
’70∠ゝ

昏丁＝≡＿三。
報

磯節■　諾E，…3：3≡：ACLUB

品岡ロータリー

第561号

1970．7．14（火）
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事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1・真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

も隔りを取り除こうや

出席報告
本日の出席　会員数　　65名

出席数　　　45名
出席率　69．23％

欠　席　者　阿部（公）君、長谷（文）君、早
坂（徳）君、橋浦君、池内君、
石黒君、五十嵐（一）君、伊藤
君、金井君、上林君、栗谷君
三井（徹）君、三浦君、斎藤
（栄）君、斎藤（信）君、鈴木
（弥）君、手塚（林蔵）君、辻君
富樫君

前回の出席　前回出席率　73．85％
修正出席数　　　55名
確定出席率　84．62％

メークアップ　張君一福島RC

篠原君一新潟東RC
阿宗君一新庄RC
長谷川（悦）君、平田（貢）君

一酒田RC

石黒君一温海RC
手塚（林治）君一鶴岡西RC

ビジター　岩崎吾郎君一白鷹RC
桜井清君一鶴岡西RC

バナー交換　白鷹ロータリークラブ

会長の挨拶

第1回目の例会が家族会を兼ねて行われた
ので、今日はじめて例会をやるようで不手際
があり、私自身とまどっております。どうぞ
ここ1年間よろしくおねがいします。

私としては種々考えてみましたが、考えた
ことがロータリーの友7月号に書いてあり、
これを御覧になっていただけば、何も私から
挨拶することはないようであります。

ロータリーの友の4～5頁に掲げてある
Bridge theGapsの意図するところが、

7頁に殆ど言い尽されており、今年度は
を与えられた示唆としてやって行きたい
えています。
皆さんの方が大先輩で、私など未熟なもの

ですから、私が示唆するなどほ到底出来ない
のですが、やはりRI会長のウイリアム・オ
ーク氏の言葉を大切にして行きたいと思いま

す。
唯基本的なものとしては、ロータリーの綱

領を第一義的なものとして考えて行ったら、
まちがいないではないかと考えています。綱
領は皆様が御存知と思いますが、簡単なこと
で云えば、先ず知り合いをふやせということ
です。

2番目は、自分の職業に忠実であって、
分の職業を権威あらしめなさいという
す。3番目としては、自分・と自分をと
生活環境を考えるとき、奉仕の理想を
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れることであります。

4番目はその視野を世界的に拡めて、国際
平和につながればというようなことと思いま
す。即ち、知り合いを深めることも大切です
が、自分の職業に忠実であることは、我々職
業人にとって非常に大切なことと思います。
私は本屋であるので、本屋として思いついた
ことを申し上げますと、岩波書店主の岩波茂
雄氏が言っているのですが、世の中で本をつ
くることは、世の中で本を欲している限り、
本をつくることと本を販売することに誠心誠
意、力を尽せば、蛭間では決して自分を食え
なくするようなことはないということで、岩

波茂雄氏は苦しい中でも自分を叱咤してやっ
てきたということが、岩波茂雄伝に書いてあ
るので、全くその通りと思います。

我々の職業としても、それ位の権威を持ち
たいと思います。それと4つのテストはある
し、綱領はあるし、それ以上何も加えること
はないようです。それとウイアムオークのブ

リッジ・ザ・ギャップスを含めて一年間やっ

て行けば、どうにかいけると感じました。

しかしギャップを埋めることは非常に難し
いことで、経済的ギャップとか何とかがあっ

私として何も出来そうなものはないよう
あります。しいて出来るものがあるとすれ

ま手近にあるもので、根本的なことは、話し
合いの場があるかどうかということだと思い
ます。誰でも出来る身近な手段としては、先
ず話し合えることと、自分の意志を通じ合え
るという場を、このロニラリークラブの中に

もって行きたいと思います。
ですからこのロータリークラブの決定のこ

とも、理事会で充分話し合いして、それを最
高の決議機関としての権威あるものにしたい
ので、理事会の話し合いを根本にして運営し
て行きたいと思っております。

知り合いを深める点で、今年度は何とか、
5名位の会員の増強は考えております。それ
にギャップを埋めるための諸会合例えば、地
区大会とか、インターシテーフォーラムなど
に積極的に参加をお願いしたいのであります
各委員会でも充分討議して、活動計画をつ

くっていただきたいのであります。
あらゆる機会にコミニュケーションをよく

しギャップを埋めることにつくせば、一年の

責を果たせるでないかと思っていますのでよ
ろしくねがいます。
一年間会長をつとめたことが皆様から感謝

されてやめるようになることになれば、私と
してほこれ以上の望みはないのでよろしくね
がいます。

それから協議会の日程などは、なるべく早
くきめて行きたいし、出来るだけ参加してい

ただきたいのであります。
今のところわかっているのは、9月20日、

21日の地区大会が大館であることはわかって
いるので、出来るだけ多くの参加をおねがい
します。
次に9月13日にインターシテーフォーラム

が酒田東クラブのホストで目定が決っていま

す。
自分の仕事の日程表の相間に、これを入れ

ておいていただいて、ダブついたものがなけ

れば、そちらの方に向けて出席ねがいたいの
であります。

また各委員会毎の会合も出来るだけ早く開
いていただきたいのであります。

この間の理事会で大体のことはきめたが、
第一回目の鶴岡ロータリークラブとして、ク
ラブ協議会を24日に開きたいと思っています

よって活動計画書は、各委員会協議の上、
大体7月20日までに、これをとりまとめてい
ただいて、21日の例会に予算書を添えて提出
ねがいます。

これをクラブ協議会の席で、皆さんの検討
を得て、計画書の提出〆切期日はお守りねが
いたいのであります。一週間の短期間ですが
よろしくねがいます。
以上くどくどと申し上げましたが、何卒よ

ろしく御協力下さいますようおねがい申し上
げ、会長就任に当り御挨拶申し上げます。

分区代理　張紹淵君のお話

私が最近歩んできたロータリー情報につい
て、また感じたことなどを少しお話ししたい
と思います。
先日団体で万博をみてきました。一目半見

物しました。入ってみると待時間が長く、3
～4時間も待たされて漸く3つの大きな展示

館即ちアメリカ館、ソビェッ下館、日本館を
みてきました。外に三菱未来館でも時間がか
かりましたが、それ以外は大した時間はかか
らなかったようです。

ロータリーの例会がどんなものかと思い、

それに出席したいと思い、さがし廻りました
が仲々見つからず30分位たってやっと例会場
を見付けました。当番ロータリークラブが高
柳ロータリークラブでありました。

中をのぞいてそると、既に例会は始ってお
り、英話のスピーチをしておりました。中に
入るため事務の女の子を呼んで、幹事の方は
いないかと訊ね、実はこうこうだと説明し、

時間も余りないので、予め持参のバーナーの
交換をなし、ボックスにスマイルしで、メー
クアップのカードにサインして帰りました。

高槻は大阪の近くに在り、徳川家康公がキリ
スト教に帰依したころに、非常に熱心に信仰



したゆかりの地であります。そういったこと
がバーナーの添付書に記述されておりますの
でお廻しします。
それから353地区委員会にガバナーから出

るように云われて11月13日行ってきました。

行ってみるとしても、どんな役をするのか
わからないので電話したら、ガバナースレー
ク一にのっておりますからということでした
が未着であったので、どんな準備をすればよ
いかただしましたら、出て来て顔を合せてい
ただけばよいということでした。それで11日
に行ったのであります。ここにおられる分区

代理岩崎さんも一緒でした。岩崎さんは今年
大変活躍された方でありますので皆様にご紹
介申し上げます。

さて行ってみますと、3時半から6時半頃
までが、ガバナーとバストガバナーの会議で
したので一寸顔を出して遠慮しました。その
後諸委員会長会議がありましたが、夕食後の
会議でありましたので、仲々威勢がよいよう
でありました。

私が一寸顔を出すと、そこで世界社会奉仕
会の委員長など命ぜられたのであります。こ
れは前年度の小花先生のあとをやらねはなら
ぬので、小花先生よろしくお願いします。

そういう訳ですが、酒の勢も加わって簡単
に国際奉仕の方も終りました。感想として云
うならば、酒の跡の会議はやらぬ方がよく、
酒の前に会議をやるべきだと思いました。

その晩、福島の方に当る穴沢直前ガバナー
が、80余名のコーラス団を引きつれて渡米す
るについて、福島クラブがホストとなって福

島の中合デパートで壮行会をやって盛大でし
た。皆は向うのローークリアンの家に民泊する
ので、向うの迷惑にならぬように、細いとこ
ろまで気を配っておりました。
それから自動車で山形を廻り家についたの

は12時半でした。
さて昨日は、温海のロータリークラブでス

ピーチをたのまれたので、そちらをのぞきま
した。

今日は地元のロータリーの例会のあること
を忘れていましたが、家内がロータリー時間
ですと云うのでああてて飛んできました。
家の人も協力すれば、欠席などないと思う

ので皆様もどうぞこのような真似をするとよ
いではないかと思います。

RIの協議会の中で大切なことを述べてお
ります。即ち会長が新会員を先ず紹介するこ
とからはじまり、また新クラブが出来るよう
だったら8月中の線でクラブを造ったらいい
ではないかということであります。

それから会長が云われるように、話の場を
つとめてつくるように、例えばファイヤーサ

イドミーテングとかいったものであります。
またこの地区にはローターアクトがないの

で是非つくってもらいたいのであります。
それから地区大会とかインターシテーフォ

ーラムの場合には、なるべく多くの方々から

出席していただきたいのであります。
ローータリー財団の寄付のことで％を上げる

ことも必要あります。
このクラブとして出席率のことも問題あり

ます。
また世界社会奉仕に力を入れよということ

ですが、私は不勉強で、前の小花先生が云っ
ておられることが強調されてきました。
以上7項目について言われたのでお伝えい

たします。
前に申した通り、昨日温海クラブの例会に

出席しました。8回目の例会に出席したので
入ってみると、まだまださびしいようであり
ます。そこではクラブの運営のことで話して
おられましたが、出来れば、ここの新幹事会
長さんもそこに入られてご指導願えれば、大
変有難いことでないかと感じております。私
は、そこでスピーチを20分間やって参りまし
た。

ロータリークラブは、チャーターナイトま

でが、スポンサーで、また特別代表がスポン
サーとしてよく御指導なされるようにと委員

会の席上で話してきましたので、温海クラブ
をもっともっと御指導下さるようにと念願し

感じたことを卒直に申し上げます。
以上とりとめのないことを申し上げました

が、何かの参考になれば幸に存じます。

会長の要望

ガバナースレーダーをみると、鶴岡の公式
訪問の日程が決ったようであります。日月24
日夜協議会で、25日に例会を変更して公式訪
問例会に出るようになると思います。
その前にインターシテーフォーラムの事が

書いてあるし、メモしていただきたいのであ
ります。
それからこの間理事会を開き、そのとき決

めたことで、皆さんにお願いしたい事を申し
上げます。
先程申し上げました通り、新会員は5名位

とし最終的に会員を70名位にしたいというこ
とです。

クラブ協議会は、先程申し上げました通り
クラブ協議会までに活動計画を頂戴する訳で
すが、これも昨年度と同様、各委員会で集っ
ていただき、話し合いしていただくこととし

話し合いされた場合、クラブとして1名当り
500円を補助したいと存じております。

人数が3名位のところがありまして、職業



分塀とか、会員選考とか会員推選とか非常に
似通った委員会がありますので、出来れば合
同されて行ってもよいでしょう。また引継が
あれば、前の委員会と合同でもよいと思いま
す。

何れにしましても、是非とも集っていただ
いて、計画書をつくってもらいたいのであり
ます。
RIから示されているクラブ協議会の開催

は年何回以上という事ですが、出来るだけ多
く持ちたいと思います。
家族会のスケジュールだけでもよいから親

睦委員会で早めに計画書に折り込んでいただ
きたいのであります。
一番大きいのは、地区大会とかゼネラルシ

テーフォーラムに出席を奨励する方法につい
て考えてみましたが、仲々名案がないので困
っています。唯自発的に出ていただくより致
し方がなく、これも宿題とも云えます0
これらの会合に出来るだけ多くの出席を求

めることを理事会で決めたので御協力ねがい
ます。
又財団ボックスですが、ロータリー財団ボ

ックスを別個に寄贈していただいて、それの
活用方法なども検討しましたが、随時に活用
することと、財団週間のときに財団委員長さ
んからお話ししていただき、スマイルのこと

をそちらにおねがいしたらいいではないかと
思っています。というのは、うちのクラブの
ロータリー財団の方は500％クラブになって

いるので、それに入ったものをその儀やるの

もどうかと思います。唯活用方法が全然ない
では申訳がないから、ロータリー財団週間の
ときにでも、小花先生から音頭をとっていた
だいて、そのとき持ち合わせた小銭でも入れ
てもらっで、それに何らかプラスして出せた
ら一番いい方法と思うのであります。しかし
それも、そうやってもらうということではな
くて財団委員会の万からお考え願います。

会報委員長より

高橋さんと、五十嵐（一）さんに集っていた
だいて、いろいろご協議蘇ったのであります
が、本質的には、私共の会報は非常に優れて

おりますので改めるというようなことはない

のであります。

たまたま高橋さんがよいカメラを持ってお

られますので、この間の結城孫三郎の人形劇
のときにも、数枚の写真を撮っていただき、

その場で現像されたのであります。
そういったものとか会長さんの写真といっ

たようなもの、叉これから催しあるときの有

意義なものの写真版をつくりまして、それを
入れて行きたいと考えております0

それからお手許に配られたロータリーの友
の23頁を開いていただきますと、これには私

の好きなものとして、数々の会員や家族の方
々の健康法とか人物とか愛読書、花などとい

うものが載っております。こういったものを

皆さんなり、家族の方々から原稿の寄稿をい
ただき、従来の会報の4つのテストの欄に掲

げたらどうかと云うことを考えております。

そのことについては、改めてお隣の文書を

皆様の御手許にお配りいたしますので、何卒

御協力下さいますようお膜いいたします。

幹事挨拶

前幹事のように手際よく出来そうもなく、

また出来る筈もないのですが、私なりに精一

杯やっていきたいと思いますので、よろしく

おねがいいたします。

幹事報告

0例会変更

白鷹RC　　7月30日より（土）→（木）

仁賀保RC　7月16日のみ会場変更
0358区地区大会案内

10月24日、25日帝国ホテル

ホスト　東京武蔵野RC
o昭和45年度上半期会費ダ20，000納入の要請

0各委員会の活動計画書（予算書付き）の提

出を7月21日まで
0353区地区大会9月20日（日）2日］（月）

一会場大館市民体育館－／切7月25日

レクレーう／ヨン′

9月19日　親睦ゴルフ競技会

秋田カントリークラブコース

参加料5，000円

観光　Aコース　十和田湖と八幡平
Bこ：・－ス　男鹿半島

何れも　会費7，000円　9月21日～22日

ヽ　J


