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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

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 goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

や隔りを取り除こうヽ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　61名
出　席　数　　　36名
出　席　率　59．02％

欠　席　者　荒明君、長谷川（文）君、早坂
（源）君、早坂（徳）君、林君、
平田君、五十嵐（一）君、伊藤君
粕川君、黒谷君、小花君、金
野君、三井（徹）君、三浦君、
簑網君、斎藤（栄）君、斎藤
「信）君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、新穂君、笹原君、手
塚林治君、篠原君、上野君、
薮田君

前回の出席　前回出席率　78．69％
修正出席数　　　53名
確定出席率　88．52％

メークアップ　薮田君一天童RC

嶺岸君、新穂君、手塚君
一鶴岡西RC

上野君一温海RC

ビジター　方谷伊右工門君一酒田RC
石寺竜象君、阿部正男君、
菅沢久弥君一鶴岡西RC

会長より本日のスケジュールの紹介

本日23日は、恰度ロータリークラブの創立
記念日にあたりますが、それについてのスピ
ーチなどは、次の機会にゆずることとし、来

年インターハイの水泳部門が鶴岡で催される
ので、それに係る話を五十嵐伊市郎さんから
おうかがいすることにします。

それから、過日指名委員会で指名いたしま
した次期会長が決定される筈でありますので
一寸挨拶をしていただきます。

次に、当クラブ創立以来利用させていただ
いた例会場ひさごやさんの主人村山吉郎氏が
なくなられて、昨日葬儀も済まされました。
今日またお忙しい中を無理にこの会場を利用
させていただきました。ここの子息さんから
一寸ご挨拶させていただきたいとの申し出が

ありましたので、お受けしたいと存じます。

ひさこや新主人村山貢氏の挨拶

永い間いろいろお世話になりましてどうも
有難うございました。ロータリークラブから
お見舞やら、生花などをいただいて本当に有
難うございました。今後とも何卒よろしくお
願いいたします。長い間の御厚志に対し厚く
御礼申し上げます。

会長報告

先程も申し上げましたが、今日が国際ロー
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タワーの創立記念日に当ります。幸に当ロー
タリークラブが、ロータリーフアンディショ

ンの700％になったというしらせが今日入っ

ております。70D％というと会員1人当り10

ドルで100％クラブに当るので、12月31日現

在の人数で割って行きますと、64名の（当時
64名）会員が1人70ドルのファンディシ三ン

が積み重ったということで、700％のクラブ
になったというしらせが届いているのです。

これもポールハリスフェローの張先生、同

準フェロ・－の小花先生の申込があったので、
当クラブとしての寄付よりも、個人的なロー
タリアンのご努力によって、私共全体が名誉
ある700％になったということを附言いたし
ます。諸先生達どうも有難うございました。
次に次期会長候補から、会長に就任するか

否か、1週間の問待ってはしいとの要望があ
り、これからその返事がきかれるものと思い
ます。

次期会長就任について　三井賢二君

先週次期の大役を是非ともという夙な話が
ありましたが、私は1週間じっくりと考えて
みたところ、これはきっぱりとお断りいたし
ますと申し上げたいのでありますが、これ以
上選巡するということは、クラブの運営にも
重大なる支障をきたすものと思いまして、余
儀なく引受けることにいたします。この間申
し上げましたように体の具合も不調でありま
すし、7月よりの就任期間中、或はこの場で
ブッ倒れるという場面もおこるかもしれませ
んが、その節は張先生よろしくおねがいしま
す。

以上のような訳でありますが、皆さんの御
協力を切におねがいします。

なおその後会長より、次期会長も決ったの
で次期会長指名委員会は本日をもって解散す
る旨申し述べられた。

水涙のインターハイについて

五十嵐伊市郎君

鶴岡で催される永泳のインターハイについ
て、私のわかる範囲のことを申し上げます。
来年の8月に全国高校総体の水泳部門が鶴

岡でやられるにあたり、皆さんも新聞その他
で御存じと思いますが、日報に出ている略図
の形式でやりたいと思っています。ただし、
3種目のうち、1つがのがれております。こ
れは飛び込みであります。

飛び込みは何故やめたかと申しますと、親
連盟の方の日本水泳連盟で、飛び込みはやめ
た方がいいではないかと、こういうアドバイ

スが、また私の先輩後輩も、飛び込みほやめ
た方がいいこと。あゝいったものに金をかけ
ない方がよいと、とび込みの専門家までがそ
のように言っておりました。というのは選手

がいないではないかと。東北でとび込みのプ
ールをつくって何になると。それよりもイン

ドアのプールをつくった方がいいではないか
と、こういうアド／ミイスがあったので、それ
でやめることにしました。それで飛び込みは
現在のところ埼玉県の方に行くようです。

競泳と水泳（水の中のバスケットボールみ
たいなもの）の2つは鶴岡でやる予定で、唯
今着々準備をすすめております。

以上が概況ですが、これは文部省ならびに
NHK、各県、各開催地の市町村がこれにあ　／√
たることになっており、なお水泳と柔道は鶴　＼、＿．
岡市の担当で鶴岡が全部やらなければならな
いことになっております。それに高体連があ
るわけです。

プールの概況を申し上げますと、元の陸上
競技場の処へボーリングをやっております＿
ポーリングは水がどの位出るか、飲料適か不
適か、これらを調査中であります。まだどこ
の会社に仕事をさせるかということは決って
ないようですが、3月の中旬から、このプー
ルの工事にかかりたいと思っております。完
成は、今年の9月頃という訳です。それで多
くの方々からスタンドはどうなるかとよくき
かれますが、スタンドはつくらないつもりで

す。これはパイプでもって仮設スタンドをつ
くって、これも競技開始の2～3日前に組立
てて、競技が終れば全部取外す予定です。
何故そういう風にしたかというと、これは

市民のプールで、市民から利用してもらわな
いと困るので、甲羅干し場を広くとった方が
いいではないかという考えで、甲羅干場をつ
くり、スタンドは仮設にすることにするので

∴∴一・、－∴・．㍉∵十・二、＿
7月20日から23日まで東北大会ならびに東北
のインターハイに出場する選手の予選会を挙

行いたします。このインターハイは今年はど
こであるかというと、土佐の高知でありま

す。8月5日から8日までです。次は7月31
日から8月1日まで県下の中学校の大会をこ
この同じプールで催します。

全国中学校の大会は金沢で挙行されます。
それから8月14日～16日は国体予選を同プー
ルで行なうことになっております。その国体
は本年は和歌山で行われます。8月14日は国
民皆泳の日で、鶴岡では小学校の大会をやっ
て結果を親連盟の方に報告すると50傑とか、
ABCのクラス別に、その標準記録を突破し



た人にはバッヂなどをくれる仕組になってお
ります。
今年度鶴岡でやる大会は殆んど、来年度イ

ンター′、イのリハーサルであります。それで

これには相当の人数を動員しなければなりま
せんし、役員だけでも可成りの人数となる筈
です。その他に各高校から補助役員の応援を
もらわないと、この大会が成立しないのであ
ります。
それから来年度のインターハイですが、こ

れは大体の予定として8月3日から5日まで
を水泳に宛てたいと。水泳のプールがないの
で、この度つくる50mのプールを水泳プール
に利用することとし、中一日おいて7日から
10日まで競泳の方を挙行する計画でありま

＼、＿ノ〆　す。

それから来年の国体は鹿児島で行われるの
で、その節鹿児島に行きたいと思います。こ
の中から視察などの希望で行かれる方があり
ましたら御一緒させていただきたいと思いま
す。その時はクラブや市からメッセージをも
って行ったら如何なものだろうと、私なりに

考えております。
またインターハイの時は鹿児島からも選手

がくると思いますが、その時は、鹿児島の選
手の扱いをいかにするかということも、その
時期になりましたら相談にのっていただきた
いと思います。

それから一番大切なことは、選手の強化の
ことであります。このことは私達の頭をいた
めている最大のものです。金はなし、体はな
し、如何にしたらいいかといろいろ考えてお
りますが、来月23日から26日までの間、米沢
の白布温泉の25mのインドアのプールで（1

日6千円位かかりますが〕合宿をやりたいと
考えております。3日位の合宿なので必ずし
も成果が上るとほ云えませんが、このような
計画をやりたいと考えております。

また4月25日には、東北6県の春の大会が

」／ノ　湯川温泉でやりますので県の選手を多く連れ
て行きたいという気持ちでおります。4月29
日には本庄の温泉プールで、秋田県の大会を
やりますので、そこにもこちらの選手をつれ
て行きたいと考えております。

7月の20日までは、各学校で練習してもら
いたいと考えております。なお9月にプー／レ
が完成するので、その後インドアーのプール

もあるので合宿はいかにしようと、これも種
々考えてみたところ、10月、12月、3月と20

日間位づつつづけて合宿をやろうと考えてお
ります。これは朝練習し、練習を終ると学校
に行き、学校を終るとまた合宿の方に帰るこ
ととし、選手と寝起を一緒にして、選手の性
格なども調べなければならぬので、20日間位

合せて60日びっしりやりたいと考えておりま
す。

それから、若し優秀な選手がおるとすれば
東京あたりに選手をつれていって、みっちり
しごきたいという気でおりますが、果してそ

ういう選手が出るかどうか未だ、今のところ
疑問です。先に申した通り3月まで合宿をや
りますが、4月からは日曜祭日はすべて選手
の強化にあたりたいと思っておりますが、何

分金がなくて、どうすればいいかと、これを
検討しております。この席に今間さんもお出
になっておられますが、今間さんの寮をお借
りするということも一つの考えに入れており
ます。後刻今間さんにお鮫に参りますが、そ
ういう気拝で、我々は来年のイソクーハイと
取組んでいる訳であります。

それに今一つこれは我々にとっては有難い
ニュースですが、前会員の平田貢さんが、自

費できれ、いな街でインターハイという、自分
でつくられた標語を入れたポスターを3，000

枚つくってくれるとのことです。目下印刷中
とのことで、出来次第各方面に取るとのこと
です。私達は、この誘致の問題から最後の仕
上げまで平田さんにおぶきっているような具
合で甚だ申訳あありませんが、市民の皆さん
ならびに、こういう方のためにも入賞者を出
さなければならないという意気込でやってお
りますので、皆さんも御支援をねがいます。

それから庄内農学校に本年依頼しまして、
草花の種子を選んでいただき、今年は市民に
少しわけて上げようと思っております。きれ
いな街にするた捌こ花を生けるということを
県で依頼する筈です。来年は市でそれを依頼
し、花を植えて各市民に渡したり、各競技場
に花を植えたり、いろいろ美化につとめるよ
うですから、このことに対しても皆さんの御
助力を得ないと困るのでないかと思います。

それから、この大会には非常に人が必要な
ので、市内のボーイスカウトまた、各スポー
ツ少年団をも動員して、交通整理、場内整理
場内掃除なり、種々のことに手伝させたいと
自分なりの考えをもっておりますが、公式に
は発表していないので、どのようになるかわ
かりません。

それに市内の2つのロータリー、2つのラ

イオンズクラブ、青年会議所、などからも御
援助を仰がないと困る場合がおきるでないか
と懸念されます。例えば、皆さんの大切な自
動車など半日位お願いするかもしれませんが
その節はよろしくおねがいします。

こういう訳で来年のインターハイに取組ん
で今年からやる筈ですが、今一つ御報告致し
たいと思いますのは、今月の7日に東京で全
国の会議があり、その席上で、プールのない



由良小学校が、全国表彰を受けたので御報告　幹事報告
申し上げます。26日に伝達式を9時から由良
小学校でやる予定であります。これは市の教
育委員会の万でやるようです。

それから私がここに学童泳カテスト50位表
の昨年分を持参しましたが、この中に山形県
の学童が6人ばかり入っております。これは

殆んど庄内の児童のようであります。その中
でも殆んどが鶴岡の児童のようです。50メー
ターのバタフライ42位、50メートルの背泳、

49位、100メーターのバタフライ49位、200メ
ートル個人メドレー、50メートレ平泳33位、

100メーターバタフライ22位がそれにあたり

ます。ただ小学校の成績がよくとも、中学校
の場合はプールがないなどで泳くい生徒が少く
なっております。ですから今年、来年といえ
ども中学校にはプールが出来ないかもしれま
せんが、成るべく早く出かしてもらって、そ

ういう生徒をより以上に期待したいと思いま
すし、また女子の学校にプールがないのが非
常に困っております。女子の学校に水泳選手
が行くのですが、水泳クラブがないため、こ
れも何かに消えていく状態です。

ですから今年は南校、北校に入る生徒も相
当おると思いますが、その生徒は是非クラブ
をつくってもらって南校でも工業高校でもき
たえてもらって、来年のインターハイには花
を添えてもらいたいという考えでおりますが
3月の受験が終らないとわからぬので、今の
ところただ頑張らせているだけです。皆さん
も水泳をやる子供のうち、女の子で女の学校
に行く生徒がおりましたら一つ御助力をおね
がいします。

会長より

日時など決ってはおりませんが、西多賀ベ
ッドスクールで、前にもたしかこちらにきた
と思われるキンジストロヒーという病気の児
童等の映画のことですが、鶴岡で是非上映し
たいとのことでした。3月27日（土）頃に上

映したいという目論見があるようです。RC
で後援が出来るかどうかとのことです。上映
されることはまちがいないとのことです。入
場料として徴収すると税対照になるので、西
多賀ベッドスクールの会員になるとのことで
この場合入会金が200円で、会員になってい
ただいた方だけに上映してみせるというよう
な事が考えられているようであります。なお

具体的になりましたらおしらせいたします。

会報到着
八戸東RC、石巻東RC、郡山RC、
新発田RC、山形北RC、鶴岡西RC

例会場変更
郡山東RC　3月2日（火）12．30

於　山桜酒造KK
職場訪問のため

チャーターナイト御案内

余目RC　　5月5日　PM13，00

於　余目二小
登録料　￥4，000

八戸北RC　5月9日　PM12．00

於　八戸グランドホテル
登録料　￥4，500

浜松北RC　5月30日　PM12．00

於　秋月　荘
登録料　￥4，000

男鹿北RC　5月9日　PM13．00

於　鹿山中体育館
登録料　￥4，500

＼＼一、一

＼＿／


