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第7TO回例会1973・7・3（火）はれが0・1

例会　日　火曜　日12時30分
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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂
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羽黒山の山伏

○出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　80．30％

前回の出席

前回出席率　　79．10％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　89．55％

欠　席　者

阿部（公）君、五十嵐（一）君、田中君、中

野（重）君、菅君、斎藤（信）君、佐藤（昇）
君、佐藤（忠）君、笹原君、佐々木君、津

田君、富樫君、上野君

メークアップ

阿部（公）君、五十嵐（伊）君、佐藤（支）君

薮田君、佐藤（昇）君、鷲田君、板垣君一

鶴岡西RC

O点　　鐘　安藤会長　18時

○国家斉唱

○ロータリーソング　「奉仕の理想」

○お誕生月　おめでとうございます

会員お誕生

黒谷正夫君、嶺岸光害君、中江亮君、佐

藤順治君、森田清治君

奥様お誕生

張生妹様、飯白安江様、小池英様、斎藤
信子様、佐藤清子様、佐々木節子様、富

樫貞様、田中咲子様、薮田淳子様、中野
ふみ子様、進藤瑞枝様

〇年間皆出席者

13年間皆出席　　海東与蔵君

9年間　ク

8年間　ク

5年間　ク

3年間　ク

2年間　ク

1年間　ク

五十嵐三郎君

鈴木弥一君
小池繁治君
高橋正太郎君
小松広穂君
森田清治君

06月100％出席者　　55名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、風間君

安藤君、張君、森田君、長谷川君、早坂

（源）君、佐藤（順）君、山本君、市川君、飯

白君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）
君、高橋（良）君、今野君、海東君、金井君
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佐藤（衛）君、上林君、崇谷君、小池君、小

花君、中野（重）君、吉野君、嶺岸君、三井

（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、男網君

菅君、小野寺君、中江君、斎藤（栄）君、斎

藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君

佐藤（支）君、高橋（正）君、小松君、手塚君

津田君、中野（活）君、富樫君、上野君、鷲

田君、薮田君、板垣君、進藤君

会長挨拶

1昨日から愈々御指名の会長の大任が

両肩にかかりまして肩のごりごりする思

いでございます。

これから1年間就任致しますけれども

もとより皆様の御協力なくして出来ませ

んので偏に皆様の特段の御協力を御願い

致します。

本年は創立15周年に当ります。同時に

当クラブ15年の試練である処の地区大会

を開催しなければなりません。

この意義ある且つ大変な時期に大任を

お引受けしました。又R・Ⅰ会長からほ

「本年こそ行動の時」と特段と行動を要

請されております。

重ね重ねの重い任務があるのでありま

して重ねて皆様の御協力をお願いしなが

ら私なりにベストを尽して1年間活動し

てまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

猿次に前年度大変御苦労なさいました会長

さん幹事さんに記念バッジを進呈したい

と思います。　　　　　（小松幹事）

前会長　阿部　塞君

前幹事　市川輝雄君

○会長報告

本日15時より各委員会のアヅセンプリー

に引続きまして第1回の理事会を開きま

した。理事会の決議事項を申し上げます。

1・アッセソプリーで協議致しました各委

員会の活動計画は種々の意見を交換さ

れ、各委員会の活動計画を尊重される中

に採決されまして、一応48年度の活動計

画は決定されました。

2．クラブ資金の預金銀行を鶴岡信用金庫

本店に決定致しました。

3．前年度当クラブの名誉会員であります

白井垂暦現市長を今年も引続き名誉会員

として推薦することに致しました。

4．定例理事会は細則に示されてあります

様に毎月第1回例会後、この会場で行う

ことを原則とする様取りきめました。

5．例会を進行する上に会長、・副会長不

在、幹事、副幹事不在の場合順序を次の

様に決めましたので幹事より報告して頂

きます。

ィ．会長不在の場合は副会長、副会長不

在の場合は年令順の理事の年長者から

順次ということにきめました。

ロ．幹事不在の場合は副幹事、会長、副

会長、理事の年令順と決定致しまし

た。

※1昨日（日曜日）かねて東京の病院に入

院中の池内方平君が退院なさいましたの

でお見舞に行って来ました。

非常にお元気で皆さんによろしくとの事

でした。

築1ケ月になりましょうか五十嵐一郎君が

其の後のご経過が思わしくない様で、荘

病院内に入院なさっています。

お見舞いして来ましたがどうもお見受け

したところ大変経過が思わしくなく私が

行きました時には、ベットの上に伏っせ

て苦しみを訴えて居りました。膵臓関係

だそうですが、一寸心配される様に感ぜ

られました。

面会等も非常におっくうそうに見えまし

て勿々にお見舞いだけ言いまして帰って

釆ました。



○幹事の挨拶

確か2月頃だと思いますが、安藤さんか
ら一寸用事があると言われ、何が何だか分
らないままにお会いしました処、「お前幹

事をやれ」と言われ吃驚仰天したわけであ

ります。

その間市川前幹事の幹事としての色々の

面に於ける彷き振りをその意企のもとに見
て参りまして、これは大変な事だと思いま

した。それでも地区協議会にも出させて頂

きましたし、ベテラン安藤会長のアドバイ
スに依りまして初例会をここ迄漕ぎつけた

わけであります。

前幹事市川君は目の前でホヅとした様な
顔をしていますが、市川君の言われました

幹事は会長のよきパートナーにならなけれ
ばならないと言いのこされて幹事の職を私

に譲ったわけですけれども又変な意味にと

られ大物幹事だとも言われましたが、成る
程身体は大きいのですが裏を返せば大男何
とかかんとかということもあります通りで

おそらく安藤会長の手足まといになるので

はないかと思います。

又良き妻でなければならないと言われま

したが私も精一杯やる心算でありますけれ

どもどうかご先輩の大姑、小姑の方々が沢

山居られる様でありますので、この新米の

嫁を好意と友情を以て今年1年大過なく過
させて頂きたいと思います。

私も精一杯頑張りますのでよろしくお願
い申し上げます。

○幹事報告

1．会報到着

石巻東ロータリークラブ　604号～610号

2．チャーターナイト案内

365地区　京都西南ロータリークラブ

京都東ロータリークラブ

合同チャー・タ・－ナイト

と　き　昭和48年9月16日

ところ　京都　都ホ　テル

登　録14・OD′〉15・00

登録料　6，000円　同伴5，000円

○新会員の紹介

高　橋　辰　美　君

推薦のことば　　　黒谷正夫君

新会員の高橋辰美さんをご紹介申し上げ
ます。

大正11年8月24日生れだそうでございま

して、お髪の割にお若い様であります。

もともと釜石のロータリークラブに属し

て居りまして向うのガバナーを通して早坂

さん宛に申し込まれたのでございます。

※趣味はゴルフ、釣

祭ご職業　日本生命保険相互会社

山形支社　荘内営業部長（団体保険）

荘内に7つ位の支部がございます荘内支

部、鶴岡支部、酒田支部とか沢山ございま

す。
これらの支部を統括しておれるのが高橋

さんでございます。

高橋新会員のご挨拶

ただいまご紹介に預りました高橋でござ
し、ます。

日本生命でございますが、釜石ロータリ
ークラブに昭和45年にお世話になりまして

この4月こちらに転勤になりましたので向

うの山本ガバナーノミニーからご紹介を頂

きまして当クラブに転入させて頂いたわけ

でございます。

非常に不勉強でございましてロータリー
の方も今年は皆さんのリードに依りまして
一生懸命勉強させて頂きます。

先程から見せて頂きましたが非常に和や

かで愉快なロータリークラブで私も心から

喜んで居る次第でございます。

非才な者でございますけれども皆さんの

友愛と同情に依りまして御指導と御願を申
し上げご挨拶にかへる次第でございます。

どうぞよろしくお願申し上げます。

珍しく懐しい来訪者、パーマー御夫妻の紹介

安　藤　会　長

本年度初例会にはるばるアメリカのロン



グビーチから懐しい珍客、パーマー御夫妻

を迎え、国際親善に幕明けをすることが出

来ましたことは本当に嬉しいことでござい

ます。

パーマー御夫妻はアメリカ、カリフォル

ニヤ州ロ∵／グビーチに御住いで、去る昭和

36年7月、丁度12年前の今頃、長女ポーラ
ーさん（当時13才）と長男フィリップ君

（当時11才）をお連れになって夏休みを利
′′　用され庄内の家族関係等家政学を研究に鶴

／　岡を訪ねられ、当クラブにもおいでになり

会員や多くの市民とも友変を結ばれ、今回
お世話をしておられる、こゝに御一緒にお

いでの鶴岡工業高校教諭の阿部清三先生と

もお知り合いになり翌年の昭和37年阿部先
生がアメリカに留学された時はパーマーさ

んのお宅に寄宿されて勉強され、その後当
クラブより派遣の三井玉男君や会員の小花

盛雄君、三井徹君も渡米の折パーマーさん
をお訪ねし大変御親切をいただいておりま
す。その後現在まで絶えず文通がつづけら
れておりました。

御主人のポーロ・パーマーさん（48才）

はアメリカ、カリフォルニヤ州ロソグビー

チ総合学校の先生で奥様のチャーリン・パ
ーマーさん（47才）はロサンゼルスとロン

グビーチの中間にあるコンプトン・カレッ

ジの家政学の先生でいらっしゃいます。

12年前お連れになったポーラーさんは25

才になられ、既に嫁がれお母さんになって
おられるそうで又フィリップ君は23才にな

られ大学在学中とのことです。
お2人共又是非鶴岡を訪ねたいと云ってお

られるそうです。

12年前来訪され、1ケ月の滞在の間、贈

られた「いづめこ」を御覧になり学究心を

起こされ「いづめこ」で子供を育てゝいる

本物を見たいと希望され、又本物の「いづ

めこ」が欲しいと云われ三非徹君御夫妻が

大変苦労なきったり、本物を態々作らせて

送られたこと、又フィリップ君が背高ノッ

ポで道往く人々の注目を集めたこと、又チ

ャメのフィリップ君が池に落ちたこと等数

々のェピソートがある懐しいお客さんです

今日はよくおいで下さいました。心から歓

迎いたします。

パーマーさんの挨拶

こゝに来て先ず最初に幸せという言葉で

切り出したいと思います。

誰かこの前来た時折、このネクタイピン

（トヨタのマークが入って居りますが）を

私に呉れました。13年前頂いたこのバーナ
ーどなたかごぞんじありませんでしょうか

13年前釆ました時には口には言えない沢

山の嬉びを皆さんから頂きました。特に今

お名前を言われました方々からも沢山頂き
ましたし又、東京の人達からも貰ったりし

て兎に角すぼらしい方々の嬉びを前回来た

時に受けて行ったわけです。それを向こう
に持ち帰って今写真に見せました様に向こ

うの学校で学生や先生方に展示致しました

その中には小花先生や三井先生から頂い

たもの、例えばお祭りにかぶる笠、そんな

ものもあるので廻して見れば（写真）お気
付になるんじゃないかと思います。

私が来た時には何時も歓迎され非常に感

謝申し上げております。それで皆さんがア
メリカへ、例えばロータリーの会議、その

他のことでおいでの節は是非々々私のうち
に寄って下さい。今pこ／グビーチに住んで

いますが鶴岡と同じ様にどんどん大きくな

っています。

このバーナーはロングビーチから2つ日

の町のカナマウントという町なんですけれ

ども丁度自分の勤めている学校の最後の日

に、6月15日に夏休みが始ったわけですが

その前日14日の日に最後の学校の終る日、

昼食会を持、つたんです。丁度同じ日にカナ
マウントのロータリーの集いがあり、その

会長さんから是非持って行って呉れと頼ま
れて持って来たものです。

カナマウントの会員をご紹介させて頂き

ます。

大別するとビジネスマンと酪農の方が大部

分です。

最後に会長さんの名刺とバーナーを贈り

たいと思います。

○スマイルボックス

佐　藤　支　吉　君

小　松　広　穂　君


