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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　安藤足助　幹　事　小松広穂

QT盲mebrn〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員
出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席率　　80・60％
修正出席数　　　　64名
確定出席率　　95．52％

欠　席　者

阿宗君、阿部（嚢）君、山本（正）君、五十嵐
（三）君、高橋（良）君、小池君、三井（徹）君
三浦君、菅君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君
佐藤（忠）君、佐藤（友）君、山本（隆）君、佐
々木君、津田君、薮田君、進藤君

メークアップ

飯自君一八幡RC　薮田一米沢RC
阿宗君一新庄RC　佐藤（衛）¶温海RC
山本（隆）君、石黒君、嶺岸君、小野寺君
新穂君、中野（清）君一鶴岡西RC
山本（正）君一海外

○ビジター

奥村知介君一習志野RC

菅原鉄之助君、菅原鉄三郎君一温海RC

太田毅一君、佐藤勤一君、佐藤成生君
一鶴岡西RC

○点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1．本日は地区大会以来3週間振りに早坂

ガバナーの御出席をいただき、久し振り

にお元気なお姿に接することが出来まし

た。早坂ガバナーには地区大会後ご休養

の職もなく、秋田の354地区における地

区大会のご出席や、地区内の公式訪問等

非常にご多忙な日程を過ごしておられま

す。本当にご苦労様です。それにも拘ら

ず大変お元気で一同心からお慶び申し上

げます。

2．京都乙訓RCの金井君より地区大会参

加の丁重なお礼状と村上バストガバナー

並びに大原普一郎君より記念写真のお礼

と地区大会成功の賞讃のお手紙が参りま

した。

3・先週は地区大会でいやが上にも強化さ

れた友和、親睦を更に拡大すべく、家族

会（10月23日）、ゴルフ大会（10月26日）

磯釣大会（10月28日）と地区大会成功の
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喜びの余韻と共に数々の楽しみ、喜びの

多い週間でした。後程夫々の実行委貝よ

り実況の報告があります。

4・年度開始以来はや4ケ月を経過いたし

ました。この間本年度最大行事の地区大

会も成功裡に終了し、各委員会の活動も

R・Ⅰ会長のターゲット「今こそ行動の

とき」に相応しく活発に行われ、出席、

会報、広報、親睦活動、ロータリー情報

SAA、青少年、社会奉仕、ロータリー

財団、国際奉仕を始め各委員会共異例の

成果を挙げつゝあります。11月23日に予

定しておりますクラブアヅセンブリーを

もって詳細に検討し、後半年の活動に備

えたいと思いますので各委員会は夫々事

前に検討をお願いいたします。

○幹事報告　　　　　　　　　小松幹事

特記事項なし。

○ゴルフ大会について

実行委員　佐藤　衛君

費用は、鶴岡クラブ親睦活動委員会より

20，000円、鶴岡西クラブより5，000円、温

海クラブは2人でしたので3，0〇0円、その

他参加者1人当り1，000円づっ頂戴して賄

いました。

当クラブ受賞者は次の通りです。

優　勝　　中江　　亮君

2　位　　高橋正太郎君

3　位　　中野重次郎君

尚、来年は酒田方面のクラブに幹事クラ

ブを引受けて頂き、毎年交替で行う様話し

ております。

○磯釣大会について

実行委員　森田清治君

最初平沢の一寸手前の鈴部落に行きまし

た。当日は風が強く、とても竿を出せる様

な状態の天候ではありませんでしたが最初

皆で「しのこ鯛」釣りをしました。雨も降

っておりましたので半日串の中で釣をやっ

た方もおりましたが「流石上手だなあ」と

思ったのは早坂徳治君でした。全然錘もつ

けないで自分で作った短い竿で20匹位の

「しのこ鯛」を私達の面前で釣り上げまし

た。

これは新聞記事にしてもよいと思います

が、早坂、高橋両君が同時に一匹の大きな

「あぶらこ」を釣り上げたことです。その

所有権については最後迄もめましたけれど

も結論に到りませんでした。鶴岡は釣の街

といわれる程盛んなので、そんな時の所有

権は誰のものであるかはっきりさせてもら

いたいものだと思います。

所有権が半々というのが会員の半数以上

でした。次に針が奥の方にあれば先に呑み

こんだのだから所有権はその人のものとい

うのが2名、それから後から食った方のも

のだという人もおりました。その理由とし

ては先に食った人は分らないので黙ってお

り、後から食った人は感じて「グッ」と合

せたのだから合せた人のものということで

す。以上3通りありました。今回のほ「あ

ぶらこ」でしたので何事もなくすみました

が魚には変りありませんし、これが赤鯛、

黒鯛ということになれば喧嘩にもなりかね

ないと思われます。

この際荘内日報などの紙上をかりて公に

公開してはっきりしておいてもらった方が

鶴岡市民の為になると思います。それが終

り、次に吹浦に引返して来ましたがその時

も竿を持っているのが精一杯でした。

皆が一緒に行って、同じ条件で、同じ場

所で釣ったことは大きな収獲だと思いまし

た。外の釣大会の様に何処からでもよいか

ら釣って持って来いというのではなく、同

じ条件の処で争い、しかも稀に見る目方で

優劣を決めるのですから「ボラ」の様な大

きなものを釣った人にかなわなかったよう

です。兎に角楽しい一日でありました。

結果は次の通りです。

1位　　嶺岸光吉君

位　　斎藤栄作君

位　　早坂徳治君



○スマイルボックス　　　　　中江　亮君

1．GSバッテリー東北販売店160社の中

25社に選ばれ昭和47年度優良販売店とし

て表彰を受けました。

安　藤　足　助　君

2．鶴岡商工会議所議員総会に於て改選の

結果次の方々が役員にえらばれました。

（任期は昭和51年10月迄）

会　　頭（再）

副会頭（再）

副会頭（再）

専務理事（再）

監　　事（再）

同　（新）

佐藤伊和治君

早坂源四郎君

完網末松君

海東与蔵君

長谷川悦郎君

中野清吾君

議　　員

高橋正太郎君、小池繁治君、上野三郎君

富樫良書君、佐藤衛君、市川輝雄君（父

君の代理）、佐藤忠君、飯自祐倍君、斎

藤得四郎君、鷲田克己君、早坂徳治君、

山本正君、今野成行君、田中晶英君、手

塚林治君、風間慶三君

3・礫釣大会上位入賞者

優　勝　　嶺岸光舌君

2　位　　斎藤栄作君

3　位　　高稿正太郎君
4・ゴルフ大会上位入賞者

優　勝　　中江　　亮君

2　位　　高橋正太郎君

3　位　　中野重次郎君

5・美津濃主催ゴルフ大会の全国大会で4

位に入賞しました。

4　位　　高橋正太郎君

6・木村屋のお店新装のお喜び

吉野　　勲君
尚、次週例会には地区大会の時羽黒山話

をされて三笠宮ご夫妻と記念写真をとられ

た方々に喜びのスマイルをお願いしたいと

思いますのでよろしくお願い致します。

○スピーチ　　　ガバナー　早坂源四郎君

非常に楽しい雰囲気の内に四角張った事

で恐縮ですが、今朝程平東RCの松村享

氏よりロータリー財団関係の書類が参りま

した。地区大会には非常に感激しました。

それから海岸地区に富岡というクラブがあ

ります。会員は22名でこれは平東RCがス

ポンサーになって作ったクラブですが、今

回の地区大会に参加し、会長以下非常に感

激して帰り、急ピッチで会員増強をやり、
一挙に14名の会員を獲得し36名になったと

いう知らせでありました。

昨日商工会議所の会合の時に鶴岡西RC

の原田君が釆まして7月1日に29名の会員

が今度36名位になり、今後40名を目標とし

おそらく年度内達成が可能であるといって

おられました。こういう面で地区大会が非

常に好評で且又参加した会員の方に非常な

感銘を与へたことと思います。

実は私会津若松西RCの会長さんからき
いたのですが、地区大会終了し、帰る途中

会津若松迄車の中で約5時間30分もかかり

ますが終始大会の事を語り合ったというこ

とでした。

私各クラブ45廻りましたが大会後のクラ

ブは長井、宮内、白鷹、上の山、会津若松

南西、喜多方、会津坂下、田島と各クラブ

共何れも大会がよかったと言っており、そ

れともう一つは鶴岡市がこんなに立派な良

い町であることを知らなかったというお話

でした。この鶴岡の大会が山形県と福島県

の会員の方々に非常に大きな感銘を与へた

ことはホストクラブの大会委員長さん以下

皆さんのお蔭であり厚く又重ねてお礼を申

し上げたいと思います。

私最近会津を廻り仏壇を作っておる株式

会社保志の工場を見学しました。そこでは

仏壇で年間50億の生産をあげており本年度

は100億の目標を樹てておる素晴らしい躍

進の会社でした。しかも経営者一家4人が

ロータリアンでありました。工場内は完全

に合理化されており、すべて流れ作業に依

って作られておりました。又最近は需要が

非常に延びておりハワイ、アメリカ方面に

も輸出しておるとのことでした。私は今迄



知らなかったのですが、これが立派な輸出

産業になりつつあるということを初めて認

識した次第です。

それから会渾若松の「ユーセソ」という

酒屋さんの工場を見学しました。非常に大

きな工場で酒も質が非常に良いので福島県

でも相当有名だそうです。会津若松西RC

に入っておる長男の人の話をききましたが

酒を造るのに相当合理化はしておるが或る
一部分は昔乍らの手法を使っておるとのこ

とでした。近代化は確かに必要ですが、完

全に全部合理化すれば酒の質が落ちるそう

です。これからの酒は品質の良いものを造

らなければならないというのが幹部の考え

方でした。

それから喜多方で昭和電工喜多方工場を

見学しました。これは酒田に来る住友軽金

属と同じ内容の工場でした。軽金属をイン
コートとミレトに仕上げるのですが、その

工程で相当の電力を使います。アルミニュ

ームの粉末にしたボーキサイドを電気加工

するのですがその時発する弗素の臭気が非

常に強いので吃驚しました。工員は防毒マ

スクを掛けて作業をしておりました。現在

この工場は事業規模を縮少しておるそうで

すが、設備は私が想像していた以上のもの

でした。

それから面白いことに鰻を飼っておりま

した。鰻の養殖には水を大量に使うのです

が水質が非常に良いので成功したそうで

す。それで養殖を工場の一つの仕事として

やっております。なかなか色々な仕事があ

るものだと感心致しました。

この辺で終らせて頂きます。

○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君
張　　紹淵君
山本隆男君

一般質問

13．大都市にアデイショナル・クラブを設

立することに関して国際ロータリーは如

何なる方針をとっていますか？

国際ロータリー細則は、もし市区、又

は他の自治体地域がその行政区域内に1

又はいくつかの、明確に限界を定め得る

区域を有し、その各々に少なくとも新ク

ラブを組織するために、必要とされる最

少限の職業分額数がある場合には、それ

らの区域の各々から一つずっの、アデイ

ショナル・クラブを加盟会員にすること

ができると規定しております。

但し、かかるアデイショナル・クラブを

組織しようとする区域をそのクラブの

区域の一部としているクラブが、目論

まれているアデイショナル・クラブの

結成を承認し、新クラブに与えられよ

うとする区域を放棄することが前提で

あります。

（RI細則第一条、第一節（ロ）項参照）

＜風間慶三君御夫妻＞

＜上野三郎君御家族＞


