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例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30′、1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
管　0235鰯5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

ミGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG．BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第654号　1972・5・23（火）（くもり）

〔Ⅰ〕出席報告

弓阿部（公）君、 再紬燕1習
應愴員数　　62名次席明君、安藤君、長谷川

堤忘‾‾完膚と警憂意義監喜

司

】

－　∴　二∴ll　　，　　－

．L佐々木君、富樫君、上野君
諾∃

前原席賢72・58％ 上林君一東京江北RC
阿宗君一山形RC
薮田君一米沢RC

〔正〕お客さま

今　回l鶴岡

〔Ⅱ〕　一　規　嚢　　　　中花会員

先日、体育館の前に駐車しようとしました

ところ、先輩の寄附したも四つのテストモが

ありますが、それと一緒に植えてあるもそて

つ勺が気候に合はないためか、頭の方が坊主

になってしまい、幹だけが立っている状態で

した。

今年はインターハイも行われ、この近辺が

若人の集う中心にもなります。このことに関

してどの様な方法をとるか提案申し上げま

す。

尚、このまとめについては会長に一任申し

上げます。

〔Ⅳ〕市民の森の趣旨について

市民の森会長

も市民の森の会モほ、原則として会費は頂

いて居りません。それは10万市民全部に会員

になって頂き度いと云う趣旨で、特に会の維
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持については、費用をつかわず全部苗木代に

すると云うことですので、会費は必要でない

と思います。

従いまして、会員の方からは、応分の御寄

附を頂ければ非常に有難いと存じます。比の

次の例会に申し込み書を持って参りますので

会員の皆様に御加入頂き度く存じます。

〔V〕GOVERNOR’S MONTHLY

LETTERより

インターシティミーティング

去る4月1日常盤ハワイアンセソターレス

ト、ウスに於て平クラブホストのもとに353

地区内各クラブ会長、幹事を始め来賓ホスト

クラブ大会委員等を含め約200余名が参会盛

会裡に行なわれました。

正午点鐘ホストクラブ松本会長の開会の挨

拶に始まり坂本次期地区幹事の司会により、

会は進行、飯島ガバナーノミニーに対して庄

司ガバナーより記念品を贈呈。

飯島ガバナー／ミニーより謝辞がありその

後ガバナー提案の協議がありました。協議事

項は分区分割等何れも重要問題ばかり各クラ

ブ例会で会長、幹事より詳細報告されたもの

と思います。

13時40分より飯島ガノミナーノミニーの歓送

会に移り和気あいあいの間に15時過ぎに散会

しました。

Rl理事会議決から

RI理事会議決概要がRIより送って参り

ましたので、その中の一、二をご紹介致しま

す。

ロータリアン縁故婦人の組織

理事会はロータリアン縁故婦人が組織を作

ることに関する以前の決定を変更し、新たな

決定を下した。その要旨はつぎの如くであ

る。

理事会は、ロータリークラブの社会奉仕そ

の他の活動に際し、ロータリアンの婦人縁故

者が個人としてまたグループとして協力、参

加して下さることに対し大変感謝しておるも

のであります。

女性が各種公共奉仕においてしめる役割は

ますます増大しつつあることをおもい、かつ

またロータリアン縁故婦人がロータリークラ

ブ奉仕活動の協力者ないしは支持者として、

それぞれの地域社会においてしめる位置を考

えあわせ、理事会はロータリアン婦人縁故者

が、ロークリrクラブ活動の支持とロータリ

ーの理想の促進を目的として、ローークリーク

ラブとは別に地方グループを作ることを助け

これを奨励するものであります。その際、こ　＼、＿．．′

のグループほっぎの性質をもつことが望まし

いと考えます。

①　グループは地域ロータリークラブのスポ

ンサーによるか支持によって作られ、その

活動の目的は地域ロータリークラブの活動

を助けることであること。

②　グループの目的のひとつがそのメンバー

の問に知己をえ、友情を深めることにある

こと。

③　他の同種のグループとは捉けいしないで

その地域内の活動を行なうこと。

④　グループの名称はそれぞれの地区できめ

てよいがロータリーの名を入れないこと。

⑤　そのメンバーはその地域内に居住するロ
ータリアンの婦人縁故者、即ち妻（あるい

は未亡人）娘、姉妹、母に限ること。

更に理事会はつぎのことを強調しておりま

す。

①　これらの組織に対して理事会ないしRI

役員、また各クラブなどは公的な正式の認

承を与えることはできない。

②　ロータリーの名称、紋章などを使用して

ほならない。

ロータリークラブの若手役員

理事会は各ロータリークラブの会長がクラ

ブの若手役員を任命することを奨励します。

この若手役員の任務はクラブの全ての青少年

奉仕活動の進展と協調に対して責任をもち且

またクラブ理事会も直接責任をもつものであ

ります。



日本のインターアクトの業績記録

インターアクトニュースの第2号に日本の

業績記録が紹介されましたので皆様にご紹介
いたします。

日本のクラ了の業績記録

日本のインターアクト・クラブは各奉仕分

野において業績を積み重ねています。以下に
それら業績報告のうち代表的なものを幾つか

紹介してみましょう。

宮崎県立都城商業高校イソクーアクト・ク
ラブでは全校清掃活動をおこなったはか、校

内に花園を造り、また校内の樹木に殺虫剤を

撒布しました。

金沢市立工業高校インターアクト・クラブ

は、校内および学校近辺の道路、バスおよび

市電停留所の清掃をおこないました。
竹田商業高校インターアクト・クラブは、

近辺の神社、墓地、および城址の清掃をおこ
ないました。

山梨第一商業高校インターアクト・クラブ

は校内に花壇を設け管理しているほか、富士

山の自然を守る運動の先頭に立っています。

成田高校インターアクト・クラブは地元の

精神薄弱児施設および交通事故遺児のための
資金を集めました。

斐太実業高校インターアクト・クラブでは

吹奏および打楽器の使用法について、市内の
中学校生徒を指導し、またそれら学校の卒業
式の際には音楽を演奏しています。
一条高校インターアクトクラブは、東パ

キスタン難民の救援資金募金活動をおこない
ました。

下関商業高校インターアクト・クラブでは
アルゼンチン、アドローグのアルミランア・

オルへ・インターアクト・クラブとレコード

を交換しました。

日田商業高校インターアクト・クラブでは

交通事故で両親あるいは片親を失なった児童
のために、14，817円を集めました。

城北高校インターアクト・クラブでは沖縄
の学生に図書450冊を寄贈しました。

高松工芸高校インターアクト・クラブでは

月に2回市内公園の清掃をおこない、再生利
用のため廃品を集めています。
八代第一高校インターアクト・クラブでは

校庭、校舎敷地、海岸、公園および廟の清掃
をおこないました。そのほか校内にゴミ入れ

を置いたり、校内自転車駐車場のペンキ線引

作業をおこなったことがあります。

ロータリーの現状

1972年3月27日現在149カ国および地理的

地域に15，166のロータリー・クラブと推定、

713，250名のロータリアンが存在しています。

1971年7月1日以降に結成された新クラブは

48カ国にまたがり合計で289となっています。

交換学生便り
帰国を前にオーストラリア留学中の日本人

交換学生とかつて当地区に学んだオーストラ
リア人交換学生が278地区大会で一しょにな

り寄せ書きを送って来ましたのでここにけい

さい致します。

尚、この寄せ書きにある日本人交換学生は
去る3月21日無事羽根田に到着帰国致しまし
た。尚前月号4頁に紹介の上野洋子さん（須

賀川）のホストクラブはSt．Arnaud，

Victoriaと決定しました。

今年度のオーストラリヤ行の交換学生5名
は3月29日無事羽田を出発オーストラリヤへ

向いました。

ローターアクト便り

秋田、秋田東、秋田北のロータリークラブ

が、提唱クラブとなって、第353地区内のロ
ータアクトクラブとしては第5番目、県内で

は既存の五城目、秋田港クラブに次いで第3

番目の秋田ローターアクトクラブが創立され
た。

その発会式並びに認承伝達式が、1月29日

午後1時から、秋田第一ホテルで行なわれ
た。

若者たちとの隔りを取り除き、彼らに日常

的な身近な奉仕活動の場を提供することこそ
ロータリアンとしての最も優れた奉仕ではな

かろうか、という見地から昨年来、秋田、秋

田東、秋田北の3クラブのロータアクト委員

会が中心となって、18才から21才までの銀行

員、店員などを対象に、クラブ造りの推進を
図ってきたがこのほど男子16人、女子15人の

会員がまとまり、この日発会式となった。

発会式には、第353地区郡波次期ガバナー
ノミニーをはじめ、全県ロータリークラブの

各会長ら来賓に迎え、また、提唱クラブの合
同例会に合せての発会式とあって、3クラブ
の会員も多数出席、約250人のロータリアン

が相い集い、モ若き奉仕の担い手モローター

アクトクラブの前途を祝福、発会式は若さに

満ちあふれた盛大さをきわめた。



理事役員は次の通り

ト会長井上弘行　卜副会長藤井克子　l幹事
水沢一郎　l会計三滴敏之　卜理事小岩治彦
清水宏　高山久美子　伊藤ちづ子

なお、例会は第1、第3水曜日と月2回、

午後9時半からで、秋田第1ホテルで開かれ
る。

宣ニュース；

①　研究グループ交換チーム帰る

オーストラリヤに派遣の研究グループ交換

チームは数々の成果をおさめて、穴択団長は

じめ団員一同非常に元気で予定通り3月に無

事帰国去る4月1日のインタトシティミーテ

ングに出席して当日出席の会長、幹事さんに

団長の穴沢バストガバナーーより詳細の報告が

ありました。

②地区分割の件
去る4月2日仙台にて352、353両地区合同

の諮門委員会が開かれましたが、その席上

325、353両地区の再分割案が審議され地区編
成が〔青森県一秋田県〕〔山形県←福島県〕
〔宮城県一岩手県〕の三地区に再分割される
ことに意見が一致しました。

地区編成に関して次の通り委員会が構成さ
れました。

地区分割委員会構成（敬称略）

第352地区

委員長
ガ　　バ　　ナ　　ー　笹気幸助

副委員長
ガバナーノ　ミ　ニー　村井幸吉

ク　次期ガバナーノミニー　山本祐二郎

委　　員
地　　区　　幹

ク　会

ク　次

ク　次

第353地区

委員長
ガ　　バ　　ナ　　ー　庄司晋作

副委員長
ガバナーノ　ミ　ニー　飯島隆俊

ク　次期ガバナーノミニー　郡渡伊四郎

委　　員

幹　　事　坂部政夫
区　幹　事　坂本行蔵
資金委員長　堅田誠一
会　計　長　川島　公

（動　ローンザヌ行日本輸送委員長に
穴沢バストガバナーが任命されました

来年の国際大会はスイスのローザンヌで開

催されます。季節もよし場所もよし、来年は
日本からも沢山のロータリアンが参加を予定

されて居ります。去る3月3日付でRIブラ

イトホルツ会長より日本のローザンヌ行輸送

委員長に穴沢バストガバナーが任命されまし
た。

穴沢バストガバナーは国際大会出席の経験
も豊富な為に立派に大役を果されることと存
じます。誠にご苦労様です。

；事務連絡：

○地区協議会

本年度の地区協議会はRIよりの指示によ
り2日間に捗って行われることになり第一日

目は会長、幹事の会が開かれます。会場は前
に連絡した通りですが、9月24日午後3時よ

り会長、幹事以外の方は6月25日だけ出席し

て頂くことになります故今からその様に予定

をとっておいて下さい。亦このことについて

ホストクラベの平東クラブより連絡ある事と

思います故宿泊の点でも宜しくご考慮下さ
い。

○標準クラブ定款について

先に各クラブに一部づつ標準クラブ定款を

送ってありますが之は来る6月24日・25日の

地区協議会に於てテキストとして使用致しま

す故会長、幹事さんはアンダーライソの部分
に注意して読んで下さい。亦当日お忘れなく

持参して下さい。

○ポールハリス徽章

ポールハリスフェローの方には名誉あるポ
ールハリス徽章がRIより贈られて居ります

ロー一夕リーの大会ではポールハリスフェロー

の方は誇りを以ってこの徽章を必ず胸につけ

て下さい。

〔Ⅵ〕幹事報告
0会報到着　石巻、八戸、八戸東、仁賀保
。例会時間場所変更
八幡RC　　5／20（土）公式訪問のため

5／26（金）5時　後藤屋旅館
山形南RC　5／30（火）　ク

当日6時　産業会館6階
。山形南RC認証状伝達式
6／18（日）登録11・30～13・00

登録料5，000円　申込〆切6／3
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