立場になって物を考えるという事かと思いま

す。そのためには外国の事或は外国の人の事を良く知

らねばなりません。

国際ロータリーのヱバンス会長は「より良い世界」

を造るために、本年度の実行すべき項目として

（1）ロータリーの国際性を強調すること……　広く

世界中に友情と接触を広めること、クラブ間、他

区間の国際青少年交換の奨励。

（2）世界社会奉仕に参加すること……　を挙げて居

られます。

当クラブは本年度交換学生を受入れ、亦、世界社会

奉仕に関しては小花君が地区委員会の委嘱を受け、地

区の活動を目下検討して宿られます。本日は国際奉仕

委員阿部（賽）君に之に関連したスピーチをお願いして

居ります。

巨⇒　次にオーストラリヤのストーウエルRCのドクター

・クリフォードハントさんから私宛に手紙が来ました

ので御披露いたします。この方は昨年8月にブラウン

君に引き続いて日本に来られ、秋田の湯沢南RCに招

待され、帰りに鶴岡に寄られる様おすすめしたのです

が、行きちがい帰国されました。次年度の会長に決定

されたそうです。　　　　　　　　　　′／誠二議

。2月25。付……　　　　　　篭り〕

『ストーウェルから御挨拶します。

数ヶ月前に交換学生の写真と一緒にあなたのお手紙を

頂戴しました。

鶴岡のあなた方のクラブは実に活動的なクラブだと思

います。お手紙の一句一句に、そして亦写真に、あなた

方の熱情が示されています。オーストラリヤでも日本人

はロータリーに熱心である事が知られています。

リンゼイブラウン君を招かれた事を私共は非常に嬉し

く思っています。彼は木材商人ですから商用で度々日本

に行きました。彼は少し日本語を話しますが、私は日本

に行っても2、3の言葉しかわかりません。数年前道楽

に私は日本語を覚えようと思いましたが、ここでは仲々



機会がありません。

ストーウェルのロータリアン達は、町のために尽す事

と交換学生の事に大へん興味を持って居ります。色々と

職業の異なる人達が自分等の分担の仕事に貢献する事は

驚く可く事です。2人の人間は決して同じ才能を持って

居りません。私共の持っている物をみんなの人が使わね

はならぬと思います。

この町は羊毛、小麦、からす麦作りと山嶽旅行で知ら

れて居ります。ここでは米は作りませんが北方では米作

農場があります。

私共夫婦は湯沢で非常にお世話になりました。あなた

方は私共に比べ歴史と古い文化を持って居ります。私共

の国は若いのです。私共はヨ一一一コッパ人であり英国系で

あります。そして一種の前哨基地として、アジヤの一端

に住んでいます。多くのオーストラリヤ人は北方にある

国々に非常に興味を持って居り、私共の運命はヨーロッ

パよりもアジヤの方により密接な関係のある事を知って

います。

ストーウエルは既に2人のロータリアンを個人的に日

本に送り御挨拶しました。私はこの友好関係を更に発展

させたいと思います。

次の機会にあなたがどなたかをオーストラリヤに送ら

れるならば、私の家内と共々あなた方のおもてなしの御

返礼をしたいと思って居ります。

私はこの7月からストーウェルの会長になります。鶴

岡の皆々様によろしくお伝え下さい。

クリープォード　ハソト』

この手紙の御返事は私の拙文を張君にお願いしまして

蹄訳していただきまして出しておきました。

内容は、新会長選任のお祝い、私も英語はよくわから

ないが言語を越えてお互に理解し合おうという事、それ

にインターアクトが出来たから高校生文通連絡を援助し

てくれ、オーストラリヤに行きたいが直ぐには行けない

どいう事です。

画世界理解週間について

阿部案君世界理解週間は御存知のように3月12日から

18日まで一週間となっております。

R．Ⅰ今年度の計画として

①　世界社会奉仕計画
（∋　①のプログラム又は展示品の交換

③　彼等（低開発国）の身になって会議を開催する

④　この運動の他の人も協力する様に激励するの4

つを挙げております。

先ず世界社会奉仕については保健、教育、技術面等多

種多様ですが次に各国RCの例を2、3・＝…

①　保健……　ソウルRCでは貧困な避難民にブロッ

ク製造機械を作ってやり住宅60戸の建設に協力。

②　教育……　オーストラリヤ・デンマーク、米国の

RCが泰国の学校々舎建築に協力（1校宛う00ドル

の寄附）

（卦　保健……　英国サンデリー・オソ・ティムズRC

が病院に急故事の寄附、又英国の外のRCがこれを

開いて6ケ釦こ移動診療車を寄附。

④　技術‥＝‥　オーストラリヤのRCの会員がインド

を旅行された際、農民の使用している『すき』が木

製であるのを見て帰り、自国で機械化によって今は

使用していない鉄製の『すき』をインド農民に送ら

れた。

（ヨ　インド及びェスラエルに農業技術（肥料の使用

法）指導を行なった。

このように国際社会奉仕は金銭的な面だけでなく、そ

の他にも色々あると云う事を強調して居られました。又

募金をやるにしても単に会員だけでなく一般の協力を求

め、募金して歩く事事態も奉仕であるということです。

叉ロータリアンは各部門に於ける指導的立場にあるの

で、発展途上の国々に対しては個人的な面でも協力出来

るということです。例えば企業経営の相談になってやる

とか、単に簿記の指導をしただけでも大変喜ばれるそう

です。

ロータリアンが世界のどこか（低開発国）に行って1

ヶ年位献身奉仕出来るならば大変有難いということです

世界人口の4分のうは開発途上の民族だそうです。そ

して空腹な人、或は病人、或は無学な人は20年前よりむ

しろ増えているそうです。そこで私たちは、どんな小さ

な事でも役に立つという事を考え、この世界理解のため

に何かの形で奉仕して戴きたいという事です。中国のこ

とわざに『暗やみをのろう前にローソクを灯せ』という

ことがありますが、何か感じさせられる点がありました

ところで海外に奉仕のため行くとしても観光旅行に行

くようなわけにはゆきません。場所はおよそ文明とはか

け離れ、言葉にも問題ある等困苦欠乏に耐えねはなりま

せん。

そこで外務省の外かく団体で日本青年技術協力会があ

りますが、これは全国の農林漁業、体育、医療、電気、

衣料関係の若い者年男女が集まり、3ケ月の訓練を経て

アジア、アフリカに派遣しているもので非常に実践を挙

げているようです。2ヶ年で現在200名程行っているそ

うですが、その人たちが目的を終って郷里に帰って来た

場合その職場が問題になっているようです。そこで職場

を斡旋してやるとか或は自分の会社で雇用してやるとい

った事もRCとしての奉仕活動になるのではないかとい

う事です。

このように関接的にも世界社会奉仕が出来るというこ

とです。即ちユネスコ（文部省）や外務省等関係枚開成

は外かく団体にRCとして協力するのも一つの方法では

ないかと思われます。
……第353地区世界社会奉仕委員小花君が現在の地区

活動の模様について説明。

圃幹事報告　笹原桂一君

○国際ロータリー加盟認証状伝達式
1．花巻南RC　5月21日（月）花巻市泉州大学
2．矢島RC　5月21日（日）矢島高校
3，浜坂RC（兵犀県）5月21日（日）浜坂高校
4．横浜金沢RC　5月14日（日）関東学院大学

○例会場変更
秋田RC　3月15日（水）より

アキタ・ニューグランドホテル

○会報到着　村上RC
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インドは非常に大きい国、そして階層或は種族の複

雑な国であり、善意でやる援助でも充分検討し慎重に

やらなければならないと貴重なアドバイスを受けて参

りました。

結核についてはインド政府も積極的にやってはいる

が、その方法は先進国の様にレントゲンを撮って必要

あれば血液、喀疾を調べるのではなく咳をして疾の出

る人を対照にし集めて、そこから結核菌の持っている

者について治療を始めるというような酎台的な方法で

あるという事でした。

従ってそれに対する応援の方法ですが、かって日本

で現在使用している様なレントゲン車で一部地域の集

団検診をやったわけですが断層が出来ると云うインド

政府からのクレームが来たそうです。

それから大阪の帰りに東京で結核予防会会長にも会

って昨年秋開かれた東南アジア、西太平洋地域の各国

専門家の会合の資料も戴いて参りました。

とにかくインドでは何んでも欲しいでしょうが、色

々と国政により問題があるので顕微鏡の様な基本的な

ものは効果的でないかということでした。

話は又佐伯さんの話に戻しますが、政府間ベースで

やっている海外技術協力団の海外青年協力隊が低開発

国に派遣されているわけですが、これに協力する様な

方法を考えてみたらどうかと云うことでした。例えば

その応募に際して、身近かな処から推薦してやるとか

或いは、派遣されている隊員を、現地で激励なり慰問

をする方法、或いは、留守家族の慰問、隊員帰国後の

職場あっせん等……　自分の地区では考えて見たいと

云って屠られました。佐伯さんは、365地区のインタ
‾●シティ●ゼネラル（4月開催）の国際奉仕関係の

モデレーターとしての考えのようです。

第2年度は、インドの食糧事情を考え、海外技術協

力団が、現在インドの十個所位に造っている農業開発

指導センターに、青年隊を派遣し、指導に当らせてい

るわけですが（鶴岡からも農大出身の牧野君がボンベ

イの近くのセンターで活動）インドでは、今、農業用

水の不足が最大の問題のようですので、井戸を掘る事

業に協力したいと申して置りました。

それには、地質調査とか、ボーリングとか、膨大な

費用（約1億5千万位）がかかりますので、365地区

だけでなく、各地区に協力を呼びかけるつもりと云っ

てました。

この遠大な計画には、私も探く感銘を受けて参りま

した。

陶委員会報告　社会奉仕委員会

去る27日　児童横断旗500本

鶴岡市交通安全推進協議会に寄贈

卓　　詰　　九州に旅行　して

三　　浦　　君

初めてのジェット傲上（約8，000米）からは、天院に

恵まれず、雲海だけで、殆んど視界がききませんでし

た。旅行中九州で最も記憶に残った点を二三申し上げた

いと思います。

先ず、『長崎』ですが、原爆に関する色々な記念館や

像等がありましたが、永井博士の被爆後住まわれた如己

堂、1坪位でしょうか、ガイドの説明を聞き、全く陶の

打たれる気拝が致しました。

長崎からバスで40分、おみやげ店で用を足すため休憩

しましたが、この店の『商魂』のたくましさには、全く

驚ろきました。駐幸設備も整ってましたが、バスから降

りるなり、女店員がずらり10名位並びまして『いらっし

ゃいませ』……　英子（おこし）とお茶のサービスをし

てくれました。そこで皆んなたくさんのお土産を買った

ようです。私共も見習うべき点ではないかと思って参り

ました。

次に『有明湾』の干拓は、相当昔からやっていたもの

と聞いてますが、以前は、熊本県営、最近では国営事業

として、一区画800町歩～1，000町歩の、相当大規模のよ

うです。この地方は、潮の干満が2米もありますので、

捷防を作り、最後にせきとめるという方法で、埋め立て

ではないようです。

それから雲仙に向かいましたが、途中の山の檜林を見

私共はせいぜい20年～30年位のものと思いましたが、ガ

イドの話しでは、50年～60年は経ているとのこと、この

地方の如何に土地がやせているかという事を知りまし

た。

『雲仙』九州観光ホテルでは、山の中であり乍ら、御

馳走も仲々珍しいものもあり、非常に美味しかったとい

うことです。地獄の噴煙はすぼらしかったようです。

次に『天草五橋』ですが、水はきれいですが、景色は

松島と大同小異…・日　長も島の大きさは違います。橋は

専門家がゆっくり見れば、確かに面白い橋と思われま

す。五つとも全部構造が違っています。唯、私共はバス

の中から見ましたので、その点非常に残念でした。

『熊本』では、40年振りの友人に会い、共に白髪の増

えたのは事実ですが、直ぐわかりました。『水前寺公

園』を見物、その造りが東海道五十三次をまねたもので

富士山もあれば松林もある、仲々面白く拝見しました。

それから『阿蘇』に行きましたが、幸い天気に恵まれ

山南ハイウェーのすぼらしい景観をながめ乍ら別府につ

き、その晩の夜行で帰路につきました。

啄幹事報告　笹原桂一君

国際ロータリー加盟認証状伝達式

東根RC　4月21日（金）東根温泉　厚生会館

鯵ヶ沢RC　6月18日（日）西海小講堂

新役員通知　鷹巣RC、猪苗代RC

例会変更　新庄RC　3月24日　3．30

会報到着　本荘RC、寒河江RC、鹿児島西RC

スマイ鵜　五十嵐伊一郎君　御子息の結婿

三浦君、鈴木（善）君、新穂君、池内君、

早坂君

献　　立

えびフライ、サラダ、その他盛合せ　カレーライス



封印豊艶巾　t呈田澤　t崖可そ巾、崖（葦）源

朗、豊（勒）＃≡、豊（書）津輩t隼瀕謝現、￥等難古
○写1貫Wt　関澤Y妄一車マ∠′圭一き
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、1顎1響つ事名器鞄つ療苫愕旨等ピコー41でゝ／）

－粛軍膨崖口舘－

○阜革1蔓灘にい才等1
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0写1罫

叫咋琶考（誉涯業掌理）敬乎習αコ等々崖口党冒等　⑥
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妄ク皆、雀等凶0身、等Yつ々〇苫凶韻首ケ立9亡、等

Yつ〇苫何丁台覧腱劫等皆凶　……寺琵頓等α笥寮

つ増す車斑叩ミ寧（温瓢引離貼贈物卿）護屈雄皆等　⑧

◆苦難卓上／◆　蔚軍雌む等Y足湯苗

（芋ゼ等～Yヨ一心官尊√ヨ）羞留ま敬

二F」曇等笹音・

普迎撃垂超等尊冨……杉畏お産￥苫党首、皆等墟　①

与准￥等厘

故霊即賛
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薫育砂金：建

豊￥軍舘岩

〇苫屋凶敏一豊新落部工

〇苫田謎一畳≡葺饗事、呈≡到却鼻
、屋ェ￥￥等唯、産婦畦盛暑t豊里＃掌　こ講読一言完黙

〇苫旧等亜一豊墟誓

〇苫印建一崖旧党首

〇苫屋凶切一畳塾
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、崖半壊、崖（望）饗宴、豊吉鞍t豊♯等
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麹旧代れ乱撃
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G）4月18日会場変更一鶴岡商工会議所ホール

㊥　山形銀行新支店長大竹君の入会承認について・…‥

同君のロータリアン経歴

天童RC（1年）、新庄RC（5年）

園インターシティゼネラルホーラム、ミーテングの報告

早　坂　会　長

インターシティとは都市連合の意味でございます。

6月1日ミーテング、2日にホーラムがありました。1

日に会長、幹事が招集されこの度アメリカに行かれる次

期ガバナー渡部さん（秋田）の壮行会が開かれました。

次にミーテングの時ガバナーからお話があったことを報

告します。

①353地区として世界社会奉仕を実施するにあたり鶴

岡RCの小花君にその調査を依療していること。

（卦　マッチド（組合せ）クラブについて……『鶴岡R

Cのマッチドクラブはオーストラリヤのストーウェ

ルです』…‥・RIからの連絡がありましてマッチド

地区を278地区そのままでやるか、又変えたければ

米国西部の3地区か朝鮮の何れかを選ぶかの紹介が

あったので今考えているということ。

（さ　安斎バストガバナーがロータリー財団の研究交換

グループ派遣について目下南米ブラジルと連絡をと

って屏られるということ。

④　次期地区大会（秋田RCスポンサー）の登録料値

上げについて……1，500円を2，000円にすること。

（∋　東ケ崎さんがRIの会長に就任されましたので東

京に会長事務所を設置すること。

会員1人　年300円負担　3年継続。

㊥　万国博覧会開催の大阪に例会場設置すること‥…・

会員1人　年100円負担　3年継続

⑦　米沢RCの高橋さんが渡部さんの次のガバナーノ

ミニーに選任されました。

翌日、土崎（秋田港RC）でゼネラルホーラムが開かれ

参加クラブは秋田、秋田東、秋田南、本庄、屋島、仁賀

保、酒田、鶴岡、鶴岡西、男鹿、五条日の目RCで色々

と討議して参りました。

○職業を通じて県内RC全体でスピーカーを登録した

らどうか（本庄クラブ）

○或る人はロータリーに迎え入れる方法で憂慮すべき

ことは何か。

○ロータリアンになると如何なる義務を負うか、如何

にすればそれらの義務を認識させることが出来る

か。

一狭い意味の義務一出席、会費負担

広い意味の義務一ロータリーの目的、項領にそ

って仕事をすること。

○ホーラム出席の小池君（職業奉仕）三井徹君（イン

ターアクトクラブ）の報告

会　員　誕　生

林茂助君、飯自祐倍君、松田真一君、中台吾郎君、

新穂光一郎君

奥　様　誕　生

阿部悦子（公一）様、小花春子様、笹原郁子様

年間皆出席

3月100％出席

阿部（公）君、安藤君、阿部（裏）君、張君、千葉君、

早坂君、林君、八丁目君、飯自君、池内君、石井、

石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）

君、海東君、金井君、加藤君、小花君、小池君、今

間君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）

君、森田君、中台君、労網君、中山君、新野君、大

野君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、鈴木

（善）君、新穂君、笹原君、鈴木（弥）君、佐藤（忠）君

谷口君、手塚君、鷲田君、薮田君　　　計　43名

園幹事報告　　　笹原桂一一君

○国際ロータリー加盟認証状伝達式

矢島（秋田県）RC　5月21日（目）

矢島高校体育館

○例会場変更

寒河江RC　4月20日12．30　園芸試験場

○会報到着　本荘、台南、宮内、東京、米沢、能代南

仁賀保、新発田

；読’マイが　新野君、谷口君、石黒君、新穂君
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第397回例会　　1967．4．11（火）晴

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

SIETTER WORLD
THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

前回の出席　前回出席率　78．95％

修正出席数　　　うう名

確定出席率　96．49％

欠　席　者　荒明君、千葉君、八丁目君、五十嵐（一）

君、金井君、小池君、嶺岸君、三浦君、

三井（健）君、大野君、佐藤（伊）君、高橋

繁寿誉紗三千薬君、林君、金井君、斎藤（信）君
一鶴岡西RC

五十嵐（三）君、高橋君脚酒田RC

小花君、鈴木（善）君一秋田港RC

嶺岸君、張君一中条RC

据洋魂慧　佐藤源治君一酒田RC

大森正己君一山形RC

栗本安基君、伊藤博司君、安達孝君、宇

佐美友安君一鶴岡西RC

金井国之助君、荘司繁太郎君、アイリン

鶴岡市長

奉仕の理想

会長　早坂源四郎君

ニ由事項

圃会長報告

（1）沖縄の平良RCよりバーナーと御礼状が参ってま

す。
……昨年9月当地を襲いました第2宮古島台風に

際しましては、町重なるお見舞を戴き厚く御礼申

し上げます（以下略）　　会長　石原雅太郎

（2）今般退会の新野君に記念品の贈呈……

クラブ名人銀盃（日銀）

∴∴∴J∴∴一・二■デ∴誓∴
店長）より入会申込みのあった事は先週の例会でお

知らせしましたが、会員選考委員会、理事会では全

員一致で当クラブの会員に選任することに決定致し

ました。皆様の御諒承を得たいと存じます。

（5）同君は新庄RCでうヶ年の皆出席記銀を持って居

られますがこの出席記録を本クラブで通算し出席表

彰するかどうかについては当クラブとして特別の規

定が御座いません。

通常何年連続完全出席と云う表彰はそのクラブ内だ

けの出席に限られているのが普通でありますが、今

回のように転任等の理由による場合の特別規約を作

ることも意味があるかと思いますので、この会を総

会に切替え御審議願いたいと存じます‥…・

審議の結果以下の如く決定『出席記録に関する特別

規約－　他ロータリークラブよりの転入新会員の

完全出席記録は之を尊重し、入退会が継続して行わ

名
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れ、旧ロータリークラブの出席記録の証明ある場合

に於ては之を当クラブの出席記録に通算し、当クラ

ブの出席表彰を適用する』

厘委員会報告

－イソクーアクトクラブ－　　三井徹君

昨日鶴岡西校の入学式がありましたが同校インター

アクトクラブでは積極的に会員の募集をやっていたよ

うです。尚近いうちにアイリンさんを招待、スライド

映写会をやる等事業やPRも盛んに企画されているよ

うです。

厘クラブ・フォーラム

－当クラブの社会奉仕は如何にあるべきか－

○社会奉仕は社会本位のものではなく自己本位のもの

であり、社会の発展は即ち自己の発展につながると

いう理念のもとに社会奉仕をすべきである。

又『時間を守ろう』というようなポスターを作成し
一般社会に呼びかけたらどうでしょうか

（鈴木善作君）

○継続事業（ロータリー傘等）は中断することなくこ

れを実施し、新規事業は予算の範囲内で地味であっ

ても会員みんなが動くような奉仕をやってはどう

か。　　　　　　　　　　　　（五十嵐三郎君）

○社会奉仕は委員だけでなく会員全体が活動すべきで

ある。　　　　　　　　　　　　　（石黒君）

○社会奉仕は一つのアイデァを出すことであって金を

かけることだけが社会奉仕ではないと思う。

（早坂君）

圃幹事報告　　笹原桂一君

国際ロータリー加盟認証状伝達式

金木RC（青森県）5月28日（日）

金木高校体育館

湯本RC（岩手県）6月11日（日）

湯田町立川尻小学校

仮クラブ設立　平東仮RC

第353地区協議会（1967年）6月25日（日）大館RC

出席義務者　会長、幹事ロータリー情報、

会報、職業分類、各委員長

委員長出席出来ない場合は委員の中から必ず

1名出席する事。

他に新会員の方は是非出席して頂きたい。

簿マイ瀬　五十嵐三郎君、小花君

滞嵩郵　鳥サラダ、鮭焼、モウソウ汁
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皆さんから『たわごと』として一笑に附されるでしょ

うが僕は真面目だったのです。然しこの心境が或は皆さ

んにとっても何等かの何等かの参考になるかも知れない

と考え、申し上げて見たいと存じます。

皆様御承知の通り僕の弟がこの度県議選に立侠禰し、

全力を尽して戦ったが完敗した。僕も弟のために全力を

傾けて援助しました。自分の弟だからと云うことは否定

しないが、候補老中最適任であると確信したからでもあ

ります。だが完敗した、その原因は僕なりにはっきり解

った積りだが、今ここでは云うべきではない。唯々不徳

の致すところであるとだけは言い得る。

生来僕は泣虫です。弟は現在相変らず元気です。だが

彼の心中を想うと泣きみその僕は一緒に1晩でも2晩で

も泣き明かしたかった。

そこで僕は即座に決心した。僕は今後4年間は自分の

職業に専念する。それ以外のことからほ一切手を引く。

特に晴がましいところには一切出ない。従ってこのロー

タリークラブからも非常に残念ではあるが脱会させてい

ただくと堅く決めたのです。

このような決意はどなたにも絶対相談しない。この心

境は言っても解ってもらえる筈がないと独断した。只、

家内にだけは言明したところ「それまでしなくとも」と

言ったので「この馬鹿野郎」と即座にどなりつけた。家

内は完全に沈黙した。一時的感傷では断じてないと考え

たからです。

然し僕は庚の日常生活のペースは一日たりともくずき

ぬと決め、昨朝も今朝も早朝の野歩きは続けた。17日の

朝は実に良いお天気だった。青龍寺川の土手の上で思い

きり汗が流れるまで体操していたら、高館山、鳥海、月

山……　特に晴れた大空に登る太陽が僕の心境に何にか

の影響を及した為か、不思議なこともあるもので、ふと

『とんでもない』というのはt…・・君死に給うこと勿れ

旅順の城はほろぼうと、亡びずとて何事か・…日　と、あ

の与謝野晶子の詩が頭に浮かんだ。

この詩は明かにトルストイの影響であることは定説に

なっているが、この詩以前には晶子には非戦思想をこめ

た歌一首もなく、叉この詩以後にもそうした感想の断片

もないと言われている。この詩がふと頭に浮かんだ時、

同時に晴れた大空を仰いだとき、次々に色々な事が頭に

浮かんで来た。
一度や二度の失敗、そして敗戦に出会うとも、この大

自然に何のかかわりがあるか。敗戦の原因がなんであろ

うと、この太陽には何程のことぞ。涙は流れるに委かせ

よ。今ここで小さく狭く、縮まるとは何事かと、大自然

が語っている様だった。

ロータリークラブ脱会の届書は大空高く嗣んで行け、

この青龍寺川の流れに流れて行け、大自然は不思議な力

を持っている。ウォルト　ホウイットマンなくしてアプ

リハムリンカーンなし、リンカーンなくしてホウイット

マンはあり得ない。

彼等も心さびしい人間であったに違いない。にもかか

わらず今日この時から完全に自由……　兄も知らぬ人々

に話しかけて何故惑いか……　と歌っているではない

か。

人間は完全に立沢な人など一人もいまい。皆んたが不

完全な人間なんだ。欠点だらけの炭もこの悲しみをかみ

しめて生きて行け。常に生きつつ常に死につつ進め、そ

して残がいは後に残しで…・・

0Iiuing always－alwags dying．／

Lo pass an（01iuing．′alwaysliuing．′）

andleave the Carpses behind′

本気になった行動は度毎に一つの転期を伴うかも知れ

ぬ。僕はこのようにして脱会の気持を完全に解消した○

帰り道今度の市会議員選挙に当ってもよく考えより良き

人、より適任と考える人に僕の一票を必ず投ずる考えで

ある。この度の弟の敗戦によって僕は実に多くのことを

教えられました。

圃企業と電子計算機（その1）　　　荒谷正夫君

みなさんの中には相当大きく事業をやっている方もお

られる様ですが、電子計算機について少々知識を持って

いても悪くはないと思いますので申述べて見たいと思い

ます。

鶴岡の今後の経済構造を変えて行きたい－　これが

私の念願であります。

御承知の通り例年今頃に税務署から管内の所得税番付

の発表がありますが、鶴岡の場合殆ど上位は酒やさんと

お医者さんによってしめられます。これは即ち準田舎的

な経済構造からくるものと考えます。鶴岡経済が如何に

衰微しかかって居るかということです。

今後鶴岡の場合人口は益々減って行き、経済界も沈滞

して行くといった非常な危険な状態になっているという

ことです。それには有力な地位にある皆さんが勉強して

鶴岡の経済構造を改善して行く努力をしなければならな

いと思います。（次号に続く）

圃幹事報告　　笹原桂一君

国際ロータリー加盟認証状伝達式
五戸RC　6月4日　五戸高校体育館

第370地区年次大会　ホストクラブ佐賀佐賀西RC
11月11日（土）11月12日（日）

会報到着　宮内RC、郡山RC
新役員通知　東根RC、新庄RC

藩解搬　三井（徹）君、大野君、斎藤君、中山君、
新穂君、飯自君、手塚君、早坂君、佐藤

（伊）君、黒谷君

瀬畑耳　折箱弁当
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qETTER WORLD
THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

卓話　商売には「ガメツサ」を　会員今問壮太郎君

擬麺業
本日の出席　会　員　数　　　57名

出　席　数　　　41名

出　席　率　71．93％

前回の出席　前回出席率　66．67％

修正出席数　　　48名

確定出席率　84・21％

欠　席　者　安藤君、阿部（嚢）君、千葉君、五十嵐

（伊）君、金井君、三浦君、森田君、中山
君、大竹君、斎藤（信）君、鈴木（弥）君、

佐藤（寅）君、佐藤（忠）君、高橋君、津田

君、辻君

拒説錆警　武田健君一山形西RC
原田行雄君、佐藤徳一君一鶴岡RC

小松一君、本間義勝君、佐藤善三君
一酒田RC

片桐敬式君、宮崎賢咲君一新潟南RC

ゲ　ス　ト　　五十嵐八郎君、荘司繁太郎君、

アイリンさん

それでこそロータリー

リーダー　三井（健）君

会長　早坂源四郎君

一画事項

園会長報告

新会員になられます、鶴岡魚額株式会社社長五十嵐八

郎さんを池内君より御紹介願います。

新会員鈴木昭司さんを小花君より御紹介願います。

池内君　前に五十嵐さんよりソレン視察のお話しをお

聞きした事がありますが、鶴岡魚類の社長で柏
戸後援会の副会長として、御尽力されている方
です。

小化君　鈴木さんは仙台生まれで、明治生命鶴岡営業

所長さんです。クラブのSAAを担当すること

になりました。

葉．話　　商売には「ガメソサ」を

今　問　壮太郎君

今日の日本の産業はすはらしく発展を遂げている。昔

は設備がないとか金がないとかで、色々な悪条件があり

ました。

昭和14年頃、つまり戦争当時1台の施磐機械を買うの

に100円の金がなかった。30円はどうにかして都合出来

たんですが、残りの70円がどうしてもたりない。そこで

銀行に70円を貸してくれと頼んだのですが、その当時の

貸付課長さんはいったいその機械を鍋元にやったら、い

くら位で買取るんだといわれましたが、スクラップにす

れば1台30円位はなるだろうと話したんです。そうした

ら30円なら貸してやろうといわれた事もありました。

当時は設備をしたいんだが金がない、ところが当時戦

争の最中で、当社では手楷弾を作っていましたので幸い

にも県が保証して当社に貸付てくれたのです。その時

10，000を借りて設備をふやしたんですが、その当時は国

がどんどん金を貸してくれたので今日の日本の産業の発

展をみるのも一つの原因であると思います。

今日の発展で日本の輸出が非常にのびて来ました。ア

メリカに30％、中国に2％、この差をみても我が日本は



どうしてもアメリカなたよりにどんどん輸出をしていか

ねは先進国とはいわれない。現在の日本の産業は人手が

たりない、その人手をどこから求人するか、もっと農村

が磯城化をして農村人口を減らしてやらなければならな

い。

現在我が国では農村人口は24％となっております。こ

れを政械化することによってカつまり8％位の人で食糧

品を作らないとこまるんで、アメリカの農業人口は3％

です。日本も少なくとも10％以下の人でやらなければな

らないのです。東南アジヤあたりでは農業人口が70％、

残りの30％で軍人や役人や商業となっております。我が

国でも機械の導入化して工業人口をもっともっと増やし

ていかねはなりません。

当社では今年度色々な研究に4，850万円の多額をみて

研究に当っております。又毎年50件位の特許もとってお

ります。

現在当社では大阪の某会社一社より全生産額の35％年

間8億円位の注文をもらっておりますが、これがなかな

か大阪の人というものは商売が非常に熱心で、物を買う

のにも「ガメツイ」商売はこのような板情がないとだめ

なんで無駄な事は絶対しない。我々も大いに学ばなけれ

ばならない。当社でもこの「ガメツサ」を参考にして品

物の購入も一円でも安く買っております。こうして仕入

れは安く、販売も安くして売らなければならないので

す。

とにかく経営者は「ガメツサ」を忘れてはならない。

巫企業と電子計算機（その2）　　宗谷正夫君

それから最近非常に発展している事業と衰微して行く

事業、専門家から見ますとあの企業は危いと云う様な事

は、その企業の盛んな時から解ります。もっとも鶴岡の

場合は2～3年ずれてその現象が現われます。これは田

舎の特徴でもあります。都会であれば既に精算して居る

様な会社が、田舎の場合、未だのうのうとして続いてい

ると云う事です。

これは何が原因か、発展と低落、或は田舎的な構造、

これは何によって起るか、それはやはり企業をやる方の

勉強が足りないと思います。

例えば或るスーパーの場合積極的に本を読んだり、顧問

を3人もつけて非常な勉強をやって居る事です。又、経

済指導も受けております。

次に鶴岡の場合企業者同志の団結心が欠けていると思

います。例えば県議選等で経済界の代表すら当選出来な

い、全ぐ情けない話であります。この点私共経済人とし

ても深く反省しなければならないと思います。

さて本論に入りまして電子計算機のことですが、最近

電子計算機の導入が盛んになって参りました。日本はア

メリカには比較になりませんが、とにかく世界では第2

位でございます。

日本には昔からそろ盤や九、九と云う便利なものがあ

ります。日本人の計算能力の優秀さが日本経済を大きく

伸長させた要因になったかも知れません。数学能力は世

界一とも云われています。私どもは少しでも電子計算横

の知識があってもよいではないかと思います。そして今

後この鶴岡にも電子計算セソクーを設けて皆さんで活用

をされたら如何がでしょうか。

電子計算横というのは一つのプログラムによって動い

ています。例えばここに売上げファイルがあるとしま

す。そこでその中の商品構造とか、売上構造を枚械語に

して先づ記憶させるわけです。次は仕事の手順を教えて

やります。機械というものは能力のある反面、非常に馬

鹿なもので何から何まで細かに教えてやらなければなり

ません。例えばお茶を呑むと云う場合、先づ手で茶わん

をにざれ－口まで持ってこい－口に傾けなさい－

それを戻しなさい－茶わんをおきなさいと云う処まで

やらないと機械は動いてくれません。もしここで傾けな

さいという処までしか指示しなかった場合は傾けたまま

で、どんどんお茶はこぼれてしまいます。従って止れと

いう最後まで指示しないと永久に動いて居ります。

一つの例を申し上げますと電子計算撥によって選挙速

報（推定）ということをやります場合、計算の要素と手

順を教えねはなりません。それは各地域に於ける各候補

者の地盤というものがあります。これは各社新聞記者の

調べと、各選挙事務所の地域毎予想得票を聞いて参りま

す。

この様なデーターや投票率を電子計算政に記憶させ、

電子計算機はこれを算術的平均法により、全部の開票の

前に当落が判明するわけです。

この様に使い方によっては電子計算磯は非常に面白い

ものです。私は鶴岡の経済界に於て何時頃使われるか問

題ですが、これは皆様と共に研究して行きたいと思って

ます。

幽幹事報告　　笹原桂一君

例会変更・宮内RC　4月26日（水）を
4月30日（日）に変更

5月3日（水）は祝日の為休会

・米沢西RC　5月2日　館山公園

12．00～13．30

新役員通知・宮内、盛岡、仁賀保

会報到着・仁賀保、八戸、石巻

某省瀬
銘酒大山　加藤嘉八郎酒造KK

山形県工業試験所主催　　清酒鑑評会優等上位入選

仙台国税局奥羽六県主催　清酒鑑評会優等上位入選

大蔵省醸造試験所主催　　清酒鑑評会優等上位入選

貢献＿・漣

刺身－ひら目　焼魚－マツ　味噌汁－しい等、豆腐
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例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口
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卓　　　話　　鶴岡工尊の近況　　会員　林茂助君

掛軸：一軒
本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　48名

出　席　率　78．69％

前回の出席　前回出席率　71・9395

修正出席数　　　50名

確定出席率　87．72％

欠　席　者　荒明君、飯自署、今間君、三井（賢）君、

三井（健）君、松田君、斎藤（后）君、菅原

君、新穂君、谷口君、高橋君、薮田君、

五十嵐（八）君

～崖とジタ二‾

安藤君、阿部（裏）君、千葉君、五十嵐

（伊）君、金井君、三浦君、大竹君、鈴木

（弥）君、佐藤（忠）君一鶴岡西RC

佐藤源治君、菅野和助君一酒田RC

本間庄一君一村上RC

ゲ　ス　ト　　謝陽祥氏、アイリンさん、中川深氏

君が代、我等の生業　リーダー安藤君

会長　早坂源四郎君

商工会議所内　　　　r2）5775番

葉　話‘　鶴岡高専の近況

会員　林茂助君

皆さんから何時もお世話になってます鶴岡工尊の近況

についてお話致します。

昭和39年に文部省から科学研究費配分等で鶴岡に見え

られた村上研究助成課長が今年44番目の木更津工尊の校

長に内定したと云う事が今月わかりました。今国会が通

れば6月1日から発足すると思います。

それから現在まで国立の商船高等学校であった四国の

『ごこう』が商船高等専門学校として昇格します。この

学校は1年位の乗船実地研修がありますので5年半位の

修業年限かと思います。

今年度で国立高専は全部で49校になります。その他前

からの公私立の高等工業専門学校が11校ありましたので

相当数の卒業生が出る事になります。今後の問題として

農業や商業の高等専門学校も考えられているようです。

全国の国立工導では今春11校で卒業生を出しています

が、その卒業生の就敬状況は他の大学に比べ案外自由だ

ったという事です。

鶴岡の場合は来春から卒業が始まりますのでもう月酎こ

就敬事務をやって居ります。

就敬希望傾向を見ますと相当県内にもあるようですの

で皆さんの中にもし求人希望でもありましたらよろしく

お願いします。

彼様に就職については心配ないと思ってますが、ただ

実験実習を工場でやってくれません。この問題について

日経連を通じ運動はやってますが、はかばかしくないよ

うで困っております。

今年4月から鶴岡工専にも工業化学科が出来て40人多



く募集し160人になったわけです。

それから寄宿舎の方は今まで300人（生徒数の約半分）

収容してますが未だ未だ不足で、現在約100名程が下宿

をしております。この点内陸からの入学が非常に多いと

いう事です。

全国43校の入試成績を見ますと鶴岡の場合決して良い

方とは云えないようで、下位から10番位かと思います。

入試の倍率を見ますと約2倍位です。この点余り応募者

が少いと大蔵省あたりから増加学科しても応募者がない

ように思われますので、もう少し入試倍率を増したいも

のと思ってます。特に庄内地方からは非常に少いので土

地の人々からもっと利用してもらいたいものと考えま

す。

今までよく中堅技術者という言葉が使われてきました

が今度教育過程が変わりまして中型という言葉がなくな

るはずです。議会でも相当問題になったし、文部省でも

中心的技術者等と解していたようです。

国立高専卒業生の能力程度の問題ですが、大学卒と同

問題で就職試験をやった処、高専卒がトップであった会

社が3つもあったと聞いてます。

以上のことから大学卒（7年）と高専卒（5年）とで

は技術面に於ては大差がないと思います。但し将来伸び

る場合に英語、数学といったものが多少欠けております

ので勉強しなければならないと思います。

会員誕生

阿部公一君、千葉藤夫君、本間順吉君、金井勝助君

小花盛雄君、辻敬助君

奥様誕生

長谷川美恵子様、林寿美子様、八丁日和子様、

石黒常様、鈴木富様（善作）

皆　出　席

7年　三井　徹君

3年　中台古郡君

1年　千葉藤夫君

4月100％出席（42人）

阿部（公）君、安藤君、阿部（裏）君、張君、千葉君、

長谷川君、早坂君、林君、飯自君、池内君、石井君

石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）

君、海東君、金井君、加藤君、小花君、今間君、嶺

岸君、三井君、三浦君、崇谷君、三井（賢）君、中台

君、カ網君、大野君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、佐

藤（伊）君、佐藤（昇）君、鈴木（昭）君、鈴木（善）君、

新穂君、笹原君、鈴木（弥）君、佐藤（患）君、谷口君

手塚君、驚田君、薮田君

華鱒事項

園幹事報告　　笹原桂一君

国際ロータリー加盟認証状伝達式

高岡西RC　6月4日（日）　高岡市民体育館

第353地区年次大会　於秋田　9月22日～9月24日

仮クラブ設立　郡山西仮RC

新役員通知　小名浜、二本松、天童

会報到着　本荘、能代

休会通知　山形RC　5月3日（祝日の為）

夫マ狙レ‘モ

五十嵐三郎君　（早退）

津　田　君　　（遅刻）

佐藤寅之助君　（市議当選）

三井　徹君　（早退）

献　　立

天ぷら－えび、アスパラ、茄子、ピーマン

焼　物一鱒、こごめあえ

お　汁－わらび、豆腐



第401回例会　　1967．5．9（火）晴

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

EBTTER WORLD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

破棄葺葉

木日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　40名

出　席　率　65．57％

前回の出席　前回出席率　78．69％

修正出席数　　　52名

確定出席率　85・25％

欠　席　者　阿部（公）君、阿部（賽）君、荒明君、海東

署、長谷川君、平田君、八丁目君、本間

君、五十嵐（伊）君、小花君、三浦君、松

田君、中台君、大竹君、佐藤（伊）君、佐

藤（寅）君、谷口君、高橋君、津田君、辻

君、平田（貢）君

黎幕舘・汐⊂：t

今間君、三井（賢）君、新穂君
一鶴岡西RC

薮田君　　　　　　一角田RC

‡ビジ・す＋

手塚芳雄君、石寺龍象君一鶴岡西RC

荘司繁太郎君

座】会長報告

1・先週の例会終了後理事会におきまして鶴岡市立武

道館建設促進同盟会（会長は当クラブの斎藤得四郎

君）より内部設備費及び負担金の一部の寄附の要請

がありました件に就きまして審議しました結果、青

少年のスポーツ鍛錬のため弐万円の寄附をする事に
きめましたから御報告申し上げます。

2・次に同日の理事会におきまして来る6月上旬の当

ラクプ8周年の創立記念日の行事に就きまして左の

通り取り決めました。

◇　第1に当クラブの5ヶ年以上皆出席の方々に感謝

状を賜り記念品を贈呈する事

◇　第2に当クラブ社会奉仕委員会より提案ありまし

た当クラブ会員の事業場の長年勤続者の表彰の件で

御座いますが、既に各会員へ御照会の葉書を出して

おきました通りで皆様既に御承知の事と存じますが

理事会としましては社会奉仕委員長へ長年勤続者の

人員調査をお願いいたしましたところ未回答の方も

居られますが相当数の該当者のある企業も多いので

本日改めて第2の提案の方は再審議いたしたいと存

じますので何卒理事、会計、幹事前社会奉仕委員長

前職業奉仕委員長の万ほお残り願いたいと存じます

3・三井徹君の御長男が去る6日目出度く御結婚され

御披露がありまして私もお招きをいただきました。

クラブを代表してお祝を申し上げました。お目出度

う御座います。

4・亦同日会員張君の張胃会の大会が例年の通り盛大

に挙行されました。私は生憎出席できませんでした

が、非常に盛大でありました由、お目出度う御座い

ます。

連綿事項

圃幹事報告

第359地区年次大会

横須賀RCホストクラブ

会報到着　東京、鹿児島西、村上RC

新役員通知　福島北RC



圃　国際奉仕委員会報告
国際理解週間の前に、国際車仕委員は次の外国のクラ
ブに対して、鶴岡ロータリークラブの今年度の活動状

況をお知らせしました。そのクラブの名前は、（1）姉妹

都市のクラブのニュープランズ・ウイク●ロータリー

クラブ（New BrunsWick R．C’）（2）アイリンさんの

交換学生のホストクラブのトル～マンバーグ（Trum
an－Burg R・C）ロ～タリ～クラブ。（3、ピpプミThe

Peepこモ会報をよくお送り下さる。シルバスプリ　ング

ロ～クリ～クラブ（Silver Spring R．C）、（4）デソ

マ～クのワ～デ・ロ，クリークラブ（VardeR．C）（5）

マテトクラブのストーウェルロータリークラブ（Staw

ellR・C）に向けて、説明付きの鶴岡、庄内の写真と

カラースライドセットと16ミリのカラーフィ　ルム　2

巻（1巻は、アイリン交換学生と共に鶴岡西ロータリ
ークラブとの合同クリスマスパーティ家族会6007ィ

ド）（1巻は酒田口一クリークラブと合同の花見、家

族親睦会6007ィド）をお送りしたところ、マテトク

ラブを除いて、他の4つのクラブからは各々御礼のお

便りがありました。

先づ、（1）姉妹都市のニューブランズ・ウイクロータリ
ークラブのミグリオリニ（Migliorini）さん、バストガ

バナーからお礼のお手紙とニューブランズ●ウイクの

サソテー・ホpム・ニュスミThe Sunday HomeNe

WSモを同封して釆ました。その中に書いていること

を要約しますと、ニューブランズウイクロータリーク

ラブ会員が、1870年掛こ亡った、何人かの日本人学生

のお墓を建てなおしています。これは日本の姉妹クラ

ブである鶴岡ロータリークラブに対する気拝を表わし

たものですと書いてありました。

いぶく太陽の光がさし込む、モーリス街道（Morris．

ST）にあるウイロ・グPpヴ寺院（WillowGrove

Cemetery）に、日本の学生達が安らかに眠っていま

す。昨日、7人のニューブランズ・ウイクの会員達が

朝8時から始め、6時間かかってお墓を立てました。

9つの墓標をきれいに塗りかえ垣根をしていちいち（

小松）を植え、廻りには白い石を積みかさねました。
ニューブランズ・ウイクロータリークラブ会長は、姉

妹都市並びに鴨岡ロータリークラブにこのプログラム

を写真にしてお送り致しますと、ありました。

この計画に取りかかったのは国際奉仕委員長とポール
ベーリン、ダソホーガン、テイラーフイスチイとその

息子2人さんトーマスとジョージ、そしてドクター、

サン●スミスとジョ∵－ジクラウスでありました。その

葬られている学生達の中には伝染病で死んだ人がいま
した。学生の一人は卒業する2カ月前に亡くなりまし

た。その墓のある場所は道路から見える所ではありま
せん。坂を見下す所に白い石の墓がきちんと並んでい

るのは、何んとも云い表わせられない神秘的な感じに

受け取られましたと、その倣いているロータリークラ

ブ会員達の大きな写真が2枚ニュース紙上に載ってい

ました。

（2）次に、トルーマンス・バーグ（TrumansBurg R．

C）のロータリークラブ会長グロス（Gross）さんか

らのお便りでは、3月10日の素晴しいお便り、ありが

とう御座いました。又説明付きのお写真とカラースラ

イドセットなどお送り下さって、誠にありがとう御座

いました。私のところには、交換学生をもって居りま

す。それは牧野ゲソジョウと云います。

去る木曜日に種々と説明をしてもらいました。そして

今や、トルーマンバーグとその附近の風景の写真を収

集しようとしています。それが出来ましたらば、一番

先に、お送り致します。アイリンさんがあなたの方に

居ることは、私達は大変に幸福であります。我々は彼

女のすぼらしい経験をしつつあることを知って居りま

す。彼女は、トルーマンバーグの大変よい家庭の生ま

れであります。そして御両親はお二人とも私の教会の

会員であります。私の教会のことについて、あなたに
申しますと、私は、新教徒です。ローテル〔Luther〕

などの流れをくむキリス1、教徒です。カトリック教徒

のように法王〔Pope〕を教会の最高支配者と認めな

い宗教であります。私はその牧師であります。我々の

教会をば、第一連合教会と云って居ります。

（The First Federated Church）、これは、／ミプ

テスト教会員（Baptists）と長老教会員（Presly Te

rians）の一つの連合集合場であります。

そんなわけでありますから、外国にイカきかけるのには

大変よいように思われます。今迄に、あなたのクラブ

から多くの奉仕活動を聞かされ、大変に結構なことで

ありました。我々の会員がもらったお手紙や私の受け
とったお手紙などほ、私達の仲間に回覧したりして居

ります。我々の強力なプログラムは、これ、交換学生

であります。そして我々は過去数年何人かを外国に送

りました。

私はアイリン〔EiLene〕さんが帰宅することを楽し

みに、お待ちして居ります。そして、我々の皆が彼女
のすぼらしい外国旅行について、語って下さることを

楽しみにして待って居ります。どうかあなたの会員達

やお奥様にくれぐれもよろしく。とありました。

以上がェール・シ・グロス（Rev EarlC．Gross）

のお便りでした。

この次に又、時間がありましたら、ブランク埋めに、お

便りを報告させてもらいます。

スマイル1

三井徹君（御子息結婚返礼）

張君　張胃会盛大に終了

＿献　　立

刺身－ひら目、焼物－カレー、お汁

油揚、モウソウ



第402回例会　1967．5．16（火）晴

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

EBTTER WORLD

THROt〕GH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

擬章蓮護
本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　45名

出　席　率　73．77％

前回の出席　前回出席率　65．57％

修正出席数　　　54名

確定出席率　88．52％

欠　席　若　林君、平田君、五十嵐（伊）君、海東君、

小花君、荒明君、本間君、金井君、中山

君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、菅原君、

佐藤（寅）君、谷口君、高橋君、手塚君

無謬堀禦阿部（裏）君、荒明君、本間君、五十嵐
（伊）君、三浦君、中台君、佐藤（伊）君、

高橋君、平田君、佐藤（責）君【鶴岡西RC

阿部（公）君、大竹君一酒田RC

小花君一日本橋RC

海東君一金沢RC

●一　一一　一一一●一一一

裡叛擬莞　石川孝君一新庄RC

阿達孝君、伊藤博司君【鶴岡西RC

沢田幸男君一仙台東RC

アイリンさん

奉仕の理想　リーダー三井（健）君

●画事項

厨会長報告　　　会長早坂源四郎君

1・先週例会後の理事会で創立記念日の行事は釆たる

6月13日の例会日に行なう事に取り極めました。

2・次にその行事の一部として従業員の表彰を実施す

る件に就きましては、理事会といたしましで瞑重に

審議いたしました結果、これを本年度の創立記念日

に実施する事は困難であるという決論に達しまし

た。

その理由は各企業に調査を御願いしました結果では

回答事業数30社の内

男子15年以上勤続　261名

（内会社役員の方36名）

女子10年以上勤続　　64名

未回答の方もありますので之を加えれば相当の人員

になります。

理想としては全員の方を表彰したいのですがこれは

当クラブの財政が許しません。代表1名という案も

ありますが実際問題として極めて困難であります。

以上の様な次第でクラブより御照会を出しておきわ

がせしましたが、本年度は実施を取り止めましたか

ら御了承願います。

但し今回の調査により会員の各企業の中に永年勤務

の方が大勢おられて企業の発展に協力されて居る事

がわかりました。

例えば今問製作所では男子112名、女子25名、各会

員の方の職業奉仕が如何に成果を収められて居るか

という事がわかりまして誠に御同慶に堪えない次第

で御座います。



本御回答の資料は職業奉仕委員会に回付いたしますか

ら何等かの形で各企業の従業員の方々に私共のロータ

リー奉仕の理想を理解していただくため、職業奉仕委

員会の活動資料にしていただきたいと存じます。

3・先週の14日（日）朝場武道館の竣工式が御座いまし

たので列席いたしました。

建物は非常に明るい近代的な建物で会員の中で御関係

の方も御出でになりましたが、記念行事として柔、剣

弓の三道の模範試合、亦形の披露が御座いました。

小、中学校の生徒の剣道の試合、亦高等学校生徒の柔

剣道、弓道の試合等興味深く観てまいりました。

私も旧制中学校の頃、2年生迄は柔道、剣道が必修科

目で寒稽古等をした事を想い出しました。

最近大都会で子供に柔道、剣道を教えようとする親が

多いそうで御座います。子供の頃から身体を鍛え根性

を養い、受験勉強に備える、亦社会に出てからの生活

に備えさせようとする親心であるかと思いますが、相

当はやっているとかきいて居ります。何れにせよ小学

校の頃から身体を鍛えるという事が最近痛切に考えら

れてきた事は非常に喜ばしい事で御座います。

この武道館を青少年の心身の鍛練に有効に利用させて

もらいたいと思う次第で御座います。

圃幹事報告　　　　笹原桂一君

国際ロータリー加盟認証状伝達式
郡山西RC　6月28日　郡山市商工会館

第365区年次大会10月23日

田辺RC（ホストクラブ）白浜温泉

第361区年次大会10月21日、22日

高岡RC（ホストクラブ）高岡市民会館

新役員通知　猪苗代RC、横手南RC、新発田RC、
会津若松RC

会報到着　新庄RC

座委員会報告

情報委員会‥＝‥クラブフォーラム実施について

日時　5月23日午後う・00　　場所　ミソノグリル

会費1，000円

腰上バーナー交換……アイリンさん

花輪RC、秋田十和田RC

スマイル‘；

石井君（早退）　張君（遅刻）
斎藤得四郎君（朝暢武道館竣工）
芳網君（松文女子寮竣工）
新穂君（ボーリング場試球式）

献　　立

鯛のにつけ、しずこ、エビフライ、サラダ、もうそう汁



㍉十
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第404回例会　　1967．5．23（火）暗

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

EBTTER WORLD

THROtjGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

雌護
本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　43名

出　席　率　70・49％

前回の出席　前回出席率　73・77％

修正出席数　　　54名

確定出席率　88・52％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、平田（圭）君、八丁

目君、飯自君、五十嵐（伊）君、金井君、

小花君、三浦君、森田君、大野君、斎藤

（得）君、佐藤（仁）君、笹原君、佐藤（寅）

君、辻君、驚田君、五十嵐（八）君

慧訪菅野禦林君、五十嵐（伊）一酒田RC
本間君、海東君、中山君、佐藤（伊）君、

高橋君、手塚君一鶴岡西RC

小花君一外国

抱声肇票　荒井清君、広田勇一君、佐藤吉三君、

本間義勝君、菅原権吉君一酒田RC

アイリン、荘司繁太郎君

漣や事項

圃会長報告　　　　早坂源四郎君

（1）会員五十嵐三郎君の御尊父がご逝去されまして、

去る21日私がクラブを代表して葬儀に参列して参り

ました。故人は司法床護士、老人クラブ会長等多年

社会事業に奉仕された方と聞いて居ります。謹んで

御冥福をお祈り申し上げます。
……（五十嵐君より会葬御礼、謝辞あり）

（2）鶴岡西RC会長よりの連絡事項……　今週の26日

（金）創立記念の例会を大山の清月で午後5時30分

より開催致しますので多数参加戴きたい。

（登録料～1，000円）

（3）本日午後5時より莞園事に於て、当RCロータリ

ー情報委員会主催のクラブミーティング（新会員対

照）と歓迎会を開催しますので出来るだけ御出席御

願いします。

（4）新会員の所属委員会のお知らせ

鈴木昭司君（SAA）

栗谷正夫君（出席奨励）

大竹鍵一郎君（出席奨励）

平田　　貢君（親睦）

五十嵐八郎君（親睦）

画委員会報告（国際奉仕）張君

昨年暮、胃ガン手術の為うち（張医院）に入院され

た五小の若公先生を生徒が見舞に来て、自分達の絵を

壁一はいにはり、『先生早くよくなって下さい』とな

ぐさめられました。私も非常に気持よく感じました。

こんなことから、外国の子供と絵の交換をやったら

と思い先生に話した処賛成して下さいました。その後

着々その準備も整い今月17日に五小の萩原校長先生か

ら、生徒の絵20点程私の処にとどきました。



国際奉仕委員会で相談しまして、ニュープランズウィ

ック姉妹都市の小学校に送ることに致しました。生徒の

手紙もそえてありますので招介します。

『ごきげん如何ですか、私達は日本の山形県に住ん

でおります。日本の首都東京と比べますと文化も遅れ

た地方ですが自然に恵まれて居ります。この莞しい自

然の中で私たちはすくすくと育って居ります。

今度私たちが放課後を利用して一生懸命かいた絵で

す。生活をかいたものです。……　あなたの方からも

絵をどうぞお願いします』・t…・

（作品の展示あり会員一同鑑賞）

それからニューブランズウィックのクラーさんが色々

な古い道具を収集しておると聞いてますので小田原ちょ

うちん（現物展示）を一緒にお送りしようと思ってま

す。

魔イソターアクトクラブの現況　　三井　徹君

鶴岡西校イソクーアクトクラブも三年生が卒業した

為iO名程減員なりましたが、新会員8名の入会があり

現在は20名ですが1年生が今度10名位入会する予定に

なってますので大体30名位になると思います。

最近の事業としてほ学校側の希望もありまして中庭

に記念植樹（コムネシュムロスギ）をやりました。こ

れからも継続して中庭の美化をやろうという事になっ

ております。

それから大山公園の清掃とくず寵（自作）の設置も

計画して居るようです。

又、オーストラリヤのストーウェルRCの高校や、

鹿児島の高校生（インターアクトクラブ）との文通も

やっております。

以上御報告申し上げます。

㊥バーナー交換　　安　藤　君

淡路三原RC

魔幹事報告　　副幹事　三井　健君

新役員通知　酒田、相馬、白鷹、常磐
例会時間、会場変更　鶴周西、鯵ヶ沢、秋田、上の

山、本荘
会報到着　米沢、本荘、郡山RC
RC加盟認証状伝達式　尾花沢10月10日

地区大会　357地区10月13、14、15日　館山高校

（館山RC）

■よ÷ィルこ

谷　口　君

石　黒　君　（早退）
三井（徹）君　（遅刻）

献．韮

あぶらこ塩ふり焼、鯛刺身
お汁一油揚、ねぎ粕煮汁



第404回例会　　1967・う・30（火）暗

例　会　場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・283g番

事　務　所　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　（2）5775番

A BETTER WORLD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

正義護莞

本日の出席

前回の出席　前回出席率　70・49％

修正出席数　　52名

確定出席率　85・25％

欠　席　者　荒明君、長谷川君、五十嵐（一）君、金井

君、小花君、男網君、斎藤（信）君、菅原

君、佐藤（寅）君、高橋君、津田君、辻君

驚藷菅野‡阿部（公）君、五十嵐（伊）君一山形RC
金井君、三浦君、森田君、大野君、斎藤

（得）君、鷲田君一鶴岡西RC

小花君一外国

主転戦牢慧　桜井瑞男君、工藤繁雄君一鶴岡西RC

佐藤源治君、其島孝一君一酒田RC

アイリソ

漣垂i項

鬼会長報告　　　　早坂源四郎君

①　先週23日ロータリー情報委員会主催で新会員を対

照にクラブフォーラムを開き、終了後会員有志で新

会員歓迎会をやり、非常に有意義でございました。

当日は張君が苦心して製作されましたクラブ定款細

則のスライドの映写やロータリーの綱領組級の概要

につき御説明を致しました。

企画されました委員長始め委員の方々、それに出席

の会員諸君に対し厚く御礼申し上げます。

②　去る26日、大山で鶴岡西RC創立一周年のお祝い

があり、当RCからは三浦、張君はじめ多数の会員

が参加、創立当時の思い出話に花を咲かせました。

鶴岡西RCの今後の御発展をお祈り致し度いと存じ

ます。

③　第353地区協議会の出席義務者が次の通り変更な

りましたのでお知らせします。

○会長、幹事、会報委員長、特別代表（小花君）

幸　恵’　旅　二　題

その一　『りんごと観光の街、弘前』

早坂君（会長）

4月の末、アイリソを連れ、弘前（人口は新市で約15

万、旧市で7～8万）の桜を見に行って参りました0

旧友に会う事と、鶴岡と似ている城下町をもう一度拝

見したいと思ったからです。桜は7分咲きというところ

でした。実は10年程前に青森からバスで弘前の桜を見に

行ったことがありますが、その時はバスから降りると直

ぐ茶屋に上ってしまいましたので、桜を見ずに酒を呑ん

で帰ってしまった様な記憶があります。今度はアイリン

と一しょですので修学旅行の園長みたいなものです。

夕方旅館につくと直ちに夜桜を見に出かけましたが、
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弘前の城址公園につけられた天守閣の照明も大変良くさ

え、きれいでございました。公園の規模も鶴岡とは比較

にならない程大きく、叉、城址としても鶴岡の場合何の

要塞としての具備もないのですが、弘前城は外様の関係

もありましょうが、非常に地の利を得ているという感じ

です。

桜も実にすぼらしいもので、毎年140～150万の観光客

が訪ずれるそうで。又、5月の上旬から中旬にかけては

りんごの花まつりをやる等、観光については大した力の

入れようです。

次に、教育都市としてほ、御存知のように弘前大学（

工学部以外の全学部をもっている）を始め短大が2校、

高校が8校あり、非常に整って居ります。

翌日午前中再び公園に行き、岩城山を眺望、午後から

寺等二・三見てまわりましたが、大したものはありませ

ん。それから弘前RC（会員数66名）に出席しましたが

非常にご年輩の方が多く欠席も多かったようです。スピ
ーチにはやはり苦労しているようです。国際奉仕につい

ては、米山資金によって台湾やフィリピンの方を大部お

世話しているようでした。アイリンもスピーチを頼まれ

ましたが、日本語で要領よく話してくれました。

それから　　　　　（近代文学者）は、弘前郊外の生

れであり、又、過日N且K「おはなはん」の撮影も行な

われた処です。NHKと銀行は鶴岡の方がはるかに立派

のように思いました。

市内メインストリートは弘前の方がやはり規模が大き

いと思います。何といっても弘前はりんごの町（生産額

は全国の50％）であり、観光の町であると共に、その側

面をささえているのが学校（教育都市）それから近くの

『おおわに』温泉という感じでございます。

その二　『大鍾乳洞と秋芳台』

今問君（広報委員）

去る16日から7泊8日間、山陽と山陰を旅行して来ま

したが、一行は41名でバス1台の最も適当な人員でござ

いました。

山陽は多くの人が見ていると思いますが、山陰は不便

な処で、仲々見る機会のない処だと思います。山陰とい

えば先ず誰も知っている出雲大社がありますが、今回の

山陰の旅で最も鴬いたのは、何といっても山口県にある

世界一の鍾乳洞～秋芳洞でした。

私が今まで旅行して鷹いたのは、日光の華厳の滝とこ

の秋芳洞の2つです。華厳の滝も、今では水の調節をや

ってますので、夏も冬も同じですが、私の若い頃見た滝

は、水量も多く全く壮観でした。

さて、この秋芳台については私も以前からその名は聞

いてましたが、実際に見て本当にすぼらしいと思いまし

た。四国の高知にも鍾乳洞（籠華洞）があり、見たこと

がありますが、規模は比較になりません。この鐘乳洞と

いうのは、生灰石に水がはたらいて出来た洞窟で、上の

方には、つらら状のものが一はい下ってます。一寸さが

るのに200年かかるそうです。下からも筍子のように一

はい突立ってますが、これは一寸400年といってまし

た。この長さが1丈位のものがたくさんあります。従っ

て、何万年、何億年となっているわけです。

下は水がどんどん流れてます。高さは10米以上もあり

昔は願明をつけて舟で見たものだそうですが、今は全部

蛍光灯の照明で、通路も非常に立派に出来ており、橋や

らんかんもあり、全く安全になってます。昔は「コウモ

リ」も多くいたそうですが、今は蛍光灯のため殆んど見

られません。

この洞窟の長さは2里以上もあると思いますが、途中

半里位の処でトンネルを作り、外部に出るようにしてあ

ります。この秋芳洞の上は2里か3皇位の広さをもつ秋

芳台という処で、生灰石の台地です。昔はこの台地も鐘

乳洞も個人のものだったそうですが、現在町で買上げ、

立派に観光資源として活躍しているわけです。

玉造温泉でこんな唄をおぼえて参りました。

1．大きな袋を肩にかけ　大黒様が釆かかると

そこに田舎の生娘が

ズロースとられて泣いていた

2．大黒様は哀みて　きれいな小川でさお洗い

がまの穂蔭に呼びかけて

よくよくおしえてやりました

という童謡を玉造温泉の女中さんが唄っていた。

画幹事報告　　　　笹原桂一君

新役員通知　室蘭、福島、古川RC

例会日及び会場変更　村上、東根RC

高畠RC　チャーターナイト（9月3日）参加申込

種市RC　チャーターナイト（6月25日）

第353地区大会（於秋田9月22日、23日、24日）

参加概数申込

会報到着　仁賀保RC、本荘RC

宣献．立

天ぷら－ふぐ、茄子、ピーマン

サラダ、アスパラカス、若鳥、味噌汁一鯛、わらび



第405回例会　　1967．6．6（火）暗

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（2）0707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

A BETTER WORLD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

掛軸寵
本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　40名
出　席　率　65・57％

前回の出席　前回出席率　80・33％
修正出席数　　　55名
確定出席率　90・16％

欠　席　者　荒明君、林君、八丁目君、本間君、金井
君、小花君、三井（徹）君、黒谷君、中山
君、ガ網君、大竹君、斎藤（信）君、谷口
君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、鈴木君、
菅原君、佐藤（寅）君、辻君、鸞田君、平
田（貢）君

ビ＿ジごタ箪

長谷川君、五十嵐（一）君一鶴岡西RC

芳網君一勝山RC

高橋君一酒田RC

津田君一新庄RC

小花君一外国

五十嵐三郎右工門君、工藤繁雄君

佐藤拡君一陽岡西RC

本間義勝君一酒田RC

渡辺全君一山形RC

金子勲君一新井RC

汐宅－ン　グー　君が代、奉仕の理想
リーダー　三井（健）君

：連鱒事項

周会長報告　　会長早坂源四郎君

○来週の例会は当クラブの創立記念日でございます。な
るべく多数出席おねがいしたいと思います。事務局の

万で欠席した方に連絡をとっていただきます。SAA

も食事の方に少し色をつけてコカコーラを少々用意願
いたいと思います。

0353地区、地区協議会にロータリー情報委員長と職業分
類委員長が出席しなくともよいと申し上げましたが、

両委員長は7月か10月までの間に開催されます。地区

指導力構造のフォーラムが開催されます本年度から新
しく計画されたもので、これに参加されますことをお

隣い申し上げます。

○今月で理事並びに委員長の任期がきれますので、近日
中に新役員との引継をやります。現在の委員長さんは
活動報告書の提出を取います。

○次期会長斎藤得四郎君

来年度の計画書と予算もつけて6月20日までに御提出

願います。

○来年度の会報はAう版にして会員全員の似顔を入れた
いと思いますので御了承願います。

卓　話　　高層ビルについて

新穂光一郎君（親睦委員長）

最近東京で高層ビルの建設が盛んに行なわれておりま

す。建築基準法による絶対高31米という制限が解除され
まさに高層ビルラッシュという処です。

現在計画されておるオフィスビルとしてほ、霞ヶ関ビ
ル、経団連ビル、富士銀行ビルとか、第一生命ビル、東

京ターミナルビル、D．トCビル等その中で一番大きな
ビルは42階建で147米のビルがあります。

今迄のビルのう倍位の高さになる訳ですが、一口にビ
ルを建てるといっても無造作に建てるというわけでなく

そこに環境とか、構造上の問題とか、或は防災関係とか

色々な問題があります。

なぜ今迄31米の高さに制限されたかと申しますと、日

本は御存知のように地震国という事になっております。

地震の大きさによって、この位の高さの建物だったら大

丈夫だろうというので許可されたと思います。

現在までの大きなビルは大抵9階建のビルです。約30

米、今に40階となりますとあまりにもスケールが違いま

すが、何故こんな高層ビルが出現するのかと考えてみる
のも面白いと思います。

第1にビルが巨大になりすぎて高層化しないと磯能上
の障害が起るということ。第2に内部の機能の上から基

準階を余り大きく出来ない。第3に周辺地域の環境整備



と土地の確保、そして本社のシンボル的性格をもたせる
こと等と考えられます。

高層ビルを建てる事は技術的にも大変困難な事が多い
のです。地震、風雪、建物の重さ等を仮定した上で総合

し、現在はこゝまで見ればよいという基準があるわけで

す。実際問題として我々が建てております3階建とかう

階建とかのビルをそのまま大きくしていっ七も決して30

階のビルにはならないのです。

高層になりますと仮定荷重も法規以上に見てるようで
すし、計画では耐力壁の配置に苦労してると思います。

設計用外力が著しく大きくなればコストも又それに従っ
てアップする事は明らかです。今の高いビルの特徴と申

しますと、2階あたりに人工地盤をおいて地下は5、6

陪あるようです。

建物には絶対高の制限の外に道路illからの制限もあり

ますので広い面積を高く上げることは不可能な場合が多
いので、今計画されている高層ビルはおしなべて余り広

くない基準階を積み重ねた形状が多いようです。勿論こ

れは前に申し上げたように事務鹿能上の問題と耐力壁の

有効性も含んで考えてる訳です。
今は駐車場の問題が切実なわけですが、大体のビルの

地下に駐車場をとっておるようですので、土地環境整備
には役立つということです。それから現在のビルという

のは不燃材料で出来ているはずです。これも基準法で
500平方米以上のものは500平方米以内に区画をしなけれ

ばならないのです。法規というものは可成りうるさいよ

うですが、これは不燃材料を使用したことで防火区画が

大きくなるというメリットを伴っております。

先刻申し上げましたように荷重などはあく迄も仮定で

すが、やはり相当大きく考えるべきだと思います。例え
ばガラスにしても、この位の風が吹けばどの位の風圧が

かかるかと計算され、その点で超高層ビルは今までより

も仮定を随分大きくとらなければならない非常に不利な
面が多いと思いますが、それらコストの面も含んで、か
つ高層ビルの建築が盛んだという事は経済力が安定した

のか、技術が進歩したのか人によって考え方はいろいろ

あると思いますが、いずれにしてもやはり時代の要求が

そこ迄来ているということでしょう。

鶴岡あたりでは超高層ビルは今のところ問題にならな
いと思いますが決して対岸の火事ではなくなって参りま

す。土地の何％までは建ててもよいと基準があるわけで
すが、現在土地のコストが非常に高くなっており横に拡

げるよりは上に伸びる方が土地利用度から云って有利な
ことは自明の理です。

私達がこの高層ビルから学ぶ事は小さいながら会社或
いは自宅の環境整備です。それは私達個々の責任だろう

と思います。先祖伝来の土地だからといって土地をただ

持っているのはナンセンスで、積極的に生かして行かね
ばならないと思います。土地は持つことではなく生かす
ことですし、それだけに社会性公益性を無視してはなら

んと思います。

これから以後は駄足ですが、最近建築の技術が進んだ

とよく云われますが、私は他の分野に比較してテンポが

遅いと思います。もともと建築というものは兼営（？）
の分野に属しており、余り学問的でない処が魅力なので

すが。

私達がいくら立派なものと願って設計しても、部屋に
テレビやらラジオを置くと全然チグハグになってしまう

のは常に悲しいことです。電化製品がどうしても部屋に
マッチしないのです。これはテレビ等はいい材料でマス

プロによるコストダウンを厭って優れたデザインでなか

なかついて行けません。′
建築、電気のデザインも相談づくで行なったらいいな

あなんて考えてみたりもしてます。でも最近では電化製

品も部昼のムードを尊重してる傾向にありますのは喜ば
しいことです。

雑然と短い時間に並べたてましたが、とにかく結論は

ありません。ただわが郷土鶴岡にも高層ビルが建ってく

れる日のあることを職業上からも望みます。

皆様の企業の繁栄が少々のコストの不利をはねっかえ
してくれることが鶴岡市全体の環境整備賃大きく役立っ
て行く訳です。
一問一　池内君

高層ビルで家賃は上の万が高いというが、その訳は
一答一

私も今始めて上の家賃が高いことをききました。強
いて申し上げれば中層のビルと違って、歩いて上下

するというケースも少いし、エレベーターでの上下

ですから10階か20階であっても大差はないというこ

とではないでしょうか？150米の地上階と最上階で

1分間の違いしかありません。
一問－

スモッグ等の公害がないからという説もあるが。
一答一

充分考えられますが、私はやはり超高層になります
と階毎でなくブロック毎にいろいろ設備が入ります

から、大差がないということだと思います。

○雑誌委員
ロータリーの友6月号に入学児童を交通事故から守る

ため、市交通安全都市推進協議会に横断旗500本を贈
呈した写真が出ております。

○会員誕生
張紹淵君、石黒慶之助君、五十嵐一郎君、森田正一君
阿部豪君

○奥様誕生
安藤美智子様、石井とめ様、今間よしへ様、
三浦きよみ様、佐藤亀代（寅之助）様、斎藤信義君奥様

〇年間皆出席
8年　小花盛雄君　　　1年　　今間壮太郎君
う年　阿部公一君　　　1年　　完網兼松君
4年　早坂源四郎君

05月100％出席者　61名の内（43名）

阿部（公）君、安藤君、阿部（賽）君、張君、千葉君、早
坂君、林君、本間君、池内君、石井君、石黒君、五十
嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、海東君、加
藤君、小花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井（徹）君
三浦君、栗谷君、三井（賢）君、森田君、中台君、労網
君、中山君、大竹君、大野君、斎藤（栄）君、斎藤（得）
君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、鈴木（昭）君、鈴木（善）
君、新穂君、鈴木（弥）君、佐藤（忠）君、手塚君、駕田
君、薮田君、平田（貢）君

周幹事報告　　幹事笹原桂一君
第352地区年次大会10月7日（土）10月8日（目）

仙台RC　東北電力ホール
第360地区年次大会10月28日（土）10月29日（日）

名古屋西RC
例会変更　東京城東RC　6月10日（土）より

会場を錦糸町駅ビルう階に変更
新役員通知　能代RC
会報到着　郡山RC

本類斬　張　君　　遅刻
五十嵐（三）君遅刻
今　間　君　創立45周年盛大に終了される
阿部（公）君　観光公社取締役に任命される

‡献　　立　焼物一鮭刺身一大魚お汁－ワラビ、豆腐
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軸巧．車宮
本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　47名

出　席　率　77．05％

前回の出席　前回出席率　65，う7％

修正出席数　　　51名

確定出席率　83，61％

欠　席　者　荒明君、長谷川君、飯自君、五十嵐（三）
君、五十嵐（一）君、海東君、金井君、三

井（賢）君、斎藤（栄）君、菅原君、佐藤
（忠）君、高橋君、辻君

進＿ジタ≠‾

荒明君、三井（徹）君、黒谷君、鈴木（昭）

君．ガ網君、大竹君、佐藤（昇）君、驚田
君一鶴岡西RC

林君一東京東RC
八丁目君一仙台RC

小花君一外国

栗本安基君一鶴岡西RC

豊川孝一君一盛岡RC

沢田幸男君一仙台東RC

弦巻作治君一酒田RC

ダ・こン，グ　我等の生業リーダー三井（健）君

圃会長報告

創立満8周年を迎えて

会長　早坂源四郎君

当クラブも滞8年を迎え、当時バストカバナー特別代

表の安斎先生始め、スポンサークラブ（山形ロータリー
クラブ）の御指導と御援助により33名のチャーターメン

バーで発足し、その後歴代会長はじめ、会員の皆様の熱

心な活動と御協力により年毎に拡大され、現在61名の会

員になっております。

更に鶴岡西クラブの誕生、本年は西高等学校にインタ
ーアクトクラブが誕生し、友愛と奉仕を旨とし益々ロー

タリー活動が拡大、発展され多数の会員の出席のもとに

祝賀の例会を催すことは本当に目出度い限りでございま
す。

又、当クラブの記念事業として5年以上の皆出席の会

員に感謝状と記念品を贈呈致します。

姉妹クラブ、ニコ・一一ゲランズウィックのRCでは、日

本人が埋葬されている日本人墓地の清掃を会員がやって
おります。又、クラブの中に日本人墓地委員会を編成し

日本人の氏名、出身別、年令を記載した名簿又会員が清

掃している委員会のカラー写真を一冊にした記念帳が送

られて来ました。国際車仕委員より御礼の言葉と感謝の

意を表してもらいたい。

画ニースR・Ⅰ年次大会に参加して

小　花　盛　雄　君

去る5月12日鶴岡を出発、大会はフランスのニースで

5月21日から25日蓮行なわれました。参加人員も多くニ

ースを中心としたホストクラブ（約10クラブ）が準備さ

れたようです。

ニースの附近一帯をコートダジールと云いますが意味

はミ青の海岸モと云う事だそうです。一番北のイクリー

国境近いサン・レモから私たちの宿泊地フリジャスまで

150た郡位の海岸全部がレザートの地区として全ヨーロッ

パやアメリカからも多く集まってくる行楽地でありま

す。この海岸線一帯（約鶴岡～仙台間位の処）には隙間

のない程ホテルが建ち並んでいます。大会宿泊委員会で



は苦労されたでしょうが私共は南の端のフリージャスで

ニースから70克皿余離れた不便な処でした。宿泊名簿を見

た時兼子ガバナーと一緒でしたので喜んでましたが、何

しろニースから弾丸道路を行けども行けども仲々着かな

い。やっと着いて今度はホテルを探がすのに一苦労、ホ

テルは『オアシス』と云う小さなホテルで少々不満では

あったが東京大会の経験もありますので我慢しました。

日本からは6つの班が行き、内3つは同宿でしたが1つ

の班はたまりかねて2日程前出た様でした。

大会場のニースまで片道2時間半、例えば9時から始

まる場合朝4時頃起きて出発、帰りも夜の12時か1時頃

になってしまう始末です。仲々思う様に各セッションに

も出れない実情でしたが、今回の主目的であるニース大

会に於ける東ケ崎R・Ⅰ会長エレクトが選ばれる席には

是非参加したいと思い出席したわけです。

会場はかなり立沢な広いホールであり、日本語の同時

通訳受信設備で聞く事も出来ました。東ケ崎さんも緊張

した中にも晴やかな面拝で我々日本人としても非常に肩

身が広い気が致しました。又周囲の外人も我々日本人席

に向って拍手してくれました。又エバソス会長と東ケ崎

さんが壇上で抱き合って喜びを分かち合う情景等全く感

激的一瞬でした。それからせめて職業別協議会に出よう

と思ったのですが会場のインフォーメーションと輸送関

係がうまく行かず出席出来ずにしまい残念でした。

次にガーデンパーテーの模様ですがニースから少し離

れた処のシミ・－ズで古蹟の深い庭園でございました。座

るにも椅子も余りなく岩肌に腰を掛けながらショーを見

る始末……　食券で色々のコーナーで戴く様になってま

すが30分か1時間も列に並んでないともらえないという

状態でした。

又、あちこちでショーやらアトラクションがあったよ

うですが、とにかく誠に惨澹たる光景でしたがみなさん

よく辛棒されたようです。それからアトラクションのパ

レードで『ニースの夜』がありましたが、これはすはら

しいもので美しい生花を飾り、電飾に輝やく山車、それ

にフランスの美女が乗り、沿道の観衆に花をなげながら

通る。それに鼓笛隊やバ寸ソガール、軍楽隊、騎兵隊が

ついてました。ただしこれは我々の大会の為にわざわざ

やったものではなく毎年やっている行事でそれに我々の

大会を合せたものと思われます。

以上のような具合で大会は終わりパンアメリカン橙で

ポルトガルへ廻るつもりでいましたが、飛行校がェンジ

ントラブルでパリで修理中のため遅れるということにな

り、レストランで休んでいた処そこで帰国するアメリカ

人の多くと合い打ちとけた話が出来ましたが、さすがの

アメリカ人も、このフランスのやり方にはあきれ果てた

と云う表情でこぼしてました。その時の話で東京のコン

ペーションほ何処の国よりもすぼらしかったと云う事で

した。

6時間位遅れてバスで飛行場に向かいました、丁度ノミ

スの中でアメリカのオザーク大学々長で私共がマイアミ

に行った時同行した耳鼻科の池桧君と非常に親しくして

いる方で、その学校には日本から毎年う名程の留学生も

いっているとの事でした。

ニース大会を振返って見ますと遠方のお客様を何千人

とお迎えし会合を持つ事は本当に御苦労な事であり、余

程努力しなければ折角のおもてなしがかえって実を結ば

ないと云う結果になると考えさせられました。

コンベンションは毎年型通りのことをやってますので

何も申上げることはありませんが、東ケ崎さんが日本で

は始めてのR．Ⅰ会長が選ばれたという感激的な面が非

常に印象的であったと思います。

その日の夜は東ケ崎新会長エレクトの御招待でニース

大会参加の全日本ロータリアンがニース第一の豪華ホテ

ル、ネグレスコの晩整会に出席して東ケ崎さんの輝かし

い栄誉を祝福しました。

○創立8周年記念にこの方が表彰されました

8年皆出席　　小　花　君

7年皆出席　　張　君

7年皆出席　　三井（徹）君

7年皆出席　　鈴木（善）君

7年皆出席　　安　藤　君

6年皆出席　　三　浦　君

6年皆出席　　鷲　田　君

6年皆出席　　海　東　君

6年皆出席　　嶺　岸　君

5年皆出席　　阿部（公）君

5年皆出席　　佐藤（昇）君

窟幹事報告　　笹原桂一君

〇第368地区年次大会10月38日、29日

ホストクラブ尼ケ崎RC　尾ケ崎労イカ福祉会館

○春季親善ゴルフ大会

酒田、鶴岡、鶴岡西各RC　6月19日（月）

蔵王RC

（⊃新役員通知　仙台北RC

O例会変更

能代RC　　6月16日～6月18日13時　家族会

山形RC　　6月14日　　　　　　6時より

鯵ヶ沢RC　6月18日～6月22日

○会報到着　鹿児島西RC

扶与宥斬　三井（健）君　デラックスな車庫が完成

凍結告華

てんぷら－茄子、えび　刺身一大魚　味噌汁－えんどう豆
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媒柳
本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　47名

出　席　率　77・05％

前回の出席　前回出席率　77．05％

修正出席数　　　54名

確定出席率　88．52％

欠　借　着　張君、長谷川君、八丁目君、小池君、松
田君、森田君、大竹君、大野君、佐藤

（仁）君、鈴木（昭）君、菅原君、高橋君、
津田君、辻君

ビジタ◆－

石黒君、海東君、三井（賢）君、

佐藤（忠）君一鶴岡西RC

五十嵐（三）君一金沢西RC

五十嵐（一）君一新潟南RC

斎藤（栄）君一新潟RC

荒生春吉君、佐藤源治君、後藤勇君
一酒田RC

広田勇一君一山形西RC

林田好弘君一京都南RC

ソ　ン　グ　それてこそロータリー

リーター　三井（健）岩

会長　早坂源四郎君

圃会長報告　　早坂源四郎君

①　交換学生アイリーンさんが札幌RCの永井さん（三

井君の友人）の招きにより6月10日～17日蓮1週間三

井君の奥さんと一緒に北海道に旅行しました。札幌R

Cはご存知のように間崎バストガバナーの処で同じ交

換学生ナンシーさんもおりますのでアイリーソさんも

楽しく過ごされたようです。札幌は教育、文化の中心

地でもありますので色々と勉強された事と思います。

②　アイリーンさんも7月14日欧州経由で帰りますので

その送別会をクラブ家族会形式で開催致したいと思い

ますので御賛同願います。……　7月1日（土）午後

5時30分より、於商工会議所ホール

園インターアクト委員会報告　三井徹君

8月5日～6日に青森市に於て東北インターアクト大

会（ホストクラブ～青森東高校インターアクトクラ

ブ）が開催されます。8月4日前夜祭には十和田湖畔

でキャンプ・ファイヤーや訓練が行なわれます。

鶴岡西高校インターアクトクラブとしては鶴岡西RC

の協力を得て会員10名と顧問教師1名が出席の予定で

す。RC会員の参加も望んでる様ですのでよろしくお

願いします。（参加申込〆切6月30日）

圃交換学生アイリーン北海道見学報告

今、アメリカのロータリー第717地区から交換学生が

5人日本に来てます。九州に3人、札幌に1人です。

勿論九州にも行きたいですが時間（日程）がありませ

んので出来ないようです。しかし北海道は近いのでス

ケジュールが出来ました。

三井先生の奥さんを一緒に出かけました。青森から十

和田丸に乗り由館に行き、直ぐに登別温泉に行きまし

た。登別の地獄谷、アイヌの部落はとても珍しかった



です。北海道の景色～牧場や広々とした農場等、私の

処（ニューヨーク州）と似ておりますのでホーム・シ

ックになりました。次の日は洞爺湖温泉に行きまし

た。湖は大へんきれいでした。それから昭和新山（火

山）を見て札幌に行きました。

札幌では友達（交換学生）と一緒に歩きました。札幌

RCの例会にも出ました。その時、アメリカの札幌領

事クラークさんと会いましたがクラークさんは札幌に

10年も居りますので、日本語はすはらしいです。うら

やましく思いました。

一週間本当に楽しかったです。…‥・此度九州から交

換学生ジャネット・ミラーさんがきますのでよろしく

お蔽いします。どうも有難うございました。

細インドに任して　小花盛雄君

ニース大会の帰途立寄りましたインドのお話を致しま

す。インドに行った目的は、今年から始まりました第

353地区の国際社会奉仕の仕事の関係で500万を越ゆる

インドの結核防過に出来るだけの事をしてあげたいと

云う事で兼子ガバナーの委嘱を受け参ったのです。

事前に日本の結核予防会の岩崎会長の御紹介でインド

の結核予防会のドクター、ポルジャー氏に必要事剰こ

つき連絡しておいたのです。又ボルジャー氏の出身地

マドラスのRC会長スブラ・マニアン氏（ドクター）

にも連絡しました。同じRC会員なら国際社会奉仕の

事も理解してくれると思い出発前にその意向をお伝え

したわけです。それから海外技術協力事業団や色々な

処でインドの事を調べたところ、インドと云う国は私

の今まで考えていた処ではないと云う事が解りまし

た。或る意味では非常に気位が高いと云いますが、単

的に云うとノーベル賞受賞者が数人も居るとか云う国

柄であり仲々うまくいきそうでないと云う事です。

今までも敦ライの仕事とか、レントゲン集団検診等で

も、色々と別の問題があったようです。もう少しイン

ドの事をアドバイスして戴こうと思い、出発10日程前

に、世界各国をまわり、インドにも時々行っている目

高一輝君（旧制山高同級生～彼は文科）に会い色々と

開きました。彼は大統領や首相とも親しくて、よく会

っていると云うことでした。パトナという処には家族

同様にしてくれる方が屠りヒタミ・ダスグブタという

名前迄もらっているそうです。パトナには献身的に社

会奉仕の仕事をしている方々が吊るから是非会ってほ

しいと云われました。

先づインドに行ってニューデリーのドクター、ボルジ

ャー跡′こ会いました。ホテルに着いたら手紙が来て屈・

り、迎えに行くからということでした。そこから結核

予防会を尋ねたわけですが、さすがインドは官僚第一

主義とでも申しましょうか入口には衛兵が屠り敬礼し

てました。

英語のよく出来る池袋RC元会長の寺田さんと一括に

ボルジャー氏と色々話合い、インドに於ける結核予防

の実態について表や図を示し乍ら説明してくれまし

た。

インドでは日本の光学機械を非常に高く評価して冒・り

集検レントゲン用キャノンカメラと低電圧用蓄数式レ

ントゲン装置（僻地でも使用可）を買いたいと云って

ました。しかしインドのお金（ルピー）は国外では通

用しないという事を日本から行っている商社マンに聞

かされ、ここにも色々と問題のあることがわかりまし

た。

さて、マドラスRC会長スプラマニアソ博士の勤務し

ている病院は結核の技術者を養成しているそうです。

日本の様にレントゲン撮影をやって影があれば精密検

査をやる方法ではなく、インドの結核診断は結核菌を

つかむことによって判定するということです。勿論イ

ンドの場合5億の国民をレントゲソ撮影するのは設備

その他の問題から不可能です。そこで先づ咳をする人

の嘆を顕微鏡でしらべるわけですが、顕微鏡も又、そ

の技術者も少いということです。マドラスの病院には

技術者養成セ∴／クーがあるが願微鏡が足らないので送

って戴けるなら喜んでお受けしたいという事でした。

第353地区としては、レントゲン装置とキャノンカメ

ラについては色々の問題がありますので関係各方百に

広く呼びかけて実現出来ます様に東京の万とも所管し

て見ようとも考えてます。顛微鐘については一応ガバ

ナーも諒解してますので今度大館で開催される協議会

の前夜の会談に諮り方向づけなしたいと思ってます。

（以下略）

圏幹事報告　　笹原桂一君

第353地区年次大会　9月22日～9月24日

仮申込み　7月10E迄

例会変更

酒田RC　6月28日（水）相場崖12・30→づ・30

上山RC　6月23日（金）　　12・30→3・30

古川RC　6月30日一十6月25日

仙台精養軒　3・30

会報到着　台南RC、鹿児島西RC、本荘RC

スマイル二

金井君　全国銀行協会評議員に選任

県内銀行協会ゴルフ大会優勝

荒明君　交通功労運輸大臣表彰

．献　　立



第408回例会　1967．6．27（火）晴

例　会　場　　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や（210707・2838番

事　務　所　　鶴岡市馬場町十日町口　商工会議所内　　　（2）5775番

A BETTER WORLD

THROUGH ROTARY

（ロータリーでより良き世界を）

耳泰耳貧二

本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　48名

出　席　率　78．69％

前回の出席　前回出席率　77．05％

修正出席数　　　う2名

確定出席率　85・25％

欠　席　者　平田（圭）君、八丁目君、本間君、飯自君
金井君、小花君、三浦君、辻君、新穂君
鈴木（弥）君、佐藤（寅）君、谷口君、高橋君

慧藷者的⊂ミ張君、小池君、森田君、鈴木（昭）君■’∴；■■ヽ

一鶴岡西RC

大竹君一上山RC

～ビ＿ジタ二▲
菅野和助君一酒田RC

栗本安基君一鶴岡西RC

ゲ　ス　ト　　アイリン・ジャネット

我等の生業　リーダー　三井（俸）君

…薫慧薫渠寮　会長早坂源四郎君

密会長報告　　早坂源四郎君

庄）本日のお客様ジャーネット・ミラーさんはアメリカ
・ニューヨーク州717地区ビンガントンRCの推選で

熊本RCに来ている交換学生で第717地区はアイリン
と同地区です。お父さんほど㌧／ガ∴／トンRC会員でお

家はニモーツ・バーグ、学校はシナンゴバレー高校で

あります。三井玉男君のお世話になった土地であり、

同じ学校であり、親友だそうです。熊本のRC会員が

北海道に行かれるのに羽田まで同行、玉男君が迎えに

行き今朝着いたのです。本当によくお出で下さいまし
た。鶴岡をよく見物して戴きたいと思います。

（ピソガントンRCとのノミーナー交換）

②　7月1日午後5時30分より交換学生アイリンさんの

送別家族会を開く御案内をしてありましたが、多数の

御参加お願いします。（申込みは本日中）

③　本日例会終了後新旧理事会を開催致します。

匪会長退任の御挨拶　　早坂源四郎君

この1年間私を御援助下さいました理事、幹事、会計

SAA、各委員長の方々並びに、前会長始め会員諸君に

厚く御礼申し上げます。次年度は人格円満で実行力ある
斎藤新会長にバトンをお渡しし、更にクラブの発展を期

す事を祈ります。

私は最初会長指名を受けた際、お引受けを躊躇致しま
したが、これは私自身己をよく知っているからでありま

す。しかしクラブのルールに従って引受けた以上、御期

待に添う様心掛けては釆ましたが、時には独断となり、
或はいさみ足となり、事務的な処理を致しました。この
1年間クラブの運営に関しては色々と我がままを申し上

げた事もあるかと思います。お許し下さる様お願いしま

す。

私が会長となった昨年7月に活動計画方針として、エ
バンス会長の『ローータリーでよりよい世界を』と云うこ

とで先づ前会長の遺産を完全に管理する即ち第2クラブ

（西クラブ）の円滑な運営を御援助申し上げる事と、交
換学生の受入れ態勢の整備でございました。

西クラブの方は創立後、小花特別代表の熱心な援助に
より、又交換学生の方は三井、張両君と北高校の御援助

によりほぼ目的を達し得たものと考えます。この点感謝

にたえません。

交換学生アイリンさんが今日まで非常に健康で何の支

障もなく日本を勉強された事は勿論本人の努力によるも
のでありますが、会員諸君の温い御援助を戴きその責任

を果たし得たものと深く敬意を表し、感謝申し上げます



それから青少年委員長を始めインターアクト委員各位
の御努力により、インターアクトクラブの設立が出来ま

した事は誠に慶びにたえません。

次に活動計画の第2として各奉仕部門の／ミランスのと
れた運営活動を掲げたのでありますが、この点社会奉仕

委員会始め、職業奉仕、クラブ奉仕委員会が常に前向き
の姿勢で活動を続けて下さいました。特にクラブ奉仕の

SAAと会報委員会は毎週地味な仕事をこつこつとお務

め戴きましたことにつき敬意を表する次第であります。

今日は会長として最後の挨拶になりますので一、二付

け加えさせて戴きたいと思います。一つは古いクラブは

往々にして老化現象を起しマンネリになると云う事を聞
いて居ります。それから老人は考え方が保守的となり、

若い人は進歩的だと通常云われますが、ロータリーの場

合はたえず理想を追って廻転すべきものと考えますので

若い人は勿論ですが老人と云えども浜のイカきほ停止を許
されない、たえずプレッシ／ユでなければならないと思い

ます。生理的には私どもも限界はありますが、その行動

力に於ては先ず進んでやるべきであり、そこにクラブの

若さが生れて来ると思います。会員皆様の御健闘をお祈
りします。

次にロータリーに対する考え方でありますが会員皆様
の中でも若干の相違があることは事実であります。例え

ばロータリーには絶対商売を持ち込んでほいけないとき

びしい見方をする人もありますし、その反対の見方もご

ざいます。或は又クラブ奉仕に於て親睦、出席に重点を

置く考え方、叉、社会奉仕、職業奉仕に重きを置く方、
国際奉仕を重視する方等その考え方は綱領の範囲内に於
て千差万別であると思います。しかしロータリーはこれ

らの考え方の人々を温く胞容し、大きな目的、即ち奉仕

と理想、奉仕と友愛、そして平和に向って運行されてい
る機構であると思います。ポールハリスの言葉で申しま

すと、『今後、我々のロータリーという船が理性的寛容
そして他人の信念に対する人間的おもいやりという安全
コースからそれる事のないよう祈りたい』と云うのでご

ざいます。

次の例会からほ新年度で新しい理事、役員、委員会の

万々が新しい構想のもとに更にクラブの発展を続けられ
ます事をお祈り申し上げ私の挨拶と致します。

画地区協議会報告　　次期会長斎藤得四郎君

6月25日大霜市に於て第353地区の地区協議会が開催

されました。会場は県立大寵商業高等学校体育館で午前
9時30分点鐘、当クラブからは私（会長）と佐藤（忠）幹

事、嶺岸会報委員長、小花特別代表の4名出席義務者と
して参加致しました。
1967～8年地区ガバナーの渡辺さんが病気の為見えら

れませんでしたので総べて挨拶その他は現ガバナーの兼

子さんがやられました。

午前中は全体会議でそれぞれ次のカウンセラーの話が
ありました。

○内部拡大とクラブの強化（兼子俊一バストガバナー）

○クラブ強化のためのロータリー情報

（斎藤堅治バストガバナー）

○クラブ強化と会報の役割（村上正徳バストガバナー）

○新クラブ結成による地区の強化

（安斎徹バストガナー）

午後は部門別討議会があり、会長部会、幹事部会、会
報部会、特別代表部会の4部門にわかれ90分討議、部会

終了後各リーダーから、部会報告があり午後3時35分協
議会を終わり市民体育館で市長歓迎の挨拶の後懇親パー

テーがありました。

午前中全体会議の終わった後10分位、大舘クラブの招

待で同行したアイリンさんのスピーチがあり会場からは
盛んな拍手がありました。

匡lジャーネット・ミラーさん御挨拶

一昨年と去年の経験は玉男君と夏休みに色々勉強しま

した。今年は鶴岡まで来た事とても良かったと思います

私の経験の数々をまとめて云いますと、それはすはらし
いと云う事です。それは感謝に満ちそして幸福であると

云う事が私の心情です。
過去10ケ月の滞在で私は日本の習慣やコタツ、お風呂

ふとん、日本食、そして日本語は勿論日常生活の事に接

して来ました。特にお習字、お花、いけ花、そしてお琴
の様な日本の音楽や芸術についての観賞眼と愛好は私の

学業の最大の楽しみとなって来てます。唯問題は私がや
りたい総べての事について学ぶ時間の充分でない事です

最大の不平は日常時間が余りにも短か過ぎる事です0こ
の事は私のみではなく総べての交換学生にも云える事だ

と思います。

しかし私は最も記憶すべきものは、私の家族となって

いる人達、即ちあなた達ロータリアソの人達と過ごすこ

との出来た事です。何故ならそれは習慣、歴史、時事問

題のみならず、むしろ人々を通じて私は一つの国を知る

事になるのです。人々は私に親切です。日本を去る事を

考えるととてもかなしく思います。しかしそんなに遠く

ない将来に私は日本に又来る事を希望してます。特に熊

本は私の心の中に特別に残る事と思いまます。

今年の経験で、私に与えている最大の贈りものは物事
を見る時、唯目で見るのではなく、心と頭を以てよく見

正しく認識し、理解すると云う事を学んで来てます。こ
の事は本を通してではなく、私自身、生きた経験と人々

との関係によってです。私は私の立場を立証しながら、

今、そして米国に帰った後でも何かの方法で文化と知識
について分ち合う事を通して、広い世界の理解を助けて
いる事を希望しています。これが交換計画の目的です。

この目的を満たす努力に於て多分私は此処に来た小さい

任務にむくいる事が出来る様にと望みます。

私の目と心を開いて下さり、又私の人生の最もすぼら
しい経験の橙会を与えて下さいまして、本当に心の底か

ら感謝しています。有難うございました。

魔幹事報告　　笹原桂一君

○国際ロータリー加盟認証状伝達式
長野東RC　9月17日（日）　長野市民会館
都城北RC l0月8日（日）　都城市民会館

○年次大会
第355地区大会　9月36、27日　栃木県体育館
第350地区大会　9月17、18日　室蘭文化セ∴／タ一

〇クラブ創立
大江RC　例会（金）12．30～1・30　会場若　竹

○例会変更　天童　6月27日→7月1日　6・00
宮内　6月28日→12・30→6・00

天童　7月より（土）12・30に変更

飯坂　7月より（金）12．30に変更

○会報到着　米沢RC、寒河江RC

扶●鱒根　林君　早退

凍．立
焼物一大魚味噌漬　ひたし－アスパラカス

お汁肝豚肉、ねぎ、豆腐、焼妖
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