
◎遭首
第728回例会1973・11・6（火）曇　No・19

日　火曜　日12時30

場　鶴岡市本町二丁目
所　鶴岡市馬場町　商

長　安藤足助　幹　事

QTimefoHktion
「今　こ　そ行動　の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

前回の出席
前回出席率　　73・13％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　92・54％

欠　席　者

阿宗君、阿部（裏）君、風間君、長谷川（悦）
君、五十嵐（三）君、三浦君、三井（賢）君、菅

君、中江君、斎藤（待）君、斎藤（信）君、中野

（清）君、富樫君、山本（正）君

メークアップ

佐藤（忠）君一酒田東RC

山本（隆）君、進藤君一酒田RC

薮田君一米沢RC　阿宗君一新庄RC

阿部（裏）君、五十嵐（三）君、高橋（艮）君、

○点　　鐘 安藤会長

○国歌斉唱

○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
鈴木善作君　田中晶英君　薮田誠樹君
風間慶三君　佐藤　衛君

奥様お誕生

阿宗良子様　阿部活様（裏）
早坂左枝子様（源四郎）　小松久子様
菅　美千代様

〇年間皆出席者
11年間皆出席　　　　新穂光一郎君
10年間皆出席　　　　阿部公一君

5年間皆出席　　　　薮田誠樹君
4年間皆出席　　　　阿宗文雄君

010月120％出席者　　　　　3　名

五十嵐伊市郎君　小野寺清君　高橋正太

郎君
小池君、三井（徹）君、菅君、佐藤（友）君－　010月100％出席者　　　54　名

鶴岡西RC

山本（正）君一海外RC

Oビジター
山田清三君一名古屋西RC

五十嵐卓三君一鶴岡西RC

阿宗君、阿部（公）君、阿部（賽）君、
安藤君、張君、森田君、早坂（源）君、
早坂（徳）君、佐藤（順）君、山本（隆）
君、板垣君、市川君、飯自君、石井君、

石黒君、五十嵐（三）君、高橋（良）君
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今野君、海東君、田中君、金井君、佐藤

（衛）君、上林君、黒谷君、小花君、小池

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、大川君、

橋君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、佐

藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、笹

原君、鈴木（弥）君、佐藤（友）君、谷
口君、小松君、手塚君、中野（清）君、

富樫君、上野君、薮田君、進藤君、高

橋（辰）君、山本（正）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1．「ロータリー財団を強化しましょう。

3．地区大会羽黒観光の

記念写真のお礼到来。

地区大会羽黒観光に於て本殿前で両殿

下と御一緒に撮した記念写真を委員会の

ご努力で参加者に送られたのですが大変

喜ばれてお礼状が沢山到着しておりま

す。

4．地区大会に奉仕した

青少年団体に本部より感謝。

地区大会に奉仕した鶴岡RAC、鶴岡

高専IC、鶴岡西高校IC、日本ボーイ

スカウト庄内地区隊に大会本部より感謝

の意を以て金壱封を戴きました。各委員

長及び代表に伝達いたします。

ク‡竺造岩豊富デノ宣誓三雲芸芸完完　○幹事報告　　　小松幹事
を要請されております。

当クラブはポールハリスへロー及び準へ

ローの方々のお蔭で1，300％以上の成績

で地区内第一位の栄誉に輝いておりまし

たし、本日も又1，400％達成の通知が入

っておりますが、先般早坂ガバナーより

お電話があり、今度相馬RCが一躍1，60

0％を達成したので鶴岡RCも更に一部

の篤志家の力だけでなく、クラブ全員の

力で今までの栄誉を盛り上げて貰いたい

との激励もありましたので「ロータリー

財団週間」を機会を大いに努力したいと

思いますし、ご協力をお願いいたしま

す。

依って今月のスマイルボックスは「財団

ボックス」を活用しますのでよろしくお

願いいたします。

2．三笠宮家よりお喜びの吉報。

先般三笠宮家竹中事務官より地区大会

本部に「去る地区大会においでになられ

た両殿下は大変ご気嫌うるわしくお帰り

になり、鶴岡の印象は大変よかったとお

喜びです」とのご連絡がありましたので

お伝へいたします。偏えに皆様のご努力

の賜とご同慶に堪えません。

1．例会変更

ィ、上の山RC

11月9日　場所　ローズボール

12時30分より

11月16日　場所　よねや旅館

16時より

11日23日　祝日　の為休会

ロ、八幡RC

l1月10日を11月7日に変更

場　所　　赤倉　阿部旅館

時　刻　16時より

2．会報到着　長井RC

3．第349地区年次大会

ホスト　木更津RC

年月　日　昭和49年3月9日～10日

場　　所　木更津市民館

4・認証状伝達式

ィ、水戸南RC

年月　日　昭和49年2月10日

場　　所　茨城県民文化センター
ロ、京都洛北RC

年月　日　昭和49年3月17日

場　　所　洛北宝池国立国際会議場

○鶴岡市に対する書附について

地区大会副幹事　高橋正太郎君

皆様のご協力に依りました年次大会か票

岡市に対する寄附金のことですが大会委員

長がご都合つかないので石黒大会幹事とも

ヽ、－・′

君江中



が鶴岡市に100万円持って行きました。

その内訳は次の通りです。

ト　既にご存知のことと思いますが体育

館の内の引幕で、もう出来ておりの

す。

2．児童遊園地の一角に半永久的なコン

クリート造りで東屋風の休憩室を建

てます。鉄板ぶきの屋根にして来年

3月頃出来上る予定です。

3．児童遊園地の内に相当高い水銀灯を
一基造ることになっております。

○インターアクトクラブの現況について

三井　徹　君

インターアクトの目標については一応次

の様に書いてあります。

ト　建設的な指導力を養成し、自己の完成

を図る。

2．他人に対する思い遣りを深め、且力と

なり得る様に奨励し実践に努める。

3．家庭の重要性を改めて認識し、国を愛

する心を養う。

4．個人の価値を認め、他人の権利を尊重

すること。

5．個人の成功、地域社会の改善、及び団

体としての業績を挙げる上に、個人が責
任を負うことを強調する。

6．すべての有能な職業は社会に奉仕する

道であることを理解し、その品位と価値
を認識すること。

7．地域社会、国家及び世界の問題につい

ての知識と理解を務める道を提供するこ

と。

8．個人として、又団体として国際理解と

全人炉に対する善意を増進する為の道を

きりひらくこと。

以上8項目になっておりますが発足当時よ

り具体的に而も判り易くなった様に思いま

す。

現況としては世界的に発足してから11年

間になります。世界的に見まして70ヶ国に

約3，000のインターアクトクラブ、70，000

名の会員がおります。日本では昭和38年に

初めて結成され（世界の方は昭和37年に結

成されています）現在250のインターアク

トクラブと6，975名の会員になっていま

す。地区内には9クラブ、約300名の会員

がおります。一番早いのが七一コー学園で

昭和40年に作られております。世界的なク

ラブの名簿が発行されていますが、国内で

はロータリーの友から詳しい名簿が発行さ

れています。

最近の活動状況を見ますと身近かな社会

奉仕活動、又クラブの運営については結成

以来段々年数を経ており大体身について来

たという感じです。

地区大会も7月末に平で行いましたが第8

回目になります。私も数回出席しましたが

段々纏りが良くなって板について来たとい

う感じでありました。

本年度は特にこのインターアクトそのも

のが国際ロータリーとしての重要な活動で

あるとはっきり言っております。そして従

来兎角間接的な社会奉仕が多かったのです

が本年度はインターアクト、ローターアク

トに対し、非常に積極的な直接的なRIの

ロー∵タリーの活動方針として打ち出された

もので画期的なものであると言われており

ます。大体10年間も経過しましたので今年

は更に活を入れようという国際ロータリー

並びにガバナーの方針に依り、先程の地区

協議会の時にそのインターアクト、ロー－ク
ーアクトの海外派遣考慮についての懇談会

を実施しました。その結果ローターアクト

についてはサンクレメンテのロータリーク

ラブと0Ⅰ亡があって具体的にどうするかと

いうことで今検討中であります。

インターアクトについては先程お話があり

ました様に1り］10日、11日に指導教官、地

区委員長と懇談をやり、その方法など色々

ご相談申し上げる予定であります。叉11月

23日には全日本の地区委員長の会合（東京

で開催）があり私が出席すことになってお

ります。

先程当クラブに於ても社会奉仕委員会の

方で環境の整備、浄化についての懇談会に

インターアクト、ローターアクトにも案内

したのですが非常に熱心に参加し、「こう



いう会を又やって欲しい、私共もロータリ

アンと一生懸命話し合ってこういうふうに

活動したい」と言っておりますし、非常に

期待出来る様に感じております。

最近世界或は日本の青年の意識調査を当

局で行っておりますが其の結果を見ますと
一般に世界で共通していることは「職業は

パンを得る為に働くのだ」という答が断然

多く、社会奉仕的な考えは余り出ておりま

せん。人生の目標は何かと云えは「平和な

家庭を作ること」これは圧倒的に多い。日

本の青年で信仰心のないのが40％以上もあ

ります。それから社会に対する不安が非常

に強い。世界でもそうですが白木の青年は

信念を以て、自覚を以て活動しようという

傾向が薄いということが言える様です。

その中に立ってインターアクト、ロータ

ーアクトが自分の人間を完成すると同時に

此等の人に対する指導力を以て努力して行
こうということは非常に貴重なことだと思

います。そんな様な意味でこれからロータ

リーとしてもこのプログラムに対して大い

に力を入れてやって行こうということが今

年度ガバナーの方針であります。
ロータリアン各位におかれましてもどうぞ

青年と接触の機会を得、又例会にもおいで

願い、お互いに話し合い今後よろしくご指

導、ご鞭櫨をお願いいたします。

○スピーチ　　　　　　早坂徳治君

去る10月28日の釣大会のことでございま

すが森田清治君のご配慮により荘内日報の

記事に載っておりました。私はまだ読んで

おりませんでしたが、非常にご親切な方が

おりまして私の方に電話を下さいました。

私を早坂と知っている人の様でしたが「自

分は子供の頃から釣というものについて父

から昔からの伝統的に教えられた者であ

る。」という前言のもとに次の様な内容の

ものでした。

先ず針を魚に飲み込ませること、これは釣

師の資格がない。魚が切角食いついたのに

これを感受しないで黙ってその儀にしてい

るのは釣師の資格がないんだ。その後に魚

は又宙があるから食いつく、それをガッチ

リ合せたのが矢張り釣師の資格充分なの

だ、だからその時の魚はあなたの所有であ

る。

以上の様な電話でした。あまりご親切なの

で「あなたはどなたさんですか」とききま

すと「私は60才の親父であなたを知ってお

りますし、元与力町の石山林太郎」という

方だそうです。

これは今後のこともありますのでご参考迄

申し上げます。

○スライド　　　　　　　　張　紹淵君

「会員増強」についてのスライドを上映さ

れました。

あるRCの会長が「会員増強」について

増強の必要性、会員増強委員会の任務、

全会員の協力に依る増強の方法など多岐に

しかも具体的に説明したものであってR

Cの力の真の根源は会員の増強にあり、増

強なくしてより多くの奉仕はあり得ない。

増強が出来ればこの様な立派な社会奉仕が

出来るのであると結んでおります。

○ロータリー情報委員会示説破

大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

1・一般質問

的　「標準クラフ定款」とは如何なるも
のですか？

ロスアンゼルス大会（1922年）は標準ク

ラブ定款を採択し、其の後時々大会にお

いてそれを改正しましたが同年6月6日

より後に国際ロータリーに加盟したクラ

ブはすべてこの標準定款を採用しなけれ

ばならないことになっています。

2．一般質問

㈹クラブは如何なる場合に国際ロータ
リーの加盟資格を失いますか？

次の4つの場合であります。

（1）国際ロータリーに対する会費その他
財政上の支払義務を履行しない場合

（2）正当な理由による場合。

（3）脱会による場合。

匝）役目を果さない場合。


