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第714回例会1973・7・31（火）

例会日　火曜日12時30分
例会場　鶴岡市本町二丁目
事務所　鶴岡市馬場町　商
会　長　安藤定助　幹　事

ebrn〈tion
そ行動のとき」　」

○出席報告

本日の出席
会　　員　　数　　　65名
出　　席　数　　　48名
出　　席　　率　　73・85％

前回の出席
前回出席率　　70・77％
修正出席数　　　　59名
確定出席率　　90・77％

欠　席　者

早坂（源）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君
窯谷君、吉野君、三浦君、三井（徹）君、菅君
大川君、中江君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君
佐藤（伊）君、谷口君、佐藤（昇）君、富樫君
高橋（辰）君

メークアップ

佐藤（友）君、佐藤（衛）君一温海RC

黒谷君一余目RC

薮田君一山形RC

阿宗君一新庄RC

石黒君、五十嵐（三）君、海東君、高橋

（良）君、佐藤（昇）君、谷口君、富樫君
一鶴岡西RC

早坂（源）君一公式訪問

○ビジター
佐藤昭吾君一温海RC

佐藤孝二郎君一余目RC

本間邦雄君一酒田RC

○点　鐘　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　安藤会長
1．本日は7月最終の例会です。月末でお

忙しいところ御苦労様です。
本日は珍しく御常連の鶴岡西RCの方

が見えられず、酒田、温海、余目RCの

珍客をお迎えしております。本当に有難
うございました。

2．本年度例会も5回を重ね、漸く軌道に

乗った思いがいたします。

皆様の御協力と御努力により本年度目
標「今こそ行動のとき」が着々実現せら
れ、出席率も86・36％、90・91％、90・91％

90．77％と90％台を維持する迄に向上し、

新会員1名の推薦もあり、親睦活動も活
発に展開され、SAAの活動により14年

間の例会場のテーブルの配置も一変し、
スピーカーの配置も変り、青少年IC

（インターアクト）RAC（ローターア

クト）各委員会の活動も始まり、国際奉

仕もパーマ御夫妻を迎え、又阿部清三先
生をアメリカに送り、張生妹先生の御寄
附と斎藤栄作君の御寄附により2人のロ
ータリー●フェローが追加され、職業奉

仕も「四つのテスト」の普及に始まり本
当に今年度の活動に頭初より素晴らしい
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ものがあります。又地区大会の準備も大
会幹事を中心に会員の夫々の役職に於け
る活動、御努力で着々進められておりま

す。あとに大会幹事より御報告があろう
かと思います。

引続き8月～9月とこの調子を盛り上

げ10月の地区大会の成功を期したいと思
います。一層の御協力をお願いします。

3．青少年委員長に代って報告

印　本年度活動計画の一つ。ボーイスカ
ウトの東北大会参加の激動と援助の一

貫として、指揮用天幕一張の寄贈を計
画しておりましたが8月2日完成予定

でありますので、取敢ず大会で使用さ

せて大会終了後贈望式を行います。

庄内地区ボーイスカウトの大会参加

は約70名で、来る3日7時43分発列車

で先に当RCより贈った「庄内隊」旗

を掲げて元気に大会場岩手県盛岡市郊

外滝沢村一本木原に向って出遷しま

す。

（ロ）去る28日（土）～29日（日）鶴岡地

区ボーイスカウトのカブスカウト（小

学校3年生～5年生）50名の9ケ月の

訓練成果を試すため、金峯山中の官で
一泊、舎営訓練を行い、当クラブから

も激励の為会員が参加しました。
4・国際ロータリーのニコ⊥・－スより

6月19日現在ロータリーの現況

加盟国　　　　　　　　150ヶ国

クラブ数　　　　　15，688

ロータリアン　　　736，750名

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
1．例会変更

材）温海RC
8月13日を8月9日（水）に

時刻18時　　場所　瀧の屋旅館
桓）山形RC

8月1日（水）

時刻18時　　場所　丸久屋上
2・例会場事務局変更

材）東京小石川RC
事務局　7月30日より文京区関口

2－10－8　藤田観光椿山荘内
例会場　藤田観光　椿山荘
例会日　毎遇金曜日12・30～13．30

回　気仙沼南RC
8月2日（木）より気仙沼市柏崎

69－1気仙沼プラザホテル内
レストラン　シャトー

3・認証状伝達式
松戸北RC

と　き10月10日

ところ　松戸市市民会館
登　録11．00～12．00

式　典12・20～15．00

祝　宴15・00～17・00

登録料　会員家族共5，000円
8月10日迄申込まれたし。

会員家族紹介

「安藤定助君」

右より　和服にくつろぐダンナ
最愛のミニチアワイフ　美智子
レイをかけてシャレ

こんでいる愛犬

貫禄十分の長男
恥かし気に控えてい

（相月結婚予定）
シャンとスマシている

長男の嫁ハソ　由紀子

我が家は大人の集団で夫々一論一説の
持主。兎角論議の始りそうなところだが
家族同然のメル君が仲々の利巧着直く“仲
裁に入るので論にならず先ずは泰平。今
のところ和楽の中心はメル君だが、その

中よりよい和楽の中心が出来ることを楽
しみにしている次第。

クふ融ニr二＝二心ク繭娠‾＝＿′F二、1テr－＝＝二二1）誉ゝクビブコ，．＝モ＿＿√†一二；＝＝、．テ二二丁ノグ　ー‾＝‾＿クーこ、／

4．其の他

“）地区大会仮登録締切りの件
会員、家族は義務出席になっており

ますので特に申し出なければ出席とし
ます。都合により欠席の場合はその都
度事務局に申し出で下さい。

（ロ）8月7日ガバナー公式訪問の件
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11．00～12．00　会長、幹事面接

12．30～13・30　例会に出席

16・DO～18・00　クラブ協議会に出席

協議会には各役員、各委員長は義務
出席になっておりますが各委員長欠席
の場合は本日私（幹事）迄代理人の氏
名を報告して下さい。

再　クラブ協議会に出席の方は本年度ク
ラブ活動計画を必ず持参して下さい。

○職業分類委員会　　　　　飯自祐倍君

本年度計画事項の説明
過日委員の皆さんと相談致しまして、大

綱は報告書の通りであります。が本年度は
会員75名となりますとシニアアクチブ会員

が25名位になるようです。3分の1がシニ

アアクチブ会員であるということは、それ

だけクラブが古くなったとも言えますけれ

ども悪く言えば老化現象が一段と強くなっ

たとも考えられるわけであります。

去年変りました分類表については前委員
長の海東さんが立派に作られましたのでこ
れを踏襲していきたいと思います。

尚、中央団地に誘置されます工場が出来
ますとこれ以外の職業分類が出て来、会員

増強のことも考えられますが、其の時はそ
の時点で考えることに致します。

3分の1がシニアアクチブ会員になりま

すと未売場の部門が非常に多くなると思わ
れますので、皆様の御尽力を頂きましてな
るべく多く充填される様勧誘し、会員をふ
やして頂きたいと思います。

○プログラム委員会　　　　海東与蔵君
本年度計画事項の説明

プログラム委員会は非常に難しい面があ

りまして仲々円滑なプログラムの編成が出

来ないのではないかと心配しておりますが

皆様方の御協力をお願いしたいと思いま

す。会長の本年度の活動方針の中にも座談
会型式の例会をするということですので、

そういう面も取り入れた形で考えて見まし

たが大体6つはかりを取り上げて見ました

その1つは毎年のことですが会長、幹事

各委員会との密接な連携をとり、各委員会
の報告、其の他の面について各委員会から
の連絡事項を申し上げる様にしたい。

2つには年内の特別行事を適切にプログ
ラムに組入れることで、例えば9月には世

界理解週間があり、これは新穂君に今から

申し上げてありますし、10月には児童活動

週間、或は11月にはロータリー財団週間、

或は1月にはロータリー雑誌週間という様

に夫々ロータリーの世界的に設けられる週

間がありますので、そうした場合は各委員
会に於て夫々その理解を探める為にスピー
チをお願いしたいと思います。

特に本年度は地区大会がありますので或
は地区大会が終わる迄の間は、地区大会関

連の色々の計画或は報告等があると思いま

すので、大体スピーチの重点は地区大会以

降になろうと思います。

3つには年度中に各会員より一度はスピ
ーチをお願いすることを強引に進めたいと

考えております。各会員には2週間前位に

御連絡を申し上げますので、御自分の職業
を通じたスピーチでも結構ですし、或は皆

さんにおきかせしたい様なお話がありまし

たら別に20分間、30分間の長い時間は申し

上げません。3分でも5分でも10分でも結

構ですのでよろしくお願いします。
次に大体毎月1回乃至2回よその方から

お呼びしてスピーチをお願いしたい考えで

ありますが、年度頭初の為に各委員会の活

動計画の報告、その他がありますのでまだ
行っておりませんがそういう形で今後取上

げていきたいと考えておりますのでよろし

く御協力を御願いします。

○地区大会について　　　　‾、ヽ
地区大会幹事　石黒慶之助君

只今会長膠御挨拶で、我がクラブが非常
に活発顔進展を見ている。各委員会の活動

に前進的な状況である、との御説明

き、ホストクラブとなる鶴岡クラブが

の様に活発であるということは、大会成

功に結びつくことでありまして大変嬉しく
おきき致しました。

今迄の大会の準備については私共役員が
中心となり、色々な骨組を検討して釆まし

たが、現在仮登録の御案内を出し、本日を
以て登録の締切りになっております。2、
3日中集計しますので又発表する機会があ
ると思います。これに引続き今月10日には
本登録の御案内を各クラブにお上げする予
定であります。然し乍ら私共がいくら骨折
りましても仲々手が届きませんで本当に骨
組だけが出来たという状況であります。

本大会の特徴を若干申し上げ、その様に
会員の御協力をお願いする様な事項を申し
上げたいと思います。
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尭ず大会ですが御承知の通り10月6日、
7日の2日間ですけれども、RIの規定に
よりますと9時間以上、3日間位の日程を
とる様になっております。しかし先般浦賀
の大会で1日半の大会を経験しましたので

確信を持って1日半に短縮したのでありま
す。それから前以て申し上げました通り
「部門別協議会」を「ゼネラルシ∵／ポジュ
ーム」に替えまして2時間30分会員と家族

が一緒になり、御協議申し上げる時間をと
りました。

もう一つは懇親会を開く会場がありませ
んので止むを得ず第1日目のお昼にRI会
長代理を囲む会を体育館で開催する予定で
あります。これについては会場やら、接待の
委員会が大変お骨折りのことと思います。

それからここで最も大きい本大会の記念
講演の事について発表する楼会を得まして
非常に嬉しく思います。

実は25日に三井安弥さん並びに三笠宮家
の竹中敬太郎さんという事務官から電話連
絡ありまして、「鶴岡大会には三笠宮殿下
同妃殿下お揃いで御出席になられる」とい
う内報を受けました。
私共は誠に光栄と思いまして早速金井委

員長を中心に役員が対策を考え、目下官様
のスケジュールにつきまして第1案、第2

案と格好の資料を宮家に早速お送りした次

それについて御返事を戴きますと、皆様′′／
の日程が決定するわけですが、今迄353瑚
区に於いて官様の大会御出席はなかったご㌧、
とです。鶴岡大会が非常に盛り上る為には
官様の御来訪が大変有難いことだと喜んで
おります。これについては後程宿泊のこと
警備のこと、御案内のこと、お食事のこと
等大変難しいことが出て来ると思いますが
それは今後の課題です。

次に幹事として最初全く暗中模索の大会
立案でしたが、その後色々な資料を研究し
各役員の御意見をおききし乍ら名案を絞っ
て来たのでしたが、どうも一長一短があり
まして非常に素晴らしい御進言を受けた会
員の御意見が没になったり、浮き上ったり
して、どうも全会員一致の大会盛り上りの
気運に対し、幹事の手椀がよくないのか仲
々思う様にいかないことを此の席からお詫
び申し上げたいと思います。
今後は私共の力でなく、愈々各委員会の

活動の時期になると思います。実はまた委
員長さんには御連絡がないと思いますが、
8月4日午後1時より産業会館で委員長さ
んを中心にした会合を開きたいと思います

尚同日は委員長の他にも「大会をこうし
たい」叉は「こうすべきだ」という御意見

のある方も是非参加して頂きたいと思いま
す。何れにしてもまだまだ煮まっておりま
せんし、RI会長代理のお名前も決定して
おりません。どうぞ皆様の名案をどしどし
言って頂き大会を盛り上げていきたいもの
だと思っております。

プログラムの方も既に3回日位の校正が

出来ております。しかし私共ホストクラブ
の役員会のプログラムだけでなく、地区に
プログラム委員会があり、8月8日にプロ
グラム委員会が山形で開催されます。その
席で決定しますと直ちに庶務外務委員会の
方でプログラム細部について御整理頂く様
な格好になると思います。

これから10月迄大いに張り切って任務を
担当して頂く様この席から御願い申し上げ
ます。私共の大会でございます。是非成功
させたいと思います。どうぞよろしく御協
力の程お願いしたいと思います。

○親睦活動委員会　　　　　佐藤　衛君

月山登山について
委員長の中年零がお休みですので私から

訂貰詣冨話芸宗讐遣墓誌琵蓋
しまして皆様に御案内を申し上げました処

／ノ多数の御賛同を頂きまして誠に有難うござ
いました。でもまだ出欠の有無を連絡して
いない方がありますので至急事務局迄連絡
下さる様御願い申し上げます。

バスの準備、味噌汁、ジュース、ビール

小供さんの御土産等の準備がございますの
で忘れないでお願い致します。

○インターアクト委員会　　　三井　健君
昨日と今日の2日間地区のインターアク

トの年次大会が常盤農業高校がホストクラ
ブで勿来ロータリークラブが後援致しまし
て開かれております。鶴岡高専からは8人
の会員が大沼教官の引卒で参加しておりま
す。実は私共委員も参加しなければならな
いのですが生憎月末にかかりましたので、

参加出来ませんでしたが、三井徹君が地区
のインターアクトの委員をやっております

関係上出席致しておりますので同君に代行
して頂いた次第であります。

○ロータリー情報委員会　　　山本隆男君
1・規則に関する問題
帥　65才以上の正会員で5年以上正会員

であった者は自動的に
困　シニアアクチブ会員

鋤　正会員として10年しかたっていない
者がシニアアクチブ会員となるための
最低年令は
伺　60才


