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⑪出席軸告

永日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　55名

出　　席　　率　　80．88％

前回の出席

前回出席率　　74．63％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　88．06％

欠ゝ＼庸　者

阿宗君、早坂（源）君、飯白君、今野君、佐藤
（衛）君、三井（徹）、斎藤（信）君、佐藤（伊）
君、佐藤（昇）君、笹原君、高橋（正）君、菅原
君、板垣君

メークアップ

阿部（公）君、佐藤（忠）君一福島R．C

薮田君一新発田R．C
板垣君、金井君、崇谷君、嶺岸君、中野
（清）君、富樫君一鶴岡西R・C

⑳ビジター

半田茂弥君、工藤武樹君一鶴岡西R．C

⑳プログラム

0点　　鐘　　鈴木会長12：30

。国歌斉唱

0ロータリー・ソング（奉仕の理想）

。お誕生おめでとう

0年間皆出席者表彰

。6月100％出席著名

0前年度地区役員記念品贈呈

霊霊宝芸霊芝霊芸仁ストバッチ贈呈

0会長報告

0新幹事挨拶

0幹事報告

0例会を総会に切換え

会費値上げ承認（細則変更承認）
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参会鼻誕生

黒谷正夫君、嶺岸光害君、中江亮君、

佐藤順治君、森田清治君

命奥様誕生

進藤瑞枝様、中野ふみ子様（清吾）、

薮田淳子様、田中咲子様、富樫貞様、

佐々木節子様、佐藤清子様（忠）、

斎藤信子様、小池英様、飯自安江様、

張生妹様

㊨年間皆出席庸

14年間皆出席

10年間皆出席

9年間皆出席

9年間皆出席

6年間皆出席

4年間皆出席

3年間皆出席

2年間皆出席

㊥6月150％出席

高橋（正）君

海東与蔵君

五十嵐三郎君

三井賢二君

鈴木弥一郎君

小池繁治君

高橋正太郎君

小松広穂君

森田清治君

1名

㊨6月125％出席　12名

風間君、安藤君、石黒君、佐藤（衛）君、

小池君、三井（賢）君、小野寺君、鈴木

（善）君、新穂君、佐藤（友）君、高橋（辰）

君、菅原君

命6月100％出席　　39名

阿部（公）君、阿部（塞）君、張君、森田君

早坂（源）君、佐藤（順）君、山本（隆）君、

板垣君、市川君、山本（正）君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、今野君

高橋（艮）君、海鹿君、金井君、上林君、

小花君、中野し重）君、吉野君、嶺岸君、

三井（徹）君、三井（健）君、男網君、菅君

大川君、中江君、斎藤（栄）君、斎藤（得）

君、佐藤（忠）君、笹原君、鈴木（弥）君、

小松君、手塚、津田君、中野（活）君、富

樫君、薮田君

命新会長就任の挨拶　　　　鈴木善作君

前年度1ヶ年は副会長として安藤会長の側

に座ったのみで、会長代理として3、4回例

会時に務めた位いで、勉強不足に過して参り

ましたが、今度は責任重大、心配で夜も良く

寝れない現状であります。幸い女房役に佐藤

忠副会長と、体重70Kもある高橋辰美幹事を

もらいましたので、共に助けてもらいます様

御願いして居ります。

さて、新国際ロータリー会長ビル・ロビン’

ズ氏は「ロータリーの精神を振るい起こせ」

のメッセージを示された様にロータリーの力

は、ロータリーアン一人一人が他人のために

尽くすという、奉仕の理想に自らを献げるこ

とから生まれて来るのである。と申されて居

ります。それで私等もロビンズ会長の精神を

よく考えて、よきロータリアンとなり、先ず

本年度は内容の充実、親睦、融和を図り、社

会奉仕活動に、又イソクーアクト及びロータ

ーアクトの拡大強化を推進する考えでありま

す。

是れから1ケ年間就任致しますけれども、

もとより皆様の御協力なくては出来ませんの

で、偏に皆々様の特段の御協力御指導を賜り

ます様御懇願致しまして簡単でありますが就

任の御挨拶と致します。何卒宜敷く御顧い致

します。

⑳会長報告

1．前年度大変御苦労なさいました会長、幹

事さんに記念のバッジを進呈致します。

前会長　安藤足助君

前幹事　小松広穂君

ヽ＿．ノ



2・前年度クラブの名誉会員でありした鶴岡

市長白井重暦氏を今年も引続き名誉会員と

して推薦することを、本日理事会を開き、

決定しました。

3・例会を進行する上に会長、副会長不在、

幹事、副幹事／卜在の場合の時は順序を次の

様に決めましたので報告致します。

ィ、会長不在の場合は副会長、副会長不在

の場合は理事の年令順に年長名から順次

ということに決めました。

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。

4・新年度会費を年額7万円、上期4万円、

下期3万円とし総会に計る件

以上の件で後程ど当例会を総会に切り換

えさせて頂きます。

0賛成多数で決定しました。

㊧前年度会長離任の挨拶

直前会長　安藤定助君

昨年度会長の重任を拝命し、不徳非才も顧

りみず、その職責に基づいて憶面もなくRI

会長のターゲット「今こそ行動のとき」を休

し、早坂ガバナーのご指導のもと、積極果敢

に行動し、皆様には大変ご苫労をおかけしま

したが．ガバナーの選出、地区大会の開催を

契機に又RI会長の時宜適切なターゲットに

より、会員皆様がよく行動され、ご協力、ご

支援下され大過なく成果を残して離任出来ま

すことは偏えに会員皆様のお蔭と心から深く

深く感謝申し上げますと共にいささか強引、

独善不朕、才量、努力の不足等々のありまし

たことは深く反省するところで何卒ロータリ

ーの友情に免じて御容許願いたくお詑び申し

上げます。任を解かれ唯々この反省に口々厳

粛な気拝に追われております。

願りみまするに、この一年皆様の活発なご

活動により得た重要な成果は、何より会員全

員がよく行動する生気あるクラブになったこ

と、そして会員相互特に新旧会員並びに家族

の萩陸友和が極めて深まり、例会も一段と和

ややかになったこと、又創立14年の経過によ

りいささかマンネリ化の傾向にあったクラブ

活動が年度開始準備より終始見直され、改善

され漸新にして充実した活動となったことで

酎こ一大試給とも云うべき地区大会が金井大

会委員長、石黒大会幹事、高橋大会副幹事を

中心とするスタッフを始めとし会員、家族、

関係者一同打って一九となっての活動により

あの大成果を得たことであると思います。

その他出席率は月平均90％以上を維持する

までに飛躍向上し、例会場のムードを一新し

会掛は親しまれる会報として、しかも次回例

会に配布を励行され、親睦委員の献身的努力

により葉隠会の在り方を抜本的に改善され、

スマイル活動も前年比20％の増となり、又細

心の配慮によるプログラム、徹底したロー一夕

リー情報活動により大いにロータリーの理解

を深め、広報、社会奉仕、国際奉仕の活動と

地区大会により地域社会の理解を深め、且つ

亦クラブの職業奉仕、社会奉仕に夫々新途を

拓き、国際奉仕は活発に海外R・Cに友愛の橋

を架け、ロータリー財団寄附は1．000％より

1・500％クラブに飛躍する等、その成果は枚

挙に畷なく、会計に於ても地区協議会、地区

大会の大行事を抱え狂乱物価の中、大活動の

上にも森田会計、小松幹事、山下事務局員の

ご努力により100，OD0円クラブ基金を増額し

猶610，000円以上の次年度繰越金を残して決

算することが出来ました。

このように申し上げるのは何も会長の功績

を誇示するのではなく、昨年一年の皆様の非

常なご活動の成果を評価し今後の活動の自信

と励みにしたいからであります。

最後に特段のお力添えを下さった小松幹事

森田会計、止「F事務局員始め理事並びに会員

皆様に対し重ねて深甚の感謝の意を表し今後



一層のご指導ご批睦をお願いして離任の挨拶

といたします。本当に有難うございました。

㊨前幹事離任の挨拶　　　　　小松幹事君

昨年の初例会はたしか明三日でありまし

た。その初例会の席上で御挨拶した時は、大

げさに言えば、冷汗三斗顔面そう白になって

居った様に思います。それに引換え本日はま

ことに気楽に御浜拶申し上げさせて頂きま

す。

ロータリーというものに対して満2才とい

うホントに純真無垢、清らかな処女でありま

した私が、安藤さんに無理矢理に説き落され

床入りの式迄手取り足取りの手ホドキを受け

任期切れの今日やっと御飯の炊き方位がわか

った様な気が致します。

この一年間幹事の重責を大きなミスもなく

且つ私自身ロータリーというものにつき勉強

させて頂きました事は、卓越せる正画性と実

行力に富んだ安藤会長の御指導と皆様方ロー

タリアンの好意と友情、更はまた山下事務局

員のかくれた御支援の賜と心から感謝申し上

げます。

又、幹事引受けに際して「小松さん、安藤

さんの下で幹事をやる事、地区大会の様な大

行事のある事に幹事をやる事は非常に良いチ

ャンスだから是非引受けなさい」と助言され

た先輩ロータリーアンには、この席上をお借

りして改めて感謝の意を表します。

年次大会も苦しかったが感激した場面、会

員家族親睦会。遊佐のⅠ・C．G．F等、諸種のロ

ータリー行事を回顧して感慨無量です。ホン

トに有難う存じました。

今年は更に私の様な大型（身体）幹事より

更に一廻りスケールの大きいジャンボ高橋幹

事が新年度の布7‾】を着々と打って居ります。

鈴木会書のもっとスバラシイ一年でありま

す様に御祈りし、私に賜りましたより以上の

好意と友情を賜ります様御願い申し上げま

す。ホン日に有難うございました。

㊥新幹事就任の拶拶　　　　　高橋辰美君

愈々本日より幹事としての大役を受け持つ

事になりましたので、一言御挨拶させて頂き

ます。

もうすてに御承知の通り、本年度のRlタ

ーゲットは「ローータリーの精神を振るい起

せ」でありますが、私なりにこの事を考えて

見ますと、1人1人のロータリアンが、ロー

タリー精神の原点に立返える事ではないかと

思います。過去の流れの延長でなく、常に世

界情勢の変化は勿論、国内の政治、文化経済

が大きく変革している中で、国民各層の考へ

や、生活、習慣も大きく変化して居ります。

私等は其れに対応して、価値あるロータリア

ン、一般社会より支持され、愛され、求めら

れるロータリアンへ、積極的に取り組んで行

かなければ、社会の進展、変革から大きく外

れ、過去の遺物的存在ともなりかねないと思

います。私等の本年度の活動の重点が対外に

目を向けられた事は、将に会長の時期を得た

最良の策と思います。

昨年は大型幹事だと小松君が云われ、本年

は、ジャンボ幹事とヒヤかされて居りますが

「大男総身に智恵が廻りかね．′」で御存知の

通りの非才な者でありますが、幹事として、

皆様のより進歩的で、より積極的なロータリ

ーアンとしての活動に、最大の御協力を御約

束申し上げると共に絶大なる御協力を賜りま

す様御願い申し上げて御挨拶に替えます。

㊨鶴岡を美くしくする懇談会

社会奉仕委員会

社会奉仕委員会は、6月27日午後6時半よ

り産業会館四階にて「鶴岡を美しくする懇談

会」を行った。折柄、在鶴中の三井安弥氏を



ゲストに招いて、市役所、潟田川、金峯各観

光協会、鶴岡、朝暢各ライオンズクラブ、工

｝　　尊、西高名インターアクトクラブ、鶴岡ロー

ターアクトクラブ、商工会議所青年委員会、

市民の森の会、内川を美しくする会、それに

当ロータリークラブと30名程の多彩な人々が

参集。いかにすれば鶴岡をもっと美しく出き

るかを2時間半に亘り熱心に討議した。

三井徹委員長のあいさつに続き、安藤足助

君の司会で懇談に入り、（1）鶴岡公園の美化の

問題、（2）内川の美化について、（3）高館山、金

峯山、並びに湯江りIl梅林、植物園の美化、極）

公徳心の高揚方法等各方面の担当者や実際に

美化奉仕した人達の生の声を参考にしながら

進行。今後の実化運動に、何か明るい希望の

生れるのを感じた。特に三井安弥氏が、人間

は、万物の霊長などと威張っているが、所詮

自然の一部である。したがって人間繁栄のみ

でなく万物平等の繁栄を考えるべきである。
＼＼〉　　叉公園などの緑化、美化は簡単だが、日本全

国、川の実化には苦労している。などとのお

話に探く考えさせられるものがあった。

鶴岡ライオンズクラブの方で赤川漁業組合

の副会長をされている方もいて、内川水質汚

染の専問的な指摘など、甚だ有意義で教えら

れる所が多かった。

最後に社会奉仕委員の上林一郎君が、多忙

な中を出席して下さった関係者各位に謝意を

述べこれからの美化運動を進める上によい案

が続出し、また知られざる一面に驚くなど、

このような充尖した会を今後も鮭続して善意

を基調とした市を美しくする運動をお互いに

相携えて展開してゆきたいと結び罰金を宣し

た。

⑳口√一夕リー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、渾田晋介君

・私は貢献する。

・クラブ予算並びに会費徴収のプノ法。

・職業分類と地域社会との関係。

・クラブ奉仕委員会担任の責務。

・クラブ奉仕の担任は、

奉仕の機会として知り合いを拡める。と

いうことを助成する各種の委員会の仕事を

調整し、監督することであります。

・クラブ予算並びに会費徴収の方法。

大切なことは、年度初めの予算を編集す

る場合に、収入の過剰見積と、それに伴う

多額の支出という危険性があるものありま

す。

クラブ活動に対する経費は、控え目に計

上して下さいとあります。年度の終りに相

当、剰余金が残るように計画して於てから

全般の計画をたてるようにして下さいとあ

ります。

会員として、個人が負担する費用は、普

通の収入のある人が、参加出来る程度に少

額にしなければならんとあります。又、ク

ラブ理事会の決定が必要です。

会費の徴収の任務は、クラブ幹事がその

帳簿をきちんとつけ、会費の請求を嫌はな

いようにすることのようであります。

・私は貢献する。

テキサーカナ・ロータリークラブ会報に

次のように書かれています。

（TEXARKANA・ARK－TEX・U・S．A）

私は、本年中に、ロータリーに対し何か

私個人として貢献しようと思っておりま



す∴

私は、クラブの会員として推薦できる人

物を見つけるために捜し回るつもりであり

ます。

又私は、毎週2～3分の時間を割いて、

平常接触のない2、3の会員と親密になろ

うと思います。

たとえ、彼等とはどこか他の場所でこれ

まで社交上も仕事上も何らの接触がなく、

また彼等が何ら有形の利益を受けないとし

ても、私は、自分と理想を同じくする仲間

の市民としての彼等に関心を持っているこ

とを、知らせようと思います。

クラブに成功をもたらすことは私の個人

的義務であって、委員会に任せて、於ける

ことではないと■思います。

私自身がロータリーであります。

もしこの義務を怠るならば、多方面にわた

る、活動によってロータ玖－が世界中にそ

の重要性と、有用性とを伸展してゆく機会

を失うことになります。

私は、自分自身のために、この義務を果

さなければなりません。又同僚ロータリア

ンのためにも、それをしなければなりませ

ん。

・以上のこと．で、我々会員の個々の持つ職業

分類と地域社会との関係の重要性も、いく

らかわかるような気がすると思われます。

⑳本日のスマイル

。風間慶三氏

鶴岡高工会議所副会頭に選ばれる。

0鶴岡税務署管内48年度法人所得番付

1位　荘内銀行

2位　信用金庫

4位　金屋興業

5位　木　村　反

0小池繁治君

鶴岡南高等学校同窓会副会長に選出

0善宝寺ドライブイン工事施行

佐藤工務店

＜荒沢ダムに放て　家族会の風景＞

★会報委員会よりお礼とお願い

・原稿を頂き大変楽に編集が出来まし

た。

・スピーチをされる方は要旨で結構で

すので原稿を御用意下さい。
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諾岡ロー々リー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

こ　ま　く　さ

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鋤5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払ヶ、瑚助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第761号　　1974・7．9（火）　（晴）　　No．2

前回の出席

68名

佐藤（衛）君、三井（徹）君、高橋（正）君、

菅原君一鶴岡西RC

笹原君一新潟RC
46名

67・65％　　　　　⑳ビジター

原田行雄君、羽根田正吉君、吉川喜一郎

前回出席率　　80．88％　　　　　　　　　君、土井秀夫君一鶴岡RC

修正出席数　　　　64名

確定出席率　　94・12％　　　　　　⑳プログラム

欠　席　老

阿宗君、阿部（公）君、森田君、早坂（徳）君、

山本（隆）君、石黒君、進藤君、高橋（良）君、

黒谷君、嶺岸君、三浦君、三井（賢）君、菅君

中江君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐藤

（伊）君、新穂君、高橋（正）君、津田君、薮田

君、高橋（辰）君

メークアップ

早坂（源）君、板垣君、飯自君、今野君、

。点　　鐘　　鈴木会長12；30

。ロータリーソング（手に手つないで）

0ビジター、ゲスト紹介、

ローターアクトクラブ　会長　大中敬一

0会長報告

。ゲスト、スピーチ

。幹事報告

0委員会報告

0会長報告

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う

数
数
率



⑳会長報告　　　　　　　　7月9日

去る7月5日に会長、佐藤副会長、高橋

幹事の3名にて鶴岡市長、警察署長、鶴岡

駅長鶴工高の阿部清三先生、庄内日報社

長等新任の挨拶に廻りこの一年間何にか

と御支援の程、宜敷くと御頼みして参りま

した。

7月7日分区代理の石黒君が福島市で

開催の地区委員会に御出席され、次の諸種

情報をお受けになって参りましたので例会
の際会員の皆様に報告して下さいと依頼

されましたので替って報告させてもらいま

す。

（石黒君は、本日より16日まで飽海地区の

公式訪問にガバナーと共に廻るので欠席さ

れたのです。）

⑳R・l規定審議会の決定事項その他について

分区代理　石黒慶之助君

昨日（7月7日）地区役員会に出席し、

大原ガバナーより、ミネアポリスにおける

RI規定審議会の決定事項並びに353地区

諮問委員会決定事項などを伝達受けてまい

りました。

次に概要を報告致します。

。R・Ⅰ規定審議会の決定事項

・各R・Cの次期役員の選出は前年12月

末まで決定すること。

・規定審議会は今まで2年に1回開かれ

ていたが、今年は3年に1回開催する

ことに変更された。

・新クラブ創立に当り、区域の委譲を行

うことなく同一区域に2つ以上のクラ

ブを結成してもよいことになった。

・R．Ⅰ負担金は来年1月より4弗から

6弗に値上げする。

0地区諮問委員会の決定事項並びに地区役

員会での報告事項

・ロータリー財団の寄付は全日本のR・

Cの努力で、米国の水準に達し日本の

発言力が強くなった。

・早坂P．Gは連絡委員となり国内ロー

タリー連絡委員会に出席した。そこで

「1978年国際大会は東京で開催するこ

とに内定した」と報告あった。

・ポール・ハリスの根本精神は職業奉仕

に重点が置かれていること再認識し、

353地区では毎年3月第1進を「職業

奉仕強調週間」とすると定めた。各

R・Cは必ず有効に活用実施されたい。

・R．1ロビンズ会長は8月16日、日本を

訪問する。東北、北海道の全R・Cの会

長、副会長、幹事は8月19日仙台に集

まり歓迎の会合を開催する予定

（1R．Cより3名位の義務出席）

oR．Ⅰ第353地区ガバナー表彰の新設

来る10月11日～13日開催の地区大会にお

いて、次のようにガバナー表彰を実施す

る

（1）クラブ会員……ロータリー歴5年以

表　　　彰　　上、20年10年出席

100％である会員、

その他特に表彰

に値すること

（2）クラブ表彰……出席、財団、会員増

強、奉仕活動、その

他特に表彰に値する

こと

（3）事務職員表彰……勤続5年以上

表彰者の選定は各クラブ会長名をも
って推せん書を作り、分区代理がこ

れをまとめ、8月10日までガバナー

事務所へ届け出る

以　上

＼ヽ′ノ



㊥ロータリー情報委員会　　　1974．7．9

張　　沼淵君
山本隆男君

津田晋介君

主　題

0会長監督（S・A・A）の任務は

0職業奉仕の歴史

。’’なぜ’ロータリーを諦めないのか

0会場監督（S・A．A）の任務は

①　秩序正しく

③　品位あって

③　しかも能率的なロータリー会合を維

持することが出来るように助力して

④クラブの訪問者及び来賓によい印象

をあたえるようにすること

⑤　クラブの品位及び威信（人間的な重

み）を落すことのないように、気を

くはることです。

。　職業奉仕の歴史

ヴアーモントの田舎から出身の若い

弁護士の　①ポール・ピー・ハリス

さんが、心で話しが出来る友人であ

る、鉱山技師の（卦ガスローアさん

と洋服商の　③ハイラム・ジョーレ

さんと石炭商の　④シルベスター・

ジールさんが、1905年2月23日に会

合してロータリーが出来、お互いの

商売を助け合って繁昌させて、高尚

な奉仕に重点が置かれるようにな

り、奉仕の理想を一番最初に実現し

たのは、馬車用の馬に死なれて困っ

ている、お医者さんに馬車馬を贈っ

たことでした。

それから、シカゴのロータリーク

ラブが確立されてから、1907年にシ

カゴ市役所に公共便所を立てたこと

が文献に書かれてありました。

。ttなぜ’ロータリーを諦めないのか、考え

て見ましょう。

ロータリーをやめることを決心すると

①　年間約100時間の個人的な私用時間

が浮いて来るし、

⑧　財布は約200ドルも重くなるし、

③　時間こそ多少浮きますが、

その反面、失うものは、次のようであり

ます。

①　地域社会の運営や事業経営や、市の

将来の計画にたずさわっている人々

に定期的に例会場で接する楽しみを

失うし、

②　政治、運輸、製造、小売及び伝達技

術に関する新しい知識を修得する機

会を失うし、

③　自分自身の問題について、他の職業

人と語り合う機会をなくしてしまう

し、

④　自分の毎週の日常業務から転換でき

る楽しみを失うし、

⑤　地元及び世界社会の改善に尽す委員

会の一員として、働くことの喜びを

失うから、

ロータリーを諦めないのですと、

決意をした会員がありました。それ

は、カナダ、オンクリオ州、ロ二／ド

ン、ロータリークラブの会員でし

た。

LONDN，ONT．，CANADA

（D－633）1915，（144）

⑳ゲストのスピーチ　　　百瀬恵美子さん

。略　歴

鶴岡南校卒清泉女子大よりメキシコ大

に留学、スペイン語専政、札幌冬季オリ

ンピックに於て、ボブスレー国際連盟役

員の通訳を務めた。今回、日本国即こ広

くラテン・アメリカを日本国内に広く知

らせるために、国連、中南米各国政府の



バックアップで、ラテン・アメリカ観光

広報センターが今年8月、東京銀座にオ
ープンすることになって居・り初代所長に

就任する。

0要　旨

私は大学を卒業して10年以上にもなる

が、中・南米を起点にして世界各国、又

オリンピック、万国博、国際会議などに

出席して国際親善を深めて居ります。

日本のロータリーは文化程度の高いア

メリカ、ヨー■ロヅパ各国との交流が非常

に盛んであるが、これだけではこの社会

は成り立って行きません。日本にとって

経済発展の相手国となっているのは中・

南米、カリブ海諸国となっています。そ

の国々で話されている言葉はスペイン語

、或いはポルトガル語であります。スペ

イン語は今では世界でも重要な第二外国

語となって居ります。

中・南米に住む人々は日本人と非常に

多くの共通点をもって居ります。民族の

根源をたずねますと、やはりモンゴール

系で、保守的な生活、子供中心の家庭生

活、子供の遊び道具までほとんど似て居

ります。

ラテン・アメリカの国々は日本に非常

に大きな関心を示して居ります。然し大

平洋をはさんで居ることと、経済力の低

い国々の人々は日本を訪れる機会は少い

訳です。

そこでロータリーを通して、中・南米

の人々と前向きに交流を深めて頂き度い

と思います。コロンビア、ブラジル、ペ

ルー、ボリビアその他の国々で日本との

交流を切に望んで居ります。

その国々にしてみれば日本との交流の

ための糸口がないこと、日本がその国々

に対して認識がないこともあって、ロー

タリークラブを通して広くこれ等諸国に

日を向けて頂ける株、御協力頂きたいと

存じます。

この機会にロータリーを通して親交を

深め、又交換留学生の制度を採って頂け

れば中・南米の人々、日本の人々にとって

非常に有意義なことであると思います。

今回帰って参りましたのも日本人の中
・南米に対する認識不足を解消すること

を目的にして屠ります。よろしく御協力

下さい。

。質問1

現在の貴方の地位は？

1．ラテン●アメリカ観光広報センタ

ー所長

2．中南米27ヶ国広報センター所長

（国連バック）

3．南アメリカ広報連盟日本支社長

0質問2

事務所の所在地は？

中銀座のカプセルマンションで大変解

り易い所にあり、案内図があれば容易

に判る所にあります。

0質問3

そこでどの様な資料が得られるか？

民族、習慣、地形、人口、食物、交通

機関、文化程度、教育制度等の詳細な

説明書と写真があります。

0質問4

コロンビアとの交流についてはコロン

ビアのロータリー会員の希望か？

ガバナrを中心として、カリ市部（日

本人の移住地で現在6，GOO人人口10万

程度）に力を入れて居ます。
Cali（カリ）コロンビア

0質問5

交流の方法は？

学生を含む働く青少年を対象とした交

流を、望んで居ります。
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0質問6

アメリカとの交流はどうか？

語学研修を主としてアメリカ、ヨーロ

ヅ／くとは交換学生の型で行われて居り

ます。プ

但し日本を中心とした極東地区とは行

われて居りません。

⑳幹事報告

材）例　会　変　更　　鶴岡西R・C

時間変更　7月19日クラブ協議会のため

午後4時　ホテル山王闇、

登録料￥2，000寒河江R・C

日　　時　7月18日の例会をクラブアッ

センプリーの為、7月19日

17時30分　伊勢屋旅館

（ロ）事務局移転　　東京北R．C

7月1日より千代田区外神田

6～7～1古屋ビル5階、

日本電設工業㈱内

TEL　832－8945

M　ビジター費変更　　福島北R・C

（旧）1，000円を

（新）1，500円

国　会　報　到　着　　能代南R・C

東　京R・C

塩　釜R．C

㈹　インターアクト研修旅行の報告書が来

ておりますので回覧

N　第354地区年次大会へのお誘いが青森

東R・Cより来ています

（H出席報告、その他

⑳委員会報告

ローターアクト会長スピーチ

早坂ガバナースピーチ10月下旬於山形市

安藤足助君

財団へ安藤氏スマイル

⑳ローターアクトクラブ会長挨拶

大中敬一君

皆様お久しぶりでございます。

昨年度より引きつづいて、私が会長を勤

めさせて頂くことになりました。インター

アクト並びにローターアクトに対して、今

年も今後の活動に対して御協力して頂ける

と云うお話をききまして我々も負けない様

に努力して居りますので今後もよろしくお

隣い致します。

⑳地区バストガバナー　　　早坂源四郎君

私とローターアクト会長と今お話しをしま

したところ、具体的な問題で考え方が違っ

たので驚いて居ります。それは何かと云い

ますと、私がガバナーの末期に今までロー

ターアクトの連合大会を東北全部で行って

居りました。今年は秋田で行うことについ

て、私の方の地区としてはこれを取り止め

て地区でやることにしました。

その理由は、今まで連合大会のみを行っ

て居り、地区として全然まとまりがありま

せんでした。昨年は仙台に行きましただけ

で、もうなにもやって居りません。

インターアクトは地区として大きくまと

まって居ります。その格差がつきましたの

で、思いきって参加しないことを両地区の

ガバナーに申し入れました。そして了解を

得ました。

（赤石、山形西クラブローターアクト委

員長）

地区としては山形で今年は10月下旬に行

うと云うことを6月中旬地区委員会で決定

し、私はこれをガバナー月信に出しておき

ました。それが全然ローターアクトの会長

に連絡してないので会長は秋田の方からも

勧誘が来ていること、我々だけ二、三のク



ラブで会合したいと云うことも考えている

と云うのですが、この点色々な理由があり

まして、やはりクラブから地区、地区から

連合という順序があると思います。

この際地区として、まず今年度はまとま

って頂きまして、それから連合大会の順で

お麒いしたいと思います。クラブとして参

加させることに関しては、地区のローター

アクト委員長並びに現ガバナーにおききと

り願いましてクラブのローターアクト委員

長は、どうか一つ10月下旬山形で行われる

地区の大会にローターアクトクラブ会員が

参加する様に御協力願います。

この様に話の行き違いがあることを感じ

ましたので今後はクラブローターアクトク

ラブとの間に密接な連絡をとって行かれる

様御協力下さい。

⑳工業高校学生のアメリカ派遣について

安藤足助君

学校独自の計画でアメリカへ数人の生徒

を派遣したいとのことで、ロータリーの全

面的な協力を願いたいとのことで、かねが

ね色々な下準備をして屠りました。これは

勿論ポール・パワー氏を通じての話しです。

ポール・パワー氏よりロ：／グビーチクラブ

に通じまして、この度ロングビーチクラブ

の国際奉仕委員長から正式に返事が参りま

した。

ロングビーチからの派遣は今年はスケジ

ュールの関係で出来兼ねるが、こちらから

ロングビーチに来られる件については、大

歓迎するとのことで準備も進めて屠り派遣

される学生の氏名、年令、希望、語学の程

度を知らせてもらいたいとの手紙が来て居

ります。

私は6月で任を終りましたので先日三井

君、国際奉仕、阿部先生と内々の会合を開

き、これをどう進めるかと云うことを検討

しました。

1つには、学校から正式にプログラムを

付けてロータリーにお願いを出してもらう

こと。その時点でクラブは委員会に於て検

討し委員会からの返事により会長から理事

会にはかってその決議が出れば事をすすめ

ることにして居ります。

ロングビーチのクラブにはその結果によ

ってクラブから正式に御礼と今後のお願い

をするという形にしたらどうかということ

を決めてあります。

この先については新年度の社会奉仕特に青

少年委員会、国際奉仕委員会の両委員会に

よって運営をお願い致します。

尚理事会、会長の方もその型で受けとめて

今後の進捗を計って頂きたいと存じます。

スピーチ等には要旨で結構ですので原

稿を会報委員会にお渡し下さい。



◎。強打
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品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

こ　ま　く　さ

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鰯5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

紘ヶ㈲助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第762号　　1974．77．9（火）　（雲）　　No．3

⑳出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、半田君、板垣君、石黒

君、進藤君、今野君、高橋（良）君、金井君、

中野（垂）君、完網君、斎藤（信）君、笹原君、

鈴木（弥）君、佐々木君、薮田君

メークアップ

黒谷君一東京品川RC

石黒君一福島RC

高橋（辰）君一山形西RC

薮田君一新潟RC

嶺岸君一温海RC

進藤君一酒田RC

阿部（公）君、森田君、山本（隆）君、高橋

（良）君、三井（賢）君、菅君、中江君、新穂

君、高橋（正）君一鶴岡西RC

⑳ビジター

工藤武樹君、菅原隼雄君、大川俊一君、林

権之助君、吉川喜一郎君、佐藤勤一君一鶴

岡西RC

⑳プログラム

。点　　鐘　　鈴木会長12：30

0ロータリーソング「tt我等のなりわい”」

0会長報告　ローターアクト　出席他連絡

0ローターアクト委員会報告

市川委員長
。安藤委員より工業高校生

ロングビーチ派遣の件

0各委員よりの連絡

0幹事報告
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㊧会長報告　　　　　　　　鈴木会長

本日は西クラブより大勢御出掛け下さい

まして、有難く御礼申し上げます。

7月13日、ローターアクト新会員2名が

入会されたので、私も初めて出席致しまし

た。

此の席で、御挨拶をと申されましだので、

私なりのお話をして参りました。私の外に

阿部君と市川君が出席致しました。会員は

現在目名とのことでした。ロトタリークラ

ブとローターアクトクラブは、親子の様な

ものであり、会員増強についても話があり

ました。最後に懇親会も行われ大変楽しい

ものでした。

前回ゲストとして出席された百麻さんよ

り電話がありました。内容は内科医の田子

凰氏（大韓民国）が無医村に永住を希望し
ているとのことでした。

尚鶴岡市長（不在のため助役）にも会っ

て参りましたとのことでした。（原稿なし）

（現在のところ詳細については不明）

⑳ロムクーアクト委員会よりお琴い

市川輝雄君

先日当委員会を開催し主題としてttロー

タ、てそクトを如何に盛り上げるか”につい

て討議しその結果、会員諸君に次の様な協

力を、お願いすることが決りましたので、

発表させて頂きます。

1・ローターアクトとのtt一層の緊密化”

を計るために、月2回の例会（第1、第

3水曜日）に、会員が2名づつ義務出席

して頂くことが決りました。そして、ロ

ーターアクト会員の活動をよく認識して

頂き、更に助言もお願いしたいと云う

ことです。これは、ロータリーアクトの

細則第5条tt如何なる会合も、提唱クラ

ブのロータリアンの出席が無い限り正式

なものとは認められない”と云うものに

基くもでのす。

その方法として毎月PTタリーの第1例

会日に於いて、その月の義務出席者を、私

が指名発表致します。

つまり第1水曜日に出席して頂く方、第

3水曜日に出席して頂く方の氏名を発表致

します。叉、出席者にはローターアクトの

会則パンフレットを差上げます。

出席前に之によって予備智識を得て頂き

度いと思います。月2回の例会日のうち指

定された日は都合が悪く出席出来ない場合

は、前後の日にメークされても結構です。

但し忘れた場合又はどうしても出席出来な

い方からは不本意ですがスマイルを頂きま

す。勿論之はローターアクトの方へ入金さ

せて頂きます。今月の3日は早坂徳治君、

佐藤藤友吉君、安藤足助君に出席して頂き

ました。明17日は佐藤順治君、三井徹君

よろしくお願い致します。

ローターアクト会員にも親クラブ理解の

ために出席して頂く様に考えて居りますの

でよろしく御了解下さい。

2．お手許にあると思いますが会員増強のた

捌こ各事業所から積極的に会員を推薦して

頂き度いと云うことです。一昨年ローター

アクトが発足した当時、会員数は18名で

したが結婚や卒業等で8名まで減少、バス

トガバナー初め皆様に大変御′L配を掛けま

した。

最近除々に盛り返しまして3名増加し、

現在目名となって居ります。然し目名では

足りません。ぜひ1事業所、j名推薦して

頂き半数定着とみて20名は増加出来ると思

って居ります。実際は大変困矩なこととは

思いますが、鶴岡より小さいロータリーク

ラブでもその事業所の従業員とか子弟ばか

り集めて作っているローターアクトクラブ

もあります。ところが鶴岡ロータリークラ

ブからは残念ながら商工会議所から2名出

て居るだけでその他の事業所から三三誰も入

会して居りません。親クラブが熱心でなけ

れば子クラブが育たないのは当然です。

ローターアクトクラブと云うのは



（1）ロータリークラブの小型の様なもの

で、各自の職業を通じ、高い道徳的奉仕

理念を養うこと。

（2）地域社会の奉仕を通じて指導力と市民

としての責任感を育成すること。

（3）国際奉仕活動を通じて国際間の理解と

平和促進に役立てること。

国際ロータリーでは初め青少年活動の一

環として四駆L
三ムヱ活動等に援助して参りましたが間
接的であると云うことから、もっと直接

■　　‾　　l　　　－　　　　、

日興と妄うー親告イーン
クト直之年前を軒、ロー空二三グ
ー一一一一、、一・、　－■一一一一ノ

生温払提唱されて居ります。
青年に奉仕の理想を打ち込んで、その理

想に添って勇敢に行動出来る人間を養う

ことを目的として居り年令は18才から28

才までの男女集会は、月2回会費は200

円です。

職場に於て、指導者を育成する意味か

らも、ぜひ皆様の事業所から推薦して頂

き度いと存じます。決して無駄になるこ

とは無いと思います。此の会員拡大につ

きまして従来は阿部君によって育てられ

たボランティア関係者が多かったのです

が、どうしても職業構成が片寄ってしま

い真の職業奉仕が出来ないと云う意味か

らも1事業所1名の入会をよろしくお願

い致します。（原稿なし）

頚＞工業高校生の米国派遣について

安藤足助君

（会報No・2と重復するので要旨のみ掲載）
。7月16日の理事会にて

0クラブとして正式の紹介状を学校とパー

マ氏を通じて出したところ正式受入れ承

諾の通知がありました。
。学校長よりクラブ会長に対しtt生徒海外

派遣プログラムに御協力方お願いについ

で’と云う正式文書が7月11日に到着し

て居ります。

0期間は10月21日～28日　8日間

。滞在地はロングビーチ市

0人員　教官　3名　＿

生徒　7名（3年生）
0目的は、実業高校の持性にかんがみ、生徒

′′　を海外に派遣し、派遣地の高校生との交

換、共同生活を通じ国際的視野を拡め、

且つ語学の研修を奨励すると共に全校生

、　徒の勉学に新たな刺激を与える。／
。派遣要領

1．往復飛行機による。（スペニスチェア

ー）

2・滞在中は同地高校に毎日通学させ学習

及びクラブ活動等を体験させる。

3．滞在期間中はなるべく高校生宅に民泊

し生活体験をさせる。

4・経費は概算1人20万円（自己負担）滞

在費は現地のロータリークラブ・ホスト

ファミリーに依る。

5・プログラムの推進実施に当ってほポー

ルパーマ氏並びに鶴岡ロータリークラブ

の絶大なる援助により、ロングビーチロ

トタリークラブを通じ現地高校民泊その

他の受入交渉を行う。

会長は此の申入れをうけ直ちに国際奉仕

委員長、社会奉仕委員長、青少年委員長の

三委員会にこれの採択の可否を検討させま

したが7月15日各委員会ともtt採択実施可

なり”との回答があり会長は本日理事会を

開催、理事会に於て採択と決定しました。

（原稿なし）

⑳幹事報告　　　　　　　高橋辰美君

理事会決定事項について

1・8月5日　新庄着13：39（つばさ）で

大原ガバナー公式訪問

2．懇親会を西クラブ合同で行うことにつ

いて両クラブの検討待ちの状態

①　例会変更の件

山形北R・C　7月18日　P・M5・30



産業会館6F
温海R．C　7月22日　A．Mll．00

つり堀センター（登）2，000

遊佐R・C　8月6日を8月3日

PM7．00　遊佐公民館

（登）1，58（）

㊥　国際ロータリー加盟認証式

予告案内
第349地区袖ヶ浦ロータリークラブ

10月20日（日曜）（登）11・30～12・50

料　6，000円

㊦　事務研修会
8月31日14時飯坂温泉ホテル衆楽

㊥日展につし、て　　　　　小野寺清君

五年ぶり庄内にtt日展”が参ります。

第5回本展出品作のうちより348点が公

開されます。日本画、洋画、彫塑、工芸、
書等5科目で勿論世界に誇り得る巨匠の作
品、文部大臣賞受賞作品、そして一流作家
の傑作を一堂に集めております。

1．時　　8月7日～21日まで

2・所　　酒田市営位育館

3．主催　社団法人日展、山形県、山形県

教育委員会、酒田市岡教育委員
会、鶴岡市岡教育委員会

4．連絡所　　酒田市中町1－5

日展事務局　02342－（2）－4244（原稿なし）

㊨各地のロータリークラブ紹介シリーズ

（会報委員会編集）

（1）第349地区横芝ロータリークラブ

横芝ローリクークラブ事務局

千葉県山武郡横芝　横芝1339

千葉銀行横芝支店内（04798）2－1221

私達のロータリークラブについて、御紹

介致します。
私達のクラブは、昭和42年11月21日認承さ

れました。

発足当時の会員数は26名、初代会長は中村
淳（医薬品販売）現会長は渡辺勅夫、現幹
事は海保武徳です。

今年度予算は約4，850，000円、過去には

特記すべき活動はありませんでした。会報

は現在80部発行して居りますが、会報編集

発行上の悩みは、特にありません。

会員外に対するP・Rも行って居り、その

方法は公民館、役場等に、会報やロータリ
ーの友を寄贈すること、又クラブの事業に

ついては、町の広報等に発表することにし

て居ります。

名誉会員制、ローターアクトクラブ、イン

ターアクトクラブは現在ありません。

親睦委員会活動は、次の様なことを行って

居ります。

掴　ファミリー会を年3回行い、家族的

親睦を図って居ります。

㈱　観劇会を年←回行って居ります。

炬）ゴルフ大会を行って居ります。

次に私達の町の概略を御紹介致します。

位置　東経1400　北緯35038（概略）

横芝は人口1万4千で、交通機関は総武線

（新宿一銚子）横芝駅、叉は国道261号が

あります。

新宿から急行犬吠6号16：30分発、横芝

18：12分着で約1時間40分程かかクます。

上りは横芝発9：06分の急行犬吠2号があり

ますが、その他の急行は停車しません。

位置は、房総半島の中部で九十九里浜まで

約10血程度のところにあり、漁港や古墳も

あります。

当地の主な産業は米と野菜、特産品には
コンクリート製品があります。近くには乗

山川が流れ、九十九里浜より大平洋に入っ　　）

て居ます。

公共施設としては、市民会館、体育館、

屋外プール、児童公園、青年会館があり、電

話の普及率は現在60％になって居ります。

8月1には、牛頭天王を祭神とする八坂神

社の大祭があり、又当地は、伊能忠敬の出

生の地でもあります。

今回の参議院選挙の投票率は、73％でした

スピーチ等には要旨で結構ですので原

稿を会報委員会にお渡し下さい。



CLUB BULLETIN
創立534・6・9　承認S34・6・27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

こ　ま　く　さ

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

例会日　毎避火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鰯5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払、紳助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第763号　　1974・7・23（火）　（小雨）　No．4

⑳出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　76・47％

修正出席率　　　　64名

確定出席率　　94・12％

欠　席　者

阿宗君、安藤君、半田君、山本（陽）君、

海東君、田中君、佐藤（衛）君、嶺岸君、

小野寺君、斎藤（信）君、新穂君、中野

（清）君、富樫君、菅原君

メークアップ

笹原君一仙台R．C

薮田君一新潟R．C

進藤君一酒田R・C

石黒君一余目R・C

阿部（公）君、半田君、今野君、板垣君、

高橋（良）君、中野（垂）君、男網君、鈴木

（弥）君一鶴岡西R．C

⑳ビジター

伊藤善市君一束京城北R．C

上井秀夫君、佐藤勤君一鶴岡西R．C

本間儀左工門、斎藤五郎八君一温海R．C

⑳点　　鐘　　鈴木会長　12：30

㊨ロータリーソング（我等の生業）

㊨会長報告　　交換学生受入の件

く多ビジター紹介

⑳国際奉仕委員会　　今野君

命幹事報告
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印　例会時間変更　　東京日本橋R．C

8月中の例会（毎火）AM8：30～9：30

会場　パレスホテル

（ロ）大会案内

第361地区年次大会　岐阜県高山R．C

ホ　スト　高山R．C

コホスト　高山西R．C

ク　　　下呂R．C

l0月18．19．20．21

10月19日　第1日日10時～11時

登録　￥8，000

4＞ゲスト

鶴岡市水泳連盟理事長

佐　藤　祐　一　氏

鶴岡ロータトアクト前副会長

前　田　喜　久　氏

⑳　他　石黒君、高橋（正）君、伊藤善市先生

⑳ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主題

◎親睦活動委員会の任務の概要。

◎ロータリーの国際奉仕の要領。

◎国際奉仕計画の利用

◎ロータリーがあなたの為めにしてくれる

こと。

◎ttよりよき世界を創るために”

◎親睦活動委員会の任務の概要は、次のごつ

の重要な任務があります。

それは、①会員間の面識と友愛を増し、②
ロータリーのレクリェーシ三ン及び親睦の催

しに会員が参加することを奨励し、③クラブ

の一般目標の遂行に関して、会長または理事

会によって課せられる、いろいろな仕事をす

ることであります。

◎ロータリー国際奉仕の要領。

それは、①ロータリーの国際奉仕計画（パ

ンフレット706）と公式名簿を利用します。

③国際奉仕計画に、文通や協力したい項目の
クラブ名がのっています。自分の文通したい

クラブ名を求めます。⑨次に、公式名簿を見

て、求めるクラブ名を探せば、そこには、会

長と幹事の名が戴っています。会長宛に文通

すれば、必らず返事が来ます。と云うのは、

国際奉仕計画にのっているクラブは、熱心に

国際奉仕活動を協力希望しているクラブであ

るからですし

◎国際奉仕計画の利用。
パンフレット706の国際奉仕計画の国際的

な関心事項が5つあります。①通信、②プロ

グラム、③組み合わせクラブを求めたいこと

や、④青少年交換をしたいことや、⑤世界社

会奉仕をしたいと云うことが登録されていま

す。そして、毎年このパンフレットの終りに

付いている。登録用紙をR・Ⅰに送って、新

しく登録するようになっています。

◎ロータリーがあなたのためにしてくれるこ

と。

それは、①ロータリーは、あなたに、毎週
一回、地域社会の市民生活の横断面との緊密

な接触の機会を与えてくれます。②ロータリ
ーは、あなたに、あらゆる種類の職業界の指

導者たちの見解を知らせてくれます。③ロー

タリーは、あなたに、他人への有益な奉仕の

機会を与えてくれます。そして結局それは大

きな満足感を与えてくれることになるのでは

ないでしょうか？。④ロータリーとは、いわ

ば、友情に根ざした親交ということになりま

す。（詩ロータリーは、同僚に対する、あなた

の知識を深めてくれます。そして他の人々を

知るようになります。⑥ロータリーは、自分

のことを忘れさせる力を持っています。それ　＼＿．／

ほ、結構なことではないでしょうか。と米国

のニコL・一一ヨーク州のニコ」．－ヨーク・クラブの

スポークスが云うています。

◎ttよりよき世界を創るために”のスライド

・セットは、ロータリアン達に世界社会奉仕

プログラムの情報を提供するためのものであ

ります。

（裏世界社会奉仕の最も重要なことは、援助

を受ける側と援助をする側との両方のロータ

リアン達を協力参加させることであります。

せ次に、R・‡の世界社会奉仕の資料調整室



＼＿／／

の資料に登録したり、③多くのクラブでは、

国際奉仕計画（パンフレット706）を利用す

るのであります。その中の協力を希望してい

る一覧表をみて、クラブ相互間の連絡文通を

するのです。④この二つの方法によって、全

世界の各地域社会の福祉がわかり、その関心

事項がわかります。⑤次に如何にしたら、同

じ地球上にいる同胞である、開発途上国民達

が、原始的な生活から近代化するのを助ける

ことが出来るかを、ロータリー精神を振るい

起して、⑥我々の技術を彼等に分も合うこと

です。その分かち合う仕方を実際に教えて下

さっています。

⑪スピーチ

鶴岡水蓮理事長

佐　藤　祐　一　氏

恒）鶴岡水蓮について

0大正年間、内田正練、千尋兄弟による水

府流の普及
0羽根田梅太郎氏の極東オリンピック優勝

。地元の中学、地元出身の大学生の中央で

の活躍。

湯野浜の五十嵐伊市郎氏

（ベルリン予選）

以上の様な歴史の中に、その流れを受け

て現在まで至っており、大なり小なり影響

により今日の水蓮がある事。

この歴史の中に、1人1人が異口同音に

願っておった事は、ttプールが欲い”とい

う事に集中しておった。

◎47年インターハイ開催により市民プール完

成

U水連の意見としてその施設建設について

飛込みプール施設の廃止、屋内プールの

。47年9月　学童（5・6年）水泳教室の

開催。
047年12月～48年3月　冬期ト1－ニソグ

実施。
048年3月　鶴岡スイムクラブ発足。

048年5月　48年度学童水泳教室再開。

048年度県中学大会、東北中学選手権大会

山形県選手権。

048年度　学童水泳教室

社会人水泳教室

盲学校水泳教室
身体障害者水泳教室

。48年12月　ハワイ遠征。

049年3月　練習開始。

つ49年4月　水泳教室

（学童4・5・6年）

049年5月　社会人・ママさん水泳教室開

催（社会53人、ママ28人）

。盲学校　7月低学年（1・2．3年）水泳

教室

母と子の水泳教室　8月予定
08月　昨年度世界チャンピオンチーム、

サンタクララ、アクアメイズ、シ

ンクロチーム8名と日本選手6名

を招待し、シンクロナイズドスイ

ミングを中心として市民の見て、

楽しむ水泳大会を企画して市民全

体（1，500人位）から夏の一夜を

楽しんでもらう計画である。
。3時－4時

シ′ソクロ

4時－5時半

市民総体水泳競技（学区対抗）

6時水泳教室
・学童の古式泳法の披露

・社会人、ママさん教室わ会員の披露

・スイムクラブの変則リレー

建設。
。水蓮の意見を重要視された市当局により　　㊨市制50周年記念

屋内プールが完成、水蓮の責任発生。　　　　　サマー・スウィム・フェスティバル
。インターハイの成功裡に終了。　　　　　1．日　的

0ハワイアウレアスイムクラブ（ミ　ソ会　　　　このサマー・スウィム・フェスティバル

長）の来訪　　　　　　　　　　　　　　　は、市民総体の一部門である水泳競技と、
0学童交換親善大会の開催。　　　　　　　水中にて美技を競い合い水中バレーと言わ



れるシンクロナイズ・ド・スウィミングを

主とし、小学生による古式泳法又、プール

サイドでは競技の合間花笠おどり、ハワイ

アン・ウェスタンバンドの演奏、模擬店等

を配し、市制50周年記念として一日を市民

のみなさんより心より楽しんでいただくこ

とを目的とするものである。

2・主　催　鶴岡水泳連盟

後　援　鶴岡市、鶴岡市教育委員会、
鶴岡市体育協会

8月18日（日）

約80万円（別紙）

①（1）水泳競技（市民総体）
（2）シソクロ

（3）古式泳法（中学生）
匝）ママきん教室デモンストレーショ

ン′

（診（1）花笠おどり

（2）ハワイアン・ウェスタン競演

（3）模擬店

6・観覧呼掛対象

（1）一般市民　（2）市内各学区学童

（3）水泳教室（一般も含む）

（4）近県及び県内水泳関係者

PRの方法　市広報、教育委員会より校長会

NHK、YTS、日報、他の記

者クラブえ、市民総体（学区）

敬老会（町内）

※シンクロナイズ・ド・スウィミソグ、今回

釆鶴するチームはワールドチャンピオンチ
ームで、それに日本チームのトップクラス

を配したものです。

㊥各地のロータリークラブ紹介シリーズ

（会報委員会編集）

（2）第351地区妹背牛ロータリークラブ

妹背牛ロータリークラブ事務局
北海道雨竜郡妹背牛町419番地
妹背牛商工会　TEL2025

私達のロータリークラブについて、御紹介

致します。私達のクラブは、昭和42年1月18

日認承されました。発足当時の会員数は24名

初代会長は山田昇一郎君（衣料小売）、現会

長は森川栄三、現幹事は大西幹男君です。今

期の活動主目標はtt会員増強”に置いて居り

ます。今期の予算は約1，580，000円、過去ざこ

は特記すべき活動はありませんでした。会報

の発行部数は50、会報編集上の悩みはありま

すが、具体的な解決方法はありません。名誉

会員は1名、会員外に対するP．Rは、町報

に当R．Cの活動を掲載してもらって居りま

す。インターアクト、ローターアクトクラブ

は現在ありません。

親睦活動は、次の様なことを行って居りま

す。

（舟　9月にはソフトボール大会

㈱12月にはクリスマスパーティー

炬）1月には新年会

（功　5月には観桜会

以上を家族と共に行って居ります。

次に私達の町の概略を御紹介致します。

妹背牛町は人口約7千（6月末現在）で、交

通機関は由館本線妹背牛駅、国道は12号があ

ります。尚国鉄の急行、特急等は、一切停車

致しません。位置は滝川（根室本線始点）と

留萌本線始点漆川の中間にあります。バスは

中央バスがあります。

当地の主産業は、此の地方が米作地帯です

ので農業で、主産物はやはり米です。皆様御

存知の石狩川も近くにあります。

此の地方にはttもせうしよいとこ’’と云う

民謡があり、9月15日には妹背牛神社秋の例

大祭が行われます。公共施設は屋外プールの

他目立ったものはありません。電話の普及率

は90％、今回の参院選の投票率は86・87％で

した。

水泳連盟理事長より原稿を頂き、感謝
申し上げます。尚、スピーチ等には、要
旨で結構ですので、原稿を会報委員会に
お渡し下さいます様．重ねてお願い致し
ます。御協力下さい。

tt訂正のお願い”

－会報N仇3W

1974・77・9（火）（雲）→1974．7．16（火）（量）の

様に訂正厭います。
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CLUB BULLETfN
創立S34・6・9　承認534．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

こ　ま　く　さ

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

例会目　毎週火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商二工会議所内
電話0235幽5775

会　長　　鈴　　木　　善　作

幹　事　　高　　橋　　辰　美

払初め 御払ヤ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第764号　　1974・7・30（火）　（晴）　No．5

㊥出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　56名

出　　席　　率　　82・35％

前回の出席

前回出席率　　79・41％

修正出席数　　　　65名

確定出席率　　95．59％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、五十

メークアップ

新穂君、中野（清）君一台中R．C

佐藤（衛）君、菅原君一温海R．C

山本（隆）君一八幡R．C

安藤君、半田君、海東君、嶺岸君、小野

寺君、富樫君一鶴岡西R．C

㊥ビジター

原田行雄君、足達一見君、土井秀夫君、

梅井端男君一鶴岡西R．C

㊥点　　鐘　　鈴木会長　12：30

⑳ロータリーソング

（それでこそ、ロータリー）

⑬ビジター招介

嵐（三）君、進藤君、金井君、小池君、三　㊥会長報告

井（健）君、斎藤（信）君、笹原君、津田君　　　郡山R．C、社会奉仕委員会、羽黒山、

薮田君　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童招待慰問

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



⑬幹事報告

例会日変更通知

温海R・C

鶴岡西R・C

例会時間変更

山形北R・C

山形R．C

8月5日（月）公式訪問のため

8月9日（金）

8月7日（水）

8月1日座禅会のため

AM5：30　於慈光寺

7月31日（水）

PM6：都合により

於丸久松坂屋8F

⑳地区ローターアクト会長、幹事とクラブロ

ーターアクト委員長地区ローターアクト委

且との会合案内

⑳第360地区（飯田）大金案内

（詳細は幹事へ）

⑳各クラブ活動計画報告をお願いします

㊥ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主題

◎私は貢献する。（その2）

◎例会について

◎炉辺会合とは。

◎雑誌委員会の任務概要。

◎クラブ協議会。

◎ttそれは、あなたに始まる”。　スライド

◎他の奉仕部門に関連をもつクラブ奉仕。

唾私は貢献する。（その2）

今年度の、ウイリアム、R・D　ピンズ、

国際ロータリー会長のメッセージは、すべ

てのロータリアンが一人残らず、ttロータ

リー精神を振るい起こせ”、とあり、①人

作りをしましよう。②優秀な会員をふやし

ましょう。③新しいクラブを作りましょう

④青少年と共に働きましょう。⑤あなた自

身の平和への道を進みましェう。⑥われわ

れのあらゆる行動にロータリーを生かしま

しょう。⑦親しく地域社会とかかわること

にしましェう。そして．実践したことが、

他人から見ても、利己的な奉仕と解釈され

ないように貢献しましょう。

◎例会について

例会は所定の時間に集合しますが、その

開会前の親睦時間を非常に楽しみにして来

会する熱心な、ロータリーアン達を忘れな

いように致しましょうとあります。次に食

事を急がずに、交歓、ビジターの接待も心

よくして、会長の時間になります。ロータ

リー情報も毎例会に一寸加えるようにあり

ますが、それよりも、時間厳守が最も大切

であるとあります。親睦活動委員達とS

A．A委員達が、開会前から、秩序正しく

和らかな、雰囲気と能率的な例会を維持し

ながら、目標にむかって、楽しい、かつ有

益なプログラム委員会の活動が始まります

次に謝礼、謝辞を忘れなく、友情こめて、

来客がくつろいだ気持ちになるように接待

し、ビジターには、ホーム、クラブによろ

しくと伝言を板みましょう。

◎炉辺会合とは

ロータリアンがお互いによく知り合い、

且つ自分たちが真にクラブ活動の一部であ

るという感じを持つことが出来るために、

小人数の非公式討論会で、通常会員の家で

開かれる会合があります。この会合の名付

けて、炉辺会合と云うのです。

炉辺会合の目的は、会員がロータリーを

よりよく知り、そしてロータリーの奉仕の

理想を種々の方法で、直ぐに実践し得るよ

う、彼らを援助することによって、「奉仕

の機会として知り合い」を拡めて行くこと

にあります。この会合に直接参加して、そ



して他人の意見を聞くことによって、会員

はロータリーの持つ一層深遠な人間味をよ

り明瞭に認識するようになります。そして

会合の一番大切なことは、全会員の意見が

求められていて、本当に親睦や表現の自由

を防げないようにしなくてはならないこと

です。

◎雑誌委員会の任務の扱要

雑誌委員会の任務の概要は、①クラブ並

びに会員がロータリーアン誌を最も有効に

利用するよう援助すること。②ロータリー

アン誌がプログラムや企酎こ適切なアイデ

ィアの源泉であることを示唆することと。

③「ロータリアン誌の内容を通じて、あな

たの地域社会にロータリー意識を起こさせ

るようにすることであります。」

◎クラフ協議会

クラブの奉仕活動の成果をあげるために

は、各委員長が参加して、クラブ協議会を

開きますが、必要に応じて、随時何回でも

行います。普通は年に少なくとも5回行う

こと喧なっています。第1回は、7月1日

直後に開き、理事会で決定した年度計画を

説明し、協議します。第2回は、ガバナー

の公式訪問の約2週間前に備えてやり、第

3回日は、ガバナー公式訪問時に開き、第

4回目は地区大会の直後、クラブの運営に

適切な手段を講ずるため、第5回日は、翌

年1月～2月に、各委員会の活動状況を検

討し、活動計画の達成が出来るように、ぜ

ひやらなければならないのだそうです。

◎ttそれはあなたに始まる”
ttそれはあなたに始まる”のスライドセッ

トは会員増強の指針が書かれてあります。

クラブの増員の意味は、我々は奉任します

そして成果を上げ、クラブは量と質の向上

と共に拡大をしっづけています。成果を上

げるのには、人手が要ります。

親睦の範囲を拡げるのにもより多くの会

員が要するからです。我々のクラブの力の

真の根源は、会員が揃って活動に参加する

ことにあります。新しい会員をどんどん獲

得すればする程、クラブは着実に、自然に成

長し、会員の質を高く維持されますので、

クラブ増員は他人事ではない。自分の仕事

でもあるように、会員一人一人が自覚して

することです。その拡大の方法と如何にし

て、新会員の才能を最大に生かし、ロータ

リーの網領を行動に移すことを示唆してい

るのがこのスライドセットです。

◎他の奉仕部門に関連をもつクラブ奉仕

クラブ奉仕活動は云うまでもなく、各委員

会は相関連して、活動に参加することが最

も大切なことであります。特にクラブ奉仕

に於いての活動を一層密接にしなければな

らん委員会は、今年度も、クラブ奉仕委員

会担当理事の活動計画に運営と活動の方針

の一番に、書いてあるように、G会場監督

プログラム。出席。親睦活動の各委員会。

②職業分類、会員増強、会員選考の各委員

会と③広報。情報。会報。雑誌の各委員令

が歩調を合せて活動するよう望まれていま

す。

⑳各地のロータリークラブ絡介シリーズ

（会報委員会編集）

（3）第354地区秋田ロータリークラブ

秋田ロータリークラブ事務局

秋田市中通五丁目二番一号

秋田ニューグランドホテル内

私達のロータリークラブについて、御紹

介致します。私達のクラブは1952年12月23



日認承されました。発足当時の会員数は26

名、初代会長は辻兵太郎、現会長は竹谷小

太郎、現幹事は渡辺靖彦です。

今期予算額は9、800，000円、過去の特記

すべき活動として、地区大会のホストを2

回勤めました。今期活動の主目標はtt親睦

第1に楽しく和やかに”と定めました。会

報発行は120部、会報編集上の悩みはあり

ません。会員外に対する　P・Rは特に行っ

て居りません。名誉会員制もあり現在2名

居ります。インターアクトクラブは有りま

せん。現在のところローターアクトクラブ

のみとなって居ります。

次に私達の市の概略を御紹介致します。

1．秋田市のなりたち

その昔、秋田市は「あきた」または「あ

いた」と呼ばれ、今から約1230年前の天

平5年頃、日本北辺の守りとして高清水

の丘に秋田城が築かわ、その後今の土崎

に湊城を築き、慶長7年（1602年）常陸

水戸の城主佐竹義宣が国替えされ、翌年

新しい城を今の千秋公園に築き津名も「

久保田」と改めました。

その後明治22年4月（1890年）秋田市

が誕生し、昭和29・30年に周辺13ケ村を

合併し、現在（1973）人口24万5千人を

越え、毎年3，000人を越す新しい市民の

増加と郊外部の市街化が進んでおり、将

来の都市像として、私達の住むまちをtt誰

でも住んでみたくなる”明るく豊かな生

活環境のまちづくりをすすめています。

2．森と水と

秀麗な線をもって秋田市の東を限りなが

ら、そびえている。秋もふけ、その頂に

初雪が見えると冬将軍の到来だと知り、

雪が消えると春の訪れと喜ぶのが、太平

山をとりまく土地の常になって居ます。

神秘の厳しさをもつ信仰と伝説の山と

して知られ、湊谷と秋田杉の美林を組合

せた雄大な自然景観をほしいままにする

ことが出来ます。国が明治100年記念事

業の一環として、務沢流域一帯を「国民

の森」に指定したもので、森林博物館や

樹木見本園が設置され、山麓部には近代

的設備を誇る太平山スキー場が開設され

冬期スポーツの場として多くの市民に利

用されています。

また秋田を代表する名物の一つとして

全国的に知られているものに「秋田ふき」

があります。最盛期の5、6月には、茎

の長さが1・5～1．8メートル、葉巾が1・1

メートルにも達する大蕗となって、砂糖

濃や、粛羊かん等に加工され、土産品と

して販売されています。

3．秋田と祭り

一竿　灯一

東北三大夏まつりの一つで、当市独特の

七夕祭の行事で、以前は「ねぶり流し」

と称し、旧藩時代から続けられて居まず

約11メートルの長い竹竿に46個の提灯を

9段にわけて吊したもの（重量約50たm）

を太鼓や笛にあわせ、腰、肩、衝、掌な

どで支える妙技と150本を起える竿灯にtt

火”を灯す光景は、あたかもゆれる稲穂

の様で、豪壮華麓の一語につきます。五

穀豊穣を祈願することから生まれた祭で

す。
一梵　天一

毎年1月17日に寒風をついて行なわれる

行事で、神の幣束をかたどった梵天を近

郷近在の若者達30人位が1組となり、ホ

ラ貝を吹きならし、梵天を振りかざして

通行唄を唄いながら三吉神社境内に88本

が先陣を競って奉納きれせす。

一港まつり一

秋西市土崎港の神明社の例祭で、7月20



日、21血こ各町から奉納する曳山は、二

見ケ浦の「めおと岩」を形頼り、これに

武者人形を飾り、若者達がそろいの浴衣

にはち巻、自クビ姿で町を蘇り歩くもの

で、雅子のひびき、カケ声、車の音が浴

け合った野性物なふんいきは、他に見る

ことの出来ない壮観の一語につきる。

4．秋田とその史跡

一久保田城跡【

秋田藩代々の居城、築城は慶長8年、天

守閣も石垣もない奴として有名。

明治29年以来公園として開放。桜、つ

つじの名所です。

一天　寺一

旧藩主佐竹氏代々の菩提寺、寺宝数多く

県重文の指定をうけています。

－秋田城跡【

今より1230年前エゾ鎮圧のため高清水の

丘に、出羽柵（秋田城）が築かれ、日本

最北の城跡と云われて居ます。

一八橋三重の塔一

日舌神社は佐竹藩時代の以前から、秋田

市外町（町人まち）の鎮守で、その内棟

は精巧を極めtt秋田の月光廟”とまで云わ

れています。　　　　　　（以下次号）

⑳マムシにかまれたときの処置

1．マムシの多い地域には、絶対に1人で

立ち入らないこと。

2．同地域に踏み入る場合には、応急処置

薬品として「過マンガン酸カリ」溶液を

入れたクーラーと、鋭利な匁物（カミソ

リの匁等）を必ず携行すること。

3・万一、マムシにかまれたときは、いち

早く同行者に告げるとともに同行者は、

次の処置をとる。

（1）かまれた傷より心臓に近い部分を、

布かベルトで強くしはる。

（2）横に寝かせ、頭を低くし寒くないよ

うに服などで全身を保温し、ショック

を防く、、。

（3）かまれた傷を鋭利な匁物で、かまれ

た傷の上を十字に長さ5ミリ程度に切

り、口で強く吸っては吐き出すことを

数回繰り返し、血液とともにへどの毒

を吸出する。（この場合、口の内に傷

のある人が吸出することはキケンだか

らやってはいけない。

（4）かまれた傷を、過マンガン酸カリで

洗い、湿布する。

（5）コーヒー、茶などを飲ませる。

かんだあとのキズ跡
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帖桝

㊨花笠まつり行事ご案内

8月10日（土）11日（日）

1・主　　　催　山形花笠まつり庄内会場

2■日　時8月17呂諾夜芸ミ2日間

3・場　　　所　鶴岡市東通り・昭和通り

4．曲　　　目　山形花笠音頭

5．雨天の場合12日に延期

㊥ミス花笠募集要項

1．審査期日　昭和49年7月28日（日）

午後1時～5時まで

2・審査会場　鶴岡産業会館4階

3．ミス花笠パレード

8月10日・11日・7時より

東通り・昭和通り

4．申込資格　庄内二市三郎に居住する

未婚の女性（但し満15才

以上とし、中学、高校に

在学するものは除く）

5・服　　　装　健康的な服装

6・　　賞　　　ミ　ス花笠1名

準ミス花笠1名

金一封・賞品

北海道柿まつり

柿娘として参加（10月）

7．申込方法　7月25日（木）まで住所　＼）

・氏名（ふりがな）生年

月日・年令・趣味・特技

を明記の上、葉書又は封

書・電話にて申込むこと

8・推せん老賞　推せん者には記念品を贈

ります。

お問合せ・申し込みは（花笠事務局）

鶴岡市馬場町9－25（〒997）

鶴岡市役所商工観光課内

TEL22－5111（内線324）

スピーチ等には、要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。

花笠まつりパレードコース 
国 道 7 ‾弓■ 線 鶴 岡 駅 ※上記 にな �北公園 集合場所 　　中劇 ��一一一‾一一‾■－ � �羽 黒 街 道，－－＿ �解 散 地 占蓮台院 

言覧／茅、、ミ言jル 駅前通り日 本 生 命 線（パレードコース）が午後7時より交通夫 ノますのでご協力をお願い申し上げます。 � �本部 �昭　和　通 �り � 

銀　座 �通　り �南銀座通り 

克制 �信用 金庫 �市 役 所 � 
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品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

ほたる狩　り

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12‥30－1‥30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話口235幽5775

会　長　鈴　木　善　作
幹　事　高　橋　辰　美

級ヶ励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第765号　　1974・8・6（火）（暗）　No．6

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数

出　　席　　数

出　　席　　率

前回の出席

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、風間君、森田君、早坂

（徳）君、佐藤（順）君、山本（隆）君、高橋
（良）君、佐藤（衛）君、小野寺君、中江君
斎藤（待）君、笹原君、斎藤（信）君、佐藤

（昇）君、谷口君、銘木（弥）君、津田君、
富樫君、薮田君

メークアップ

薮田君一新発田R．C

笹原君一新潟R・C

阿部（賓）君一酒田R．C

阿部（公）君、進藤君、五十嵐（三）．金井君
小池君、三井（健）君一鶴岡西R・C

⑳ビジター

半田茂弥君、佐藤成生、阿部光男君
一鶴岡西R・C

⑳点　　鐘　　　　鈴木会長　12‥30

㊥国歌斉唱

⑪ロータリーソング（奉仕の理想）

⑳ビジター紹介（S・A・A）

⑳ガハナー紹介（会長）

㊨ローターアクト紹介（会長）

⑳お誕生お目出度う

⑳年間・月間出席表彰

⑳幹事報告

⑳ガバナー所見を述べて頂きます
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⑳年間皆出席

11年間皆出席　　五十嵐伊市郎君

1年間皆出席　　高橋辰美君

7月180％出席　1名

石　　黒　　君

7月120％出席　　3名

張君、小花君、三井（徹）君

7月100％出席　　53名

阿部（公）君、阿部（裏）君、風間君、安藤

君、森田君、半田君、早坂（源）君、佐藤

（順）君、山本（隆）君、板垣君、市川君、

飯自君、山本（正）君、石井君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、今野君

高橋（良）君、海東君、佐藤（衛）君、上林

君、黒谷君、小池君、中野（重）君、吉野

君、嶺岸君、三井（賢）君、三井（健）君、

男網君、菅君、小野寺君、大川君、中江

君、斎藤（得）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、高橋（正）君、小松君、

中野（清）君、上野君、鷲田君、薮田君、

高橋（辰）君、菅原君、佐藤（息）君、富樫

君、手塚君

命会員誕生

安藤足助君、早坂源四郎君、三井徹君、

三井賢二君、高橋辰美君

奥様誕生

風間慶子様、三井章（健）様、

佐藤奈津子（伊和治）様、手塚峰子様、

吉野英子君

命Rl会長のターゲット

ガバナー　大原掌一郎君

ガバナーの任務には6つほどのことがあり

ます。その内の1つがこの公式訪問です。こ

の例会ではロータリーの普遍的な、しかも感

動的なスピーチが要請されております。そこ

で今日は私の尊敬する元会長、東ケ崎潔氏の

ターゲット（最近はテーマと呼ぶことが多

い）を中心として、その中に貫ぬかれている

考え方について述べましェう。

その前に国際ロー一夕リーの現況を述べます

と、151ヶ国16，068クラブが結成され、755，

500名（1974・6・26現在）の会員をようし、ま

すます発展しています。

ターゲットを最初に呼びかけたのは、ウル

グアイから出たシビルス会長で、ちょうどの

私が福島クラブに入会する前年、昭和28年の

会長でした。「クラブがふえ九は友人が増す

友人がふえれば奉仕の機会を増す」という文

でした。

翌年の会長は、私自身の入会の年でよく憶

えておりますが、四つのテストを考えだした

ハーバート・テーラーでした。

それから幾代か過ぎて東ケ崎会長の誕生と

なったのです。彼ははじめパーテシベーショ

ソ忙しようと思ったが「よい簡顔なパーテシ

べ－ト．′にした、と言われます。訳して「参

加し敢行しよう．′」です。

′く－テシペートという英語は、これに相当



するスペイン語がなくて困ったと申しますが

日本でもただ参加するという意味にとられて

いる。しかしこの言葉には1つのチームの一

員として、ある目的に向って行動するという

まことにロータリーの基本方針にふさわしい

意味が含まれております。

米国ではよく「鎖の強さは、それをつくる

環の最も弱いものの強さ以上のことがない」

と言われますし、「大切なのはロータリーで

＼一一／　なくてロータリアンだ」と言うことも通じま

す。

彼の次がコソウェ一、そしてビル・オーク

ブライトホルツ、ヒックマンです。そして昨

年のビル・カーター会長の呼びかけ「今こそ

行動のとき」を受けて、今年のビル・ロビン

ス会長は「ロータリーの精神を振い起こせ」

と呼びかけました。

いみじくも私は今度米国を訪れ、これらの

ロータリーの先達の力々の警咳に接すること

ができたことは望外の喜びでした。ありがと

うございました。

⑳ロータリー情報委員会

張　　紹淵君

山本隆男君

津田晋介君

主　題

㊥ロータリーは気まぐれなものではない。

㊥職業奉仕と職業分類との関連性。

㊥炉辺会合とは②。

㊥会員選考委員会の任務概要。

㊥ltロータリーは気まぐれなものではない”

それどころか、健全なかつまじめな目的を

持っております。ロータリーの綱領は単なる

美辞麗句の羅列ではなく、ロータリーという

団体の主要目的を明瞭かつ正確に表明したも

のであります。そして、それは、まじめで誠

意ある会員である全ロータリアンが念入りに

研究するに価するものであります。これらの

目的は、奉仕を求めて行く、ロータリーの指

標となるものであります。ラウンセンストン

ロータリークラブの提供、タスマニ州、オー

ストラリア。

◎職業奉仕と職業分類との関連性

ロータリーの云う職業奉仕とは、ロータリ

ーの職業分類を持っているすべての会員、ロ

ータリアン達が、その職業上のあらゆ乙関係

において、ローークリアンでない人々にIt奉仕

の理想”を分かち与える責務があるのです。

それを実行することです。その職業分類が1

業1名の主張するところは、各クラブの定ま

った区域にある都市の職業生活の真の横断面

たらしめるように、均等にtt奉仕の理想ttが

実現出来るように、唯単に、興味を同じくす

るもの同志の親睦の集合ではなくて、多岐に

亘るように親睦を築き、その足った区域にひ

ろく、tt奉仕の理想’’を分ち合う重要な関連

性があります。

㊥炉辺会合②

前回の続きとして、炉辺会合の論題は、ロ

ータリー綱領に関連させるように、クラブや

地域社会、または、世界にとって意義のある

問題をとりましょう、それは、パンフレット

25－J tt目的をもった討議”に10種類の示唆、



討議概要があります。

次に、計画ですが、最も大切なのは、会合

の目的について意見の一致を見ることであり

ます。リーダーは討論を巧みに導いて行く能

力がある人を選びます。炉辺会合の手順とし

ては①の論題を選んで、②クラブの大きさと

炉辺会合の自発とに応じて、同時に開く会合

の数をも決めること。③主役を務める会員を

必要な数だけ確保します。④リーダーの選択

は主役の方をリーダーとすべきか？を考えて

⑤リーダーの準備。ですが、会合の目的を達

するのに大切なのは、問題に関する知識を多

くあたえるべきか、それとも単なる討論指導

の能力を全員にあたえるべきか、その両方の

どちらかであります。次に⑥理事会、会合を

要求した委員会、クラブ会報編集者、または

次の例会に対して、報告をしましょう。

参加している全員の心得としては、討論を

独占しないで、グループに対して発言をする

こと、と共に、他人の意見を傾聴して、それ

から学ぶことです。意見はリーダーに対して

述べないこと。リーダーを助けて論題からそ

れないように防ぎ、全員が討論に加わり、十

分自己の意見を発苦する機会が得られるよう

にすることが大切だとかいています。

㊥会員選考委員会の任務の概要

は、会員として推薦された、すべての人を

①個人的な面から審査すること。②その人の

資格及び職業上ならびに社会的地位を評価し

て、③の人格を十分に調査すること。そして

推薦された、すべての供禰者に対する判定を

理事会に報告することであります。

⑳幹事報告

例会変更

①　鶴岡西R．C　8月16日　PM5時

場所まつえ荘旅館　登録料2，000円

（参　酒田東R・C　8月22日　PM6時

場所　御園別館

インターシティ・ゼネラル・フォーラム

の案内

温海R．C　9月8日（日）9：00～9‥55

登録料1，500円

大原首一郎ガバナーより原稿を頂き、

感謝申し上げます。尚、スピーチ等には

要旨て結構ですので、原稿を会報委員会

にお渡し下さいます様、重ねてお願い致

します。御協力下さい。
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CLUB BULLETlN
創立534・6・9　承認534．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

ほたる狩　り

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話口235鋤5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

紘ヶ伽助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第7▼66号　　1974．8．13（火）　（晴）　No．7

⑳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　　70．59％
修正出席数　　　62名
確定出席率　　91・18％

欠　席　者

阿宗君、阿部（塞）君、風間君、佐藤（伊）君
半田君、石井君、五十嵐（伊）君、進藤君、今
野君、田中君、佐藤（衛）君、菅原君、男網君
菅君、斎藤（栄）君、津田君、斎藤（信）君、
佐藤（昇）君、佐々木君、富樫君、鷲田君、高
橋（辰）君

メークアップ

小野寺君一酒田R．C
笹原君【仙台R．C
薮田君一新潟R・C
阿部（公）君、風間君、森田君、佐藤（順）君
山本（隆）君、高橋（良）君、佐藤（衛）君、富
樫君、中江君、鈴木（弥）君、谷口君

一鶴岡西R・C

⑳ビジター

五十嵐喜美雄君、自崎伸二君、
林権之助君一鶴岡西R・C

㊥点　　鐘　　　鈴木会長　12：30

4＞ロータリーソング
（それでこそロータリー）

⑳ビジター紹介
⑬会長歓迎の言葉

食　　事

句会長報告
ガバナーよりの来信

郡山ロー一夕リーよりの来信

その他

⑳幹事報告
⑳委員会報告　　　会員増強委員長

五十嵐三郎君
⑳公式名簿注文（2ドル50セン1リ

事務局　山下さん迄
⑫誕生お祝、皆出席祝着表彰
⑪温海クラブに於けるインターシティ・ゼネ

ラル・フォーラム出席者選定（35名以上）
・48年1月以降入会者全員（14名）出席義務
・他に各委員会より必ず代表1名選定

（18名）20日マデ報告

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う

名
名
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・会長、幹事、外希望者

㊥人数は大地に属する（スライド・セット）
注文（11ドル）　山下さん

や中野君台湾訪問帰朝報告
⑳出席委員会報告

や会長報告ガバナーよりの来信

鶴岡ロータリークラブ会長
鈴　木　善　作　殿

謹啓　このたびの公式訪問に際しては、いろ
いろと御高配を賜り誠にありがとうございま
した。

去る8月5日の会長、幹事の懇談に於ては
約1時間、主として貴クラブの運営につきお
話し合いましたが、何か参考となれは幸いで
す。引続いてのクラブ協議会では、役員．理
事及び委員長を中心として2時間にわたり今
年度の活動計画に関して熱心に討議され誠に
意義深いものがありました。
翌6日の例会ではロビンスR・Ⅰ会長の今

年度の呼びかけと私の所信の一端を述べて公
式訪問の趣旨にそうべく努めました。

さて、貴クラブは早坂直前ガ／（ナーと石黒
分区代理のホームクラブであり、その方々の
直接指導を受ける機会に恵まれておることは
誠に幸いであります。また会員各位がロー一夕
リーの精神の高投をそのまま行動に移すべく

努力されておることは御同慶にたえません。
今後はさらに会員の増強と当地域ロータリ

ーの拡大に意をそそがれて、貴クラブがます

ます発展されることをお祈り申しあげるとと
もに当地区におけるその指導的役割をはたさ
れますことをあわせてお願い申しあげて御挨
拶の詞といたします。　　　　　　　敬具

ガバナー　大原掌一郎

追伸　お土産までいただき誠にありがとうご
ざいました。

㊥郡山ロータリーよりの来信　　　　　●

盛夏の候貴会益々御隆盛なによりと御慶び
申し上げます。
過日出羽三山ワンダーフォーゲルで貴地参

上の際は案内人の手達と私の不注意で社会奉
仕委員会の方々に多大なる御迷惑を相懸け申
訳なく御詫び申上げます。
御厚志の大きな西瓜はバスで湯殿山の休憩

所に先行、山水に冷しおきワンダーフォーゲ
ルの終ったところで子供達とおいしく］頁戴致

しました。

貴会の好意と趣旨は、引率の先生や子供達
に説明致しおきました。
尚、今回の行為につきましては小生一人参

加の為鶴岡クラブに立寄る事も出来ず残念に
存じおります。

当会の微意は宿坊の御主人にニコニコボッ
クスに献金と御礼の伝言依療しておきまし
た。御容赦賜り度く願い上げます。　拝

命国際ロータリー第353区山形県庄内分区

インターシティ・ゼネラル・フォーラムの

ご　あ　ん　な　い

昭和49年8月1日

各ロータリークラブ会長、幹事殿

R・Ⅰ353区山形県庄内分区

分区代理　石黒慶之助
ホストクラブ温海R．C

会長　本間儀左衛門

盛夏の焼皆様には益々御健勝のことと存じ
ます。
標記の件について先にご繁忙のところご足

労願いましたが、下記の通り開催される事に
なりました。多数参加くださる様お待ちしま
す。庄内分区各ロータリークラブの卸協力を
得て成如こ導きたく、ホスト温海クラブも全
力をあげて準備いたします。

記
1・と　き　昭和49年9月8日（日）

9＝00～9：55　登録

10：00～12‥00　フォーラム

12：00～13：00　昼　食

13：00～15：00　フォーラム

2・ところ　温海温泉「グランドホテル」

3．前夜懇談会　9月7日（土）17：00～19：00

温海温泉「あつみホテル」
（出席すべき人）ガバナー・フォーラムリー

ダー・アドバイザー・モデレーター、ホ
スト会長

4．登録料　各クラブ人頭負担金
1人当り　600円

出席者1人当り1，500円

各クラブ共8月20日まで出席著名及び職業分
類と出席分科会を記入してご提出下さる様お
願いします。
※各分科会には平均になる様人員の配分方お

願いします。

分科　会　テーマ
（クラブ奉仕A）……SAA、出席、親睦、

プログラム、雑誌、ロータリー情報

会報、広報
ロータリー精神を振い起こせ

人を作ることによって
ra）会員の質の向上をはかり

（b）出席の向上を計るにはどうすればよい



か

こクラブ奉仕B）＝…・職業分類、会員増強、
会員選考（親睦、ロータリーー情報）

ロータリー精神を振い起こせ

優秀な会員をふやすことによって
（a〕会員増強はクラブにいかなる影響を与

えるか
（b）優秀な会員とはいかなる人であるか

（職業奉仕）
ロータリー精神を振い起こせ

あらゆる行動にロータリーを生かすことに
よって

（a）我々の職業に四つのテストは活かされ
ているか

（b）職業奉仕強調週間にはどんな企画を期
待するか

（社会奉仕）
ロータリー精神を振い起こせ

青少年と共に働くことによって
（a）「地域社会の求めている奉仕活動は何

か」またこれを知るにはどうすればよ
いか

（b）Ⅰ・C並R・A・Cの設立は我々にどん
な影響を与えるか

（国際奉仕）
ロータリー精神を振い起こせ

平和への道を進むことによって
（a）世界社会奉仕としてクラブはどんな活
動が出来るか

（b）ロータリー財団への身近かな協力は何
か

全体会議テーマ
我々は今後20年間にどのように取り組むべ

きか。また我々の子孫に何を残すべきか。に
きまりましたので各クラブより1名3分間位
の発言者を予定していただきます。
クラブ奉仕Aモデレーター小松久平（八　幡）
クラブ奉仕B　　　　　大川俊一（鶴岡西）
職業奉仕　　　　　　石垣良一（遊　佐）
社会奉仕　　　　　　　阿部博邦（余　日）
国際奉仕　　　　　　　伊藤春雄（酒田東）
（軌昭和48年1月以降入会の方は全員義務出席

願います。
㊥各委員会より1名は必らず義務出席願いま

す。
㊥その他出来るだけ多くの会員の方ご出席願

います。

⑫ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男、津田晋介
主　題

（功世代間の断層をなくそう。
㊥社会奉仕は指導力を発揮する機会を提供

する。

◎会員増強委員会の任務概要。

㊥世代間の断層をなくそう。
…‥ロータリーは年をとって行くと共に、

勿論、また賢くなって行きます。しかし、ロ
ータリーは初期のささやかな存在から今日の

人を眩惑させるような俸大きにまで、築き上
げるのに功績のあった先輩の会員を今、尚多
数擬してはおりますが、ロータリーは決して
「老人のクラブ」ではありませんのです。わ

れわれは、歳月の流れと共に、ロータリーは
「心臓の若さ」を保たせねはなりません。そ
して、それを達成する唯一の方法は、脈打つ
ロータリーの血管に絶えず、若い血液を注ぐ
ことであります。

そこで、今後、会員侯補者を物色する際に
は、年輩の社長だけでなくて、若手の、そし
て、特に小規模の、実業乃至専門職業にたず
さわっている人に目を向けることです。ロー
タリーは、ややもずると、小規模の事業主を
見落しがちであります。そして、現実に彼ら
は居るのです。人材がいくらもあるようで
す。しかも、ロータリーからの「名誉ある」
入会歓迎の声を待ち望んでいる場合が非常に
多いのであります。確かに、ロータリーは年
をとって行きます。けれどもロータリーに「

世代間の断層」があってほならないのです。
そのためにあくまでも、このように、努力を
しようではありませんか。

◎社会奉仕は指導力を発揮する機会を櫨供
する。

ローータリーの云う、社会奉仕は、結局は、
tl奉仕の理想’’をロータリアン個人として、或

いは、他人と共におこなうことでありますが

既に、国際ロータリーでは、小委員会として
全世界中に同じく活動を続け、指導力を発揮
して、皆さんに機会を提供しているものには
①地域安全委員会、③身体障害児童委員会、
③インターアクト委員会、④ローターアクト
委員会、⑤都市一農村の関係委員会、⑥奨学
金・表彰・学費代与委員会、（彰招待学生委員
会、⑧青少年委員会があり、更に、⑨パンフ
レット15の、くtあなたの地域を知れ”と云う文

献には、種々の奉仕活動の具体的な示唆があ
ると共に、⑬tt汚れた、われわれの住む世界
をいかにすれば、清潔（キレイ）になるか”
の、示唆が書かれてあって、一層指導力を発

揮する機会を提供できましょう。（パンフレ
ット609）

⑨会員増強委員会の任務の概要
……は、①クラブの充項、末充填の職業分

類表を常に検討し、③かつ、開放された職業
分類を充填するよう、その適格な人物を理事
会に、③積極的に推薦することです。



㊥卓話とマナー

東京東村山　矢沢鶴松君
qTHE ROTARY－NO－TOMO AUG．

VOLZZ No・8より抜孝一

1・卓話中に「友」誌、会報など音をたてて
めくったりしないこと。話をきいている時は

ものを読まないのが礼儀。2・いねむりは失礼
多忙の中を卓話のため来てくれたのですから
ねむくともいねむりほしないこと。たとえ話
が下手でも辛抱して聞けば忍耐力を養えます
3・私語を供しむこと。となりの人と私語され
ると講師はとても話しにくいものです。4．講
師には30分の時間を必ず与えること、30分の
つもりで用意した話を25分に縮めたり、20分
に切りつめたりすることがよくありますが、
これも失礼です。5・講師に背を向けないこ
と。会長、幹事、又テーブルの座席の都合で
背をむけたままで聞いている人がありますが
イスの向きをかえてむかい合うようにきくべ

きです。6・中座、早退をしないこと。1時6
分をすぎるとザワザワと早退するのは講師に
とっては実に不愉快です。話の途中で席を立
つ、こんな失礼な話はありません。外部講師
の時は特に。7・空席をうめること。前列とか

中退者の空席は歯のぬけたようで話しにくい
ものです。後席の人はまえの方の空いた席に
うつるようにすべきです。講師に対する思い
やりがはしいものです。8．話中はうなずいて

横を向いたり、わき見をしないで講師と対面
するようにし、ときどきうなずいて聞くこ
と。9・講師にお礼をのべよ。話のあと近くの
席の会員が、お話ありがとう。興味があった
とか、わかりやすかった。おもしろい楽しい
話でありましたとか、一言でよいから感想と
お礼の言葉をのべるのが礼儀。10．卓話の内
容をのせた会報など後送するよう心がけた
い0　　　　　　　　　　　　（牧師）

くを幹事報告

び）例会日、時間変更
・山形西R．C

8月19日（月）山形大学合唱団帰朝歓
迎会のため

8月23日（金）p．M6時

山形グランドホテル
・山形北R．C

8月22日（木）ボーリング大会及び納

涼パーティのため、8月22日

（木）p．M4：30ボーリング

大会、6時パーティ
於　ファミリーボール

⑪会員増強委員会よりお願い　五十嵐三郎君

会員の増強に当って次の事項について御協

力頂きたい。
1・会員の若返りについて。
2・今年度増強目標を10名以上としたい。
3・クラブ委員会に対し分類表と推薦カー

ドをその員数だけ配布します。

⑳台湾訪問帰朝報告　　　　中野清吉君

去る7月22日台中港区ロータリークラブに

対し、鈴木当クラブ会長のメッセージを持参
致しました。この地区は345地区で中江、張
両君の御出身地でもあり、大変御親切にして
頂きました。
☆例会の模様について

中江君の学校の1年後輩で現在国際車仕委
員長の秦君の出迎えを受け、更に当日は例会
日でありましたが、時間と場所を変更して歓　　）
迎して下さいました。会長の歓迎の挨拶、鶴
岡ロータリークラブの説明、私達の紹介があ
りました。会員は30名で、会員増強に力を入
れ、又若い人も居りました。半々位の感じで
した。又このクラブは青梅及び塀クラブと姉
妹クラブになって居るとのことです。丁度新
穂君が持参したオールドがあったのでそれで
乾盃しました。私達のメインテ¶プルは40才
以上の会員が多く、日本語で呼び掛けてくれ
ました。高田、盛岡、出羽三山等に詳しくな
つかしく話し掛けて下さいました。そしてい
つしか昔の流行歌も出て来る様な状態でした
☆台湾についての感想

1・台湾も世界の経済と一つであり不景気
風が吹いて居た様です。

2・日本との経済的関係が強く、日本の影

響は大きく合弁会社も非常に多いとのこ
とです。

3・教育が非常に良く普及され、更に国家
と国旗を強く結びつけて居ると云う印象
を受けました。

4・街特に駅、公園、観光地等は清掃され
紙くず一つ無い様な状態でした。

5・料理は四川、北平、深東料理の区分の　＼、J

ない万人向きの味の料理になった様です
6・日本と同様物事の変化は大変早いとの

ことです。
7・台湾には国立故宮博物館（5千年の歴

史をもつ国宝級の器物や書画24万点が保
存されている。）や中国建築様式の龍山
寺（2　30年前のもの）孔子廟があり、
古いものや自然環境を大切にする国民で
あると感じました。

この様な楽しい思い出深い旅が出来たこと
についてロータリアンの友情と中江、張君の

御厚情によるもので厚く御礼申し上げます。
（要旨）



DISTRICT　3堅3

CLUB BULLETJN
創立＄34・6・9　承認534・6・27

品岡ロー々リー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

ほたる狩　り

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12；30れ1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鋤5775

会　長　　鈴　木　善　　作
幹　事　高　橋　　辰　美

払棚卸躯適才財かヶ
ロータリーの精神を壊るい起こせ

第767号　　1974．8・20（火）（晴）　No．8

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名
出　　席　　数　　　　46名
出　　席　　率　　67・65％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、風間君、上野君、薮田
君、菅原君、半田君、早坂（源）君、山本（隆）
君、石黒君、進藤君、今野君、海東君、田中
君、佐藤（衛）君、三井（賢）君、斎藤（信）君
佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、笹原君、佐藤
（友）君、津田君

前回の出席

メークアップ

佐藤（衛）君、菅原君－ソウル南R．C
高橋（辰）君一山形南R・C
阿部（裏）君一酒田東R・C
半田君、五十嵐（伊）君、進藤君、今野君
舅網君、菅君、佐藤（昇）君、富樫君

一鶴岡西R．C

⑳ビジター

奥村知介君一習志野R・C
斎藤繁雄君一村上R・C
大川俊一君羽根田正吉君一鶴岡西R・C

⑳点　　鐘　12．30　　鈴木会長

㊥ロータリーソング（奉仕の理想）

㊥ビジター紹介

㊥会長歓迎の言葉

㊥会長報告

⑳他委員会報告

親睦委員
ローターアクト

新穂会員、菅原明君、高橋良士君

命幹事報告

⑳会長報告　　昭和49年8月20日

8月13日　第353区大原昔一郎ガバナーより
公式訪問に際して御鄭重なる御礼
状を頂きましたので、8月16日其
れに対し御返信を差し上げまし
た。
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8月17日　午後6時に山王関に於て鶴岡水泳
聯盟より、鶴岡市制50周年記念に
際し、市民総参加の見る水泳大会
「サマースイム・フェスパル」開

催の前夜祭に参り、色々懇談して
参りました。

8月19日　仙台市振興相互銀行9階ホールに
於て、R・Ⅰ5地区合同インターシ
ティー　ミーティング（ロビンス

R・Ⅰ会長を囲む会）に出席

12．30′～13．30

ソング　奉仕の理想
プ会長挨拶

結　城　隆　弥

歓迎挨拶　第353地区ガバナー
大　原　草一郎

ロビンス会長夫妻及来賓紹介

榎戸ガバナー
13．30～14．30

ロビンス会長講演
14・30　　閉会の辞　第354地区ガバナー

閉会点鐘
小山内　　　績

諸事御知らせ
ホストクラブ幹事　庄子喜一郎

ロビンス会長夫妻歓迎パーティ

（於仙台ホテル3階）
15・10　　開会挨拶　第351地区ガバナー

15．15～16．30
森　松　定　男

歓迎パーティー
乾杯　第350地区ガバナー

佐　直　庄太郎
ロータリーソング

手に手つないで
16・30　　閉　会

散会後16・40－18・30まで仙台ホテル2階
に於てロビンス会長を囲む懇談会を開きま
すから下記のクラブの方々は御出席下さい
泉・塩釜・古川・大和・名取・岩沼・角

田・一ノ関・北上・花巻・盛岡・水沢・白石
尚、他クラブの方々でも御希望の方は御

出席下さい。
8月20日（火）12．30～13．30

仙台クラブ例会に出席されます。

13・30～14・30　ロビンス会長の講演

国際ロータリーを代表して申し上げま
す。友情のキブナを振り返りたい。ロータ
リーは人を立派にして、人のために働く、

青少年の育成に務めて呉れる様。ロータリ
ーは人であります。ロータリーに対して貢

献して居るか。日本におけるロータリーの
発展はよい会員7万になって居ります。

ロータリーは複雑なものでなく、簡単に

考え実行せよ。世界をよりよくすること、
1人1人よりよくすること。Iコークリー財

団に感謝して居ります。ロータリー財団の
お金の使い方が有功に使われることであり
ます。日本はロータリー財団が優秀であり
ます。
今年はロータリーの精神を振い起すこと

で即ち人造りであります。走れよりロータ
リー精神を振い起す新らしいクラブをふや
すこと。地域社会への奉仕が一番大切であ
ります。

私が深く信じるロータリーアンは自覚を
持って1人1人の善の為めに務めるこそロ
ータリーアンの仕事であります。世界でロ
ータリーは完全に育って屠ります。

最後によりよき人造りをすること。世界
をよりよき世界にすること。走れは立派な
町造りとなります。　　　　　　　以上

⑪ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君
主　題

㊥tt心をなごませる力’’

㊥国際奉仕に役立つロータリーアン及び、
第3着と情報を分ち合う責任。

㊥会員増強委員会の任務。

㊥tt心をなごませる力’’

仲間との交わりほど、満足感を支えてくれ
るものはありません。何故なら、ロータリー
クラブの会員は厳選された人たちだからで
す。PAUL P．HARRIS（ポール．ピー．／、リ
ス），ロータリー創始者の言葉でした。

㊥国際奉仕に役立つロークリアソ及び第3
者と情報を分ち合う責任。

ロータリアン各自の責任は、ロータリアン

は、奉仕の第四部門に含まれている理想達成
のため、個人的に寄与することを期待されて
います。

各ロータリアンは、どこにいようと、個人
として働いている場合に、よく実情をわきま
えた、世論を起こすことに力を致さなければ
ならない。このような世論は、必らずや国際
理解と善意の決進に関する政府の政策に、影
響を及ぼすであろう……こと、と、すべての
人類が戦争の惨禍と文明の破壊そのものを、
なんとかして避けるには、どうすればよいか
と云うことです。もし国際奉仕の部門が挫折
するとすれば、その他の部門に気をくはる必
要は、もはや無くなってしまうと、ロークリ
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アンが信ずる所以はここにあるのです。と、

など、第3者に分かち合う責任があります。
それには、tt平和への七つの道”を民衆に贈呈
して、よく読まれるように致しましょう。

（9会員増強委員会の任務は　2．
丘）ロータリー情報委員会員と会員候補推せ

ん者が協力して、候補者にロータリー情報を
教え、本人が、団出席できること。凰委員会
での奉仕をすすんですること。圃クラブ活動

等々を十分理解をもつまでは、その人をロー
タリーへの参加を求めるべきでありません。

その理由は、クラブが堅実な成長をはかるに
は、そうすべきであるとあります。
次に、会員増強の活動は、②会長やその他

の委員会、殊に職業分類委員会、会員選考委
員会は勿論、効果的なロータリー情報を候補
者を含めて、一般公衆に広報することが大切
です。③クラブ協議会で会員増強の必要を強
調します。④クラブの全会員が増強活動をや
りましょう。5名で1名の新会員計画もよ
く。⑤アデイショナル正会員をふやしましょ
う。（ら元ロータリアンから増員を忘れないよ
うにしましょう。（a候補者を推せんしたこと
のない会員は推せんの方法を教えて推せんし
ましょう。⑧進んで、ありがたく奉仕する。
若手の、中、小企業の事業主を忘れなく。ロ
ータリーを理解させて参加を求めましょう。

⑨増強目標達成に最大な努力をしましょう。
そのわけは、⑬ロータリークラブは奉仕の道
に過ぎません。よい人が推せんすれば、入会
しなかったら、立派な奉仕など、できないか
も知りません。無感心は、不人情の本質だと
いわれます。増員や拡大は、奉仕の目的に対
する前進であります。

㊨幹事報告

例会変更
温海R．C　8／2611時　最上川下り

古口集合　例会12時15分
くさなぎ滝沢屋　登録料3，000円

寒河江R．C　8／22　pM6時30分
クラブアッセソブリー　伊勢屋旅館

1974国際ロータリー第353地区

年次大会のごあんない

洋期間　昭和49年10月12日（土）～13日（日）

※会場　福島市・県文化センタ一
軍ホストクラブ　福島ロータリークラブ

※コ・ホストクラブ

飯坂・二本松・福島北・保原・福島南R・C

各ロータリークラブ

会員・ご家族の皆さま

大会委員長　下田与吉
盛夏の候、皆さまにはご清祥のこととお慶

び申しあげます。
さて、標記年次大会は、今秋10月12日（土）

13日（日）の両日、わたくしども福島ロータ
リークラブがホストとなり、飯坂、二本松、

福島北、保原、福島南クラブがコ・ホストと
して福島市・県文化センターで開催する運び
となりました。
ただいまホスト、コ・ホストが一丸となっ

て意義ある年次大会をめざし、準備を進めて
おります。多数の会員、ご家族が参加されま
して友情と親睦の輪を広げたいと存じます。
福島の秋は紅葉とくだものと競馬のシーズ

ンでありますので、ご家族おそろいで、ぜひ
ご参加いただきますようご案内申しあげます

大会プログラムのあらまし

日程l　行　　　　　事　　戸　場　　　所l　時　　間

親睦ゴルフ大会贋腎㌘こラ言

親睦ボーリ　ング大会l昭　栄　ボ　ー

長　幹　事　会贋撃習覧ホール
里里狙　迦＿

会　　長　　幹
前　夜　懇

開
閉

憎矧妄‾言‾完
プレー諸費用昼

食筆哩畳旦負担
プレー諸費用昼
食参迦型込冬一

ゴルフ・ボーーリ

ング両大会共出
席出来るよう配
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閉　　会

たします。会
会

ン
間
夕
観
た

シ

の

一

ス

い

み
ム
ロ
ー
待



各会場見取図



CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認534・6・27

戎岡ロー々リー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

ほたる狩　り

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎過火曜日　PM12‥30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235飼5775

会　長　　鈴　木　　善　作

幹　事　　高　橋　　辰　美

払励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第768号　　1974．8．27（火）（晴のち雨）　No．9

㊥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　　67・65％

修正出席数　　　　61名
確定出席率　　89・71％

欠　席　者

阿宗君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、進
藤君、高橋（良）君、吉野君、三井（健）君、菅
君、薮田君、佐藤（忠）君、津田君、斎藤（信）君

メークアップ

石黒君一仙台南R・C

笹原君一仙台R．C

薮田君一新潟R・C

早坂（源）君、進藤君、山本（隆）君
一酒田R・C

阿部（公）君、風間君、今野君、海東君、佐藤
（衛）君、三井（賢）君、佐藤（昇）君、佐藤
（友）君、菅原君一鶴岡西R・C

⑳点　　鐘　　鈴木会長12こ30

⑳ロータリーソング

（それでこそロータリー）

⑳ビジター紹介　　SAA

⑳本日のお客様紹介・歓迎の言葉　　会　長

⑳幹事報告

⑳バーバラ・クレーマさん

（交換学生）挨拶

く秒工業学校長挨拶（菅原辰吉氏）

⑳各委員会連絡
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⑳交換学生歓迎の挨拶　鈴木会長

交換学生のバーバラ・クレーマさんは、去
る23日羽田に無事到着されました。私達は24

日山王闇で初対面し、26日は工業高校の入学

式、その後雨の中を私と高橋君と阿部清三教
諭と3人で、市長、鶴岡警察署長及び荘内日

報社を訪問し挨拶して釆ました。その後私の
家で小休し、ミルクを差上げました。体格の

秀れたお嬢さんで、16才とはとても思えない

様です。彼女は非常に気さくな方で、勉強も
出来るし、水泳は最も得意とするところで、

市営プールにも行って一泳ぎして来たそうで

す。今後よろしくお願い致します。簡単です
が歓迎の挨拶と致します。

⑳バーバラ・クレーマさんの拶拶

通訳　阿部清三教諭

御招待頂きまして感謝申し上げます。
此処に来て感じたことを一口で云うと、フ

ィーリングが非常に素暗しいと云うことで、

何れにしてもグッドワィーリングで、ここ数

日を過ごして居ります。今日も学校に行って

居りますが、学校も非常に皆様から親切にし
て頂き、学生・先生とも私にとってフレンド

リー、カインドリーで皆様に感謝申し上げて

居ります。有難うございました。

県立工業高校校長　菅原辰吉氏

御挨拶と云うよりも、私に御礼を申し上げ
る機会を与えられたことを、感謝申し上げま

す。ロータリークラブの援助によりバーバラ

さんが来日され、今の挨拶にもありました様

に、学校の中が非常に明るく、又学校の気分
が一変致しました。これも皆様方の国際的な

理解を得る仕事が、非常に成功して居るので
はないかと我々は感謝申し上げる次第です。

特に昨日入学式を行った際今野さんがロータ
リークラブの代表で御挨拶をされました。ロ
ータリークラブのお蔭でこの様なことが出来

ると云うことを厚く御礼申し上げる次第で

す。一日も早く日本語を覚えられ、日本とア
メリカの親善に力を尽して頂きたいと思いま

す。

尚、10月21日より学生をアメリカに派遣し

て勉強させようと考えて居りました。この実

現も皆様の御協力によって出来ることと感謝

し、且つ成功させたいものと考えて居りま

す。このことも含めて感謝申し上げます。

杏了十・時湾
入学式等の様子について　国際奉仕委員長

昨日工業高校の歓迎会に同行致しました。
昨日は始業式でその後体育館に全校生徒が集
まり歓迎会と云うことで、学校長の挨拶、バ
ーバラさんの挨拶、私の挨拶、石黒寛生徒会

長の歓迎のことばを述べ、その後、－40人編成
のブラスバンドによる演奏が40分に亘って行

われました。バーバラさんの挨拶の中で印象

に残ったものはtt私は日本語で皆様に挨拶出

来ないのが大変残念です。ただ何でも良いか
ら皆が私に話し掛けて頂きたい”と云う言葉
でした。今後1年間よろしくお願い申し上げ

ます。

⑳国際ロータリー交換学生について

アメリカニュージャージー州ニューブラウ

ンズウィヅク市から、国際ロータリー交換学

生が、24日鶴岡に到着しました。
1・氏　　名　ミスバーバラ・クレーマー

2・生年月日1957年12月25日

3・年　　令16才

4・学　　校　ニュープロビデンス・

ハイスクール在学

5・身　　長172C耽

6・体　　重　75吻

7・語　　学　英語、フランス語

8・趣　　味　セーター編み、水泳、キャ
ンプ　etc

9・家　　族

教員エベリー・クレーマ←

アン

マーチン

ローズ

エリ　ック

10・鶴岡での生活

鶴岡工業高校機械科1年A覿入学、釆鶴
後2ケ月は三井徹会員宅に寄留、その後2ケ

月位の割り合いでロータリアンの家庭です
ごす予定です。

11・そ　の　他

学校以外では生け花、茶を習いたいとの
こと。10月12、13日に福島市の県文化セン

ターに於て行われる1974国際ロータリー第

353地区年次大会にも出席するとのことで

す。
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⑳ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主　題

（尋ロータリーを分かち合うこと

㊥プログラム委員会の任務概要
＠出席規定と効果のあるクラブ管理との関

連性

㊥ロータリーを分かち合うこと

誰かが、われわれに、ロータリーを分かち

与えてくれたのです。ポール・ピー・ハリス

を除いて、われわれは皆、誰かのおかげでロ
ータリアンになったのです。誰かが、われわ

れもロータリーに入れてくれたのです。で

すから、われわれは皆、他の誰かにロータリ
ーを分かち与える義務があります。　　さ

（RICHAR D L・EVANS）リチャード・
ェル・エバンス。元国際ロータリー会長

㊥プログラム委員会の任務概要
①例会及び特別会合のプログラムを作り、

準備する。③ロータリー奉仕や4部門を例証
するようにして。③これらのプログラムを立

案し、調節することであります。

㊥出席規定と効果のあるクラブ管理との関連
性

規則正しい出席はクラブにも、又会員、個

人にも利益になることは勿論のことでありま

す。クラブ管理との関連性として、①規則正
しい出席は、クラブ発展をもたらします。（診

規則正しい出席によって、いっそうよい親睦

をもたらすし、③規則正しい出席はクラブ活

動の改善をもたらします。

㊥第1回炉辺会合
ttロータリークラブ会員としての得”

は何か

（9ロータリーとは、ポール（ピー）ハリス

精神を有する会合であります。
＠ポール・ハリス精神とは、何か。それは

tt奉仕の理想”を実施することであります。

㊥奉仕の理想とは何か、それは、①他人の
ために慈善をほどこし、それが、②世の中の
よい教育になることをしましょう、と云うの

です。（診しかも、そのやったことが、（自分

で考えても）又他人から見ても、利己的な奉

仕でないことをすることでありますJ

㊥ロータリーの最も重要な人物はだれです
か、と云うと、それは、会員の皆様でありま

すが、特に新入会員の皆様であります。
その理由は、ロー一夕リーの各会員は夫々、

自分の職業を通じて、その限られた区域限界
内の地域社会の一職業種別のすすんで奉仕を

する指導者であり、代表者として、各々、

選ばれました方々なのです。限ざられた、地

域社会を多方面からの職業種別でもって、均

等に、tt奉仕の理想”を施すのが、ローター

の原則であります。そして、あなたは、その

クラブの一会員として、毎週1回、例会に出

席をしてもらって、その地域社会の奉仕活動
を積極的に参加する責任をうけもってもらう

ために、例会に出際し、全会員とあしなみそ

ろえてやってもらう重要な人物であることで

すからです。

㊥国際ロータリーの奉仕活動は何かと云う

と、tt奉仕の理想’’を各会員に、鼓吹し、育

成して、一般民衆にも早く施して、調和のと
れた世界平和を獲得する力にもなると同時に
又、大きな指導力を与えることが出来ますよ

うに働きかけることですから、会員は誰ひと

り例会に欠席しては、いけないことになって
います。

㊥会員の特典は何か
それは、会員になれば、G）世界の国際ロー

タリーのtt奉仕の理想”の大家族の一員とし

て、世界中のどのロータリークラブに行って

も、親切に何事でも相談になれることです。

②自己の職業が繁栄し、権威あるものにな
れるようになり、同時に、自分の地域の産業

文化に大なる貢献が出来る。

③これは、一人会員の幸福ばかりでなく、
家族、村、市、国、全世界中の人々の共存共
栄、調和のとれた世界平和に到達させる大き
な指導力を与えることが出来る、のが、特典
でありましょう。

各会員が、独り独りの力が、足なみそろえ
ば、クラブの大きな活動の威力となり、更に

大きく、地区の活動威力となり、進んでは、

各国の活動の威力からして、全世界の国際ロ
ータリーの活動の威力が出来て、大きな平和

への指導力を与えると共に、世界の民衆に
tt奉仕の理想”をわかち合って、一層と調和

のとれた世界平和を獲得する大きな力である

わけになります、からです。そう云うわけで



すから、

◎結譲すれば、我々の責任は大きく、①毎
例会に出席すること。③委員会の活動を熱心
にやること。（診クラブ活動に積極的に参加す

ることを忘れなく、よろしくお願い致しま

す。これが、我々会員としての心得と思いま

す。

⑳各地のロータリークラブ紹介シリーズ

（会報委員会編集）

（3）第354地区秋田ロータリークラブ（その二）

－如斯亭一

佐竹藩主随一の名君天樹院義和公によっ
て完成された名園で一名唐見殿とも云われ

ています。尚、県史蹟文化財に指定されて
います。

5．秋田とその味覚

－きりたんば一

米の国秋田を代表する郷土料理で、うる
ち米を炊き、すり鉢でこね、杉串に凍りつ

けて炭火でこがね色に焼く。このたんばを

適当な大きさに切って、鶏のガラの煮出し
に、しょう油で調味した汁鍋に入れ、鶏肉

に季節の野菜とともに煮てたべる。新米の

出盛る頃から冬にかけて最も風味がありま
す。
－しょっつるかやき－

日本海で獲れるハタハタなどで、特殊な

方法で作った調味料。これで味つけした汁

鍋に自身の魚と季節の山菜、野菜を添え煮
し賞味する鍋物。

－清　　酒一

一諸　　越－

6・秋田とその物産

秋田の特産には、銀線細工、桜皮細工、

曲げわっば、春慶、川連漆器、諸越などが

良く知られているが、その他、古くから伝

わるものや、新しいものなど、いずれも雪

国の持つ、味わいと云ったものが多い。
一銀線細工一

藩主佐竹氏が水戸から移った時、金銀細
工師も移住させ、阿仁銀山、院内銀山から

産出した銀を材料に装身具を作らせたのが

始まりで、明治末期には九州の平戸から銀

線細工の技術が導入され、さかんになった

ものです。

一秋田黄八丈一

約200年前に上州桐生から技術者を招い
て作らせたのが起りと云われ、ttはまなす”

を染料に用い、貰色と褐色を主体にした色

彩は、渋さと、粋な風情を持っています。
反物の他、ネクタイ、ハンドバッグ、財布

なども作られている。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます

様、重ねてお願い致します。御協力下さ

い。



◎。強打
CLUB BULLETJN

創立534・6・9　承認＄34．6．27

品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

秋　の　き　く

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　　鈴　木　　善　作
幹　事　　高　　橋　　辰　　美

馳励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第769号　　1974．9．3（火）（くもり）　No．10

⑳出席報告

本日の出席

前回の出席

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、森田君、今野君、海東

君、田中君、佐藤（衛）君、吉野君、中江君、

嶺岸君、三井健）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）

佐々木君、鷲田君、菅原君、佐藤（正）君

メ【クアップ

佐藤（思う君一酒田RC

薮田君一新潟RC

五十嵐（伊）君、進藤君、高橋（良）君、吉野

君、菅君、三井（健）君、五十嵐（三）君
一鶴岡西RC

争点　　鐘　12：30　鈴木会長

⑳国　　歌

㊥ロータリーソング（奉仕の理想）

⑳ビジター紹介　　SAA

⑪お客様紹介、歓迎のことば　　会　長

㊥お誕生おめでとう

⑪年間及び月間出席表彰

⑬幹事報告

⑳お客様スピーチ　　陳宗脛氏

⑪ビジター

陳宗歴君一台中港区

星野文夫君一東京江東RC

菅沢久弥、菅原隼雄君、松田善三郎君
一鶴岡西RC
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⑳台中港ロータリークラフ／／陳宗躍氏′

紹介者　新穂光一郎君

陳氏は達昌産業株式会社（達昌産業股扮

有限公司）の社長（董事長）です。

職業分類は植物性製造です。3週間程前よ

り日本に滞在中で各地をまわって居るとの

ことです。所属クラブは台中港区です。以

前青梅クラブと姉妹クラブを結ばれた時

に、一番活躍された方です。

台湾でとれている梅、しェうが、きゅう

り、らっきょう、にんにくを加工して、日

本へ輸出して居るとのことです。特に梅な

どほ、日本では紀伊、和歌山が有名だそう

ですが、現在では、名前は紀伊、和歌山産

となって居ますが、その9割は台湾産では

ないかとのことです。

⑳お誕生おめでとう

会員誕生

小池繁治君、菅健君、高橋正太郎君、上

野三郎君、山本隆男君

奥様誕生

今野幸子様、三井糸（徹）様、三井順子

（賢二）様

一少年間皆出席

1年間皆出席　笹原桂一君

ク　　　　山本　正君

命8月150％出席　　1名

小野寺君
命8月125％出席　　　2名

早坂（源）君、鈴木（善）君

命8月100％出席　　　51名

阿部（公）君、阿部（塞）君、風間君、安藤

君、張君、森田君、佐藤（順）君、山本

（隆）君、板垣君、市川君、飯自君、山本

（正）君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐

（伊）君、進藤君、今野君、高橋（良）君、

海東君、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、三浦君、

三井（賢）君、三井（健）君、男網君、菅

君、大川君、中江君、佐藤（忠）君、新穂

君、笹原、鈴木（弥）君、佐藤（友）君、谷

口君、高橋（正）君、小松君、手塚君、

中野（清）君、富樫君、薮田君、高橋（辰）

君、菅原君、佐藤（正）君

命幹事報告内容

例会変更　八幡R・C

8月7日を8月4日12：30

八幡中央公民館　鶴岡西R・C

8月13日　午前6時

善宝寺会館　登録料800円

㊥陳氏のスピーチ　（要旨）

御紹介頂きました台中港区ロータリーク

ラブの陳宗脛と申します。この度御地へ参

りまして、昨日会長、国際奉仕委員長、職

業奉仕委員長並びに新穂氏からわざわざ駅

まで出迎えて頂き、身に余る光栄と存じま

す。

先日新穂、中野氏には台湾の片田舎の台

中港にお出掛け下さいました。当クラブは

台中市から30た皿位離れた海岸で昭和12年よ

り港の建設が行われましたが、二次大戦の

ため中止になり、以来30年後の昨年10月政

府が台湾中部の産業発展のために国際港と

して建設を再開しました。その地区の4町

村は一つの市の成立を目指しています。市

の名前も出来て居ませんが港を中心として

台中港区と呼んで居ます。

クラブは成立して約4年になります。一

昨年3月、青梅R・Cと姉妹クラブとなり

ました。青梅クラブとは漬物関係の方が会

員であり、個人のおつき合いから、クラブ

のおつき合いに発展しました。

この度先輩クラブである貴クラブから国

際親善、友交と云うことを目的に、姉妹ク

ラブの話があり、大変光栄に存じ、理事会

に国際奉仕委員長より詳細な報告があり、

万場一致で可決致しました。

大変有難うございました。

（垂達昌産業股扮有限公司

董事長　　陳　　宗　経

公司・工廠　台中鶴音巨井郷龍泉村沙田路



五段305号電話沫鹿局23456

台湾連絡所　台北市達成区鄭州路三等之二

電話　517669・515759

⑪会長報告

国際ロータリー　第353地区

奈言誓／㌻ダニ早坂源四郎君
山形県鶴岡市上畑町5－4

〒997電話023522－2790㈹

アドノミイザ一

分　区　代　理
石黒慶之助君

鶴岡ロータリークラブ会長殿

盛夏も過ぎ貴クラブの皆様益々ご健勝に

ご活動のこととお慶び申し上げます。

放て来る9月8日（日）温海町観光ホテル

にて開催されるⅠ．C・G．Fにおいて、既に

ご案内の如く全体会議にて「われわれは今

後20年間にどのように取り組むべきか、ま

たわれわれの子孫に何を残すべきか」のテ
ーマにつき、各クラブより活発なご意見を

いただきたく、お願いしてあります。

本テーマは漠然とした余りにも大きい問

題なので次のような具体的な内容に限定し

て話し合いたいと思います。

参加者各位に前以ってご発表賜り、ご発言
の準備されますようご指導のほどお願いい

たします。

（1）インフレーション下のロータリー活動

担当リ　ー　ダ　ー　早坂源四郎君

（2）資源　と食糧

担当アドバイザー　石黒慶之助君

（3）環境保全－家庭・工場

担当アドバイザー　荒井　清君

（4）青少年問題

担当副リーダー　高坂知甫君

尚、各クラブからのご発言は3分間位と

し、多数の方よりご発言いただきたいと

考えます。

宜敷く願います。　　　　　　以上

1974．8．24

R．1第353区

鶴岡ロータリークラブ

会長　鈴木善作様

R．Ⅰ第345区

台中港区扶輪社

社長　何　長　景

－　MES SAGE　－

拝啓　暑夏の侯、貴クラブ益々御発展の段

慶賀至極に存じます。

先般はわざわざ御遠方より貴クラブ新穂光
一郎様及び中野清吾様両会員の御来訪を承

り誠に有難う御座居ました。

当クラブとの姉妹クラブ締結の事に関して

は貴会長の熱情溢れるメッセージと両会員

様より詳しく御聞き致しました。

御誠意のあるところほとほと感ぜられまし

た。

叉去る8月5日のクラブ理事会において、

国際車仕委員長より正式に提案され、貴ク

ラブの概況を説明し、貴クラブとはその国

情、風俗、習慣、伝統、文化面等において

大きい相違点があるが、ロータリー精神は

申す迄もなく、国境はなく、全て善意を以

て事に当り、好意と変ることなき友情を以

て、互いに協力し、国際親善に貢献するの

がロト∵グリーの本質であることを力説し、

満場一致で可決致しました。



これも貴会長及び貴クラブ全体会員がもた

らして下さった賜と感謝致しております。

只、貴クラブは歴史深き、大きいクラブに

対し、当クラブは創立4年にも満たない若

きクラブであり、致らざる処は何卒宜しく

御指導を願いたい次第であります。

尚、答礼募々姉妹クラブ締結に関する具体

的な打合せをする為、当クラブ前年度国際

奉仕委員長陳宗躍君を貴クラブ例会に出席

させて頂きますので、詳しく御訊ねして頂

くよう御願い致します。

終りに貴クラブの御発展と、皆様の御健康

を祈り潤筆させて頂きます。

1974年8月8日　　　　　　　敬具

⑳ロータリー情報委員会

張　紹淵君　山本隆男君

津田晋介君
＜主　題＞

㊥良好な出席の意味

㊥ジョーの生涯のある日（スライド）

＠職業奉仕によって奉仕の理想を例証する

機会

＠広報委員会の任務概要

㊥良好な出席の意味

あなたの事業の成功、不成功は種々の原

因によるものであります。そして、その一

つは事業に対するあなたの関心度でありま

す。

ロータリーの成功、不成功も矢張りそう

であります。

（TABASCOタバスコ、リッチモンド、米国）

㊥ジョーの生涯のある日

のスライドの内容は、四つのテストの原

理に、全面的に賛成できても、実際にこれ

を適用するとなると、いろいろな問題につ

きあたります。

その模範とするよい例証として、ジョー・

グリープ社長さん（ロータリアン）の①合

同商会の定価の維持を約束通りに実行して

いるところと、②常に品質の向上に努めて

いるところを示し、③法律上で、正式に認

められている所得税金を払い、④好意と友

情を深めるところを示唆しているものであ

り、しかも四つのテストは、われわれが実

行に移る前に、先ずよく考えるのを助けて

下されるものであり、又、急いで、事を損

ずる事なく、自分の良心に誇れるような、

正しい行動を教えて下さるものである、こ

とを示してくれるスライドでした。

㊥職業奉仕によって奉仕の理想を例証する

機会
ロー－タリーアンは、綱領、職業分類の特

長をもって、職業奉仕によって、奉仕の理

想を例証する機会は多くあります。毎日の

ように奉仕の理想に努めています。実業、

専門業務には多少、異っているものがあり

ますが、要するに、一般の人々にも、我々

がリーダーとなり、職業奉仕を通じて、奉

仕の理想を例証する機会を多くあたえるこ

とです。

㊥広報委員会の任務概要は

は・ロータリーの歴史、綱領、および規模

等に関する情報を、一般の人々に提供す

るための計画を立案し、②かつ、実行に

移し、③特に一般の人々に、クラブに対

する正しい認識を得るようにすることで

す。

報告：
過去5年間：米国のジルバスプリング・

ロータリークラブに、ロータリーの友雑誌

を会報と一緒に送っていますが、今日、ス

モール・ウット会員から感謝の言葉があっ

て、尚送り続けて下さるようにとねがわれ

ました。

（RTN．W．EUGENE SMALL WOO

D．SILVER SPRING．MARYLAN

D・R・CU・R・A）

現在：

①　SILVER．SPRING

②　TAINAN．TAIWAN

（さ　STAWELL．AUSTRALIA

④　PERTH AMBOY．U．S．A R．C

に送っている。

原稿を会報委員会にお寄せ下さい。



◎。強打
CLUB BULLETJN

創立534・6・9　承認534．6・27

品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

秋　の　き　く

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鰯5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

紘励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第770号　　1974・9・10（火）（晴）　No．11

⑪出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　77・94％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、早坂

（徳）君、山本（隆）君、山本（正）君、五十嵐
（伊）君、高橋（良）君、三井（徹）君、三浦君、
斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐々木君、上野
君、薮田君

前回の出席

メークアップ

海東君一米沢R．C

今野君、佐藤（衛）君、三井（健）君、菅原
君、佐藤（正）君一温海R・C

阿部（公）君、森田君、吉野君、嶺岸君、
中江君一鶴岡西R・C

⑳ビジター

岡本悦衛君、野沢秀ニー東京王子R・C

会田起央君一鶴岡西R．C

⑳点　　鐘　　12・30　　鈴木会長
く多ロータリーソング　　　奉仕の理想

⑳ビジター　　SAA

⑳お客様紹介及歓迎のことば　　会長

㊥会長報告

㊥幹事報告
一㊨ゲストスピーチ 自然環境保全と営林行

政に就て．

鶴岡営林署長　草階健一氏

⑳他

⑳ロータリー情報委員会

張　紹淵君　山本隆男君
津田晋介君

◎彼を推せんしたのはあなたです。彼はど
うしていますか。

◎青年功績賞の利用は。

◎青年層対象の仕事に対するロータリーの

熱意。
◎ロータリー情報委員会の任務概要。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う

％
名
％

n
U
　
2
　
8

n
U
　
6
　
1
・

5

　

　

　

　

1

7
　
　
　
　
∩
コ

率
数
率

庸
席
席

出
出
出

回
正
定

前
修
確



◎彼を推せんしたのはあなたです。彼はど

うしていますか。
ミネアポリスのロータリーは「多忙な

人」即ち自分の職業と地域社会のことで忙
しい人だけを会員に選びます。「多忙な人」

と云うのが選考の基準であります。ですか

ら、「あまり忙がしくて」適度の委員会活

動に従事することも、規則的に例会へ出席
することもできないというのは、ロータリ
ーでは通用しない口実なのであります。

あなたが推薦した人は、どうでしょ　う

か？彼は活動していますか。ロータリー精

神を会得し始めていますか？もしそうでな
いなら、それはクラブにとっても、彼にと

ってもマイナスであります。そのような場

合、多分、あなたなら、彼を助けることが
できるでしょう。あなたが推薦した人のこ

とを調べて下さいませ。米国、ミネソタ

州、ミネアポリス、ロータリークラブのジ

ヤナレットさん、（TOURNALETTE）

が書いてありました。

㊥青年功績質の利用
ttYOUTH MERIT AWARD’，～ロータ

リークラブは、～君に対し、君が～～活動

において、卓越せる奉仕の精神、信顔性及

び指導力を実証されましたので、鼓に表彰

状を授与します。昭和～年～月～日、サイ
ソ、は地区ガバナr～ロータリークラブ会

長、の立派な表賞状が印刷してあります。
このように、ロータリーは、若者を凡て、

①卓越せる奉仕の精神、③信頼性ある人、

③指導力のある人に、育成するのが目標で
す。

㊥青年層対象の仕事に対するロータリー
の熱意
～は①ガバナーは、全地域にわたる調査

を行い、青少年は何が必要であるか。どう
いう奉仕の機会があるか、を調べると共

に、なるたけ、②クラブの会員組織が均等

を良く保つように、青少年に奉仕する団体
の幹部を会員に入会するようにし、③その

仕事に対するロー一夕リーの奉仕は、都市、

農村の少年、少女及び青年達の肉体的、精
神的並びに、道徳的福利を増進するため
に、ロータリアンが個人として、或は、ク

ラブに協力して行なう種々の事柄をして、
レクリェーシコソ、プログラム、不良化防

止、職業指導、並びに、訓練のプログラ

ム、学資援助、等を通じて、彼等を良き市

民に育て上げるのに、手を貸そうと意図し
ている熱意にもえています。

一冬ロータリー情報委員会の任務概要

～ほ、①将来会員になる見込みのある人

に、ロータリークラブにおける会員の特典

および義務を知らせたり、③会員、特に、

新会員に、その人たちの特典、義務を完全
に理解させたり、③会員全体に、ロータリ
ーのその歴史、綱領、規模、および活動を

知らしめ、そして、④国際ロータリーの管

理方法の発達について知らせることです。
頚〉職業分類委員会の任務概要

′～は、①毎年8月31日以前に、できるだ

け早い時期に地域社会の職業分類調査をな

すこと。②充填および未充填の職業分類一

覧表を作成すること。③必要に応じて、現
在クラブ内で代表されている職業分類を再

検討すること。④すべての職業分類に関す
る問題について理事会と相談することであ

ります。

⑳自然環境保全と国有林の仕事
鶴岡営林署長

ト　みどりは自然に旺盛に生えてくる。

条件として土壌が動かなければ。
わが国温暖多雨の気象条件のもとでは、
みどりの造成はそんなにむづかしいもの

でない。

2・森林の公益的機能の計量化
12兆8，200億円

農用地を合せて約18兆円といわれている

（1）水資源のかん義一森林が貯水タンクの
役割をする。

言　∴∴‖∴一・∴十・
（4）保健休養一見た目の美しさ、おいしい

空気、きれいな水。

（5）野生鳥獣の保護－すみかとなり、餌が
ある。

（6）酸素の供給
tt参考までに大気中には膨大な酸素が含

まれているので、森林による酸素放出は

地球的には大した役割を果していない。
大気圏の酸素が森林などを通して1巡す
るのに2，000年の長年月が必要といわれ

ている。”

これ等が、とりもなおきず国民一般が期待

する森林の効用と思われる。



3・上流部の森林を管理経営する国有林の

仕事は

単的にいえば、木を伐って、その跡に植林

する。
活力の衰えた森林を若々しいヤマに仕立
る。その作業のために道路をつくる。

また天然に物理的にも海へ向って歩いて行

く山を山として、留めるた捌こ沿山工事を

行っている。

山のみならず、海岸でも飛砂防止のために

海岸林をつくり後背地に集落や農耕地を守
る。

これ等から国有林の仕事は植物の力をフ
ルに活用して、国土を保全すると共に、か

たわら木材生産をし、また美しい自然も一

般に利用して頂くような形を考えている。

例えば木の伐採についても

皆伐一面積を限定し箇所の分散をして、

あとが確実に森林になるように行
う。勿論国土の保全とか風致の維

持などのために森林の保残帯をつ

くることを考えて伐り残しの部分

もあるわけだ。

択伐一ぬき切りして森林全体の形をくず
きないようにする。

禁伐一森林植生、貴重な動植物等の保
護、学術研究に資する森林につい
ては、原則的に一切の人工を排除

し天然の推移にゆだねることにし
ている。

こういうことで、森林の取扱いをしてい

るわけですが一般的に都市にとって、山は

関心外であるか、木材生産工場、否、木材

資源でしかなく、さらにいえば観光という

都市産業のための新しい開発用飽く“らいに
しか考えていない。

たオカネで、従業員の給料や、事務に使う

鉛筆、紙、消ゴムなどの文房具、庁舎のト
イレのガラスまで一切をまかなづ亮いる。

先に申しあげた沿山という仕事、また一

般に使われる道路の作設という公益、公共

的な面には、一般会計、つまり国民の税金
を使わせて頂いてもよいのでないかという

ことで、一部ほほそのような形になってい

る。

6・森林の校能の解明は、木の集団という形

の生態的な働きも含めてむづかしい。

植物群落と人間生活とのかかわりあい
は、見た目のみどりの美しきや、鳥やケモ

ノや混虫などの生物の棲家、美しく、珍ら

しく、貴重な植物を後世に受けつぐ宝であ
るという点からも、いま一度考え直してみ

られるべきでないか。
7・日本の木材消費量の半分以上は、舶来品

である外材の輸入でまかなわれている。資

源問題上からも、もっと国産材のウェイト
を高めるべきであると考える。

生産資源として森林は維持しなければな
らないけれど、それだからといって、木材
の伐採に重点を置きすぎると森林のもつ貴

重な環境保全機能を失うことになる。
8．現在、森林の環境保全機能をいちばん必

要とする地域は、実は平地である。都市近
郊の森林の整備造成によって生活の環境を
豊かにすることこそ大切である。

9．国有林では国民的要請にこたえて、みど

りの造成に精を出して行きますが、私達の

考え方や仕事のやり方について、どうぞよ

きアドバイスを賜りますようお願い申しあ

げます。
森林の公益的依能の計量化調査

4・新聞のニュースやラジオ、テレビで放送　堕．＿選

された国有林の自然破壊は一面において、　水資源

国民のヤマに対する認識を進めたことにな　　のかん

る。（他面みどりが失われたというセッカ　養

チな国民性もあるが）この要請にこたえ

て、営林署では「新しい森林施業」という

従来とはヤマの取扱いを異にした、言って
みれば自分の山ならこういうぐわいに手入

れするといった、キメ細いやり方に切り換

えた。このため木材供給という面をかなり

犠牲にしたものである。
5・国有林は独立採算制で、山の木材を売っ

評価年額と　評価算出方法

1兆6，100円

2，300億トン×7円

（貯水能力）ダムに代
替させた場合の山元水
〝㌔当生産原価

2兆2，7。。億。闇盤監た場合

土砂崩
壊防止

保　健

休　養

500億円l（崩還呈姦蓋う

2兆2，500億円

竺ガ当堰堤建設費
1・3億㌦×400円（同上）

森林レクリェーシコソ
のために消費された交
通費、宿泊代等の費用
額を基礎に算出



芸矧兆7，700億円l菅讐誓童哲槌をも

7・・・い．∵∵∴∵

計闇，2。。億円

1974年8月28日

鶴岡ロータリークラブ

会　長　鈴木善作殿

貴地区ガバナーは貴クラブへの公式訪問

後、この訪問を楽しまれたこと、また貴ク
ラブにおいてビル・ロビンス国際会長「ロ
ータリーの精神を振るい起こせ」の呼びか

けが忠実に応えられているのに感銘を受け

られたことを報告されました。ガバナーの

お送り下さった貴「クラブ計画及び目標の

要約」は本ロータリー年度を成功させよう
という貴クラブの総合的計画を反映してい

ます。中でもtt国際奉仕’’に関するアクティ

ビティーは特に興味深く思われます。

何かご援助できることがあれば、殊に貴
クラブ委員会にて新しい計画を始められる

時など、お知らせ下さい。あらゆる面でお

役に立つ文献、資料が豊富に揃えてござい
ます。

貴クラブのご成功を心よりお祈り申し上げ
ます。　　　　　　　　　　　　敬具

東半球部
クラブへの奉仕

抽冬　息（TADASHIrNUKUTO）

昭和49年9月7日

鶴岡ロータリークラブ

会長　鈴木善作殿

謹啓　貴クラブ益々御発展のことお慶び申
し上げます。

さて、今度ロータリー財団管理委員会より

同封のような喜しい便りが参りました。

また、引きつづき寄附額1，500％達成の記

念額がとどきました。

早速参上して、貴クラブにお手渡しいたす
ところですが、公式訪問中なので参られま
せんので直前ガバナー早坂殿にお手をわず

らわせたくお手配くださいますようお願い
いたします。

会員各位にこの額を御披露下され、共に喜
びを分ち合って下されるよう御麒い申し上

げます。 敬具
ガバナー　大原嘗一郎

⑳ローターアクトクラブの報告
ローターアクトクラブ

幹事　進藤　登君

私は今年度ローターアクトクラブ幹事の

進藤です。

現在鶴岡市商工観光課勤務中です。
47年11月鶴岡ローターアクトクラブが誕

生し昨年より続々と女性会員が結婚のため
退会し会員が減少、そのため会としても相
当に悩みましたが、今回新入会員候補者を
推選頂きました。新入会員は15名程度、合
計でやっと20名台となります。

今後ともローターアクト委員会の御指導
の下にがんばって行き度いと考えて居りま

すのでよろしくお願い致します。

い　ち　か　わ

三　井　病　院

交通安全協会
計

⑳1，500％達成について

早坂バストガバナー

寄附額1．500％達成の記念額が来ており
ます。

ロータリー財団の絶えざる指示と、国

際間の友交と理解促進に寄与された鶴岡ロ
ータリークラブに対して表賞を致します．．

1，500％はロータリーが一つの節にして

いるところです。353地区では二番目の達

成で昨年は相馬クラブが1，500％を達成し
ました。

お目出とうございます。

⑳スマイル　　　　親睦委員会

①　三井商店祖父米寿のため
（∋　信用金庫支店新築

⑬親睦活動委員会上半期計画

①10／6鳥海山ハイキング

②10／27ゴルフと釣

③12／20忘年会

原稿を会報委員会にお寄せ下さい。
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CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認534．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

秋　の　き　く

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235輯5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

鮎紳助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第771号　　1974．9．17（火）（晴）　No．12

⑳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　　77・94％
修正出席数　　　　64名
確定出席率　　94・12％

欠　席　者

阿宗君、風間君、半田君、早坂（徳）君、山本
（正）君、五十嵐（伊）君、進藤君、田中君、
嶺岸君、菅君、小野寺君、中江君、斎藤
（信）君、佐藤（忠）君、富樫君、鷲田君

メークアップ

五十嵐（伊）君一水戸R・C

薮田君一新潟R・C
阿部（案）君、山本（正）君、高橋（良）君、三
井（徹）君、三浦君、斎藤（栄）君、上野君

一温海R・C

阿部（公）君、山本（隆）君一鶴岡西R・C

⑳ビジター
吉川喜一郎君、菅原隼雄君、佐藤拡君、
阿部正男君一鶴岡西R・C

⑳点　　鐘　12：30　鈴木会長

⑳ロータリーソング

（それでこそロータリー）

句＞ビジター紹介　　S・A・A

⑳お客様紹介及び歓迎のことば

⑳会長報告　　特別なし

⑳幹事報告

“）年次大会へ交換学生、インターアクト
ローターアクト

（代表）米山記念奨学生参加懇請

伺　ポールハリス・フェロー受賞者と

R．Ⅰ会長代理夫妻を囲む昼食会開催

困　ロータリー財団奨学金の件

（山大　菊地敏君）　本部決定通知

一冬ゲストスピーチ　　佐藤　恒氏

金沢工業大学海外技術協力研究会
イソド、ネパール昨年5月～今年2月

の体験
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（ニューヨークの新聞記事）

育樹専門家協会がキルマーの
生誕地に樫を植えた

ニューフランスズィック発4月29日（UPI）

例の詩●t木’’を書いた詩人ジョイスキルマー

の、今のところ戸、窓等板張になっている生

家の前庭に、この週末に5フィートの赤樫の

若木が植えられた。
ニュージャージ・一育樹専門家協会主催のこ

の式に約100人が出席した。同協会はこの3

階建木造家屋が修理された後、これをその本
部にすることを望んでいる。

tt此の木程に美しい詩を見ることはないだ

ろう’’という句で始まる詩を書いたキルマー

は第一次世界大戦の時情報活動中に1918年7

月30日にフランスで暗殺された。

同詩人は現在ジョイスキルマ一通り17番と

なっているその建物で、1886年12月6日に生

れた。

国際理解週間に当って、姉妹都市New
Bwbs urck市についてのニュースを1つ申

し上げます。

それはこのR・Cのバナーにも図示されて

いる有名な詩人goyce Kilmerと彼の最も菅

名な詩It木”を生んだ樫の木Oakに就いての話

です。この木は7へノ8年前に切り倒されたの

です。

私が5年前に同市を訪問した時に、その木
の材料で造ったtt槌と台’’を同市の市長パトリ

シャシーバン夫人から鶴岡市長への贈物とし

て持参したことを憶い出します。

⑳スマイル（小松君）

新穂光一郎君

新穂建築設計事務所改築工事立派に竣功
しまして御目出度う御座居ます。

主体工事の佐藤衛君より多額のスマイル

を頂戴致しました。

斎藤栄作君　9月6日3尺の鰻

魚拓亀茶屋にあり

中野重次郎君

第一地所株主GOLF大会で優勝

⑳ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主　題

㊥出席の意味は

◎世界理解週間は

◎出席の意味は

①出席は、ロータリーの「とりで」であり

ます。②出席は、あなたがどの程度ロータリ
ー精神に徹しているかを知る物差しでありま

す。③出席は、あなたの利他的奉仕の分野を

決定します。④出席は、所属クラブの活動に

対するあなたの関心度を明示します。⑤出席
は、新しい友をつくると同時に、古い友人を

失いたくないという、あなたの願望を実証し
ます。⑥出席は、あなたにとって、ロー一夕リ
ーが、どのような意味を持つかということを

明確に語るものであります。

＠世界理解週間とは
理事会は、毎年9月15日を含む週を「世界

理解週間」、として設定しました。この特別

な週にクラブは、世界平和に重要な理解と親

善とを、特に強調した、クラブのプログラム

その他の活動を提供するように、すすめてい

ます。
この週間で、どうしても思い出して慾しい

ことは、その一週間の日程であります。その

よい模範例を挙げてみますと、①日曜日には

地域社会の宗教団体と世界の国々の間のより
よき理解にちなんで礼拝すること。②月曜日

は，市長は、この週間に関する布告を新聞、
ラジオ、テレビの発表をお願いして、③火曜

日には、海外のロータリークラブの書籍、雑

誌の公開展示会をします。④水曜日には、ロ
ータリークラブの和楽会（やわらかさ楽しむ

会）に内外の世界理解の功労者達の功績を世
間に知らせ、表彰する。⑤木曜日には、ラジ
オ、テレビで他国クラブからのスライドを公

表をします。⑥金曜日には、彼等の身になっ
て大きい会合を催し、重要な国際問題の討論

にあたっては、ロータリーの主旨にピックリ

合うようなものを選びます。⑦土曜日には、

国際舞踏会、又は私宅を開放してパーティを

最高潮にもって、友情を高めるのであります
が、必らずしも一週間ずーっとプログラムに

強いるものでもないので、その一部を強調し
て参加することも意味のあることを忘れない

ようにしましょう。

J



そして、①海外からの来訪者達をお迎えす
るには、どうすればよいか。（No．708）②彼

らに家庭の気分をあたえるには、（No．743）

（9彼らの身になって、（No．709）考えること

も必要であります。

⑳国際ロータリー第353区山形県庄内分区

LC・G・F全体会議テーマ

1974．9．8

＼－　　　われわれは今後20年間に、どのように取り

組むべきか、またわれわれの子孫に何を残す

べきか。

ト　インフレーション下のロータリー活動

リーダー　早坂源四郎

2．資源と食糧

アドバイザー　石黒慶之助

3・環境保全－家庭・工場
アドバイザー　荒井　清

4．青少年問題

副リーダー　高坂知甫

資源　と　食糧

アドバイザー分区代理

石　黒　慶之助

今から20年後といえば私共は果して元気で

生存しているかどうか判りませんが、世界の
）　　人口はどの位増えているか、食糧は大丈夫な

のか、また資源はどうなっているかを考えね

はなりません。現在私共は科学の進歩によlり

過去の世代では経験しない物質文明の恩恵を

甘受しています。将来は更に便利で豊かな素
晴しいバラ色の世界を期待しております。し
かしながらそのような甘い夢は果して実現し

ましょうか。

結論から先きに申し上げれば、資源と食糧
に関する限り灰色の未来、先き行きが非常に

不安であると申されるようです。

資源と食糧の前に、先ず世界の人口問題に

触れねはなりません。去る8月19日よりルー

マニアのブカレストで開かれた国連の世界人

口会議の発表では、8月1日現在で世界の人

口は39億5，400万人であり　毎日20万人宛増え

1万人宛死亡しており、概算年2・1％の増加

をたどっているそうです。人口の鼠算的な増

加により食糧は極度に逼迫し共喰いの危険が

あるので産児制限も提案されましたが、開発
途上国の強い反対にあっているようで。

イギリスの人口問題審議会では「今世紀内
に1夫婦平均子供2人という家族構成になっ

たとしても21世紀まで世界人口は増えつづけ

82億となり、100年後には現在の4倍、155億

の人口となって安定するだろう」と予測して

います。

私共人類は数万年かかって30億になったの

はつい最近であります。これが今後20～30年

間で2倍になり100年後には4倍になるとす

れば正に爆発的人口増加と言わねばなりませ
ん。

ではこれを賄う米・小麦などの主食、魚・

肉などの蛋白源或は野菜などの食糧はどうな
るでしょう。地球は有限であります。更に食

糧の増産を進め、急増する人口を賄って行け
ましょうか。現在、餓死者や栄養失調を原因

とする死亡者は年間360万人、発展途上国の

人口の50～60％が慢性的な栄養不良に陥って
います。現在既に食糧は絶対量不足の時代に

突入し始めています。

そこで、主食だけについて考えてみるとし
て、地球の食糧生産能力はどれ位あるのか。

全地球上の耕地可能な面積は32億ヘクタール
－これは地球の陸地面掛ま145億ヘクター

ル、その約22％に相当－このうち半分の

16億ヘクタールが既耕地であります。理論上

はまだ開拓の余地はあります。しかしその未

耕地は肥沃な農地ではなく、整地・滞漑・施
肥に莫大な費用がかかります。直に農地転換
に難しいわけです。FAO（国連食糧農業横

関）では1980年の食糧生産にはその時の人口

と比べ3億230万人分が不足となり、今後20年

を待たずに「飢えの時代」に突入すると言わ

れています。

わが国では今から静止人口を予測し、今後
50年間で1億4，000万人とし、ここで静止す

ると目標しているようです。米と野菜しか自

給出来ない日本としては世界の食糧危機に重
大な関心を持たねはなりません。



今仮りに、米国のご都合により食糧輸入が

停止したとすれば、日本は小麦・大豆・肉類
・飼料などの需要は絶望的となり国民の易は

飢餓になるといわれています。海洋資源につ
いても、去る8月に開催された海洋法会議に

おいて領海12海里、経済水域200海里の取り

定めによりわが国の漁獲高は減少すると見ね
はなりません。更に近海漁は海の汚染により

果して何時まで食用に供されるか不安がつの
るばかりであります。

以上人類の自滅を恐れるような警報を沢山

申し上げましたが、そんな取り越し苫労は無
い、人間は知恵があり大自然への順応性の高
い動物であるからまだまだ大丈夫である。と

述べる説もあります。人類の歴史は飢餓との
闘いで成長発展して来たではないか。英知と

勇気を以ってすれば人口も200億（現在の5

倍）まで生存出来るという楽観論もありま

す。

次に資源問題について考えて見ましょう。

まず資源の余命、即ち現在使用している資源
はもう何年位使えるかについての調査であり

ます。ローマクラブ発表の「成長の限界」を

まとめたメドゥス教授等の計算によれば、現

在のまま使用すると仮定しても、その耐用年

数は石油20年、天然ガス22年、石炭111年、

金9年、銀13年、水銀13年、銅21年、鉛21年
アルミニュウム31年と見込まれます。更に今

後新しい鉱床の発見で埋蔵量が5倍になると
期待しても、石油50年、天然ガス49年、石炭
150年、金29年、銀42年、水銀41年、銅43年

鉛64年、アルミニュム55年で地球上から消え

去ることになるそうです。

我が国の石油の需要面だけをとり上げて見
れば、日本では年間2億2，000万烏βの石油を

消費し1人当りドラム缶20本以上を消費して
いることになります。これが工業生業量の延

びを計算すれば、昭和60年度にはおそらく現

在の3倍量7億たβまで消費するようになり、

中東の現在年間生産量に近い数量となりま
す。

その頃になると生産も幾何級数的に増加し

大自然の汚染と廃棄物の充満で環境破壊はど
うなるだろうか。食糧物資の欠乏も加わり心
の乱れ、精神の荒廃につながり人間性の喪失

とならないだろうか。

企業は利潤のためにのみ生産増強をつづけ

個人は賛沢と消費を重ね、生めよ増やせよと

人口増加をつづげ、無制限な慾望をほしいま
まにすれば、人類は早晩自らの手で自らの首
をしめる生存の限界に達すると思います。

また私共は公害の発生のみを恐れ、豊かさ

と便利さをもたらす科学の進歩を無視するよ

うな態度もまた人類を危機におとすことにな

ると考えます。科学の進歩と共に公害の無い

世界を夢見たいものです。
われわれロータリアンはこの資源と食糧を

将来どのように対処すべきかを考え、人類危
機を前にしてわれわれの活動はこのままでよ
いのかを考えていただきたいと思います。

そして如何にして子孫に美しい豊かな自然

と平和で健康な世界を残すか。更に子孫が国

土に魅力を持ち、自分の仕事に生き甲斐をお

ぼえ、のびのびと能力を発揮出来るような環

境を残すにはどうすれば良いかを考えねばな
らないと思います。

スピーチ等には、要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。

ヽ＿／
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CLUB BULLETlN
創立534・6・9　承認534・6・27

品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

秋　の　き　く

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12‥30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　鈴　木　善　作
幹　事　高　橋　辰　美

払励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第772号　1974．9・24（火）（雨）No・13

⑪出席報告

本日の出席
会　　員
出　　席

出　　席

前回の出席

欠　席　者

阿宗君、半田君、山本（隆）君、富樫君、
菅原君、板垣君、石井君、進藤君、今野君
高橋（良）君、金井君、佐藤（衛）君、黒谷君
三浦君、三井（徹）君、斎藤（信）君、佐藤

⑫ビジター

工藤武樹君、会田起央君、菅原隼雄君

佐藤拡君、阿部正男君一鶴岡西R・C

㊥点　　鐘　12・30　鈴木会長

⑳ロータリーソング　　奉仕の理想

⑳本日のビジター紹介　　SAA

やゲスト紹介及び歓迎のことば　　会　長

（ゲスト　山大奨学生　菊地敏君）

（友）君、谷口君、手塚君、津田君、中野　⑳会長報告
（清）君

メークアップ

風間君一東京南R・C
山本（正）君一勝山R・C
五十嵐（伊）君一仙台化R・C
佐藤（忠）君、進藤君一酒田R・C
菅君、中江君一温海R・C
半田君、嶺岸君、小野寺君、富樫君

一鶴岡西R・C

⑳幹事報告

⑳ロータリー情報　　張　君

スライド

㊨他各委員達鴨
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⑳幹事報告

例会日、時間、場所変更

遊佐R．C

10月8日を　5周年記念例会の為10月

7日後午5時　遊佐中央公民館に於て

登録料2，000円

酒田R．C

10月9日例会は職場訪問といも煮会に

より10月9日12．30

酒田米菓㈱（両羽町）

去る20日名古屋で会議があり出席しまし

た折、名古屋北R・Cの例会に出席レミー

ナーを交換し友愛の橋をかけて参りまし

た。

尚、名古屋西R・Cには同級生の近鉄名

古屋支店長土方大武（松嶺出身）君、又名

古屋守山R・Cには小生の長女の仲人の協

和発酵㈱名古屋支社長山本嘉久君が夫々メ

ンバーでありますので両人を通じ両R．C

とバーナー交換をして友愛の橋をかけるこ

とにしております。

㊥ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主　題

㊥職業奉仕を実践したいロータリアンは。

㊥近接都市クラブ連合フォーラムについ

て。

㊥会報委員会の任務の概要。

⑨ロータリアンの育成をするには。

（スライド）

◎職業奉仕を実践したいロータリアンは

先づ第一に自分の職業のこと、そして自分

とその職業との関係を調査することでありま

す。

正直に調べてみて、もし職業奉仕がどうい

うことか解らないという結論しかでて来ない

ならば、その人はどうも本当のロータリアン

とは言えないようであります。しかし、その

反対に、もし彼が、先の調査によって、明ら

かになった状態を改善するためになんらかの

対策を講ずるなら、彼は自分の職業において

何が職業奉仕であるかを弁まえている立派な

ロータリアンであります。

◎近接都市クラブ連合フォーラムについて

①フォーラムは、公開討論会と云うことで

あって、舌代ローマで行われた討論の形式で

司会者の指示の下に、数人が演説を行い、の

ちに聴衆の質問を受けて論議を進めてゆく方

法であって、結論が必らずしも出なくてもよ

ろしいとありました。

③インタシティー、フォーラムというのは

普通の言葉であります。ロータリー用語とし

ては問題はありませんが、③イントラシティ

フォーラムと云うのは、手続要覧にはありま

せんが、これは、催す数個のクラブが同一都

市内にあって、連合協議会を催した際に用い

た言葉ですので、同じ庄内地方の意味で、イ

ントラシティフォーラムを付けて呼んでもよ

さそうにも考えられます。

①インターシティ、ゼネラル、フォーラム

は、ロータリー情報および教育に備える手段

として開かれるものでありますから、時間を



空費しないように、この日的に集中しなくて

はなりませんが、同時に友情を暖めるという

ことも決して軽親すべきことではありません

から懇親会の催しは、是非必要だとされてお

ります。しかしながら懇親会はどこまでも懇

親の実を挙げる方法で行うべきで、冗費はこ

れをつとめて避けるべきであると、指示され

てあります。この度のフォラムの報告は何時

れ、又全会員に例会で報告することでしょ

う。

◎クラブ会報委員会の任務概要は

せ興味をひきおこし、②出席の改善をはか

り、③近づく例会のプログラムを発表し、④

前例会の重要事項を説明し、⑤親睦を増進し

⑥全会員のロータリー教育に寄与し、⑦そし

て、クラブやその会員のニュースを報告し、

⑧そして、世界的ロータリー計画に関するニ

ュースを報道することです。

◎ロータリアンの育成をするには

ロータリアンの育成のスライドモットがあ

ります。それは、新会員の選考、選挙、紹介

教育、同化を如何にすべきかを示唆している

ものであります。97枚から出来ています。そ

の中の最も重要なところを、拾い上げますと

①推奨クラブ細則の諸規定（第11粂）から始

める。②開放している職業分類を充頃する人

をすすめます。③その地域社会の職業活動の

横断面を正しく代表する人を入れます。④理

事会は、職業分類委員会と会員選考委員会が

決定したものを審査いたします。この審査に

あたって、理事会はこれら、2つの委員会が

下した判定をそのまま承認することもあるし

拒否したり、再検討をさせることもあり　ま

す。⑤理事会で承認したもの（侯補老）を、

10日間の期間、全会員に公表します。10日間

過ぎても異議がないときは、⑥その候補者は

入会申込書を書き入れることを済ませ、入会

金を納めるとロータリアンの資格を得ます。

その前に、奥様にもロータリーの話を簡単、

明瞭に、そして手短かにします。⑦推薦者は

新会員の事業、家庭、経歴などを簡単に紹介

します。⑧会長は例会で、上衣にロータリー

バッチをつけてやりまして、全員に柏手歓迎

を最高調にします。そのとき、2～3のロー

タリー文献、綱領額に入れて、四つのテスト

を贈呈もします。⑨クラブ会報に新会員の略

歴をのせます。⑲他のクラブに連れてメーク

をします。ファイヤサイドをやり、インタシ

ティフォーラムをも同行するようにします。

⑪奥様も一緒に地区大会に連れて楽しませ、

歓迎します。⑫国際大会に、世界的親睦が展

開されて、感激に満ちた個人経験が得られる

ようにする。ことを忘れないようにおねがい

しますとありました。

⑳10分間位のロータリーの基礎

張　　紹淵君

その内容は、ロータリーは、ポールハリス

精神を有する会合であります。始め奉仕の理

想とは、他人を思いやりましょう。お互いに

助けあいましェう。そして行ったことが他人

から見ても、利己的な、やり方でないことが

奉仕の理想でありました。



次に、綱領を説明して、終結は、世界の調　し、変った意味のロータリー奉仕を展開され

和のとれた平和を獲得するように努めなけれ　　ることを述べました。

ばならないことを加えました。又夫々、個個

の職業奉仕には、常に言行の前には、四つの

テストを忘れてはならないことを加えまし

た。しかし、奉仕の理想と綱領と四つのテス

トを一般民衆の人々に記憶させることは、な

かなか可能ではありません。むしろ不可能な

ことであります。ロータリーのやることは一

般民衆も一緒に行なえるようにならなければ

最終の平和の獲得も出来ませんので、一般の

人々に簡単によく理解もできて、記憶しやす

く、実行すれば、ロータリーの奉仕の理想に

も、綱領にも、四つのテストをも、もうらす

るようなものを考えだしたのが、張氏の云う

調和のとれた世界平和の五つのテストがあり

ますと云う。

それは、1）他人を思いやりましェう。2）お

互いに助けあいましょう。3）誠心、誠意に努

めましょう。4）自分の天職を繁栄させましょ

う。5）自分の天職を権威あらしめましょう。

であります。

更に、国際ロータリーの組織とロータリア

ンの重要性を強調し、各会員個人個人のロー

タリアンとしての責任、義務をのべ、クラブ

の行動範囲、そして、国家奉仕の根本大切な

事項を七つ列べて説明し、文献を一通り参照

して、国際奉仕の十ヶ条を拾いあげて説明し

最後に、日本語で結構通用できて、立派な世

界的文通が出来て、その文通が外国に住む日

本人達をロータリークラブに紹介、関係が出

来てどれほどその人達が日常助かるかを力説

スピーチ等には、要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETIN
創立534・6・9　承認S34・6・27

歳固ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

名　　月

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

艶励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第773号　　1974．10．1（火）（曇）　No．14

⑳出席報告
本日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　49名

出　　席　　率　　72・06％

前回の出席

前回出席率　　69．12％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　88．24％
欠　席　者

阿宗君、安藤君、早坂（源）君、山本（隆）君
板垣君、山本（正）君、石井君、五十嵐（伊）
君、吉野君、佐藤（正）君、嶺岸君、菅君、斎
藤（栄）君、富樫君、斎藤（信）君、佐藤（伊）
君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、中野（清）君

メークアップ

山本（隆）君、板垣君、進藤君、今野君、
高橋（良）君、佐藤（衛）君、三井（徹）君、
佐藤（友）君、谷口君、手塚君、中野（清）
君、富樫君、菅原君一鶴岡西R・C

やビジター

佐藤昭古君一温海R・C

争点　　鐘　12・30　鈴木会長

○君が代
㊨ロータリーソング　　奉仕の理想

⑳ビジター紹介　　SAA
⑳歓迎のことば　　会　長
⑳会　　長

㊥月間出席表彰　出席委員
⑳会員及び奥様誕生祝　親睦委員

⑳幹事報告

例　会　休　会

酒田東R．C10月1〔旧（水）祭日為休会

㊥会員スピーチ　　菅原啓君（韓国訪問）

⑳他連噂

⑳月間出席表彰

9月150％出席　3名

早坂（源）君、小花君、小野寺君

9月125％出席　14名

風間君、安藤君、張君、佐藤（順）君、板
垣君、市川君、石黒君、海東君、小池君

鈴木（弥）君、佐藤（友）君、高橋（正）君、

小松君、高橋（辰）君

会
報
は
ご
家
族
み
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な
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し
ょ
う



9月100％出席　38名

阿部（公）君、阿部（賽）君、森田君、山本

（隆）君、飯白君、山本（正）君、五十嵐
（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、今野君

高橋（良）君、佐藤（衛）君、上林君、中野
（重）君、青野君、嶺岸君、三井（徹）君、
三井（賢）君、三井（健）君、完網君、菅君

大川君、中江君、斎藤（栄）君、斎藤（得）

君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）

君、新穂君、笹原君、谷口君、手塚君、

中野（清）君、富樫君、上野君、薮田君、
菅原君、佐藤（正）君

命10月の会員誕生

五十嵐三郎君、佐藤正郎君、富樫良書君

奥様誕生

山本律子様（隆男）
鈴木須美子様（弥一郎）

佐藤登久子様（昇）
斎藤僑子様（得四郎）
三浦明子様（悌三）

⑫スマイル

鶴岡市市制施行50周年記念式典において特

別表彰を受く
五十嵐伊一郎君

永年の間民生委員として住民の福祉に

貢献
石黒慶之助君
長年鶴岡歯科医師会長として無医地区
の集団歯科診療に従事し学童の保働を

推進した

⑳ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主　題

◎ベーコンの言葉

◎クラブによる職業奉仕活動の実例

◎職業奉仕委員会の担任、責務は

◎ベーコンの言葉
「私は、人間は誰でも各自の職業に対して

義務を負っていると考える。即ち、人間は自
分の職業から受ける精神的援助と物質的利益
に対し期待するところが多ければ多い程、そ

れだけ彼は自分がその職業にとって有能な一

貞となるよう努力すべきである。」職業奉仕
の考えは、ロータリーの綱領の本質であり、

綱飯の中を貫く1本の金の糸と云えましょ
う。

SYDNEY W．PASCALL．（シドニM）

元、R・Ⅰ会長の提言

◎クラブによる職業奉仕活動の実例
クラブで実施したのは、①会員が職業奉仕

の問題についての討論のクラブプログラムを

持ちました。⑨各会員に対して、自己の業務
についての話しをしました。③職業奉仕の採

点カードに記入、成績発表がありました。④
四つのテストをロータリアンでない人々にも

奨励、推進をしましたことがありました。⑤

会員の職場として、NHK、の職場見学を家
族、全員にも実施しました。⑥会員以外の職

場見学は、鶴岡中央団地の鶴岡プレス会社。

泉自動車会社。酒田の花王石鹸会社でした。
何職業奉仕賞をやったことがありました。

◎職業奉仕委員会の担任、責務は何か
ロータリーの職業奉仕の定義は、ロータリ

ーの職業分類を持っているすべてのロータリ

アンが、その職業上のあらゆる関係において
ロータリアンでない人たちに、奉仕の理想を

分かち合える責務のことをいうのでありま

す。そして、委員会の担任、責務を拾い上げ
ますと◎奉仕の理想をその仕事や職業上の仲

間と分ち合うことを奨励すること。③ほ、公
正と率直を奉仕に基づく雇主と従業員の円満
な関係をする。（3それには従業員も、生産性

④忠実性及。（訂一身上の福祉の増進をはかり

努力奨励する。⑥四つのテストを利用するよ

う推進する。⑦青少年達に、クラブ会員の各

自の職業についての知織を、とくに高度の水

準の必要性がいることを教え。⑧社会に拡く
利用出来るように、奉仕のよい機会になるよ
う重点をおいて、役立つようにクラブ会員も

援助する。（勤実業および専門職業関係の分野
における正直さと。⑲親切さの水準を高める
ことがあります。

スピーチ等には、要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。



卓二ム認
CLUB BULLETIN

創立534・6・9　承認534・6・27

顔岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

名　　月

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12；30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235¢さ5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

払仙助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第774号　　1974．10．8（火）（曇）　No．15

命出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　72．06％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　91．18％

欠　席　者

阿宗君、半田君、石黒君、五十嵐（三）君

五十嵐（伊）君、進藤君、高橋（良）君、佐藤

（衛）君、小池君、中野（重）君、三浦君、

笹原君、中江君、斎藤（得）君、斎藤（信）君

メークアップ

五十嵐（伊）君一一仙台西R・C

佐藤（忠）君一酒田R・C

安藤君、早坂（源）君、山本（隆）君、板垣君

山本（正）君、吉野君、嶺岸君、菅君、中野

（清）君、佐藤（正）君、富樫君一鶴岡西R・C

㊥ビジター

村上七五三夫君、伊藤三男弥君
一酒田東R．C

帯谷義雄君、菅原隼雄君、松田善三郎君

羽根田正吉君一鶴岡西R．C

争点　　鐘　12‥30　鈴木会長

佐藤（伊）君、佐藤（忠）君、谷口君、佐々　⑳ロータリーソング

木君、津田君、薮田君　　　　　　　　　　　命ビジター紹介　　S・A・A

会
報
は
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み
ん
な
で
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み
ま
し
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⑪本日のゲスト紹介並びに歓迎のことば

会　　長
⑳会員スピーチ（票谷会員）

㊥会長報告

⑳幹事報告

⑳各委員会報告

⑳会員スピーチ　　　　　　黒谷会員

昨日（10月7日）林式ダウは3，605円にな

りました。最高が48・1月の5，359円、6月の

4，787円ですから暴落の程が知れます。そし

て今の所下落を止める要因は一つとして見つ

からない状況であります。それほど日本経済

は経済恐慌の前夜に直面して居るように思わ

れます。

ごく最近有名な斎藤栄三郎博士が鶴岡で講

演せられ、その際来年の5、6月弓削こほ景気

が立直るとか、金融緩和があるとか申された

そうですが、凡ゆる状件を分析してもそのよ

うな条件は一つもありません。

この経済不況の第一の原因はインフレーシ

ョ：／ですが、更にその原因として昨年以来の

石油ショックが上げられて居ります。

西独では約2、3年前から需要抑制政策の

手が打たれて来た為、インフレーションが余

りひどくありませんが、日本は田中内閣の経

済失政により打つ手が遅れ、世界一の物価高

膳になって了いました。

最近迄日本経済ではインフレーションは経

済発展の要因でしたが、現在では世界経済と

の密接な繋がりが出来、以前の様に孤立した

経済と違いますのでイソフレーションは経済

不況の原因になって了ったのです。

従って只でも打つ手が遅れた政府が今更金

融を緩和して更にインフレーシ／ヨソを促進さ

せるような政策はとれない状況なのです。従

って不況の波は今後ますます荒さを増して来

る事は確実で、今後4、5年はこのままの状

勢が悪化して行くものと考えられます。

9月の倒産件数は900件に増大し、10月、

11月には相当の企業の倒産が予想されます。

失業も始まって居ります。労働省は「来年1

～3月期の完全失業者数は通常より2、30万

人多い90万人にのぼるだろう」との見通しを

明らかにして居りますが、御役人の見通しで

すからまだまだ甘い見通しであります。

兎角これから12月迄の間に倒産防止の為の

資金需要が増し、先ず第1回のクレジットク

ランチ、即金融の超逼迫が生じる事は明らか

であり、資金不足の為大型企業の倒産さえ予

想されて居ります。

最も固いとされて居る都市銀行でさえ経営

の悪化が進み、更に大型合併がうわさされて

居ります。例えば、第一銀行と勧業銀行の第

一勧銀、神戸銀行と太陽銀行の神戸太陽のよ

うな大型銀行同志の合併であります。

更にヨーロッパに目を転じますと、イクリ

ヤ、イギリス、フランス等の経済は全く危撥

に直面し、イタリヤが西独から金を借りてな

んとか保って居るように最早自由主義国の経

済は崩壊寸前であり、現在では一国の窪済の

崩康は企業と同じように他国に連鎖反応を起

こすようになって居ります。

アメリカはその為重大な決心をしてインフ

レの直接原因である石油の値下げの為には戦

＼＿′／



争と麦を武器に取上げました。これは大変な

事でまかり間違えると第3次世界大戦に発展

しないという保障はなにもないのです。アメ

リカがこの様な重大な危険を犯してもこの様

な重大な決心して居る程世界経済は崩壊の危

険にさらされて居るのです。

これ迄の話で世界と日本経済が今現在直面

して居る危険度がお判り戴けたと存じますが

さらば我々はどうなるかであります。

中央の不況、特に東京から大阪にかけての

太平洋岸の不況は、鶴岡の皆さんには想像も

出来ない悪い状態にあります。

幸いに鶴岡は米作地帯であり、この秋の米

の収穫は上り、政府買入れ価格が3割も上っ

たので全くの好状件にあります。併し製造業

の方々、特に中央の経済と繁りの深い企業は

よほどふんどしをしめなければ、幸いまだ我

々が経験した事がない長期の不況に耐える事

はできないでしょう。

私は今日の事を約2年前から予想し47年11

月頃には御得意様で株を所有して居る方は手

放すよう指導申し上げ、設備投資などやった

りして資金の苦しい所は、安定した資金繰り

を樹て、先ず先ず私の関与先は4、5年心配

ないようです。特にこれからの当地の企業の

中で中央の下請工場は要警戒です。中央の大

企業でさえも危険なのです。どうぞ下請企業

への販売は特に気を付けて下さい。この様に

金が貴重な時代に貸倒を生ずる事は自分の企

業をも危険に陥入れます。

それから第2が資金の余裕を作る事です。

不要な不動産は早く処分する事です。安くと

も更に安くなる事が予想されます。中央では

不動産を処分して資金を得る事が困難になっ

て居ります。

今迄暗い話ばかり申し上げましたが私自身

は今申し上げたより、もっともっと重大に考

えて居りますが、商人にとってはこれが又と

ない儒の千載一遇のチャンスでもあるのです

が、この不況に儲けるのが真の手腕というも

のです。今迄は属鹿でも貰けた時代です。む

しろあの馬鹿がという者が貫けたものです。

しかしこれからは腕です。

どうぞ此の千載一遇のチャンスをものにし

て皆さんの中から儲かりましたというお話を

聞きたいものです。

私の関与先の一部は着々儲けて居ります。

皆さんもどうぞこの磯チャンスを有効に使わ

れますよう。

⑳ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主　題

㊥ロー一夕リー・クラブは存続し得ない。

（9ロータリー財団およびその奨学金プログ

ラム。

㊥社会奉仕委員会の任務、担当計画。

㊥ロータリー・クラブは存続し得ない

ロータリークラブは、その会員の各種の職

業の業務活動を必要とし、かつ、それを利用

する地元地域社会の人々から、離れて存続す

ることはできません。従って、クラブの主要

目標の一つは、会員が互いに親睦を通じて利

益を得ることにあるとは言え、クラブはまた



その地域社会に利益をもたらすことにも努め

なければなりません。競争とか重複ではなく

協力というロータリーの方針は、常にわれわ

れの念頭におくと同時にあらゆる活動におい

て実証されるべきであります。（カナダのレ

ベルストークのロータリアンより）

㊥ロータリー財団およびその奨学金プログラ

ム

ロータリー財団の活動には、次の給費活動

プログラムがあります。それは、①大学院課

程奨学金、②大学課程奨学金、③専門的訓練

のための補助金、④教師奨学金、⑤研究グル

ープ交換、⑥特別補助金です。その夫々の説

明は38－J　ロータリー入門P28～参考する

とよいかと思います。

㊥社会奉仕委員会の任務、担当計画

ロータリアンが個人として、或は他人と共に

なす行為で、自分の周辺に住む人々に対する

思い遣りと手助けとを体現するといったよう

な行為をすることであります。何故社会奉仕

活動をやるか、その第一の目的は、宣伝が目

的ではありませんが、斯様な奉仕事業は望ま

しいロー－タリー広報の機会を作るからです。

今年のクラブ社会奉仕委員会の計画、実行は

1・地域住民と密着した全員の活動奉仕の参加

実行。2インターアクト、ローターアクトク

ラブの資金援助。3・高館山の自然林、休養場

所に樹木、野草に標示札を実行する。4サヤ

リティショウを開催し、資金の恵くすまれない

方々にまわす。5インターアクトクラブの海

外派遣費の援助。6・善行の市民表彰。を実施

中であります。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原穂を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。

＼＿．．／



CLUB BULLETlN
創立534・6・9　承認S34・6・27

諸岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

吉
例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

払ヶ、紬助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第775号　　1974．10．15（火）（雨）　No．16

㊨出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名
出　　席　　数　　　　50名

出　　席　　率　　73．53％
欠席者

阿宗君、阿部（公）君、風間君、半田君、早坂
（徳）君、飯自君、海東君、石井君、黒谷君、
進藤君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君、新穂君、
佐々木君、富樫君、上野君、薮田君、菅原君
計18名

前回の出席

前回
修正
確定

メーク7

小池君、中野君、斎藤（徳）君、佐藤（忠）君
佐藤（衛）君一福島R・C　笹原君一仙台R・C
石黒君一遊佐R．C　薮田君一新潟R・C
五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、高
橋君、中江君一鶴岡西R・C

㊥点　　鐘　　12・30　　鈴木会長

㊥ロータリーソング　　　奉仕の理想

㊥本日のビジター紹介　　SAA

⑳ゲスト紹介並に歓迎のことば　会長
ゲスト　鶴岡工業高校校長　菅原氏外

阿部先生

命会長報告　　第353地区大会に出席して

⑳ゲストスピーチ

鶴岡工業生徒米国派遣について

⑫幹事報告

例会変更

寒河江クラブ10月17日例会を秋の家族会

の為、10月20日　AM9・30地方事務所

前集合

⑬米国研修について

1．研修派遣生徒氏名　住所

1上　野　晋　一　　3年

市内外内島字石名田82－6　鉄士

2　石　塚　　　篤　　3年

市内三瀬乙166－4　　　　虎雄

3　奥　田　静　夫　　3年

市内大山2－37－31　　　　満

4　斎　藤　太　一　　3年
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市内外内島明神川原178－1武

5　斎　藤　義　則　　3年

市内潟野沢2－2　　　　昭二

6　佐　藤　克　彦　　3年

平田町桜林20　　　　米子

2．生徒付添　学校長　菅原定吉君

教　諭　阿部清三君

主　事　青木政幸君

3．研修日程

10月20日10：04p・M　鶴岡発

10月21日　5＝00　p・M　羽田発

10月21日10‥15A・M　シスコ着

シスコ見学し午後）一泊

10月22日　7；30A・M　シスコ発バス

5：3D p・M　ロ　ス着

10月23日～10月26日　ロングビーチ

パラマウント両市内の高校に通学

10月27日　9：15A・M　ロ　ス発

10月28日　6：05　p・M　羽田着

10月29日　6：38A・M　鶴岡着

4・行事予定

1すべての学校行事に参加

2　ロータリークラブ会合に出席

3　各種会合に参加

㊨鶴岡ロータリークラフ会長殿

1975～76財団奨学生のオリェソテーシ／ヨ

ンを兼ね、財団学友懇談会を別紙プログラ

ム通りに行います故、貴クラブ関係の石黒

敏明君菊地敏君を出席させて頂き度く本人
へは貴クラブを通じて御連絡下さい。

「尚財団学友の10月1日］の宿泊費は地区負

担となります。」

昭和49年9月21日

国際ロータリー第353区財団委員長

バストガバナー　庄　司　晋　作

二伸．スポンサークラブを代表して会長

又は幹事又はその代理の方1名必

ず出席して下さい。

令第353地区財団奨学生懇談会プログラム

場所　福島市ホテルサンルート

日時　昭和49年10月日日　午後8時（夕

食後）（地区大会の前日）

1．地区ガバナー（代理）挨拶

2．参会者自己紹介

3，財団奨学生の心得

地区財団委員長　庄　司　晋作
4．財団学友会について

地区財団学友委員長　長谷川市司良

5．1975～76奨学生の手続上の注意

並にスポンサークラブへの御願

地区財団奨学金委員長　坂部政夫
6・質疑応答並に先輩元奨学生によるアド

バイス

7．自由懇談

8．閉会（予定21：30～22：OD）

出席予定者

ガバナー（代理）

地区財団委員長

地区財団学友委員長

地区財団奨学金委員長

元奨学生

1975～76　奨学生予定者

1975～76　スポンサークラブ代表

地区幹事

地区副幹事

く診ロータリー情報委員会

張　紹淵君　山本隆男君

津田晋介君

主　題

◎ロータリーの最大の意義

◎社会奉仕活動についてのロータリーの方

針

◎インターアクト委員会の任務概要

◎青少年活動週間10月15日を含む週間に催

しを

◎ロータリー最大の意義

地域社会のすべての実業および専門職

業、即ち市のさまざまのグループの代表者

で構成されている団体の智恵というもの

は、普道、健全かつ保守的な判断に基づい

ております。

このような横断面は、絶対に衝動的では

ない。視野の広い偏見のない意見を生み出

します。



ここに地域社会に対するロークリクラブ

の最大の意義が存するのであります。

（ギルマロークリクラブのテータさん、テ

キサス米国）

◎社会奉仕活動についてのロータリーの方

針は

1923年、セント、ルイスの大会に於て、

決議23～34として知られる「社会奉仕活動

に関するロータリーの方針が採択されまし

たが、その大綱は、次のようなことであり

ます。（∋その地域社会に何かなすべき仕事

があって、然もこれをなすべき他の団体が

ない場合にはクラブがこれを取りあげ「社

会事業」として育成するのが官しい。しか

し、既に、（診この仕事をする適当な団体が

ある場合には、クラブはその団体と協力し

てその努力を増強し、徒らに重複した努力

をしないようにすべきであります。③クラ

ブは、もし最後までやり通す意志と用意を

持たぬ場合は、如何なる活動をも支援しな

いことを要請されています。

◎インターアクト委員会の任務

委員会の使命は3つあります。それは、

①インターアクトクラブの結成に着手し⑧

結成後は指導し、そして（診助言することで

あります。

◎青少年活動週間

10月15日を含む週間は、「青少年活動週

間」です。クラブでは、種々の催しがあり

ますが、その大切なことを拾い上げれば、

①それは、現行の諸計画を新たな必要事項

に照らして検討をすること、（参クラブとし

ては、インターアクトやローターアクト

が、新しい分野であるかもしれないこと

や、③何しろ、クラブは、他のいろいろな

活動奉仕機関の現行の活動と重複しない

で、むしろこれを強化するように注意しな

ければなりません。

④更に、地域社会青年問題調査は大変価

値があることを忘れないこと。（9そして、

実施されるものはみな、青少年のためにで

なくて、青少年とともに働くという基本原

則によってしなければなりません。⑥又ク

ラブは、全会員の協同的努力を要する社

会奉仕活動をすることが望ましいことで

す。（う青少年事業に関する奉仕の手引きと

して、なすべきだ「せよ」としてほならん

こと「するな」の示唆表示がありますので

これを参考にすることです。委員会資料の

ところに書いてあります。

◎国際ロータリー第353地区

1974年年次大会決議（案）

決議第1号

国際ロータリー会長代理派遣に対する感謝
の件

国際ロータリー第353地区年次大会を当

福島市に開催するにあたり、会長ウイリア

ム・R・ロビンス氏は特に現R・Ⅰ・理事原

田秀雄氏を派遣されました。同氏は夫人同

伴御元気に釆福され、本大会に一段の光彩

を添え、かつこれを成功に導かれました。

そして、この大会に出席したロータリアン

及びその家族は、会長代理のメッセージに

潔く感銘と激励を受け、また御夫人のお人

柄と暖い御友情に感動致しました。

よって、本大会はR・Ⅰ・会長代理原田秀

雄夫妻に対し、本大会の決議をもって記念

品を贈呈し、深甚なる敬意と感謝の意を表

します。

決議第2号

．R t．会長ウイリアム・R・ロビンス氏の

年度目標に協力する件

ロビンス会長は、本年度奉仕活動を推進

する相応しい言葉としてRenewtheSpirit

of Rotoryと表現しました。どうぞすべて

のロータリアンが一人残らず、至る所でロ

ータリーの精神のために一層身を献げ、よ

りよい世界を造るために自分にできる限り
のことを、まず自ら先んじて実行して下さ

いと挨拶されました。

各クラブはこの貴重なる提言を体して、

各自が活発な奉仕活動を展開することを誓

い、積極的に協力することを決議いたしま



す。

決議第3号

直前ガバナー早坂源四郎君に感謝の意を表

する件

1973～74年後国際ロータリー第353地区

ガバナー早坂源四郎君は、ウイリアム・C

・カrクー会長の提言ATimeforAction

を休し、誠実温和な人格と纏蓄豊かな指導

力により、全地区内の各クラブを教化指導

されました。その功績は誠に顕著でありま

す。よって本大会の決議をもって記念品を

贈呈し、汚甚なる謝意を表します。

決議第4号

ホスト・クラブ並びに協力団体に謝意を表

する件

福島市において開催された1974年国際ロ
ータリー第353地区年次大会は完全な準備

の下に周到な運営により極めて成功であ

り、貴重な収穫を挙げることができまし

た。これは偏に大会委員長並びにホスト．

クラブである福島クラブ及びコ・ホストク

ラブである飯坂。二本松・福島北・保原．

福島南5クラブの会員諸氏と、その家族の

理解ある協力と援助によるものであり、地

元福島市並びに関係官庁初め諸団体のロー

タリーに対する理解ある協力と援助による

ものであります。よって本大会に参加した

ロータリアン及び家族は、福島ロータリー

クラブ初めこれらの関係諸団体に対し、本

大会の決議をもって探甚なる敬意を表しま

す。

決議第6号

世界社会奉仕活動を推進する件

国際ロータリーは、ユバンス元会長の提

唱により世界社会奉仕活動を活発に行って
います。当地区においても本年度はより一

層世界社会奉仕活動を強化し、国際理解と

親善の推進を期することを決議いたしま

す。

決議第7号
ロータリー財団に対する協力を更に強化す

る件
ロータリー財団は益々活発なる活動をな　、一／

し、国際奉仕に極めて重要な使命を果しつ

つあるので、ロータリー財団に対する協力

を更に強化する為、同財団への寄附の増額

に一層努力することをここに決議いたしま

す。

決議第8号

1975年度地区年次大会を山形市に於て開催

する件

1975年度国際ロータリー第353地区年次

大会を山形西ロータリークラブをホスト・

クラブとして山形市において開催すること

を決議いたします。

決議第9号

1978年度東京世界大会に協力する件

1978年度国際ロータリー大会を東京にお

いて開催することに協力することをここに

決議いたします。

決議第10号

一決議第5号

福島市に記念品を贈呈する件

福島市は官民こぞって本大会を歓迎さ

れ、熱誠溢れる御援助を与えられました。

参加ロータリアン並びに家族は・福島市御　了仏

当局及び市民各位のロータリーに対する蘇

∵∴∴∴一一∵十∴∴－∴
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

1975～77年米国東海岸地区と研究グループ

交換計画を実施する件

当地区は1971～73年にオーストラリヤ27

8地区とG・S・E・計画を実施し、成功を治

めたことにより再び米国西海岸地区との交

換を実施することを決議いたします。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。

）



CLUB BULLETfN
創立534・6・9　承認534・6・27

諸岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA r

三一
例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鋤5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

紘ヶ、仙助
ロータリーの精神を塘るい起こせ

第776号　　1974．10．22（火）（曇）　No．17

㊥出席報告

本日の出席

会　　員
出　　席

出　　席

前回の出席
73・53％

60名

88．24％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、安藤君、張君、早坂
（徳）君、山本（隆）君、板垣君、金井君、黒
谷君、吉野君、小野寺君、三井（徹）君、斎藤
（信）君、佐藤（昇）君、笹原君、高橋（正）君
津田君、中野（清）君、菅原君

メークアップ

風間君一仙台北R・C
薮田君一新潟R・C
進藤君一酒田東R・C
佐藤（忠）君一酒田R・C
飯白君一八幡R・C
菅原君一福島R・C
阿部（公）君、海東君、新穂君、富樫君

一鶴岡西R．C

㊧ビジター

半田茂弥君、佐藤成生君、佐藤勤一君、
吉川善一郎、松田善三郎、工藤武樹君、
五十嵐卓三君、中沢秀雄君一鶴岡西R・C

争点　　鐘　12：30　鈴木会長

やロータリーソング　　我等の業い

⑳ビジター紹介　　S・A・A

⑳本日のゲスト紹介並び歓迎のことば　会長
ゲスト　鶴岡職業安定所所長小野寺氏

⑳会長報告
⑪幹事報告
⑳ゲスト・スピーチ

⑫各委員会報告

⑬ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主　題

（9平和への道。

（9ローターアクト委員会の任務。

㊥会員の種類の説明は。

㊥平和への道
ロータリーの国際大会で述べられた、古い
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サンスクリットの諺に「汝、隣人と会いて語

りなば、平和や訪れん」というのがありま

す。簡単な言葉ですが、その背後の意味は深

遠であります。私は、これをロータリーに対

する挑戦と思惟をするばかりでなく、ロータ
リーこそは文明の第一目的を達成する上に今

日、世界で最もふさわしい機構をもった団体
であると考えます。（ジャムジェドバーP・－

クリークラブのキシさん、インドビハル）

㊥ローターアクト委員会の任務
その使命は、4つあります。①は、ロータ

ーアクト・クラブを結成することでありま

す0②既にあなたのロータリークラブ掛昌の

もとに結成されている場合には、国際ロトク
リー理事会の採択した方針と声明に従って、

③ローターアクトクラブを指導し、④発展さ

せることであります。

㊥会員の種類の説明は

会員の種類は4つであります。（了は、正会

員と②シニア、アクチブ会員及び③バスト・
サービス会員と④名誉会員であります。－コー

クリー・クラブの会員は、職業別に分類され

た会員であります。シニア・アクチブ会員及

びバスト・サーービス会員は、以前は職業分類

を代表した正会員であった人が資格を認めら

れて、バスト・サービス、或は、シニア・ア

クチブ会員となったのであります。そしても

はやいかなる職業分類をも代表しているとは

見放されておりません。名誉会員は、職業分

類を代表いたしません。

㊥アデイシ己ナル正会員とは正会員は誰で

も、自分の所属する会社又は事業から自分と
同じ職業分類のもう一人を正会員に推薦する
ことができ、クラブはそれを正会員に選ぶこ

とができます。そして、その資格条件は正会

員のそれと同じであります。但し、彼を推薦
した正会員の正会員身分終結と同時にアデイ
ショナル正会員の彼も、自動的に身分終結に

なります。

各会員個人は先ず、第一に、彼が代表する

職業に関する情報を所属クラブに提供しま

す。次に、彼の職業界に、ロータリーの思想
及び情報を伝える責任を負うのであります。

職業分類とは、ロータリーが社会に対する

個々の独特な奉仕を明示するのに用いている

用語であります。職業分類は、各正会員（及
びアデイデヨナル正会員）に貸与されている

ものと考えられています。各ロークリト・ク

ラブは充頃及び末充填を明記した職業分類の
一覧表を作成し、整備しております。正会員

は各職業分類から1名ずつとしています。

⑳愛の古切手集

ネパール等では、毎年多くの人々が結核に

より死亡しております。今日の日本ではとて

も考えられぬことです。
この病は、贅沢病と言われるように大変お

金のかかる病気で、また、多くの病院と設備
が必要です。しかし、開発途上にある国々で

はこのような設備や費用は不充分です。

そこで、我々は、国連のユネスコを通じ少

しでも役に立てばと、古切手収集を始めまし　　）
た。この運動は以前から他のサークルでは行

なわれていましたが、まだまだ不足なので

す。一人を治療するのにB・C．Gl本当り古

切手300枚から500枚が必要です。

当クラブでは皆様の善意と協力によって古

切手を少しでも多く集め一人でも多くの人々
を救おうと立ち上がりました。皆さん、一人

でも多くの人々を善意と真心で救おうではあ

りませんかノ／どうか皆様、不用になった古切

手をこの箱に．′

愛の古切手収集にご協力下さい。

鶴岡ローターアクトクラブ

会長　大　中　敬　一

委員長

ロータリー会員各位

藤　　　晃

⑳社会福祉法人恩　恩　金

治革　大　要
昭和4・5・20　財産法人日本育児院の七窪分

院として五十嵐菩広氏が設立　、＿／
育児、養老事業を開始する

ク　8・8・1救護法の施行により、財団法

人日本育児院七窪分院から独
立して七窪思恩園と改称す

ク19・7・13　初代園長五十嵐喜広氏昇天す

ク21・10・1県有財産を無償で借受け、七

窪思恩園湯野浜分園を設立、
生活保護法による収容保護施
設として認可を受け養老事業
をなす

ク23・4・1児童福祉法による養護施設七

窪思恩園として認可される
ク23・12・27　七窪思恩園が全国優良社会事

業施設として天皇陛下より特

仕奉際国 委
佐

会員



別御下賜金を受ける
ク25・8・1財団法人七窪思恩園を設立認

可なる
ク27・5・17　社会福祉法人思恩会に組織変

更し、児童ホームを養護施設
七窪思恩園老人ホームを養老
施設湯野浜思恩園と改称する

ク33・2・15　養老施設湯野浜思恩園を現在

地の国有地を借用し、新築移
転する

ク38・8・1老人福祉法施行につき養護老

人ホーム湯野浜思恩園と改称
す

ク43・12・27　定款を大巾に改正し、理事会

を執行磯関に評議員を決議機
関として厚生省の認可を受け
ると共に財政の立直しをほか
る

ク47・1・1湯野浜思恩園食堂、霊安室、

静養室、娯楽室の増築工事及
び納骨堂の新築工事竣工す

ク48・3・26　七窪思恩園々舎全面改築工事

竣工す
ク48・4・29　湯野浜思恩園が全国優良施設

として天皇陛下より特別御下
賜金を受ける

㊨不況下に於ける雇傭状況について

鶴岡公共職業安定所長

御承知の通り安定所は求職者と求人者との
間をまとめて行くのが業務になって居ます。

別表を御参照下さい。

庄内地方の求職者は約31，000人、求人は管

内15，000人、県外31，000人、計46，000人に対

して約紙が就職していることになります。最

近の状況は求人が相当に落ち込んで来て居ま

す。今年は6ケ月すぎましたが、此の6ケ月
の対前年度比をみると、県内求人では9月ま

で4，730名、今年度は3，249名（69％31％減）特

に常用の求人は2，719に対して2，252名で82．2

％で約20％減となっています。従って就職を

する者も落ち込み、就職件数は4，051に対して
3，660名で90％で10％の落ち込み状況です。

次に学校（中学、高校）の状況を申し上げ
ます。

昭和48年の実績では1，385名に対して今年

度は273名で相当に減少しています。県外は
3，063名、今年度は2，082名、合計すると昨年

度が4，448名に対して今年度は2，355名で中学

の求人に就いては52・9％となり前年度比で約

半分と云うのが実状です。但し中学の場合は

雇傭状況がそのまま反映する訳ではなく、元

来就職者が少く、求人をしても採用出来ない
のではないかと云う前例も響いているようで

す。高校は昨年度5，883名、今年度は2，258名

で県内については約半分となります。県内で

は5，883名に対して今年度は2，258名で県内で

は約半分、県外の場合昨年が56，712名に対し

て今年度は47，704名、合計すると62，595名に

対して今年度は49，962名、79・8％で高校につ
いてはあまり求人は減少していない様でその

原因は県外求人数のためで、県内に於ては約

半分になって居ます。

就職者の状況について申し上げます。中学

校の場合県内119名、県外103名、合計222名

参考までに今年度の就職希望者数は135名で

希望者数も対前年50％となっています。

高校について県内就職者1，313名、県外1，7
69名、合計3，082名になっています。今年の

希望者数は酒田が1，338名前年度比88％、鶴

岡は1，538名で大体昨年と同程度、合計する
と2，876名が就職希望者です。昨年比93％と

なっています。学校卒業者に対tてほ不況の

場合でも出来るだけ新規の労働者を雇傭しよ
うと云うのが各社の持っている考え方で、従

って不況が出て来ますと一番最初に影響する
のは、時間短縮、残業カット、最近の状況で

すと週休3日の事業所もあるやに聞いていま

す。この様な種々の手を打っても効果が無い

ときに、新規採用を取り止めるのが実状の様
です。

学卒が大きな影響が無いと思われますが求
人が減って来ると云うことは、選択の余地が

狭くなって来る訳で、この点については新卒

者も影響を受ける訳です。
尚、失業保険給付状況については別表を参

照して下さい。

一般職業紹介状況

蒜＼讐讐酒田l鶴可竺＿
十・∴　ニー　∴∴

求牒肇蓬金工や禦上土聖上豊讐
人 謡露＝孟莞l完漂■詔莞
就1就賢覧警

うち常用
県外就職

うち常用

2，738」旦800」＿＿塁鱒



学校卒業者の職業給介状況

妄盲＼＼＼讐竺別座田r鶴岡

中　学　校1　16

同上卒業生ト　2．767

高等学校

23】　　39

3，219r　5，986

同上卒業生12，87912，830】5，709

藩閥
1，114

1，693

（千田5う巨1，330）
1，641r　2，807

訝誰

計　11，525

⑳1・（）内は昭和49年度の求人数で

ある。
2・県内就職率　中学　53・6％

高校　42・6％

失業保険給付状況

霜＼＼＼讐竺酒可鶴岡【計
適用事業所数

被保険者数

初回受給者数
一般保険金

真二＿▼革．一腰

日雇　ク

「面面責‾虔‾奄
∃　支　給　衝

1，229

25，770

6，811

千円

∴‥∴∴＝一十二
／ク

1旦ヱ与野】4，172l＿」卓二ヱ塑

47，9品I48，4品

自＼二軍讐「靂」音1盲竜‾「寺
出かせぎ者数13，30019，463

うち職安紹介1　44711，846

失保壷給老数l3，216と　6，50319，719

失業対策事業の状況

讐禦。l酒田極可　計
事　業　主　体

紹介対象者数 霊l一一三

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。



戸二ム認
CLUB BULLETfN

創立534・6・9　承認534．6．27

品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

≡
例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235餉5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払㈲助担げ馳ヤ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第777号　　1974・10・29（火）（曇）　No．18

㊥出席報告

本日の出席

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、山本（正）君、進藤

君、海藤君、小池君、男網君、中江君、

斎藤（得）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、

新穂君、鈴木（弥）君、浮田君、中野（清）

君、中野（重）君

前回の出席

前回出席率　　72・06％

修正出席数　　　　61名

確定出席率　　89・71％

メークアップ

笹原君一東京日本橋R・C

阿部（公）君一酒田R・C

安藤君一酒田東R・C

山本（隆）君、板垣君、吉野君、三井（徹）

君、小野寺君、高橋（正）君、中野（清）君

菅原君一鶴岡西R・C

張君一外国R・C

⑳ビジター

斎藤作兵衛君一温海R・C

や点　　鐘　　12．30　　鈴木会長

⑳ロータリーソング　　　奉仕の理想

参本日のビジター紹介　　SAA

今金長報告

“）ロータリー財団1500％達成の飾板の件

伺　工業高校生帰朝の報告
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㊥幹事報告

例会変更

1．八幡ロータリークラブ

1．鹿児島兄弟都市より使節団釆能

率親睦委員会報告

1・ゴルフ部門

1．釣り部門

◎ロータリー情報委員会

張紹淵君山本隆男君津田晋介君

◎主　　題

1）国際奉仕におけるロータリー

2）国際理解のための財団とは何か

〔スライド〕

3）事例研究法と私の一例〔辺地の急患〕

4）国際奉仕委員会の任務、概要は

◎1）国際奉仕におけるロータリー

私はあらゆる人を、その人の真価を基準に

判断し、国籍、人権或は、主議に基づいて評

価することを拒否するつもりです。私は世界

中のロータリーについて知るために所属クラ

ブで、あらゆる機会を探求するつもりです。

私は、自分が米国の一市民であるのみならず

世界の一市民であると考えますので、国際的

な主な出来事について、できるだけ勉強する

つもりです。

◎2）国際理解のための財団とは何か

（スライド）

1917年の国際大会において、R．Ⅰ会長ア

ーヂクランフ氏は「世界の福利に役立つため

に……」基金を設定するようロータリアンを

激励しました。

その結果、一つの構想が生れました。その

構想を支持する熱意が高まり、遂にロータリ

ー財団の実現を見るに至りました。そして、

その目的は、云うまでもなく、各国の国民間

の理解と友好関係を増進するためです。

財団は5つの活動を通じて、「世界の福利」

に役立とうと努力しているのです。その代表

例（504地区）を上げています。その5つの

活動は、御承知の通りの、①研究グループ交

換プログラム。②専門的訓練補助金、③大学

院課程奨学金、④大学課程奨学金を示唆して

いますが、そのほかに、財団給費しているも

のは、⑤特別補助金、吃教師奨学金がありま

す。

その活動の状況を示唆し、これらのロータ

リー財団の活動参加者全員の目標は、（Ⅰ）学ぶ

こと、（2）理解すること、（3）伝えること（4）分か

ち合うこと、であります。そして我とのクラ

ブ又は我々の地区にも同様の活動をどしどし

と行なわせるよう要請されております。と云

う有意なスライドセットですから、皆さんも

見て下さいませ。

◎3）事例研究法と私の1例

（辺地の急患）

事例研究法とは実業及び専門職業上の実際

の出来事に基づいた問題を提起して、参加者

がこれを拾い自分自身の問題であるかのよう

に問題解決の手段や方法を研究し、討議する

やり方のことであります。

（パンフレット17号の事例と取組みましェ

うを参照しますとよいと思います。）

私の事例研究の1例（辺地の急患）は、患



者が53才の男で、智能がややおくれた、山の

方の奥地の開拓地に勤めていた者でした。そ

の方が胃潰瘍がひどくなり、穴があいて、急

性穿孔性腰膜炎になり、もう死ぬまであと、

時間の問題であるところを、主治医と外科医

の協力によって手術して、ようやく救命が出

来ましたが、それが身寄りのない男であるこ

とを知った。しかし、彼は真面目な男でした

胃切除の大きい手術をされ、病気がなはって

退医し、雇用主の小屋に戻って生活をつづけ

たが、手術後2ケ月位立って、雇用主の事業

がよくなくて、他地にやむなく移転して行く

同時にその男も解職され、智能がややおくれ

ているし、これからも助けない者と見なして

福祉施設に入れられました。その後も元気で

いることを聞いています。と云う研究事例で

すが、ここで、問題となることは、①手術を

しないと、もう時間の問題ですので手術を推

めたが雇用主の方では、極力反対した。②そ

れなのに、主治医と外科医の私は、助かりそ

うだから、同意をさせて、手術を強行した。

③幸いにして、一命を救うことが出来たこと

になりましたが、ここで、問題になることは

若しも

1・手術に成功しなかったら、どう云う結

果になりましょうか。

（1）患者の身になって、

（2）雇用主側の身になって、

（3）医者達の身になって、考えましょう

奉仕の理想は、どうだろうか。・・…

2・手術も成功したが、

（1）患者の身になって、果して幸福であ

ったろうか、これからも幸福でしょう

か。

（2）医者達のやったことは正しいか、否

か。

（3）雇用主側の奉仕の精神などはどうだ

ろうか。

結論として、奉仕の理想に照らして、どう

思いましょうか、何卒ぞ御指導をおねがい致

します。

◎4）国際奉仕委員会の任務、概要は

委員会の目的は、世界中のロータリーの資

源を利用して、国際理解、親善および平和を

増進する努力に、あなたのクラブの全会員を

参加させることにあります。そして委員は次

の責任を割り当てます。即ち

①　世界社会奉仕、

（参　国際青少年計画、

③　ロータリー財団ですが、「（丑の世界社会

奉仕委員会の使命は、海外のロータリアン

と協力して、世界社会奉仕計画を後援する

に当たり、クラブ会員ならびに、地域社会

の一般の人びとの寄与しうる力を動員する

こと。です。（参の国際青少年計画委員会の

使命は、他の国々の青少年が、あなたの地

域社会で生活し、かつ勉強するよう招き迎

えること、あなたの地域社会から海外へ青

少年を派遣すること、そしてすでに近くの

学校に編入されている留学生に歓待の手を

差しのべること、です。③ロータリー財団

委員会の使命は、ロータリー財団の理解を



広め、かつこれに対する支援を促進するこ

と、およびクラブレベルにおけるロータリ

ー財団のプログラムへの協力を奨励するこ

とです。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。

＼＿．．ノ



CLUB BULLETJN
創立S34・6・9　承認S34■6・27

諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

マックケ

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12＝30…1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235¢95775

会　長　　鈴　　木　　善　作
幹　事　　高　橋　辰　美

払、紳助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第778号　　1974．11．5（火）（曇）　No．19

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名
出　　席　　数　　　　53名
出　　席　　率　　77・94％

前回の出席

前回出席率　　76・47％
修正出席数　　　　62名
確定出席率　　91・18％

欠　席　者

阿宗君、早坂（源）君、山本（正）君、田中
君、吉野君、嶺岸君、三井（徹）君、三滞
君、菅君、斎藤（信）君、笹原君、谷口君
中野（清）君、鷲田君、市川君

メークアップ

阿部（公）君一酒田R・C
山本（正）君、進藤君、海東君、小池君、
男網君、中江君、新穂君、鈴木（弥）君、
中野（清）君一鶴岡西R・C

㊥ビジター

半田茂弥君、菅原隼雄君、菅原松雄君
阿部光男君、工藤武樹君一鶴岡西R．C

⑳点　　鐘　12・30

4〉君が代
㊨本日のビジター紹介
㊧本日のゲスト紹介

⑳ロータリーソング

⑳会員及び奥様誕生祝
㊨年間出席川0％表彰
⑳月間出席100％表彰

⑪ゲストスピーチ

⑳会長連絡
⑳幹事報告　理事会報告

鈴木会長

S A A

鈴木会長

奉仕の理想
親睦委員
出席委員
出席委員
佐藤朋子

⑳年間皆出席
12年間皆出席　　新穂光一郎君
11年間皆出席　　阿部公一君
6年間皆出席　　薮田誠樹君

10月180％出席　　1名

張君
10月140％出席　　5名

阿部（公）君、小花君、小野寺君、高橋
（正）君、高橋（辰）君

10月120％出席　　6名

早坂（源）君、嶺岸君、三井（徹）君、鈴
木（善）君、佐藤（友）君、石黒君

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



10月100％出席　　39名

阿部（裏）君、風間君、安藤君、森田君、
佐藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、市川
君、飯白君、山本（正）君、五十嵐（三）君
五十嵐（伊）君、進藤君、今野君高橋（良）
君、海東君、田中君、佐藤（衛）君、上林
君、小池君、吉野君、三井（賢）君、三井
（健）君、男網君、菅君、大川君、中江君
佐藤（忠）君、新穂君、笹原君、鈴木（称）
君、小松君、手塚君、中野（清）君、富樫
君、鷲田君、薮田君、菅原君、佐藤（正）
君

命家庭文庫について　　　　　佐藤朋子

同級生のよしみでということで、高橋さん
から、ひっはり出されました。立派なお仕事
をなしとげておられる皆様を前にして、お話
申し上げるものは、何もないのでございます
が、私が、ささやかに開いております家庭文
庫についてということでございますので、少
し申し上げてみようと思います。
41年の夏から始めて、現在まで9年ほど続

いておりますが、現在、会員は300人ほど、

本は、大人の本を含めまして3，000冊近くあ
るかと思います。主に、小学生、幼稚園児た
まに中学生が通って参ります。貸出し日は、
水、土、日と週3回ということに、近くの6

年生の子供たちの運営の会で決められてはお
りますが、曜日や時間に関係なく、自分が読
みたいと思った時に、サンダルをつっかけて
やってくるようです。図書館と同じ方法で貸
出しカードを書くのですが、もうすっかり慣
れているので、私が、その都度、図書室にい
なくとも、自由に出し入りして、自分で書き
込んでほ借りていきます。場所も、玄関へ入
らず、前庭のくぐり戸から入ると、つきあた
りにあって、誰にも気がねなく入れますので
自転車やバスでやってく’る子もおります。

もっと私が本腰を入れて、例えば、貸出し
日には、ちゃんと図書室に坐っていて、子供
たちとの対話もしたいと思うのですが、忙し
さを理由に、まったく自由放任で、決して無
理せず、背伸びせず、細く長くをモットーに
開いている現状でございます。そんな私が、
たった一つだけ、自信のもてるのは、良い本
を選んで、並べてあるということかと思いま
す。人が、人生に於て、すぼらしい人との出
会いに、しあわせを感じると同じように、子
供の時代に、一冊でも良いから、テレビより
何より面白い本、感動させられる本に出会う
しあわせを味わってほしいと願っているから
でございます。もっと、あちこちに児童図書
館のできるまで、私の文庫も閉じてはいけな
いと思い、子供たちとつき合っております。

⑳ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君
◎主　題

（1）ロータリーの定義は

（2）ロータリー財団委員会の任務、概要
◎（1）ロータリーの定義は
①ロータリークラブは、夫々の地域社会に

おいて、なんらかの職業に従事している人た
ちから成る団体であります。そして、その人
たちは、人間の幸福に不可欠なものとして人
類への奉仕という道徳的原則を受諾し、かつ
又自己の人間性のもろさにできうる限り、う
ちかって、その原則を受け入れ、実践するこ
とは、世界平和と世界人類の福祉をもたらす
との信念から、世界中の他の人々も、その同
じ原則を受諾し、実践するように、特に手本
を示して、彼らを感化するよう努めることを
決心した人たちなのであります。
⑨国際ロータリーは、宗教、政治的乃至哲

学的見解、或は国籍に関してなんらの偏見を
持たず、そして社会への奉仕という熱望に燃
える善意の人たちの世界的な団体であり　ま
す。そして、彼らは、その理想を実現するた
めに、人々を結びつけるようにするものを残
らず探求すると同時に人々のつきあい関係が
悪くなるようなものは、全部排除しようと決
心した人たちであります。

③ロータリーは、友愛、友好、教育、奉仕
とりわけ他人への配慮と尊敬を意味するもの
であります。
吟（2）ロータリー財団妻員会の任務、概要

ロータリ財団委員会の任務は、特に、大切
であるから、何回も繰返されて申し上げなけ
れば、ならないことのようです。それは①ロ
ータリー財団の理解を広めること（卦且つ、こ

れに対する支援を促進することです。③及び
クラブレベルにおけるロータリー財団のプロ

グラムの協力を奨励することです。

財団の目標は、少なくとも、（1）最小限のこ
と、世界中の全クラブを100％、ロータリー

財団クラブにすること。「21世界中の全ロータ
リアン達をロータリー財団への寄付者にする
ことであります。しかも、（3）その寄付者の心

構は、直接、間接にも、財団プログラムから
の受益者となってはならないことです。（4）世

界中の全ロータリアン達が、財団の達読的推
進が必要であることを忘れないことです。さ
あ、今年度のクラフの財団プログラムを実行
しましょう。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLET曹N
創立534・6・9　承認S34・6・27

品岡口一々リ【
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

マツタケ

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1‥30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235¢う5775

会　長　　鈴　　木　　善　作

幹　事　高　　橋　　辰　美

敵励め躯適確馳ヤ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第779号　　1974．11．12（火）（曇）　No．20

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　48名

出　　席　　率　　70・59％

欠　席　者

阿宗君、風間君、安藤君、早坂（徳）君、佐藤

（衛）君、黒谷君、小池君、嶺岸君、斎藤（得）

君、斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）、笹

原君、高橋（正）君、津田君、中野（清）君、富

樫君、鷲田君、薮田君、佐藤（正）君

前回の出席

メークアップ

笹原君【仙台R・C

早坂（源）君一酒田R・C

市川君、山本（正）君、青野君、嶺岸君、三井

（徹）君、菅君、中野（清）君一鶴岡西R・C

⑫ビジター

半田茂弥君、菅原隼雄君、石寺詑象君、

小林忠康君、工藤武樹君、佐藤勃一君

一鶴岡西R・C

争点　　鐘　　12：30　　鈴木会長

⑳ロータリーソング

それでこそロータリー

㊨本日のビジター紹介　　S・A・A

⑳本日のゲスト紹介　　　会　　長

h）工業高校……菅原校長

・…‥阿部先生

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う
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（ロ）東根クラブ交換学生……グレニス

当クラブ交換学生……バーバラ

頚〉会長報告

⑪ゲストスピーチ……工業高校米国より帰朝

報告グレニス嬢挨拶

⑪幹事報告

⑳諸事連絡

車本日の出席報告・＝………出席委員会

㊥ロータリー情報委員会

張紹淵君山本隆男君津田晋介君

命彼らに家庭気分を

これは743－Jのロータリー文献であります

それには、他国から来ている若人達の歓待仕

方がかかれています。これらの若人達に家庭

気分を味わらせることによって、主人役のロ

ータリアンは、まざまざと、じかに、接触す

る結果として、世界というものを今まで以上

に身近かに感ずるようになりますとあり、楽

しい経験であるとあります。それには、①近

くの大学から留学生の名簿を貰うことや、③

留学生を自身の家で、もてなそうとする有志

会員の名簿を作ることや、③留学生に個人的

な招待状を送ったり、④留学生を車で運ぶ手

配をすることをしたり、⑤接触を深めて、そ

の両親に手紙を出すことを計画するのもよい

ことなどが書かれていて、海外留学する若人

達は特別の能力や創意をもっているとあって

我々は常に、寛大で、心から我らに好意をも

つことが大切ですとありました。その他多く

の歓待の仕方が示唆され、参考しましよう。

⑳鹿児島市、鶴岡市兄弟都市盟約記念式典に

出席して　　　　　　　　会　　長

去る11月6日11時36分北国にて鹿児島より

第4次鶴岡市訪問親善使節団が22名到着、内

鹿児島ロータリークラブよりは鹿児島庄内会

顧問で叉鹿児島銀行頭取鷹野孝徳さんが1名

のみでした。駅には白井鶴岡市長始め斎藤助

役、榎本市会議長外、酒井忠明氏、犬塚庄内

鹿児島会長、鶴岡商工会議所会頭代理海東専

務外、会員多数御出迎えに参列、又鶴岡市第

二小学校児童の歓迎ブラスバンドでにぎやか

に出迎えました。

当日14時より致道館に於て兄弟都市盟約記

念式典開催にロータリー姉妹クラブ代表とし

て出席致しました。定時に鶴岡市斎藤助役の

開式のことば、鶴岡白井市長の歓迎のことば

鹿児島市長代理海江田助役のあいさつ

祝辞は鶴岡市議会長、鹿児島市会議長、庄

内鹿児島会長犬塚氏、鹿児島庄内会長野津氏

鹿児島庄内会顧問鷹野氏。

交歓握手には両市長、両市会議長、酒井忠

明氏と島津修久氏と。

閉会のことば、鶴岡収入役の村田君で式典

修了、引続き歓迎のことばに鶴岡ロータリー

クラブ会長とあり弱りました。鹿児島クラブ

より沢山御出てになられるものと期待して居

りましたが鷹野孝徳氏御一人で淋しい様です

が、此の次は沢山御出で下さる様御クラブの

皆様に御願い致しますと鹿児島ロータリー会

員の鷹野氏と堅い握手を交わしました。1時

間以上も鹿児島組と鶴岡組と対面正座したの

で足がしびれて立てなくなりました。夜は湯

田川のたみや旅館に宿りました。

7日は善宝寺、羽黒山等参拝、17時20分新

茶屋にて歓迎交換会を開催、クラブよりは会

ゝ′



長、幹事、佐藤伊和治氏、安藤足助氏、海東

与蔵氏、小花盛雄氏出席致しました。

1・開会のことば　　鶴岡市助役

2．歓迎のことば　　鶴岡市長

3・あいさつは　　　鹿児島市長代理

海江田助役

4・参加者108名　余興として薩摩神刀館

師範上野光夫さんの舞あり、庄内から

は鶴岡市酢策太鼓保存会の太鼓打ち合

せあり盛会裡に終えました。夜は由良

に宿泊。翌8日の朝8時39分いなほ1

号にて元気で帰国しました。

⑪智勇三嶋「酢凍大鼓」

甲斐国主武田信玄西上を志し永存11年、家

康、信玄駿遠分割の同盟を結んだが、之を一

方的に破り、元亀元年正月、蘇沢、花沢、藤

枝、徳野、駿江を平定した。

家康は上杉謙信と結んで活路を求めんとし

元亀元年八月稲葉山権現堂Fl坊浄仝なる山伏

を謙信に遺し互に提携して信玄を挟撃すべく

申込んだ同年十月更に誓書を送った。謙信は

家康との約を践み3年4月信州長沼に入った

而して信長、家康、謙信の新三角同盟が成立

した。

時元亀3年10月3日信玄は甲信の精兵2万

と北条の援兵2千、歩部堂々斉甲府を発し、

伊奈より青崩峠、秋葉を経て遠江に向い、別

に山形昌景をして兵5千束参河より遠江に出

てこれに会せ、信玄遠江に入り只来飯田を攻

めて之を降し更に進み12月19日J俣城を陥れ

野部を発して天竜川を渡り、三方原を経て参

河の東部に出んとした。

家康は謙信に約し織田氏に向って援兵を請

い合して1万2千浜松城を出て三方原に至る

22日の事である。陣を屏崖の北に布きこれを

激撃せんとし三方原の激戦となりこの日の午

後4時に始り6時には家康の兵敗れ、武田軍

（隔翼の陣）が勝利をおさめ、怒涛の迫撃で

家康の居城（浜松城）に迫った。家康は漸く

城に入ったが城門を閉じることも出来なかっ

た。然し、城代酒井忠次公はこの敗戦に少し

も動じなかった。「酢渠」の智将忠次公は「暮

れ六つ」の太鼓を自ら打とうと決心して、鐘

楼に登ってほら貝の音に続いて時の太鼓を打

った。城の内外は常に変わなない相平の響を

伝えている。

信玄はこれを聞き盟約により謙信背後より

の強襲を受ける、串懸の陣太鼓を連想し（こ

れが有名な幻の陣太鼓）城門の外に軍兵を停

めて、包閏の陣を構え24日の朝には退陣し、

徳川勢はようやく事なきを得て再起をはかる

ことができたのであった。

この智勇三略の陣太鼓こそ酒井の太鼓であ

る。格調高き沈勇の平和の旋律こそ徳川三百

年の礎となった「酢菜太鼓」である。

鶴岡市酢渠太鼓保存会

㊨国際ロータリー

ロータリー財団について

ロータリー財団に対し、第1回分の寄付金

として100ドルを納めて、あと1，000ドルに達

するまで引続き寄付を行なうべきことを表明

した者は、「ポール・ハリス準フェロー」と

されます。また、ある人のために前記のよう

な寄付が表明された場合、その人についても



同様であります。第2回目からの寄付金額に

ついては、金額は任意とし、本人のきめた方

法によることとされています。

寄付金額の合計が1，000ドルに達したとき

その人は「ポールハリス・フェロー」証明書

とメダルおよびえり章が贈られます。この方

払い込むことといたします。

□　残額の払い込みについては、私の都合

による時期と金額によって行なうこと

といたします。

寄付額が1，000ドルに達したときは、私は

「ポール・ハリス・フェロー」として認めら

式によって行なわれた寄付金は、すべて、「　れるものとします。

ポール・ハリス準フェロー」の所属するロー　　私は　　　　　ロータリー・クラブの会

クリ一・クラブの寄付金に自動的に算入され　員であります。

そのクラブのパーセンテージ順位の引上げに　　年月日

寄与することになります。

次頁の書式は、この方式による寄付を希望

する人に使用していただくようにしたもので

す。これに100ドルを最低額とする第1回の

寄付金を添えて、下記へお送り下さい。

TfIE ROTARY FOUNDATION

1600RIDGE AVENUE

EVANSTON，ILLINOIS60201，日．S．A．

（この寄付は、米国ドルかまたは国際ロータ

リーの定めた為替相場による相当額のその他

の通貨で行なうことができます）

句〉ボール・ハリス準フェロー

私は、米貨1，000＿ドルを所要の合計金額と

するポール・ハリス・フェローとなることを

目的として、ロータリー財団に対する第1回

の寄付金をここに同封いたします。

第1回寄付金としてを」一　」　払い込
（最低領米貨100ドル）

みます。

次回からの寄付金として　　　　　ドルを

亡］四半期ごとに

口　半期ごとに

口　毎　　年

氏　名

住　所

市町村県一

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。

＼、、－〆′



CLUB BULLETlN
創立534・6・9　承認534・6・27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

マツタケ

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1‥30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235銅5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

熟れ紳助射通ぜ陽かグ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第780号　　1974・11・19（火）（曇）　No．21

㊥出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　50名

出　　席　　率　　73・53％

前回の出席

前回出席率　　70・59％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　86・76％

欠　席　者

阿宗君、阿部（裏）君、森田君、半田君、早坂

（源）君、山本（隆）君、五十嵐（三）君、五十

嵐（伊）君、今野君、海東君、田中君、中江

君、嶺岸君、三井（徹）君、三浦君、斎藤（信）

君、富樫君、上野君

メークアップ

風間君一秋田北R・C

安藤君一一温海R・C

佐藤（衛）君、小池君、嶺岸君、高橋（正）

君、中野（清）君、富樫君、佐藤（正）君一

鶴岡西R・C

⑳ビジター

佐藤成生君、上野十九治君、原田行雄

君、菅原松雄君一鶴岡西R・C

争点　　鐘　　12：30　　鈴木会長

⑳ロータリーソング　　　奉仕の理想

⑳本日のビジター紹介　　S・A・A

⑳本日のゲスト紹介及び歓迎のことば

会　長

⑪会長報告

やゲストスピーチ

荘内BK　斎藤実氏

佐藤（忠）君一酒田東R．C　　　　　　　　　⑳幹事報告

薮田君【新潟R・C　　　　　　　　　　　㊥他

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



昭和49年11月12日

鶴岡ロータリークラブ会長

鈴　木　善　作　殿

株式会社　鹿児島銀行

頭取　鷹　野　孝　徳

拝啓秋冷の候ますますご清祥の段お慶び申

し上げます

さて先般鶴岡、鹿児島兄弟都市盟約5周年

記念式典参列のため錨地訪問の節は、誠にご

懇切なるご歓待に預り厚く御礼申し上げま

す

貴クラブとの姉妹クラブ鹿児島西クラブの

代表者がこの度折悪しく訪問出来ず、小生が

代役を勤めたような次第でございますが、帰

鹿後御地での模様等つぶさにお伝えしておき

ました。

今後の両クラブのご親交とご発展を心から

お祈り申し上げます。

また帰途に際しましては早朝にもかかわら

ずお見送りまでいただき、ご芳志のほど厚く

御礼申し上げます。　お蔭をもちましてたい

へん有意義な旅程を終え無事帰鹿いたしまし

た。　有難うございました。

向寒の靭呉々もご自愛遊ばされますようお

祈り申し上げます　　　　　　　　敬具

クラブ会報編集者用11月号より

親展：会報編集者各位

1959年－アイディアの当たり年

1959年12月付の古い報告に、米国テネシ

ー州カーセージ・ロータリー・クラブ会

報の編集者が、公式名簿からアルファベ

ット順に選んだ海外の10ロータリー・ク

ラブにその会報を一冊ずつ送ったと記さ

れています。

それは当時よいアイディアとして報告さ

れた訳でしょうが、今日でも矢張りそう

だと思います。これを今年度のあなたの

クラブのプロジェクトにされては如何？

。世界随一の駿足ロータリアン

「1973年6月末に、サクラメント・ロータ

リー・クラブの会員歴12年のロータリアン・

ケン・カーナイン氏（66才）はロスアンゼル

スで行なわれた年次高齢者オリンピック・ゲ

ームで、100メ一日レ短距離レースに13・3秒、

400メートル中距離レースに65秒の世界記録

で優勝した。」挑戦者はいたのか？

詳細は11月号ロータリアン誌で。

0ローマ法王ロータリーを賞讃

ローマ法王パウロ6世は、最近バチカン市　＼－′

で開かれたロータリアンの会合で次のように

話された。「奉仕はあなた方ロータリアンの

モットーである。われわれは皆さんのクラブ

の徽章にそれが刻まれているのを知ってい

る。われわれはただ、あなた方が人類の共通

の利益のために献身するという方針にそって

ますます努力されるよう願うのみである。

それには、誠実な心、そして若者たちに奉

仕の理想を伝えるためにいつでも鏡牡になる

心構えが必要である。」

国際ロータリーの公式の色は濃紺色と金色

である。（1929年ダラス大会決議）

。1974年10月10日現在のR・トの重要統計

ロータリー・クラブ数16，162

ロータリアン数　　　758，750

国および地理的地域数　　151

0ローターアクトとは

これは、三つの主要奉仕分野のそれぞれに

おいて毎年少くとも一つの主要計画とその他

さまざまの活動を行なうためにつくられた青

年（18～28才）たちの奉仕クラブである。

詳細についてはパンフレット6119－J、ロ

ーターアクトの提唱を参照されたい。

○インターアクトとは

これは、大学課程直前の4カ年間に在学中

の生徒に、奉仕と国際理解に貢献する世界的

友好精神で相共に働く機会を与えるものであ



る。詳細はパンフレット6070－J、イソクー

アクトの提唱を参照のこと。

0ロータリーにもっと多くの「イェス・マ

ン」を

カナダ、オンクリオ州のウィンザー・ロー

タリー・クラブの会報編集者は次のように書

いている。「イェス・マンとは、普通、自分

の雇主とかその他権力ある人たちにいつも同

調していれば得をするものだと信じている人

と考えられている。

しかしロータリーが必要としている「イェ

ス・マン」はこの種類のものではない。それ

は、実行力のあるリーダー、推進者、そして

教養ある市民を言うのである。このような

「イエス・マン」は、地域社会のこと、学校

のこと、環境について、また一般市民の自尊

心に対して関心を持っている。そして改善の

必要が起こったとき、起立して、「イェス

（賛成）、さあ皆さん、市民のために力を合わ

せて改善にとりかかろうではないか」と発言

するのは「利他的精神と物事をやりぬく能力

に対する自信に満ちた」このタイプの「イェ

ス・マン」なのである。

。ロータリー財団……私の命の恩人

「私がよく人に言うことは、ロータリー財

団は本当に私の命を助けてくれたと……今か

ら9年前私はロータリー財団の大学院課程奨

学生に選ばれてアメリカ大陸諸国間の理解を

増進したいと思っていた。勿論当時私は自分

が話していることがどういうことなのかほと

んどわかっていなかった。

しかし私の頭の中は異国情緒豊かなラテン

・アメリカ諸国の文化を研究しその地を旅行

できるチャンスに対するすぼらしい考えでい

っぱいだった。そのとき私は奨学金による経

験がどのように私の人生を変え、新しい方向

へ発展するかなどとは夢にも考えなかっ

た。」これは11月号ロータリアン誌に掲載さ

れているトーマス・ディアーシィ・クィン寄

稿の感激をこめた物語の一節で、一人の財団

奨学生の人生がどのように変ったかが語られ

ている。

。多くの人がロータリーを定義づけるのに

努めてきた……

……しかしハリー・ラウダー卿は、奉仕の

冒険の中にある彼の言葉によると、「私は常

にロータリーを前方の明り…・‥標識……にた

とえていた。」あなたのロータリーの定義を数

語にまとめ会報編集部へ投稿されたい。それ

らはクラブ会報に発表されることになってい

る。

。年齢上のハンディキャップにたえながら、

若者たちに有利な「年齢まかせの勝負」

を強いられる老人たち

「しかし、」ロータリアン誌特別号（1974年

12月）の年齢と老化と顆する記事は続けて

次のように述べている。「次の世代の人たち

はもっと公平なルールでゲームを行なうであ

ろう。」

「われわれの大半の者は、いつか自分が年

取ったことに気づくこと、そしてそのとき自

分はどうなっているかということと今現在の

自分とはほとんど関連がないのだということ

に半ば無意識に不安を感じている。世の中に

これほど現実から未来を予測することが難し

い問題が他にあるだろうか？」

0徐々に形をととのえたロータリー徽章

「1912年の国際大会はローークリー徽章の基

木的デザインとして歯車を採用した……そし

て1922年にロータリー徽章の考案、採択、保

全の権限が大会に与えられ、その結果6本の

幅と24の輪歯および一つの楔穴を持つ現在の

歯車が採択された。」



01975年2月23日の国際ロータリー創立70

周年記念行事を今1から計画されたい。

0言葉について

英語は世界で最も多くのロータリアンに使

われている言葉である。その次に多く使われ

ているのは何語か？答：日本語。本ロータリ

ー年度当初、日本のロータリー・クラブ数は

1，225、ロータリアンは64，472名であっ

た。

0ロータリーの精神を振るい起こせ

「ロータリーの力は、ロータリアンの一人

一人が、他人のために尽くすという奉仕の理

想に自らを献げることから生れるのである。

これがロータリ・．－の精神である。」

－R・Ⅰ．会長ウィリアムR．ロビンズ

0あなたと、そして自由への道

「ロータリー・クラブは、自由と人権につ

いて剰すところなく討論することのできるフ

ォラムを提供します。このような審議によっ

て各ロータリアンは、ロータリーの原則、自

分の住んでいる地域社会の事情、並びに自分

白身の－そして自分の友人たちの－洞察

力に基いた、自分の結論をまとめることがで

きるのです。

自由を防衛するにしろ、しないにしろ、そ

れは自分の住んでいる処でするのです……主

たる任務は地域社会になければなりません。

そしてロータリアンが人権擁護のためにその

感化力を最も有効に発揮しうるのは、其処、

即ち、自分の郷里なのです。」
……平和への七つの道より

0飛行、ヨット、無線

共通の趣味、道楽を持つロータリアンの世

界親睦活動に仲間入りしようかと考えておら

れる方は、早速文献東京事務所にパンフレッ

ト429－J、ロータリアンの世界親睦活動

（1部無料）を注文されたい。

これには、飛行、狩猟、魚釣り、写真、カ

ーリング（氷上遊戯）、鉄道模型、音楽、キァ

ラパン式旅行、ヨット、録音テープ、ゴル

フ、アマチュア無線、ロータリー関係の切手

収集、休暇旅行、国際美術、古銭学、チェ

ス、乗馬、スキーその他新しいロータリー親

睦活動に興味を持つロークリアソのために各

グループの情報入手先が記載されている。

0世界中のロータリー・クラブの1クラブ当

たり平均会員数は47名である。

353地区年次大会出席に対する礼状

講啓　仲秋の侯　去る10月12、13日当地に於

て開催の国際ロータリー第353地区年次大会

に御多用のところ御来臨賜り誠にありがとう

ございました

おかげさまで国際ロータリー会長代理原田秀

雄先生を迎え多数の来賓並に約1，000名のロ

ータリアンと家族の方々が一堂に会し成功裡

に会を終了することができましたことを厚く

御礼申し上げます

以上寸格を以って御礼申し上げる次第です

敬具

昭和49年10月吉日

国際ロータリー第353地区

ガ　　　ハ　　　　ナ　　　　ー

大　原　昔　一　郎

地　区　大　会　委　員　長

下　田　与　書

福島ロータリークラブ会長

渡　辺　正　之

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認534・6・27

品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

マックケ

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鰯5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

馳タ、鋤励
ロータリーの精神を振るい起こせ

第781号　　1974．11・26（火）（曇）　No・22

㊥出席報告
本日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　48名

出　　席　　率　　70・59％

前回の出席

前回出席率　　73・53％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　91・18％

欠　席　者

阿宗君、阿部（裏）君、張君、半田君、進藤
君、今野君、高橋（辰）君、佐藤（衛）君、栗
谷君、上野君、三井（徹）君、菅君、小野寺君
菅原君、中江君、斎藤（信）君、手塚君、津田
君、中野（清）君、富樫君

メークアップ

嶺岸君一酒田東R・C

中江君一温海R・C

阿部（裏）君、森田君、早坂（源）君、山本
（隆）君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、今
野君、海東君、三井（徹）君、富樫君一鶴岡

西R．C

㊥ビジター

菅原隼雄君、林権之助君、庄司満君、羽

根田正吉君一鶴岡西R・C

㊨点　鐘　　12：30　　鈴木会長

⑳ロータリーソング　　奉仕の理想

㊥ビジター紹介　　　S・A・A

各会長報告

⑳幹事報告
台中港R・C　安藤足助氏説明

⑳各委員会報告

委員会（中野君）親睦委員会（次回）会
員増強（次回）以上各5分程度　全体で
20分

⑳会員スピーチ　　　（佃きがい）

早坂源四郎君15～20分

㊥出席報告　指名委員会15分

㊥リンゼブラウンさん当クラフ訪問に付いて

今の度国際R・C第278地区のオーストラ

リア、ストーウェルR・Cより昭和41年、

今より8年前訪問せられたリンゼブラウン

さんが友好親善の為め当R・Cにお立寄り

下されました。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



尚、張君には20日に羽田迄お出迎え下さ
れ、2日］8時22分の鶴岡到着には小花君を

始め早坂ガバナー安藤前会長、嶺岸君御夫
妻、高橋正太郎君、私及び高橋幹事等多数お

出迎え致しました。亀屋さんに1泊、21日夜

は張君、嶺岸君のお計らいにより例会場で歓

迎会を催されましたので私ども喜んで出席さ
せてもらいました。

処で嶺岸君より挨拶をやって呉れと命ぜ

られましたが、御承知の通り英語の会話出来
ませんので弱りました。是非諸先生に宜敷

く……と、尚遊佐R．C及び鶴岡西R．C

よりも会長、幹事等7名参加せられました。
23日は暮坪にて釣りされ、夜8時25分の天

の川にて又張君と共に羽田に出発されまし

た。

次に山新観光K・K本社営業部佐藤さんよ
り来年2月にオーストラリア親善訪問の旅実

施の案内が参りましたので御希望の方に予定
冊子10部来て居りますから差上げます。

昭和49年11月22日

鈴木善作殿
IATA公認・一般旅行業第127号

山新観光株式会社
本社営業部

時下、益々ご清勝のこととお慶び申し上げ
ます。

このたび、山形新聞・山形放送主催、当社

旅行額扱いにより、来年2月に「オーストラ
リア親善訪問の旅」を実施することになりま

した。

この件につきまして、先般、国際ロータリ
ー第353地区大原ガバナー、高坂次期ガバナ

ー両先生にご協力方お願い申し上げましたと

ころ、両先生よりご賛同をいただきましたの

で、貴クラブのメンバー各位にもおすすめい

ただき、多数のご参加を賜わりたくお願い申

し上げます。　　　　　　　　　　　敬具

追伸　この件につきましてのお問合せは山

新観光本社営業部、佐藤までお願い
いたします。

TEL O236－22－8321

R・l・ロータリー財団

1973－1974年度財務報告

1974年6月30日

1973－74年度の財団の諸種の補助金の支

出額は前年度に比べて40パーセント強の増額

を示した。その理由の一つはインフレーショ

ンであるが、しかし補助金の支給件数の増加

がそれ以上に大きな理由であった。ロータ
リー財団の日ざましい発展についてのその他

の事実は次頁以降に記述されている。

財団の諸種のプログラムに対する支出割当

額はプログラム実施の3年前に管理委員会に
よって決定される。1974年6月の管理委員会

の年次会合において行なわれた支出割当の結

果、1976－77年度の諸種のプログラムの経費

は少くとも※500，000ドルとなる見込みであ

る。管理委員会は、このレベルの支出は1973
－74年度に受理した寄付金（合計5，878，320

ドル）によって賄いうることを承知していた。

1974年7月1日より1977年6月30日までの

3年間に実施するプログラム用として割当て

られた資金は15，600，000ドルで、これは1974

年6月30日現在の長期投資額の市場価格12，5
26，700ドルを上まわる金筋である。

1973－74年度中に3，074名の人が、1，000ド

ルを直接に、又は名義人として寄付した結

果、これらの人たちは所属クラブ或は地区か
ら表彰された。
4，669名が100ドル以上を直接に、又は名義

人として寄付し、かつ1，000ドルに達するま

で寄付を続けることを約束してポール・ハリ
ス・準フェローとなった。

第359地区（日本、神奈川県）は、地区が

編成されて以来の寄付額が1，000，000ドルを
こえた最初のロータリー地区となった。

※数字はすべて米ドル。

専　　付　　金

年　度　　　　金　額　　対前年度増加率
1970【71　U．S．＄2，461，463　　26．8

1971－72

1972－73

1973－74

3，454，837　　40．3

4，422，214　　28．0

5，878，320　　32．9

支　　出　　額

（教育補助金及び特別補助金）

年　度

1970－71

1971－72

1972－73

1973一イ4

1974－75嘉

1975－76※

整推　定

金　額　　対前年度増加率
U．S．＄1，381，908　　36．0

1，779，399　　28．7

2，209，198　　24．2

3，298，096　　49．3

4，554，353　　38．1

5，626，414　　23．5

ヽ－＿一一



1973－74年度における各種財団プログラムへ

の支出額は次の通り：

大学院課程奨学金
大学課程奨学金
専門的訓練補助金
教師奨学金

研究グループ交換

特別補助金

曜災著救済

寄付者の指定したプロジェク

アフリカ、東地中海

グレート・ブリテン

及びアイルランド

＄1，868，050

313，531

245，221

206，053

606，003

44，681

1，722

ト　12，835

＄3，298，096

寄付の地域別内訳

ロークリアこ／

地　域　　　　　　百分率1人当たり平
均額

ア　ジ　ア　　　　　　40．5　日．S．＄24．51

杢攣ヲTPヱ霊L甚　8．2　　　　4．10

2．0　　　　　　　2．20

南アメリカ、中央ア
メリカ、メキシコ及　　2・5　　　　　2・04

妄妄差益雲讐霊　42・1　7・20
豪州、ニュージトラ
ンド、アフリカ（地

中海沿岸諸国を除　　4・7　　　　　5・16
く）及び上記に含ま
れないところ

1974年6月30日現在の16，087ロータリー・

クラブの内5，495クラブ、即ち34・2パーセント

は、1973－74年度にロータリー財団への寄付

をしなかった。

1974－75年度教育補助金1件あたりの平均

支出推定額は5，840ドル、研究グループ交換補

助金のそれは9，060ドルとなっている。管理

上の諸経費を除いて、教育補助金1件とその

他のプログラムに比例した分担額を賄うため

に、1地区において必要な1名あたり平均寄

付額は4・34ドルである。1973－74年度におい

てこの平均額を下まわった地区は181、上ま

わった地区は163であった。

投　　　　資

1974年6月30日現在
における財団投資額　　U・S・＄12，526，700
の市場価格‥

短期預金証言　　　　　　　　等　950，000

1973－74年度投資収益　　　　等　715，867

経　　　　費

1973－74年度中に＄693，461が経費に支出さ

れた。その内訳は次の通りである：
寄付受領総額

金　額　　に対する五分
率

管理費　　　　　等97，965　　　1・5

プログラム実施費　297，861　　　4・5

推進費　　　　　297，635　　　4・5

オーストラリア親善訪問の旅
ごあんない

期日　昭和5D年2月12日～2月25日

主催　山　　形　　新　　聞
山　　形　　放　　送

協力　国際ロータリー第353地区

要　　項

≪旅　行　期　間≫
昭和50年2月12日（水）〈ノ2月25日（火）

≪募　集　人　員≫　　　　30名

≪参　加　費　用≫　560，000円（東京・
羽田起点）

1人部屋ご希望の方は追加料金45，000円

をいただきます。（全行程分として）

≪参加申込金≫　　50，000円

申込金は会費の内金となります。申込金
払込をもって正式受付といたします。

≪参加申込方法≫
申込書に必要事項をご記入のうえ、申込
金をそえて下記へお申込み下さい。

※山形県の方　山形市旅籠町2丁目
山形新聞放送会館

山新観光㈱　本社営業部
TEL（0236）22－8321

※福島県の方　郡山市駅前1丁目9－15
こくぶんビル

山新観光㈱　郡山支社
TEL（0249）33－2356

≪申込みしめ切り≫
昭和50年1月10日

≪会費のお支払い≫
申込金を除いた残金については、昭和50

年1月15日までにお支払い下さい。

なお、1月16日以降、お客様のご都合に

より、参加のお取消しをされる場合は、



申込金とすでに開始、または完了した渡
航手続きの実費をいただきます。

銀行送金の場合は、山形銀行本店、山新

観光口座（普通預金）へどうぞ。
168254

≪会費に含まれるもの≫

（1）航空運賃：エコノミークラス往復運

賃

（2）ホテル宿泊費：ツイソ・ルーム2人

使用

（3）食事：ビクトリア州滞在中を除く全

行程3食付
匝）空港税及び団体行動中のチップ
（5）手荷物運搬料金（2ロ軸まで）

（6）添乗員等の同行サービス

≪会費に含まれないもの≫

「1）家庭滞在中の宿泊費及び食事（ただ

し、2月13日と17日のホテル宿泊費

は含む）

（2）超過手荷物運搬料金

（3）クリーニング、電話、電幸軋　飲物

代、その他の個人的費用

（4）旅券手続き費用：旅券印紙代、予防

接種料金、査証代行料

≪渡航手続きのためにご準備いただく資料≫

パスポートをお持ちでない方は、下記の資

料を12月25日までにご準備下さい。

（1）戸籍抄本　1通

（2）住民票　1　通

（3）葉　　書　（消印のあるもの）

（4）写　　真　（背景無地、正面5　×
5e彿）

5枚　スピード写真は不可

昭和49年日月15日

国際ロータリー加盟

認証状伝達式予告ご案内

第361地区加賀ロータリークラブ

特別代表　関　戸　隆　祥
会　　長　泉　　　健　三

幹　　事　三　谷　唆　平

拝啓　貴クラブの皆様には益々ご健勝のこと
とお慶び申し上げます。

さて、当クラブは小松ロータリークラブをホ

ストとして、去る6月20日付をもって、国際

ロータリークラブに正式に加盟承認されまし

た。
つきましては、下記により認証状伝達式を行

いますので貴クラブの会員の皆様、ご家族お

揃いで多数お越し下さいますようご案内申し

上げます。　　　　　　　　　　　敬具

記

と　き　昭和50年4月20日（日）

ところ　石川県加賀市　片山津温泉観光

会館
登　録12：00～13：30

式　典13：30～15：00

祝　宴　片山津温泉　ホテルながやま
15：50～18：00

登録料　会　員10，000円

ご家族ご1名様　8，000円

宿泊予約料1名につき　5，000円

＠親睦ゴルフ大会
4月19日（土）　9：00　スタート

片山津ゴルフ倶楽部

後日正式のご案内状はお送り申し上げま
す。

整お願い　人員の把握上12月15日までに同封
の仮登録申込書にご記入の上、是

非ご返信下さいますようお願い申
し上げます。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお節い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETJN
創立S34・6・9　承認534．6．27

諾岡ロー々リー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

い　ろ　り

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12；30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鋤5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払励め
ロータリーの精神を撮るい起こせ

第782号　　1974．12・3（火）（曇）　No．23

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　54名

出　　席　　率　　79・41％

前回の出席

前回出席率　　70．59％

修正出席数　　　　63名

確定出席率　　92．65％

欠　席　者

阿宗君、早坂（源）君、板垣君、石黒君、五十

嵐（三）君、海東君、斎藤（信）君、佐藤（昇）

君、笹原君、佐藤（友）君、谷口君、鷲田君、

薮田君、菅原君

メークアップ

阿部（賽）君、中江君一酒田R・C

張君、半田君、今野君、佐藤（衛）君、栗谷

君、三井（徹）君、菅君、小野寺君、手塚君、

中野（清）君、富樫君、高橋（辰）君、菅原君
一鶴岡西R・C

㊥ビジター

吉川喜一郎君、阿部正男君一鶴岡西R・C

⑪点　　鐘　12：30

⑪君が代

㊥ロータリーソング

⑳本日のビジター紹介

⑪お客様歓迎のことば

⑳年間出席100％表彰

⑳月間出席100％表彰

⑳会員及び奥様誕生お祝い

⑳会長報告

⑳幹事報告

鈴木会長

奉仕の理想

S．A．A

会長

出席委員会

親睦委員

会
報
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⑳委員会報告　（前半期）

0広報委員会

㊥出席報告　　　出席委員会

㊥会員誕生

石井貞吉君、佐々木敏全君、鈴木弥一郎

君、津田晋介君、驚田克己君

奥様誕生

上林あい子様、森田武子様、佐藤貴美子

（順治）様、鷲田清子様

⑳年間皆出席

5年間皆出席　　中江　亮君

4年間皆出席　　富樫良書君

11月150％出席　1名　　張君

11月125％出席　　5名

阿部（裏）君、五十嵐（伊）君、嶺岸君、高

橋（正）君、小松君

11月100％出席　　48名

阿部（公）君、風間君、安藤君、森田君、

早坂（源）君、佐藤（順）君、山本（隆）君、

板垣君、市川君、飯自君、山本（正）君、

石井君、石黒君、五十嵐（三）君、進藤

君、今野君、高橋（良）君、海東君、金井

君、上林君、佐藤（衛）君、小花君、小池

君、中野（重）君、吉野君、男網君、三井

（徹）君、三井（健）君、三井（貿）君、菅

君、小野寺君、大川君、中江君、斎藤

（栄）君、佐藤（伊）君、佐藤（忠）君、鈴木

（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、佐藤（友）

君、佐々木君、手塚君、中野（清）君、富

樫君、薮田君、高橋（辰）君、菅原君、佐

藤（正）君

㊨スマイル

◎森田清治君

庄内100万石祭り　写真展で最優秀賞、鶴

岡市長賞を受賞されました。

◎鶴岡建設　　富樫良書君

鶴岡ブレーキ　　2億

◎阿部機工一竣功

佐藤　昇君

荒町通り　阿部機工竣功設計者

御商売繁昌で新庄柿崎貴金属店　Open

◎佐藤伊和治君　弟さんの加藤康郎さんが

抜群の強さで藤島町長に再選されスマイ

ル頂戴しています。

◎毎日新聞のわが母校（鶴岡南校）に金井

の兄弟4剣士として今日の毎日新聞山形

版に掲載されました。

⑪鶴岡訪問に対する礼状（要旨）

鶴岡ロータリークラブ

鈴木善作会長様

初冬の候、貴クラブ益々御発展の事慶賀

申し上げます。

小生貴クラブ訪問の節は格別なる御高配

を賜り誠に有難う御座居ました。厚く御礼　＼ヽ－ノ

申し上げます。

9月12日夕刻無事帰着致しました。

さて姉妹クラブ結盟の件

当理事会で来年3月1日午後5時当クラ

ブで調印式を予定して居ります。尚当日東

京青梅ロータリークラブとの結盟式典をも

併せて挙行致したいと計画して居ります。

調印式の時には皆様奥様御同伴で多勢の御

光臨をお待ち申して居ります。

当クラブ国際奉仕委員長より正式案内が



あるものと思いますが先ず理事会決議事項

を御案内させて頂きます。

クラブの皆様方によろしく御風声下され

ますようお願い申し上げます。

先ずは御礼まで　　　　　　　　　敬上

台中港区R・C　陳宗腔

⑳ロータリー情報委員会

張　　紹　淵君

山　本　隆　男君

津　田　晋　介君

◎ロータリー財団週間とロータリー財団

補助金の申請のお知らせ

◎ロータリー財団週間は

毎年1り引5日を会議週間であって、全世

界のロータリークラブによって、同時に

足並みそろえて従守された週間で、その

財団の事業を会員は勿論のこと一層民

衆にも周知せしめて、潜在的寄付者に関

心を起させて、自発的にロータリー財団

に寄付するように、活動する週間であり

ます。

◎その目的は

①博愛、②慈善、③教育　乃至、④慈

善的性質のもので、しかも、⑤現実的で

効果的な事業を助成することによって、

各国の国民間の、（参理解と友好関係を増

進することにあります。

◎財団の維持と支援方法は

①各ロータリークラブ並に、（蟄個々の

ロータリー会員よりの寄付によって維持

されていますが、その他の支援の方法と

してほ、（勤一般の人々の自発的な寄付に

よるものです。（彰継続的に、（9しかも年

々増大する必要に応ずるために、この上

一層の贈与、遺贈等が強く望まれていま

す。

◎ロータリー財団の活動は

次の6つです。

①　大学院課程奨学金は

学士号叉はそれと同等のも

のに。

（∋　大学課程奨学金は

大学在学中叉は学士号の前

のものに。

③　専門的訓練のための補助金は

高校卒業又は同等の程度で

2年間以上の方に。

④　教師奨学金は

心身障害者又は、教育上ハ

ンディキャップのある者の

教育に、2年間以上従事し

た教員に。

⑤　研究グループ交換は

ロータリーの異なる国々の

組合せ地区間の5名の青年

実業人並に専門職業の方々

に、

以上の①～⑤をは、教育補助金と云って

居りますが、

⑥　特別補助金は

革新的な青少年交換計画の

み支給されるが、経費の一

部を負担するもの。

（例へは、地区で一部、クラブで一部負

担している、交換学生のことです。本ク

ラブのアイリンさんの例が特別補助金に

よるものです。）

◎エータリー財団の概要は

1917年の国際大会の会長、アーチ・ク

ランク氏が「世界の福利に役立つために



は・…‥基金を設定するように、ロータリ

ー会員を激励して、一つの構想が出来、

これを支持する熱意が高って、1931年

に、ロータリーは博愛的な、信話宣言の

条件のもとに、財団組織が出来ました。

1947年（昭22年）以来、100カ国から

の青年男女8，000有余名が、財団の2，200

万ドルに達する補助金を提供していま

す。来年度だけでも、財団は、外国に、

800名以上の人々に450万ドルを授与する

ことになっています。

◎ロータリー財団補助金の申請につい

て。……は

（1）申請不可能な無資格者は

ロータリークラブ会員とその会員の

親族、若しくは、婚姻による親族、ま

たは扶養家族は無資格であります。

（2）申請可能な、有資格者は

ゆ　世界の諸問題に関心をもち、かつ

②　研究生との両者をかねる「親善使

節」という二重の役割を果たしう

る。優秀な青年男女であること。

1・補助金は、往復旅費、1学年間の教

育費、生活費および関係諸雑費などで

あります。

2・1976～77年度の補助金の申請は今年

度にあたります。最寄りのロークリー

クラブを通じて、1975年3月15日まで

行なわれますから、一般民衆にきか

れましたら、よろしくお教え下さい

ませ。

⑳会報委員会よりの御報告とお願い

例年であれば、録音一編集一校正一印刷

の工程で、会報が出来上り週1回皆様のお

手許に届く訳ですが、本年は経済、社会状

勢が皆様御承知の通り混乱して居り、録音
一編集に必要な約3時間の喉を見つけるこ

とが出来ず、原稿のないスピーチは相当カ

ットしたものもあります。此の点、スピー

カーの方には大変申し訳なく存じて居りま

すが、御了承頂き度く存じます。

会報毎号の末尾にttスピーチの要旨を”と

お願いして居りますが、現在まで此の主旨

を御理解頂いている一部の会員及びゲスト

スピーカーを除いては、原稿を頂けない状

況です、又、スピーチの際雑談をされて居

る会員の方を数多く見受ける様ですが、之

が雑音となって会報編集上障害となり、又

スピーカーの方にも失礼ではないかと存じ

ます。

現在までやっと約20回、御承知の通り決

して順調ではありませんが、会報を発行し

て参りました。内容について色々御批判は

あると思いますし、委員会としても不満も

多く、改良すべき点も多々あります。

今後はtt会員の参加される会報”そしで

読まれる会報造り”をモットーとして会員

皆様の御協力と委員会の努力によって、改

良すべき点はtt即’’改良して行き度いと存

じて居ります。現在まで原稿を頂いた会員

の皆様、ゲストスピーカーの皆様、特に毎

週1回も欠かさず原稿を書いて下さって居

ります、ロータリー情報委員長に対して、

探く感謝申し上げます。

尚人名、地名特に術語等は特殊なもので

もありますので、スピーチの節は簡単に解

説を入れて頂けば、理解も早く面白味も倍

増すると思います。

以上御報告とお願いを申し上げました。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認534・6・27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

い　ろ　り

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎過火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鰯5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

払紳助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第783号　　1974．12．10（火）（曇）　No．24

⑳出席報告
本日の出席

会　　員

出　　席

出　　倍

前回の出席
79．41％

62名

91・18％

阿宗君、阿部（公）君、風間君、安藤君、早坂
（徳）君、五十嵐（三）君、金井君、斎藤（信）
君、佐々木君、津田君

メークアップ

早坂（源）君一名古屋R・C
薮田君▼新潟R・C
五十嵐（三）君一温海R．C

板垣君、石黒君、海東君、佐藤（友）君
菅原君一鶴岡西R．C

⑳ビジター

小林忠康君、青川喜一郎君一鶴岡西R・C
斎藤五郎八君一温海R・C

率＞点　　鐘　12：30　　会　　長

⑪ロータリーソング　奉仕の理想　S・A・A

㊥本日のビジター紹介　　S・A・A
⑫会長歓迎のことば 会　　長

句＞会長報告
⑳幹事報告
⑳臨時総会

新年度役員承認の件
会　長　佐藤　忠君　理事　中野清吾君

翼会曇喜驚賓墓　誌琶芸
一冬ロータリー情報委員会

張結滞君　山木隆男君　津田晋介君
罷最近の広報ニュース。大切ですからこれだ

けは覚えて下さい。

⑨ロータリーの概要
0国際ロータリー

国際ロータリーとは、151の国々に存在す
る16，000有余のロータリー・クラブの連合体

のことです。この国際船織機構は、年次国際
大会で選挙される15名の会員よりなる理事会
によって管理される。毎年、約350名の会員
がロータリー・クラブの地理的連合体である
地区の運営責任者として選挙される。国際ロ
ータリーは、米国、イリノイ州、エバンスト

ンに本部を置き、スイスのチューリッヒに支
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局を置いている。1974年6月現在、151カ国
に16，000有余のロータリー・クラブがあり、

約755，000人の会員を擁しています。
○ロータリー・クラブ

ロータリー・クラブは、一つの地域社会で

他の人々のためになることをしようとする職
業人のグループであります。tt超我の奉仕”が
ロータリーのモットーであります。クラブ会

員は、それぞれに相違する職業を代表しま
す。ロータリー・クラブの会員組織は、各会
員に知己を広め、地域社会の福祉を計る活動
に参加し、職業道徳の向上につとめ、国際間
の親善と理解の増進に寄与する機会と方法を
与えるものであります。

。国際ロータリー会長

国際ロータリー会長は、全世界に及ぶ組織
のリーダーとして一年間、献身的に奉任しま

す。会長は、理事会ならびに彼の任期が終る
前に開催される年次国際大会において議長を
つとめます。会長は、年次大会で選挙されま
す。

0ロータリー財団
ロータリー財団は、1947年（昭22年）以来

100カ国からの青年男女8，000有余名が、財団
の2，200万ドルに達する補助金プログラムに

参加しました。来年度だけでも、財団は、外
国において大学院課程および大学課程の教育
を受けるため、専門的訓練のため、心身障害
者の教師訓練のため、又、青年職業人の交換
グループが海外視察旅行を行うため800名以
上の人々に450万ドルを授与します。財団は
各ロータリー・クラブ並びに個々のロー－クリ
アン′よりの寄付によって維持されています。

○インターアクト

インターアクトは、各地のロータリー・ク

ラブによって提唱され、大学に進学する前の
4学年に在学する優秀な高校生をもって結成
されている奉仕クラブであります。インター
アクトは、青年男女に、社会奉仕と国際理解
に寄与するために全世界を通じて親睦を結ぶ
機会を与えるものであります。1962年に発足
し、1974年6月現在、68カ国に約3，200のク

ラブと約70，000の会員を有します。
○ローターアクト

ローターアクトは、インターアクトに類似

したクラブ組織でありますが、ローターアク
トは、18才から28才までの若い成年を対象と
して、1968年3月に発足した活動であります
それは、全ての職業における高い道徳的水準
の受諾を鼓舞して、地域社会に対する奉仕を
通じて、指導力および善良なる市民精神を
育成し、更に、国際理解と平和を促進するこ
とを目的とするのです。1974年6月現在、ロ
ーターアクトは、60カ国に1，900のクラブと

約37，500有余の会員を有しています。

0世界社会奉仕

世界社会奉仕とは、ロータリー・クラブが
国境を越えて、各地域の必要問題と取り組ん
でいる海外のロータリー・クラブを援助、支

持するプログラムのことであります。毎年こ
のプログラムのもとに、何百もの事業計画が

完遂されています。典型的な実例としてほ東
南アジアやアフリカ諸国の図書館への書籍の
寄贈、韓国における避難民のための収容所建
設、インドにおける農民のための井戸のさく
井、タンザニアにおける辺かく地の人々の
ための空飛ぶ医師と薬品の援助などがありま
す。

0青少年交換
ロータリー・クラブ並びにロータリー地区

の援助のもとに、毎年、数千に及ぶ若い人達
が海外の人々、風土、文化などについての知
識を広め研究するために国境を越えて海外諸
国を訪れています。

0ロータリーの起源

ロータリーは、1905年（明治38年）、青年

弁護士ポール・P・ハリスによって米国イリ
ノイ州シカゴに創設されました。ロータリー
の名称は、当初、各会員の職場を順番に回っ
て例会を開いたことから生れたものでありま

す。

Barbarar Kramer12月予定表

12月1日（日）宿舎を三井徹君宅から石黒慶
之助君宅へ移転、遊佐R・Cより招待。

12月3日（水）例会出席、鮭の繹化センター
見学。夜、湯の田、酒田屋旅館にて青少
年交換、1泊、翌4日（木）会員の集り
で送りとどけられる。

12月13日（金）鶴岡西R・C X－maS招待。

12月14日（土）寒河江R・Cより招待。

（急）月山2号鶴岡駅82：3発1人で初
めて旅行、天童10：31着を寒河江R・C
で車迎え出る　Ⅹ一maS参加。

地区内交換学生懇親会、小松氏宅1泊
15日（土）月山3号で鶴岡へ帰る。

12月17日（月）遊佐R・Cより招待、

羽越1号鶴岡9‥53発（1人旅）
県内交換学生4人集合、Ⅹ－maS参加
地元青少年と交歓　土門氏宅1泊
翌日石垣氏宅にて餅つきを行い昼食
午後2時頃鶴岡まで送りとどける。

12月20日（金）鶴岡R．C X－maS招待

12月22日（日）鶴岡ローターアクトクラブ

Ⅹ－maS招待

12月23日（月）温海R・C X－maS招待。

12月25日（水）誕生日　家庭的な祝宴（石黒
宅にて）
国際電話で母国の母親と通話する。



CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認534．6・27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

い　ろ　り

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12‥30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鋤5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

紘ヶ、初め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第784号　　1974．12．20（金）（曇）　No．25

⑳出席報告　（20日）

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名

出　　席　　数　　　　54名

出　　席　　率　　79・41％

前回の出席

前回出席率　　85．29％

修正出席数　　　　62名
確定出席率　　91．18％

欠　席　者

阿宗君、風間君、山本（正）君、石井君、小花
君、大川君、中江君、斎藤（信）君、谷口君、

津田君、上野君、鷲田君、薮田君、高橋（辰）
君

メークアップ

風間君一東京南R・C

安藤君一酒田R．C

阿部（公）君、五十嵐（三）－鶴岡西R・C

⑳出席報告　　（24日）

本日の出席

会　　員　　数　　　　67名

出　　席　　数　　　　48名

出　　席　　率　　71・64％

前回の出席

前回出席率　　79・41％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　88・24％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、張君、山本（正）君、進
藤君、高橋（良）君、上林君、中野（垂）君、吉
野君、菅君、大川君、斎藤（信）君、笹原君、
佐々木君、上野君、薮田君、菅原君、黒谷
君、田中君

メークアップ

薮田君一新渇R・C

風間君、山本（正）君、小花君、中江君、

高橋（辰）君一鶴岡西R・C

⑳ビジター

原田行雄君、佐藤拡君、羽根田正吉君一

鶴岡西R・C

争点　　鐘　12：30　　鈴木会長

㊧ロータリーソング　　われ等の生業
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⑳ビジター紹介　　S．A．A

⑳会長報告

⑪幹事報告

本ロータリークラブのシニアアクチブ会

員の石井貞吉さんが去る12月10日私宅に来

られ、退会届（私事永年御世話になりまし
たが身体の都合で誠に勝手ですが退会させ
ていただき度く御願いいたします）を出さ

れました。

昭和49年12月10日

鶴岡ロトクリークラブ会長

鈴木善作様

尚、ロータリー財団にと1万円持って来

られましたので本日理事会にかけ承認され
ましたので大変残念ですが御報告致しま

す。

それで会員増強委員会の皆様に今年度の

増強目標達成に最大の御努力を御依頼申し
上げます。

昭和49年12月17日

クラブ会長殿

ロータリーの友編集事務所

口一タリーソソグ委員会

委員長　安野　譲　次

㊨ロータリーソングについてのお願い

講啓　時下益々ご多祥のこととお慶び申し
上げます。
先きに各クラブよりお寄せいただきまし

た「ロータリーソングについてのアンケー

ト」を集計しましたところ、永年、ロータ

リアンの皆様に親しまれてきた「奉仕の理

想」と「我等の生業」の現行の歌詞の他に
現代にマッチした新しい歌詞を－という

ご要望が多数ありました。

そこで当委員会では、この2曲のメロデ

ィに合わせて、ロータリー精神を盛り込ん

だ明るくて近代的な歌詞（各曲とも一番だ

け）を広く会員の皆様より募集することに
いたしました。

ロータリーの70年の歴史と世界に友好の

輪を広げるわれらのロータリーにふさわし
い歌詞をお寄せ下さるよう、貴クラブ会員

の皆様にご披露いただきたくお願い申し上

げます。

〆切日　昭和50年1月末日

送り先　東京都千代田区丸の内3の4

日石ビル

ロータリーの友編集事務所

ロータリーソング係

なお、選考の結果、入選作（各曲とも1

曲）は「友」誌上に発表し、現行の歌詞と
ともに新版「ロータリーソング楽譜集」に

紹介いたします。また、該当作なき場合
は、次の機会にいたします。

㊨ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、

津田晋介君
tt国際奉仕の真の意義とロータリー

国際奉仕の進めかたについで’

1969年の7月に、人間が初めて月の表面

に着陸しました。その宇宙飛行士の同乗者

達が賠黒の宇宙の大海に浮かぶ地球の姿を
見て、It我々は地球上に同じく生存してい

る者として、一番最初に、全人類の住家を

見ました”と喜び合いました。なるほど、

地球を巨大な乗物に解釈すれば、我々全人

類は、地球上の同乗でありましょう。
この一つの天体を共同の住家とする、（1）

我々全人類のなかよい結合（結束）がいか
ほど重要であり、（2）全人類の相互依存（お

互いに他によりかかって存在すること）の

認識、（3）各国間の善意と、（4）寛容（寛大で
よく人をゆるしいれる）であることと、（5）

よりよき理解がどれほど重大なことである

かを自覚させられたと云っています。

この（1）から（5）までの5ヶ条を強調し、解決

する奉仕こそが、国際奉仕の真の意義であ
ります。国際奉仕の要点は、（1）各自が自覚　　）

すること、（2）実際に、役立つ善意と、（3）平

和と、（4）理解の増進をはかること　なので

す。

国際奉仕は、社会奉仕の範囲を拡大した

ものとも云えます。それは、我々各自の地

域内の人々の必要に対する奉仕を更に延長
させて、地球に住む人類の一つの大きい世

帯に対する奉仕であるからであります。
宇宙飛行士達の見た宇宙の大海に浮かぶ

天体の数は、我々が夜、（1）星が沢山見える
よりも多いものと云っています。その中の
一つの、（2）われわれの住む天体の地球は、

それらの天体の中でも一番小さいものの一



つなのですと云っています。

（3）その一番小さい天体の地球が私達、全人

類の住家なのです。その全人類の住家の中
には、非常にバラエティ（多様性）に富ん

だ種族が住んでいます。けれども、（1）全人

類の生活の向上と、（2）生活の安定、（3）また

は、各方面からの要求は、皆相互依存の関

係にあります。人間は皆（4）大自然の恐しさ
を知っています。（5）人間が多過ぎれば多い

程に、空腹の苦しさを味わっているので

す。

又一面、（6）愛し合う喜びを知り、（7）家族
の温かさを知り、そして、（8）各国語を通じ

て音楽、（9）芸術を通じてよろこび、㈹真

理の探究に、掴新しいものの発見に、㈹共
に生きてゆく意義を深め合っているので

す。住専人間は大自然を己が意志と力で変形
させることが出来、㈹原子核を分裂させ
て、㈹その学問の秘密をさく小り、㈹月の世

界へまでも人間を送って、その探検意慾を

燃やしていることが出来ましたが、しかし

ながら人間自体のなぞを解くことは余り進

歩していないのであります。

例えば、（1）人間同志の争いや衝突の其の

原因を把握し得ずにおります。（2）せいぜ
い、進歩のあとが見える位のものでした。

（3）善意の人々である、ロータリアンの皆様
は、『奉仕の理想に結ばれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって、国際間の理

解と親善と平和を推進すること』という、

①ロータリーの日的達成に活躍できるので

す。この活躍は、法外（程度）を越えた仕

事のように、お思いになるかも知れませ
ん。けれど、ロータリアン達は、②過去半

世紀にわたり、いろいろな分野で、簡単な
がら、実際に役立つ方法でもって、混乱の

世界にあった平和の使徒（神聖な事業に献
身する人々）として、活躍してこられたの
であります。ですから、程度を越えた仕事

ではないと思います。

皆さんも、先ず、国際奉仕の第一歩とし
て（1）海外のロータリアンと個人的な文通を

始めて下さい。（2）出版物や、（3）録音テー

プ、（4）カラースライドによって①プログラ

ムや、②情報を交換し合っているクラブが

多数あります。

もしも、（5）海外からの、お客様が皆様の

クラブを訪問されたならば、（6）地域社会

や、（7）各自の職場へも案内して上げて下さ
い。

そして、もしも、皆さんが海外へ旅行され
る場合は、（8）ロータリーの襟章は、345地

区（何千もの地域で）の友情の旅券となり
ますから、ロータリーの襟章をつけること

を忘れないで下さい。ロータリアン達は、

また、開発途上の国々へ行って、（9）彼らの

専門知識や㈹技術をわかち合い、小さな企
業の店や工場を訪問して、掴運営面の相談
に応じています。叉、何百ものロータリー

地域に、仕う世界社会奉仕によって提携を結

んでいます。

このプログラムでは、①ロータリークラ

ブが海外で困っている地域社会へ、その他

のロータリークラブを通じて援助の提供を

しているのです。世界社会奉仕は、②たと

え、大平洋をへだてた遠い彼方の地域社会
の問題も、自分の地域における問題として

援助するものです。（訃米国の中央事務局に
は、その世界社会奉仕計画の資料調整室が

設置されています。援助を要望しているク
ラブと援助提供を志望しているクラブとの

媒介の役割を果たしているのです。
では、一体、どんな援助が提供されてい

るのでしょうか、④これを具体的に述べま

すと、①′各種の器具類∴②′技術訓練、

③′医薬類、④′書籍、⑤′食糧、⑥′資金、

⑦′更には、実地に赴いて活動するロータ
リアンのチームまで含まれています。⑤そ

の典型的な活動には、①′アフリカのナイ

ジェアの空飛ぶお医者さんのために贈ら

れた無線ラジオ装置があります。②′イソ
ドでは、身体障害者のための義手、義足の

製作に、⑨′その道の専門家が実地指導に

当たっています。④′韓国では、住宅建築
に用いられる、れんがを作る器具の援助を

受けたり、⑤′東南アジアの一農村では、

保健婦となる若い女性達がその訓練を受け
ています。

⑥′若い人達の訓練においても、国際理

解の増進に大きな貢献をしています。

⑦′毎年、数千に及ぶ青年男女がロータリ
ーの青少年交換活動によって海外へ飛び立

っています。㈹ロータリー青少年交換活動

の特長は、海外諸国においても、各自の地



域に居るのと同じように、①ロータリアン

の監督、世話を受けることであります。

掴叉、皆さんは、ロータリアンとして、

ロータリー財団を支援できます。①財団の

目的は、世界語国民間の①′理解と②′友好

関係を増進させることにあります。②毎

年、ロー一夕リー財団の活動は、数百名の青

年男女に、外国で、①′大学院課程、②′大

学課程の勉強をする奨学金を授与し、又
③′専門的技術の訓練、④′研究グループの
交換、⑤′身体障害者の教師の留学など
に、補助金を授与し、これらの奨学金や補

助金を受けた人達は、皆、親善使節として
の役目も果たしているのであります。

約4世紀前に、イギリスの詩人、ジョン
・ダソは、『人間は誰一人として、万能で

独立した島にいることはできない』と書き

残しています。種族、宗教、文化を異にす
る、全ロータリアンの一人一人の努力を尊

ぶのは、この精神によるものであります。

その意味で、ロータリアンの皆さんは、全

人類の世界平和実現のために寄与できるの
です。

現代の詩人、アーチポルド・マックリー

シの言葉によりますと、『永遠の静けさの

中に浮かぶ小さな、青い、美しい1個の天

体として、われわれの地球をそのあるがま
まに、美しく眺められることは、今迄に、

地球上に住む、我々全人類の兄弟姉妹の親

善、平和、理解のよさによるものだ。と、

やっと地球上の全人類が、我々の真の兄弟

姉妹であることを覚り、そして、やっと我
々、全人類は地球上の同乗者だと云うこと

を覚りました。』と云っています。

以上を要約すれば、国際奉仕も又、常に

新しい視点に立って奉仕することが大切で
あります。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。
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ロータリーの精神を振るい起こせ
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⑳出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　71・64％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　88・06％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、半田君、板垣君、飯

自君、石黒君、五十嵐（三）君、進藤君、

黒谷君、小花君、嶺岸君、三浦君、三井

（忠）君、新穂君、佐々木君、鷲田君

メークアップ

薮田君一新潟RC

阿部（公）君、張君、山本（正）君、高橋

（艮）君、上林君、黒谷君、吉野君、菅

君、菅原君一鶴岡RC

進藤君一酒田RC

争点　　鐘　　12・30　　鈴木会長

⑬ロータリーソング　　　手に手つないで

一冬ビジター紹介　　　S・A●A

⑳会長拶挨

（賢）君、小野寺君、斎藤（信）君、佐藤　⑳会長報告
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㊥幹事報告

材）31日例会を年末の為30日に変更

36分例会とする。

⑳バストガバナー早坂源四郎君より会の運営

を厳正に．′

材）36分例会は反対

（ロ）例会日変更等も出来る限りしない様

ぐう　石井氏の退会に対し報告

㊥49年12月30日会長挨拶

本日は明日の例会日をひさごやさんの都

合により1日操り上げ本日開くことに致し

ました。年末の御多忙の処御出で下されま

して、叉その前の例会時に報告致ましたご

とく永い間皆様と共に友好と親睦を探めま

した。

シニアアクチブ会員の石井貞吉さん退会

なさるので御挨拶に参られましたので後ち

程御挨拶御願い致します。

光陰矢の如くとか、ロータリー年度もは

や半年を終ります。顧みれば7月会長の重

任を負い皆様の御協力を願い新年度の活動

計画立案の時点よりRC会長のターゲット

「ロータリー精神を振るいおこせ」に基き

内部的成果を高め第353地区ガバナーの公

式訪問及福島での地区大会も無事終え、9

月よりは交換学生のバァーバラ嬢を迎へ三

井君、12月よりほ石黒君に宿泊を御願い色

々と御交情によりこの間の忘年会には皆々

様のお力によりお召を着て参列喜んで居ら

れました。

今度は2月には台中への訪問旅行を実施

して姉妹クラブの締結を目的とする予定で

あります。走れも会員皆々様を始め各理

事、各役員、各委員会諸氏の御強力、御支

援に依る賜ものであること深く感謝して居

ります。

あと半年も一層の活動に努めロータリア

ンの真価を発揮したいものと存じます。

どうぞ皆さんも苦労に負けず新たな抱負を

持ってご健康で越年され新年を迎えられま

す様お祈り致します。

⑳ロータリー情報委員会

張　　紹淵君

山本隆男君

津田晋介君

ttロータリーの職業奉仕と

その5原則について。

”ロータリーの職業奉仕の

5原則とは何か。

それは、（1）私達会員は、ロータリー制

度（制定された法規）化された職業分類を

かりています。（2）クラブ内で、各自の職業

を代表しています。（3）職業道徳の水準の高

揚につとめ、（4）他人のあらゆる職業も有用

（やくに立つ）であると云うことを認識し

て、（5）社会への奉仕の一端として、各自の

職業の向上をはかることが5原則でありま

す。

更に、平易に云えば、職業奉仕の真の意

）



味は、各自が職業を通して、一般社会のた

めに益すことであります。その日的達成す

るためには、世界各国に∴おいては、（1）実

行している活動（2）その方法、手段も種々様

々でありますし、（3）アイディアも異なる

ことでありますし、（4）私達の職業にも適

していないものも含まれることがありま

す。

ロータリーの職業奉仕をもう一度、具体

的に示しますと、私達会員は、ロータリー

で制定されているクラブ会員の原則の職業

分類を貸りております。そして我達、会員

は、その職業分類の職業を代表するかたな

のです。そして、ロータリークラブが地

域内の各種の事業、職業を全部含めた、全

職業の代表者のクラブとなるようにしてい

るのです。

ロータリーの職業奉仕は、（1）ロータリー

の奉仕の理想を、あなたの職場に活かす任

務が課せられており、（2）各自の職場で職業

遺徳の高揚に努め、あなたの職業をして、

社会にとって尊ばれる生業として奉仕する

ようにつとめるのです。

よりよい職業奉仕の向上をはか引こは。

雇主と使用人との関係が大きく影響しま

す。それには、従業員の雇用制慶を、（1）従

業員が自由に話し合うことが出来るように

します。（2）その改良についての提案や（3）不

平を申し出ることが出来るようにして、（4）

能率の向上や、（5）職場の改善に役立つアイ

ディアの提出者には、報酬をあたえましょ

うし、（6）従業員の保健制度は一般の水準に

なるようにし、（7）従業員のスポーツ、（8）趣

味、（9）文化、㈹公共の活動に関心をもちま

しょう。

掴ときには、厄介な問題も含むことがあ

ります。円満解決をはかったり、又仕分製品

も、住専サービス業務も如何でしょうか。

掴一般家庭の主婦を招いて、苦情を聞くプ

ログラムをやっているクラブもあります。

住専私達全員の同業者組合には、道徳律とか

、個不正取引を取締る規定があるようにし

ます。

又、的製品とサービス業務の広告は正直

と、真実性がなければなりません。㈹自分

の店の販売方針を公平にして、個顧客（と

くい客）の種類や、錮買上げの額の加何を

問わず、同様に親切にします。銅製品を売

る場合には、自分の損得許り考えずに、

最も顧客のためになるように、製品につい

ての説明をしたり、鋤助言をあたえましょ

う。

幽事業上の重大な決断をされる場合に

は、②地域社会や、②その環境全般に及ぼ

す影響を考えましょう。各自の職業に直接

関係する以外のはんいでも、朗地域と鱒社

会に、鯛若い人達にも職業奉仕をすること

ができます。飼将来の職業を撰択しようと

している、若い人達へ、有益なインフォメ

ーションをはかり、クラブでは、学校など

へ出張して、幽就職相談会を開いたり、我

々の事務所や職場へ学生を招いて、幽職業

情報を提供したり、新会員も会員の皆様

も、御自分の職業がどのように地域社会に

貢献しているかを展示したり、説明できる

ように、鋤就職相談に参加されることをし



ます。

帥ロータリアン達の中で、開発途上の国

々のために、小企業相談所を作って、職業

奉仕をわかち合うかたもあれば、又同業者

との関係にも的奉仕の向上のために、tt最

も優秀なとうもろこしの種子をわけあう百

姓の美しい気持ちになっで’、隣人達にも

よくすること、などをします。

一般社会へも周知させるためにほ的仕事

に通じて、社会に顧著な功績の人々を選び

表彰するなど、朗河、さな親切運動を主催し

て、コンテストを行ったり、す地域の一番

親切な事務員さんとか、②一番親切な、お

巡りさんとかの投票をして表彰したり、鍋

そのほか、あらゆる職業はすべて、何らか

の形で、社会へ貢献しているということを

個人として、又、クラブとして、表彰した

り、広く一般社会へ認識させる方法がいく

らもあります。錮ロータリー生活の中で、

最も有益な体験の一つには、ロータリアン

同志の討議であります。

帥炉辺会合などをして、①職業上の問題

をここにかかげた、職業奉仕に照らしてみ

たり、②各自の職業生活の新しい希望をは

かったりすることや、餉各会員を例会に各

自の職業について、①その発展と③業務と

旬製品の質の向上をはかる方法のスピーチ

をしたり、鱒特殊な職業に従事するかたの

スピーチを例会に招き、①新しい発見と③

発明などについて話しをきいたり③例会に

新しい空気を吹き込んだり、します。

㈹又、同僚会員の職場見学をしたりするの

も楽しいものです。

以上がロータリーの職業奉仕のありかた

です。

職業奉仕を結論すれば

奉仕の理想を他の人々とわかち合うこと

なのです。国際ロータリーの元会長によっ

て、作られたtt四つのテスト”が奉仕の理

想に対する各自の言行の指針とするもので

す。

ト　真実かどうか。

2．みんなに公平か。

3．好意と友情を深めるか。

4．みんなのためになるか。

をよく記憶しましょう。

そして、奉仕こそ私達のつとめなので

す。各自の職業を通じて、他の人々のた

めに、奉任しましょう。

そうすれば、自然と、自分の職業も成

功します。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さ。

＼＿ノ



CLUB BULLETIN
創立S34・6・9　承認534．6・27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

雪だるま

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12：30－1‥30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　　鈴　木　善　作

幹　事　　高　橋　　辰　美

取れ紬め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第786号　　1975．1．7（火）（雪）　No．27

⑳出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　71・64％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　89・55％

欠　席　者

阿宗君、板垣君、風間君、三井（賢）君、

中江君、斎藤（得）君卜斎藤（信）君、新穂

君、高橋（正）君、高橋（艮）君、田中君、

山本（正）君

メークアップ

佐藤（忠）君、進藤君一酒田R・C

石黒君一温海RC

阿部（公）君、半田君、板垣君、五十嵐

（三）君、小花君、嶺岸君、三井（賢）君、

小野寺君、新穂君一鶴岡西R・C

⑬ビジター

羽根田正吉君、半田茂弥君、菅原隼雄

君、原田行雄君一鶴岡西R・C

⑪点　　鐘　　12・30　　　鈴木会長

⑳君が代
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⑳年の始め

⑳ロータリーソング

＜む本日ビジター紹介　　　S．A．A

⑳本日のゲスト紹介　　　会　長

⑳歓迎のことば　　　　　会　長

食　　　　事

⑳会員誕生祝

⑳月間、月間出席表彰

㊨会長の年頭挨拶

⑳白井市長挨拶

㊨幹事報告

会員誕生

板垣俊次君　海東与蔵君　三井健君

男網末松君　佐藤伊和治君　吉野勲君

奥様誕生

五十嵐とし様（三郎）、男網恵美子様、

中野悦子様（重次郎）、高橋美津子様（正

太郎）、高橋時子様（辰美）、谷口実代子

様

年間皆出席

15年間皆出席　　　張　紹淵　君

14年間皆出席　　　三井　轍　君

14年間皆出席　　　嶺岸光貴　君

3年間皆出席　　　今野成行　君

12月120％出席　　　3名

鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君

12月100％出席　　　47名

阿部（公）君、阿部（裏）君、風間君、安藤

君、張君、森田君、半田君、早坂（源）

君、佐藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、

市川君、山本（正）君、石黒君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、今野

君、高橋（良）君、海東君、佐藤（衛）君、

上林君、小花君、小池君、吉野君、嶺岸

君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（俸）

君、完網君、菅君、小野寺君、中江君、

斎藤（栄）君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、

佐藤（忠）君、佐藤（友）君、高橋（正）君、

小松君、手塚君、中野（清）君、富樫君、

薮田君、高橋（辰）君、菅原君、佐藤（正）

三日‘

⑳会長年頭挨拶

本日御出席のゲストのバーバラさん、名

誉会員の白井市長、ビジターの方々始め会

員の皆様新年お目虔う御座います。

1950年のお正月は雪は不足天気はよく幸

せなお正月ですが、今年の先きの政界の状

態、インフレ、物不足、物価異状な値上等

は如何になりますか心配でなりません。

今年の御正月の天気の様に晴れやかに過ご

してもらい度いものと熱願致すものであり

ます。

さて年末の例会にも申し上げました如く

当年plクリ一年度も半分を皆様の御協

力、御指導によりまして大過なく過ぎまし

たが、あと6ケ月となりました。



今年度の活動計画、重点と要綱にも示し

た様に一層の充実と強化を計り社会奉仕を

重視し、国際親善の理解を深め、会員の増

強、出席率の向上、親睦の強化を計りたい

と切願するものであります。

依って皆々様と手に手を取って「ロータ

リーの精神を振い興そう」ではありません

か。

以上簡単ですが、年始めの御挨拶申し上

げます。

㊧ロータリー情報委員会

張　　紹　淵　君

山　本　隆　男　君

津　田　晋　介　君

Itロータリーの生活環境の

保全とその意味につし、て

”人間の生命と生活環境をすぐに大き

く、影響をするものを10あげれば、①は、

月面から見た地球は恐ろしく汚いものにと

りかこまれて見えると云われています。

②湖水は汚されて、③黒い煙がきたならし

く立ち上がっています。

④つぶした自動車の層は山となって⑤ご

みの山があり、ゆ農作物への空中噴霧には

家鴨が急に死んだり、⑦混雑する高速道

路、⑧空気さく（削）岩機のあの騒音、⑨ヂ

ェット機の着陸の騒音、⑲人間達のデモさ

わざの雑音があります。これらは皆、人間

のしわざであります。自然は美しいもので

あり、地球、大地も美しいもの健全なもの

です。が、現今では、地球は痛気の状態に

あります。

人間は、又々、自分達で自分達が自分達

の病気をふやしています。人の生命は大き

な網のようなものです。1個所が破れば、

網全体に影響します。

しかし、幸いに、人間はそれらの原因を

っきとめ、復旧することが出来ます。その

示唆としてほ、①米国のカリスペル、ロー

タリークラブは目ざありな田園風景を、町

の人々と共に土地をきれいにし、⑨不用な

物を焼き払い、③錆びた山積の事体を取り

除いたり、⑨このようなことが、世界各地

のロー－クリークラブが環境改善計画を実施

しています。

⑤米国のクリントン川がスターリング、

ハイツ、ロータリークラブは1969年設立し

てから、ごみ除去の運動をやって、面目一新

して来たり、先頭に立って、12，000トンも

ゴミ集めをしたり、⑥どの町にも簡単なご

み一掃運動が出来ます。⑦英国では、ノッ

チインガム北クラブはパレードの先頭に立

ったり、⑧ミスごみの一団の示唆もあり、

⑨町の若い人達のごみ集め、⑬空ぴんの回

収の応援をしたり、⑪更にそれを再生工場

まで運んだり、⑫奨学金のための醸金をや

ったり、⑬廃車から金属の回収をやった

り、⑭高速道路に植樹をしたり、⑮日本で

は、歴史的な城跡の清掃をしたり、⑮岐阜

南クラブ会員は、荒田川の川辺りに標識を

立てました。

tt汚すまい、川は見ている。生きている’’。



とあったり、㊥オーストラリアは海岸の道

路をブルドーザで平らにし、人々の太平洋

の眺めをよくしたり、⑲川辺りの彫刻を庭

園に移して、環境の美化を沢山したり、⑲

台南ロータリークラブとフランス、リオン

ロータリークラブは環境美化の問題を小冊

にしたり、テレビ番組を提供したり、⑳野

生動物園は動物がその原息地に近い環境の

中を歩き廻る習性をくんでやって、第534

地区のロータリークラブは相当な金額を寄

付して、㊧すべての生物間、生活の相互関

係の勉強に供したりして、⑳オーストラリ

アでは、国立公園に達する自然歩道をつく

ったり、⑳米国ウットレークは中学生に展

望台を建てて勉強に供したり、⑳地球に関

する科学の教材を運ぶ地球串を提供した

りして、自然を生徒の身近にしたりしてい

ますが、その中で、大気汚染が最も危険な

問題であります。

⑳カナダのモントリオールロータリーク

ラブでは、先頭に立って移動式空気検査施

設を開発したりして、モントリオール地域

の空気の質を監視したりして、今は大学に

よって運用されて、汚物の河川流入に対す

る厳重な法的規制を行ったりしました。

ロータリアン誌によれば、世界中のロー

タリアン達がどういうふうに生活環掛こ関

心をもっていることがわかりますが、しか

し、やるべきことは沢山残っています。

それは、地域社会全体を代表するグルー

プの指導も大切であり、ロトクリアソ連が

先頭に立ってやることも大切なことであり

ます。

北米のインディアンの酋長さんが昔、大

地は人間に属するものではない。人間は大

地に属しているのであります。と云ってい

ます。大地、自然は美しいもの健全なもの

です。人間がすべての物の生命の長命を危

険に曝しています。（長生きをさせないよ

うにしています。）

人間は大地自然を汚さないで生活し、人

間が自然と調和して、その健全な美しいと

ころを取り戻さない限り、森の中に住んで

いる鹿も長生き出来なくなります。

人間の生命はすべてが、同じ1つの永久

に生きようとする生命の網に結ばれている

ことを忘れてはなりません。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認534・6・27

顔問ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

雪だるま

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235的5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第787号　　1975．1．14（火）（曇）　No．28

⑳出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　82・09％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　92．54％

君、三井（健）君、薮田君、三浦君、森田

君、中野（垂）君、小野寺君、斎藤（栄）

君、斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐藤（衛）

君、佐々木君、鈴木（弥）君、高橋（正）

君、田中君、手塚君、富樫君、吉野君

メークア　ップ

板垣君、風間君、三井（賢）君、中江君、

新穂君、高橋（良）君、山本（正）君一鶴岡

西R・C

欠　席　者

阿部（公）君、安藤君、張君、早坂（源）　⑳ビジター

君、五十嵐（伊）君、海東君、金井君、小　　　小林忠康君、吉川喜一郎君、自崎伸二

池君、鷲田君、三井（徹）君、三井（賢）　　　君、足達一君一鶴岡西R・C
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⑪点　鐘　　12：30　　鈴木会長

㊨ロータリーソング　　手に手つないで

⑳本日のビジター紹介　　　S．A．A

⑪本日のゲスト紹介　　　小花会員

⑳ビジター並びにゲスト歓迎のことば　会長

⑳会長報告

⑳幹事報告

⑪ゲストスピーチ

日本ユースホステル　金子智一氏

㊥雑誌週間にちなんで

阿　部　会　員

車台中港クラブ訪問報告

新　穂　会　員

㊥雑誌週間

1月19日（日）～25日（土）

「ロータリアン紙」…1911年1月

（明治44年）

現在46万部中、（日本は8，617部購読）

「ロータリーの友」…昭和28年1月

現在・‥7万200部（通巻264号）

顧　　問　　5名

委員長　1名

副委員長　1名

専門委員　　3名

地区委員　　21名

353地区　中村忠司（福島R．C）

「クラブ・イン・アクション」

・・・グラビア写真

「地区の動き」・・・2地区ずつ発表

「巻頭論文」

「友愛の広場…1，000字（400字詰2枚半）

「卓話の泉」…会報上の卓話を選ぶ

「ロータリー俳壇」・・・5句以内

（毎月19日必着）

「談話室」・・・投稿400字以内

誌代・‥29年1月～100円

37年1月～110円

50年1月′）200円

⑳ロータリー情報委員会

張　　紹　淵　君

山　本　隆　男　君

津　田　晋　介　君

ttロータリーの社会奉仕を総括して

”（1）その日、その日のご飯もたべられな

い、身寄りのない子供達がおります。（2）年

老いて、淋しい人生を送る人達も′ぉりま

す。（3）健康で働らく意慾があっても、仕事

のない人達は、①山の中の田舎にもおりま

す。

又②高層ビルがそびえ立つ大都会にもお



ります。匝）その他、いろんな助けを求め

て、手を差し延べている人達がおります。

そして、その人達は、（5）ロークリアソの皆

様が一緒になって、温い援助の手を差延べ

て下さるのを待っているのです。（6）ロータ

リーの社会奉仕は①単なるクラブ活動では

ありません、③これにプラス地域の人々に

対して助けようと云う、関心に基づく、前

進の課程なのです。

③そして先ず、援助を必要としている事

柄を見定め、④その問題の解決をめざす活

動をはじめ、⑤或いは、それを強化させる

ことであります。

（7）それには多くのクラブは、先ず、①社

会が求めていることの調査を行なっていま

す。

地域調査は、各自の地域社会を新しい視

点に立って観察し、②そして必要としてい

る事柄、（診その中で急を要することなどを

検討しています。

例えば①自動車の激増によって、交通が

マヒ状態にある時とか、②家屋の荒廃が町

の美しさを汚し、（卦住民の住宅問題が探刻

化しつつある時とか、④大気汚染が人々の

健康を害しつつある時とか、（参工場から流

れ出る有害なる清水が潮や河川を廃虚と化

しつつある時とか、ロータリアン達がなし

得ることはないでしょうか。

⑥皆さんの町は、どれほど、交通安全に

目覚めていますか。⑦交通事故防止対策は

確立されているでしょうか。⑧住居、工

場、公共施設の火災予防対策はどうでしょ

うか。（卦身体障害者への援助は如何でしェ

うか。⑲保健所や疾病予防のための検診な

どにも日を向けて下さい。

⑪到底身の廻りの人達の手に負えないよ

うな境遇にある人々の福祉とか、⑫若し

も、国家の福祉制度の援助で、その人達の

境遇を救い切れない場合には、ロータリア

ンが為し得ることがありましょうか。

⑬生きてゆく望みを失いかけた人達のこ

とを考えてやり、⑭麻薬によって、貴重な

生命を侵されつつある人々の更生をはかる

ことは出来ないでしェうか。⑮未成年犯罪

者の保護司としての奉仕、或は、刑務所を

訪問することも有意義な活動です。

⑮町の教育施設を検討して見ること、器

具類や教科書、教師の不足はないものか、

⑰普通に勉強されない児童のための特別教

室はつくられていますか。⑩学習能力に恵

まれた学生に、奨学する制度はできていま

すか。

新しい自動装置の導入によって、⑲職を

失う人達が、他の技術を習う機会を提供さ

れているでしょうか。⑳町の教養文化の面

の向上はどうでしょう、その文化活動はど

うでしょう。

博物館、美術館、図書館の施設はどうで

しょう。⑳子供達の遊び場、公園、運動場

などは、十分にあるでしょうか。⑳青少年

が集まって、それぞれの趣味や競技を楽む

ところは？⑳孤児や恵まれない子供達の園

遊、ハイキングなどの世話をするユース・

センター（青年センター）はできているで



しょうか。

⑳青少年達に、奉仕の意義を認識させる

ため高校生を対象に、インターアクト・ク

ラブを作り、⑳18～28才の青年男女には、

ローターアクト・クラブと共に皆さんのク

ラブがスポンサーできる青少年の奉仕クラ

ブがありますか。

これらは結局、若い世代の人達と共に一

緒になって、活動する機会をロータリアン

達にあたえるものであります。ただ作っ

て、やりはなしをしてはなりません。そう

云うわけで、会員の皆さんは、率先して活

動できるのです。率先してしなければなら

ないのです。⑳皆様のロータリークラブが

着手した事業を又、⑳現存する各種の福祉

機関をたすけるた削こ、何かないでしょう

かと考えれば、考える程、いろいろな社会

奉仕が沢山あります。

これらの社会奉仕は①クラブの一員とし

て、②又、一個人として我々の皆が、③人

々のために奉仕すると云う、一つの目標達

成を目指して活動出来るのであります。

それですから、我々はぐずく、ザしてはなり

ません。いろいろとこのように考えて見る

と、私達の住む町の中に、援助を必要とし

ている奉仕だけでも、奉仕の機会が十分に

あるのです。助けましょう．／

どうです。（1）ロータリークラブがあって

からどれだけ、私達の町がよくなりました

でしょうか。（2）これが、ロータリー奉仕の

実績だと示し得るものがありましょうか。

（3）なかなかないでしょう。

そうすれば、一層我々は、常に新しい視

点に立って、援助することの必要性がおわ

かりでしょう。

そして、我々ロータリアンは、常に、御

自分をこのように質問して、社会奉仕を進

めようではありませんか。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認S34・6・27

品岡口一々リー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

雪だるま

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12‥30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235をう5775

会　長　　鈴　木　善　作

幹　事　　高　　橋　　辰　美

級ヶ、紬め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第788号　　1975．1．21（火）（曇）　No．29

⑳出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　58・28％

修正出席数　　　　58名

確定出席率　　86・57％

欠　席　者

阿宗君、早坂（源）君、半田君、風間君、黒谷

メークアップ

安藤君一束京北R・C

薮田君「気仙沼R・C

早坂（源）君一酒田東R・C

佐藤（衛）君一温海R・C

阿部（公）君、張君、五十嵐（伊）君、海東君、

金井君、小池君、三井（徹）君、三井（賢）君、

三井（健）君、森田君、小野寺君、鈴木（弥）

君、手塚君、富樫君、吉野君一鶴岡西R・C

㊥ビジター

上野十九治君、工藤武樹君、会田起央

君、長南朋養君、本間留芳君、羽根田正

吉君一鶴岡西R・C
君、今野君、三井（健）君、中江君、斎藤（信）

君、佐藤（昇）君、佐藤（衛）君、佐藤（正）君、

高橋（良）君、佐々木君、鈴木（善）君、高橋　争点　鐘　12：30　佐藤忠副会長

（正）君、田中君、鷲田君、山本（隆）君　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木会長病欠）
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㊨ロータリーソング

それでこそロー一タリー

⑳本日のビジター紹介　　　S．A．A

⑳会長報告⑳幹事報告

㊨スピーチ　　　雑誌週間にちなんで

小池繁治君（会員）

やロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

ttロータリークラブの新入会員と

クラブの内部拡大について”

ロータリアンになろうとする願いは2つ

あります。その①つは、役に立って、そし

て他人を助けたい、という願いと、②同じ

志を持った人々と親しくなりたい願いなの

であります。それですから、我々はクラブ

に誇りを感じ、更にその会長であることが

誇りと思っています。その誇りとする理由

は、我々は奉任します。そして成果を上げ

ます。

我々のクラブは拡大しつづけます。拡大

に努力し、単に量でなく良質にも拡大しつ

づけます。世界中の個々のロータリークラ

ブはその地方地方に調和した独自の奉仕活

動のやり方を持っています。

そういうわけで、クラブは皆、同じ奉什

計画を持っているのではありませんので

す。

ロータリー奉仕は、色々の面に及んでい

るので、クラブ会長は、会員達を適材適所

に配置して適切な奉仕を計ると云う、特別

な任務があります。これらの仕事をやりと

げるには人手が要ります。親睦を拡げるに

も、多くの会員が要ります。目的を持った

活動をし、新会員がつづいて入会すれば、

クラブは誇りのあるロータリークラブとし

て、呼べることでしょう。

我々のクラブの力の真の税源は、会員が

揃って活動に参加することにあります。

そして、又新しい会員を獲得するというこ

とも、クラブの力の真の根源にも当てはま

るのです。クラブの拡大は他人の仕事では

なくて、自分の任務、仕事であるという会

員一人一人の自覚によって、我々のクラブ

は着実に、自然と健全に成長して来ました

のです。そして我々は、会員の質を高く維

持してきましたのです。

しかし私は、会員数の増加に反対する声

を未だに耳にします。又その他の声も聞え

ます。

しかし、我々が内部拡大を強いてやる確

固たる理由が沢山あります。例えば毎年、

引退、死亡、転勤で会員を失っていますの

で、たえ間なく、新会員の入会を望みま

す。新会員は新鮮な考えと新しい活力と多

くの親睦をもたらして下さいます。

我々のクラブの会員の増強作戦は、基礎

的資料である。職業分類指針を利用しま

す。毎年のロータリー年度の7月か8月

に、職業分類委員会は充瞑、未充填職業分

類表を作り検討し、そして更改（あらため

かえること）をします。職業名簿や電話帳

によって、我々の地域内に進出した新しい

職業を調べます（倒産しそうなのは、注意

します。）職業分類委員会は分類表を検討

し、更改して会員増強委員会に提示しま

す。会員増強委員会が行動を起して、クラ

ブ内部拡大を促進する方法を立案します。

会員に対して、開放している職業分類を通

しなければなりません。例会でアナウンス

したり、会報に掲載します。

会員全体が協力して、会員候補を探しま

す。方法は。その一つの方法として、引退

した会員に代るべき新人を探すことです。

又、新しい企業や事務所の開設に眼を光ら

せます。会員数は増接します。簡単な図表

によって、その増減の傾向に注意します。



会員増強委員会は開放すべき職業分類を理

事に上申します。会員増強の要を例会に発

表して、会員の関心を強め、持続させま

す。

定款規定の会員の種塀をすべて活用しま

す。我々のクラブは54名の正会員でした

が、中で8名のアディショナル正会員があ

りました。7名は職業分類本来の持主と同

じ会社で働いています。8人目が最近この

地に移って来た花屋さんです。この人は前

にロータリークラブの正会員でありまし

た。しかし、このクラブでは、その職業分

類はすでに別の花屋によって充塀されてい

ました。花屋の職業分類を持つ会員の承諾

を得て、彼はアディショナル正会員として

入会を認めましたのです。

シニア・アクチブ会員制度も会員増強に

役立ちます。一つまたは、いくつかのロー

タリークラブで、通算15年以上正会員であ

った者は、自動的にシニア・アクチブ会員

になりますので、職業分類が空席になりま

す。
一つまたは、いくつかのクラブで、通算、

10年以上正会員で、年令60才以上に達した

ものは、シニア・アクチブ会員です。職業

分類が空席になります。

5年以上正会員であった者が年令65才以

上に達したものも、シニア・アクチブ会員

であります。職業分類が空席になります。

国際ロータリーの現在、または、元役員

は、自動的にシニア・アクチブ会員であり

ます。これも職業分類が空席になります。
一般に空席になった職業分類に対して

の、新人の推薦の場合は珍らしいことでは

ありません。

シニア・アクチブ会員になっても、権利

と特典は正会員と変らず、ただ、アデイシ

ョナル正会員を推薦することが出来ないだ

けです。シニア・アクチブ会員は、職業か

ら引退しても、または転居しても会員の資

格を維持することが出来ます。このように

して、会員規定を全部活用して、新会員を

迎える余地を持ちつづけているのです。

正会員、アデイ・ショナル正会員。シニ

ア・アクチブ会員。バスト・サービス会員

の別なく、会員の一人一人がクラブを強化

すべき才能と人力を提供します。年令を問

わず、我々は力を合せて事に当り、奉任し

ます。

数年前、我々の会員数は減少をたどった

ことがありました。そのとき5名で1名の

新会員計画して、そして、各組から開放し

た職業分類に対して1名の候補を推薦する

よう要請されました。そして、更に、クラ

ブをよくするには、どうすればよいかを考

えて欲しいと要請されて、1年たらないう

ちに、増員出来て、クラブの社会奉仕に対

する新しい構想が生れました。それが、我
々の奉仕計画を大成功にしたのでありまし

た。

我々の会員の中で、一度も新会員を推薦

しない人がいます。調べて見ると、新会員

を推薦する方法を教えていないからです。

（教えることです）

若い新会員は会員の平均年令をよい線に

押えて下さいます。有望な、青年の奉仕団

体に参加し、指導者としての素質ある人が

多くあります。我々は生きた奉仕活動をし

ています。

ロータリーの綱領を行動に移すことが、

新人をひきつけるのに最善の方法でありま

す。新人に我々の奉仕計画の実際を見ても

らい、その推薦者と組ませて、一人一人が

すく申、奉仕に熱中するように努めます。推

薦者は新会員を仕込み、他の会員に紹介し

たり、他のクラブ例会に、又は訪問に同伴

します。

ロータリー情報委員会は、新会員を炉辺

会合に招待します。文献を贈り、tt最も重

要な人物”その内容は、クラブ奉仕、職業

奉仕、社会奉仕、国際奉仕のありかた、示

唆を教えて下さるスライドです。これを映

したり、例会では、自分の職業について話

し、自己紹介をするよう求めます。それ



は、お互いの関心と友情が生れます。

新会員は理事会に出席するよう奨めま

す。そのわけは、どんな計画が誰によって

進められるかが分ります。新会員が職業奉

仕、社会奉仕、国際奉仕のどの奉仕に興味

あるかを問いてから、その奉仕の才能を

最大に生かします。新会員を、地区大会

に参加するようにし、国際大会にも参加す

るようにして、ロータリーが一体何である

かを教え、熱中させるのが先決でありま

すし

何故にクラブ内部拡大を計るか、は重要

な質問であります。

ロータリーは何をしているかによって回

答が出るものであります。例えば、ロータ

リーの援助で、旨目の少女たちが、新しい

技術を習ったり、立派な新しい学校は数百

人の少年少女のものであったり、国際学生

会館を建てて、世界中の学生が集まった

り、働かなければ、生活出来ない母親のた

めに、昼間、子供を預かる託児センターや

子供たちに安全で楽しい所をこしらえた

り、参加しています。

ロータリークラブは奉仕の道に過ぎませ

ん。よい人が推薦されなければ、奉仕など

は出来ませんのです。

無関心は不人情の本質だといっていま

す。我々は生活の質の向上のために出来る

ことが沢山あります。それは、地域社会に

も、国内にも、世界にも、沢山あります。

それですから、会長として、会員全部が、

内部拡大に関心を持ち、数のみ増大するの

でなくて、数と質をよくしなければなりま

せん。

拡大は、これを結論すれば、奉仕の目的

に対する前進であります。それは、素質あ

る人々、即ち、ロータリーをよりよくする

ために必要なIt何物’’かを備えた人々によ

って、奉仕の目的が前進されるのでありま

す。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETIN
創立S34・6・9　承認S34．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

雪だるま

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12；30－1‥30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鰯5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払㈲曲射適才馳ヤ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第789号　　1975．1・28（火）（曇）　No．30

⑫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　　71・64％
修正出席数　　　　58名
確定出席率　　86・57％

欠　席　者

阿宗君、三井（徹）君、森田君、中野（蚕）君
斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐藤（衛）君、佐
々木君、菅原君、谷口君、富樫君

メークアップ

風間君一東京南R．C
早坂（源）君、今野君、三井（健）君、中江君
佐藤（昇）君、佐藤（衛）君、鈴木（善）君、高
橋（良）君、山本（隆）君←鶴岡西R・C

⑳ビジター

佐藤成生君、吉川喜一郎君、林権之助君
一鶴岡西R．C

斎藤博君一札幌南R・C

争点　　鐘　12：30　鈴木会長

咤〉ロータリーソング　　奉仕の理想

⑳本日ビジター紹介　　S・A・A

⑬会長報告
⑳幹事報告

⑳会員スピーチ

今年の年男
上野
嶺岸

く各委員会連絡．

（イ）会員増強

（ロ）ロータリー財団

他、張君以上

⑳紹淵先生的萱に

お便り有難く拝見致しました。御誠意ある

御言葉を頂きまして一同感激に堪えません。

甫東口一夕リークラブは私が4代目の会長で

来る〇月〇日に授証4周年を迎えます。まだ

成立してから日が浅くこれと言う奉仕もして

居りませんですが、毎週火曜日午後6時の例

会には殆んど28名の会員が顔を見せて出席率
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も割りと良く和気轟々たる会合をして居りま

す。

昨年8月、日本岐阜県多治見市西ロータリ
ー・クラブと姉妹提携をしまして国際的活動

の第一歩を踏み出しました。御承知の通り多

治見は陶磁器の名産地で、苗東にもこの種の
工業がありますので地方産罪の増進にもなり

ますので一同喜んで仲良くつき合って居りま

す。

貴兄はロータリーの大先輩で色々国際的に

も御活躍して居られますので、何卒今後とも

桑梓の為に一つよろしく御指導下さいます様
お願い申し上げます。

御令弟の張先生とは石油会社の関係で言わ
は同僚です。日頃仕事の関係で余り一緒には

なりませんですけれど存じて居ります。

同封にて私共の月刊と／て－ナを御送付申し
上げます。どうぞ貴クラブの鈴木会長、高橋

幹事始め会員の諸氏によろしく御鳳声下さい
ませ。

尚、御帰国の機会がありましたら是非御来

会下さいます様御待ち申し上げて居ります。
では向寒の折柄皆様御自愛の程　　　草々

1月22日

弟　農　益　謙　上

⑳会員スピーチ　　　　上野三辟君

年男スピーチに代えて、今年83才の現役
経済評論家、高橋亀吉氏が日経連タイム
ス編集長の質問に答えて話された「日本
経済の生きる道」と題する記事の一部を
朗読いたします。

「……そうしたところへ今度は資源の問題

が起ってきたわけです。これまで世界経済は

低廉な資源が豊富にあるという前提の上に組
みたてられていたのです。それが崩れたので

すからこれは世界経済の変革なのです。仮に

資源供給力が2割落ちたとすると先進国の資
源消費も2割落すしかない。そうなると今回
の物価の騰貴という意味は従来とはまるっき

り違ってくるわけです。従来は需要がふえて

物価が騰貴するのですから景気がいいという

反映なのですが、今回は物価が上ったのは消

費を落とせということなのですから売れゆき
は落ちることになる。そうすれば当然不景気

になる。これが最近の世界的な不景気の中心

的な理由なんです。
われわれはこれまで経済が実質拾何％を伸

びるという建前でやってきたわけですが、今

後の平常の成長というものは大体5～7％以
上はむづかしいという気がします。経営とい

うものは少くとも3・4年先を考えなければ

出来ない筈ですが、果して今、私が云ったよ
うな認識がおありか、ということなんです。

というのは人員だって3・4年先を考えて採

っているその建前に修正を要するわけです。

いまの状態は、終身雇用を前捉として過剰な

人員をずっとかかえており、じっとここは我

慢しておれば、また高度成長期のような状態
に戻るであろう。そういう期待でおやりにな

っているのではないかという気がする。そこ

が問題なんです。今後の中期的経済成長率は
11～12％水準から4～7％に落ちこむので

す。そうしたことを真剣に考えれば賃金を上

げる力はない、当然こう考えるべきです。

今後の賃金のあり方については、まず昨春
32％もの賃上げを行なったということは非常

な認識不足です。私に云わせれば最近の物価

高は物価が上った分だけ消費を落とせという

性格のものです。物価が上った分だけ賃金を
あげるということは、もとのとおりの消費が

できるという前提にたっているわけです。そ

んなことはできっこありません。そうでなく

てすら日本の国際競争力は資源問題で落ちて

いる。その上世界の2・3倍もの賃上げを行

った。問題がでてこないはずはありません。

日経連は今春の賃上げを15％以下といってま

すが、私は15％どころじゃあない。突発は5

％上げる力も今の日本経済にはないと思って
いる。

どういう形で需要を抑制するかといえばや



はり、物価をあげる以外にはない。今までの
ようには買えませんよそういう方式以外には

抑制はないのです。それを政府は総需要抑制
という名において非常に矛盾したことをやっ

ている。総需要抑制によって今やっているこ

とは、設備投資と財政投資をとめることなん
です。それが財政金融引締めの目的であるか

の如く考えている。これは全く逝なんです。

需要の大部分は個人消費です。或は企業の万
の経費です。だから設備投資を減らすのでは

なく、企業の経費をうんと減らすべきなので

す。物的経費のみでなく、あれだけ余るほど

人間を使って、そんなぜいたくな使い方をし
ている。それを節約しろということなんで

す。必要な設備投資とか財政投資の方はやる
が企業も財政も日常経費を極力節約する。そ

ういう政策をとるべきなのであって、それを

全く逆のことをやっている、というのが私の

主張なのです。

今の政府、財界の認識程度では、あまり期
待できませんね。行くところまで行かないと

彼らは方向転換をしそうもありません。だか
らかなりの破局が、これではくるぞというこ

とです。相当の失業者も出さざるを得ない。

売れゆきもガタ落ちになる。全体としてはそ

ういうことが一挙に出てきます。そうならな

いとなかなか自覚は出来ないのではないか。

（新内閣に望むことほとの問いに）国民の
ムードに媚びるな、真実を求め、これを勇気

をもって国民に伝えるべきは伝えろというこ

とです。きびしい事態にあることを早く伝え

なくてはいけない。そして国民の協力を求め

る。世界的に資源がこれだけ不足した。だか

らそれだけ節約するはかない、ということは

日本が一番よく国民のコンセンサスを得るこ

とができる筈です。いまこそ節約をうんと政

府はいわなければならない。

それからもう一つ政府に望みたいのは、世

界的な原産品不足からきた物価高は日本では
どうすることも出来ない。しかしその摩擦を

できるだけ少くするように努力します。そう

いわなければならない。それにも拘らずこれ

まで政府は物価を抑制し得るかのような発言
をくり返している。これでは抑えられなくな

って物価が上ると、政府が悪い、企業はけし

からんという議論になるのです。あの一昨年

末の段階では、安いものを仕入れていたもの
は値段が上ったのだから、それだけそれは儲

かっています。しかしそれは一時的なもので
す。それがいかにも恒久的であるかのように
大企業に問題をおしかぶせてしまった。その
ため国民の大多数は、今日こんなに物価が上
っているのは、大企業が儲けすぎているから
だ、というイメージが出来あがってしまい、

牢としてそれが抜け切れていないのです。こ
こがむづかしいところです。この辺のところ

は政府、財界、マスコミも勇気をもって国民
にその真相を卒直に云わねばならないんで
す。

命幹事報告

0例会場所・時間変更

鶴岡西RC
日　時　2月7日（金）午後6時より
場　所　石野屋旅館（加茂港）
登録料　2，000円

。例会時間変更

1月29日（水）午後6時
丸久松坂屋8F例会場

時間・場所変更

日（月）節　分　会
（4日の例会を変更）

場　吹浦　海禅寺
鐘13時

500円

親　睦　会

場　秋田県平沢　まるご旅館
鐘17時

メイク料　6，000円

築2月11日（火）当クラブ例会は祭日のた
め休会となります。

0事務所移転

福島北RC
福島市本町6番1号

常陽銀行福島支店3階
TEL（0245）22－5181

内線　63
事務局員　佐藤菩和子

㊥ロータリー情報委員会

張紹淵君　山本隆男君　津田晋介君
tt国際ロータリーの大要と

会員達の役割について”
ロータリーの構想は、20世紀に入りかけの

頃、米国の中西部の中心地シカゴ、人口200万
の大都市が経済の打撃を受け、財界が不振不
安の状態のさ中で、人心も荒れすさんでいた
ころのことでした。ヴァ←∴モソトの田舎から
一人の若い弁護士、ポール・ハリスが開業し

ていました。
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開業する前に（1）セールスマン、（2）カウボー

イ、（3）新聞記者、（4）俳優などの働きをし、時

に、37才の青年弁護士ポール・ハリスは都会
の生活に孤独を感じました。昔の田舎町にあ
ったtt睦まじぎ’をよみがえさせようとして

数人の友達に電話をして、お互いに助け合お
うではないか、そしてクラブを作ろうではな
いかと提案しましたところ、4人の友達が、
シカゴ市内の小さい事務所に、集って、ロー

タリーが誕生したのです。その4人の名前は
①ガス・ローア（鉱山技師の小さい事務所
に）、②ハイラム・ショ：一一レー（洋服商）、

③ポール・ハリス（弁護士）、④シルベスタ
ー・シール（石炭商）でした。

1905年（明治38）2月23日、だんだん会員
が増えるにつれて、（1）毎週会合するようにな
り、集まると先ず、朗らかに（2）合唱する習慣
も生れましたのです。

クラフの目的は（1）友達をつくること、（2）お
互いに商売を助け合うことをしたが、（3）それ
からもっと高尚な奉仕に重点が置かれるよう
になり、（4）或る日一人のお医者さんの宅を訪
ね、馬車用の馬に死なれて困っているお医者
に馬車馬を買って贈ったのです。

ローリーの運動は、各地で輝きはじめ、
1910年（明治43）には、16のクラブが、シカ
ゴに集まり、ローークリークラブの（1）全国連盟

を作りました。そして1910年、ロータリーは

国境を越えて（2）カナダのマントバ州ウイニペ
クに、クラブが結成され、国際的組織になり
ました。1911年（3）大西洋を渡り、ダブリソ、
ロソドン、ベルファストの各地に根をおろし

たのであります。1911年（明治44）k）公式機

関誌ザ・ナショナル・ロータリアン誌が創刊
有益な奉仕活動の媒介となっています。

1930年（昭5）、25周年を迎えるころは、

地球を一周し、（5）ロータリー奉仕は、国際的
な運動に発展して来ました。（6）1955年（昭30）
の50周年に、89カ国に8，400のクラブと40万

の会員を有する大組織となり、1970年（昭45）
には、150ヶ国に輝き、（7）30余万の会員親睦
で結ばれていて、その中で、最も重要な人物
は、新会員と全会員です。皆様こそロータリ
ーであります。

ロータリアソとなられた方々は、のクラブ

奉仕をします。（1）皆、クラブ活動に積極的に
参加し、（2）毎週の例会には必らず出席し、（3）
委員となって活躍し、（4）新会員の増強に尽力
し、（5）例会のプログラムの計画、（6）会報の執
筆など、全部の会員に仕事があるのです。②
職業奉仕については、ロータリーの会員組織
は独特なもので、各自の職業を代表し、（1）そ
の地域社会内の各種各様の職業代表をする人
の構成ですので、（2）自然にその地を代表する

グループとなります。（3）職業奉仕の1番とす
るところは、職業道徳の高揚であります。③
社会奉仕では、（1）若い世代からすべての人々
に住みよい社会を築き、（2）社会に必要として
いることを見定め、（3）問題の大小を問わず、
解決に率先して活動することです。④国際奉
仕では（1）世界平和を求め、（2）各国民間の理解
と（3）親善の増進をはかり、（4）青少年の交換、
（5）海外留学金制度を支援し、（6）海外の開発途
上にある、地域の援助計画に参与するように
奉仕には、①クラブ奉仕、②職業奉仕、③社
会奉仕、④国際奉仕の4大部門があります。
次に、会員と国際的組織との関係はどうなの
かを述べますと、毎年、世界の主要都市に、
各国のロータリアン達が一堂に集まり、国際
年次大会が開かれます。それは、（1）旅行を楽
しみ、（2）新しい友達をつくる機会となり、（3）

世界的な名士の講演を開き、（4）すぼらしい余
興番組の観賞に皆様が一様に招待され、（5）理
事や地区ガバナーを含む国際役員達を選出す
る会合であります。その前に、国際協議会が
あって、（1）毎年ガバナー月こなる人々の養成講
習する会合があります。

地区ガバナーは（1）地区内のクラブの指導、
（2）助成をするため、（3）1ヶ年、無報酬で献
身、奉仕される役員です。地区は現在345区
あって各地区は平均、約50のクラブをもって
編集をされています。ガバナーの任務は大き
く、（1）新しいクラブの結成と、（2）次期クラブ

役員の養成をする地区協議会を主催して、（3）
地区内の会員達並びに家族の親睦、（4）感化イ
ンフォーメーショ：／の普及をはかり、（5）地区

大会を司どることです。国際ロータリーの事
務局には、米国のイリノイ州エバンストンに
あり、スイスのチューリッヒに支局がありま

す。事務局の仕事は（1）国際大会及び、（2）理事
会の決定寄掛こ基づいて、（3）その実施と（4）遂
行をはかり、事務総長以下、約30ヶ国からの
職員を有する事務局は、（1）皆様の会員や（2）ク
ラブ、（3）地区への奉仕、インフォメーション

の提供に従事しています。
以上が、国際ロータリーと全会員の皆様の

役割について、極簡単に述べました。そして
全世界の職業人の国際的親睦を楽しんでいる
約75万のロータリアンが共に、あなたの自分
達の、ロータリアンになられたことを祝福し
そして‘t超我の奉仕に献身するものとなられ
ましたこと”を心から、お喜びを申し上げて
います。のでよろしく。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重
ねてお願い致します。御協力下さい。

上野三郎君より原稿を頂きました。



CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認534・6・27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

ス　キ　ー

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12‥30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鋤5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払、4山助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第791号　　1975．2．4（火）（曇）　No．31

前回の出席

前回出席率　　83・58％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　92・54％

⑳欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤

君、半田君、黒谷君、小松君、嶺岸君、

中野（重）君、斎藤（信）君、佐藤（友）君、

メークアップ

三井（徹）君、森田君、佐藤（衛）君、佐々

木君、菅原君、富樫君一鶴岡西RC

⑳ビジター

羽根田正吉君、佐藤拡君、足達一見君一

鶴岡酉R・C

三沢卯太郎君一山形R．C

進藤昇君、小野寺敏夫君一鶴岡RC

㊥点　　鐘　12・30　　鈴木会長．

⑳君が代

㊥ロータリーソング　　我等の業い

⑳本日のビジター紹介　　S・A・A

⑫歓迎のことば　　会　長

佐々木君、笹原君、新穂君、上野君、進　⑳会長報告

藤君、高橋（辰）君、谷口君、薮田君　　　や幹事報告
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㊨会員及び豪族誕生記念視

⑳年間及び月間100％出席者表彰

や会員増強よりのスピーチ

五十嵐三郎　君

⑳年男、会員スピーチ予定

嶺岸光吉

斎藤得四郎

佐藤友吉

⑳2月11日休会

⑳職業分芙頁スピーチ

⑬年間皆出席　　出席委員長

6年間皆出席　　三　井　健　君

2年間皆出席　　吉　野　勲　君

中野清吾　君

佐　藤　衛　君

菅　　　健　君

佐藤友吉　君

1月125％出席　1名

新　　　穂　君

1月100％出席　　51名

阿部（公）君、阿部（賽）君、安藤君、張

君、早坂（源）君、早坂（徳）君、飯自君

石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）

君、市川君、板垣君、海豪君、金井

君、上林君、風間君、小花君、小池

君、今野君、小松君、嶺岸君、三井

（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、森

田君、男網君、中江君、中野（清）君、

小野寺君、大川君、佐藤（伊）君、佐藤

（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐

藤（友）君、笹原君、進藤君、菅原君、

菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高橋

（良）君、高橋（辰）君、津田君、手塚

君、富樫君、上野君、山本（隆）君、山

本（正）君、薮田君、吉野君

命会員誕生　　　親睦委員長

早坂徳治君、斎藤得四郎君、笹原桂一

君、谷口晴敏君

㊥奥様誕生

佐藤鷹子様（友吉）、大川晴子様、小野寺

桃枝様、金井百子様、海東幸子様、半田

節様

⑳会長報告

去る1月29日庄内分区内会長、幹事会を

開催しました。

司会者は、早坂バストガバナーと石黒分

区代理の指示により8クラブの会長指命し

て各R．Cの前半期の活動情況の発表し、

且つ後半期の活動計画の予定を述べ鶴岡ク　＼、＿／

ラブては、他クラブに比し前半期には新入

会員数は零、温海クラブにてはb名とのこ

とでした。出席率では当クラブは相月は

89・71％、12月は89・67％と90％を割る状

況、遊佐クラブでは100％連続の好成績で

ありました。

当クラブ前半期の主なる奉仕活動は

①　鶴岡クラブは米国より交換学生の受入

れ

②　鶴岡工業高校生の海外派遣に支援

③　R．A．Cの拡大育成、財団奨学生の推薦

（彰　高専IC支援、地区大会でのガバナー

表彰は小花君及び山下事務員でした。

福島県、船引ロータリークラブ会長秋元

藤之助氏より去る1月12日に船引RCが発

足しましたとの案内状を受取りました。

⑳幹事報告

時間、場所変更

山形西ロータリークラブ

と　き　　2月17日（月）

午後5時30分

ところ　　ホテル　オーヌーマ

傘老人ホーム訪問ご協力について

社会奉仕委員会

拝啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申

し上げます。

さて、当クラブの事業であります老人ホ

君
君
君



ーム訪問は、現在シベリア方面より渡って

きております白鳥を、ご老人の方に見学し

て頂き、白鳥の生態について知って頂こう

という計画です。

この計画をロータリーの皆様と共に活動で

きれば幸いと存じます。

つきましては、別紙の日程により開催致

しますので、ご協力下さるようお供い申し

上げます。

尚、出席者数を2月10日（月）迄、当クラ

ブ事務局にお知らせ下さい。又ロータリー

の家族の方も、ご協力下されば幸いに存じ

ます。

0尚車輌の都合上先着50名様にて締切り

致します。

老人ホーム（友江荘）訪問

（白鳥見学）

鶴岡R・A・C

o日　時　3月2日（日）

9時30分出発（産業会館前）

0会　費1人500円（昼食代）

産業会館前出発（9：30）一一→

友江荘（10：OD）→酒田・最上川河口

（11：OD）……見学（11：00～12‥00）→

昼食・白鳥園（12：00～13：00）－→友江

荘（14：00）→産業会館（14：30）

充填未充填職業分　類表

職業分類委員会
委員長

関連職業分類グループ　（別昭50・1・1・現在）

分　　　　　類 会　員　名
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分　　　　　類

食料品乾物小売

パ　　ン　　製　　造

事　弁　護　士

肉　　小　　売

乳　配　　布

科　　　医

科　　　医

科　　　医

林　一　郎

上　野　三　郎

整　形　外　科　医

産　婦　人　科　医

電　気　鍍　金　業

燃　料　油　小　売

石　油　配　布

事務所什器備品小売
写　真　器材　小　売
人　物　写　真

商　業　写　真

配　　　　　　　管

印　　　　　　　刷

i　写　真　印　　刷

三　井　賢　二．∃　書　籍　小　売

順≡≡≡ 量　　　士

江　　　亮

本　隆　男

橋　辰　美

野　重次郎

藤　正　郎

坂　徳　治

橋　良　士

スポーツ用品小売

玩　具　配　布

仏　　　　　　　教

キ　リ　ス　ト　教

綿　織　物　製　造

合成繊維品製造
タ　ク　シ　ー　業

バ　　ス　　事　業

旅　行　斡　旋

生コンクリート配布

自　転　車　配　布

木　材　　配　　布
ベ　ニ　ヤ　材　製　造

会　員　名

〇

〇

〇

〇

中　野　清　吾

佐　藤　　　忠

板　垣　俊　次

阿　宗　文　雄

嶺　岸　光　書

〇

〇

〇

三　浦　悌　三

市　川　輝　雄

○

山　本　　　正

◎名　誉　会　員　　白　井　重　暦

◎シニアアクチブ会員

佐藤伊和治（元分類木材配布）
鈴木善作（ク
鷲田克己（ク
斎藤得四郎（ク
完網末桧（ク

早坂源四郎（ク
金井勝助（ク
阿部　賽（ク
小花盛雄（ク
斎藤栄作（ク
谷口晴敏（ク

海東与蔵（ク
五十嵐伊市郎（ク

牛乳配布）
化粧品配布）
写真印刷）
絹織物製造）

電気器具配布）

商業銀行）
大学）

内科医）
外科医）
電子装置製造）

商工会議所）
体育協会）

石黒慶之助（元分類歯科医）
小野寺清（ク
鈴木弥一郎（ク

飯白祐倍（ク
阿部公一（ク

張　紹淵（ク

安′藤足助（ク

津田晋介（ク

大川喜一（ク

佐藤　昇（ク
五十嵐三郎（ク
三井　徹（ク

小池繁治（ク

新聞発行）
医薬品小売）

旅館）
ホテル）

整形外科医）

電気鍍金業）
刑事弁護士）

魚市場）

建築技師）
貴金属時計小売）
産婦人科医）
書籍小売）

正　会　員　41名　　　シニアアクチブ会員　26名　　　計　67名
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◎。思
CLUB BULLETfN

創立534・6・9　承認534・6・27

甜野ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

ス　キ　ー

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235餉5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

馳ヶ、紬め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第792号　　1975．2．18（火）（曇）　No．32

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　48名

出　　席　　率　　72・73％

前回の出席

前回出席率　　71・21％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　89・39％

欠　席　者

阿宗君、早坂（徳）君、飯自君、五十嵐（伊）君

市川君、海豪君、栗谷君、嶺岸君、森田君、

中江君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君、佐藤

（正）君、佐々木君、進藤君、高健（正）君

津田君、常田君

メークアップ

阿部（公）君、阿部（嚢）君、進藤君、安藤君

黒谷君、小松君、高橋（辰）君、嶺岸君、中野

（重）君、佐藤（友）君、新穂君一鶴岡西RC

薮田君一新潟RC

⑳ビジター

本間留芳君、今野義介君一温海RC

上野十九治君、工藤武樹君、庄司満君、

佐藤成生君、五十嵐正雄君一鶴岡西RC

⑳点　　鐘　12・30　会　長

⑳口一夕リーソンゲ　奉仕の理想

⑬本日のビジター紹介　S．A・A

⑪本日のゲスト紹介　　会　長

（毎日新聞記者　雨宮氏）

新聞記者の見た鶴岡と鶴岡人

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



㊨歓迎のことば　　会　長

⑳会長報告

⑳幹事報告

㊨委員会報告

1．早坂源四郎君

1．会員増強委員

㊨ロータリー情朝委員会

ttローターアクト・クラブとは何か、

その設立手順と活動について’’

ロータリーの、若い男女のための奉仕クラ

ブは沢山あります。ノールウェイのオスロー

にある、ギムレ・ローターアクトクラブの会

長、トール・マーティソセソさんの話しに依

りますと、その地区には4つのローターアク

トクラブがあり、彼等は（1）ギムレで働いたり

（2）勉強したりしています。（3）他人の手助けに

なることに関心を持って、（4）世界的な友好の

仲間であると云っています。

ローターアクトクラ了は、現在（1975年）

に、①世界60カ国にあって、（2）クラブ数が

1，800もあり、そして（3）急速に拡大をしてい

ます。

ローターアクト・クラブの基本的な目的は

①社会奉仕②は職業に於いて高い道徳的水準

に対する関心をいい、③は外国の人々とつき

合って、よりよく理解をしようとすることで

あります。ギムレ、ローターアクト・クラブ

会員の（∋社会奉仕活動の幾つかを挙げますと

（1）地元の血液銀行に、自分達の血液を提供し

たり、（2）血液銀行職員にも献血をしてもらい

ました。次に、（3）薪を切り、束ねて、力仕事

の出来ない老人に配ってやったり、（新作

戦）仕事の後で、筋肉痛がおこって釆まし

た。（4）国立刑務所に行き、何人かの同年輩の

囚人達を訪問、彼らに外界とのつながりの一

つとして、色々なことを話し合い国ニュース

圃スポーツ、凰釈放されたら、何をするかな

ど、なぐさめおしえます。（5）身障児には、年

に2、3度の週末奉仕をします。（6）赤十字社　　）

関係のキャンプ学校のために、催物や遊戯を

提供するなどをして、（7伯分たちが小さな世

界から抜け出す途が詞かれます。（世界の見

解がひろくなります）それと同時に、（8）他人

の関心事に興味を覚えて来ます。

②職業奉仕では、（1）単なる職業だ、と云う

考え方でないことが教えられます。（2）職業が

如何に社会に役に立つかについて、自分達は

関心を持つようになり、（3）高い道徳的水準と

は何から成り立っているかをも考えさせられ

ます。③国際奉仕は、（1）我々にとっては、世

界に眼を向ける窓であります。例えば、毎年

オスローの有名な冬祭りには、（2）方々の国々

から人が訪れ、中にも一流のスキー・ジャソ　　、ノ

パーもいますし、訪問客の中には、（3）他のロ

ーターアクト・クラブの会員もいます。（4）一

緒になって自分たちの国々のことを話し合い

ます。（5）意見を交換したり、（6）又、オースト

ラリヤのローターアクト・クラブは筏レース

をやって見せたりそして楽しみ乍ら、（7）活動

資金を集めたりします。マレーシャでは、（8）

町の水道施設の修理を手伝ったり、（9）又、我

君
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々は写真や手紙や知恵を交換したり、㈹彼ら

のクラブで成功したことは、我々にも役立ち

ますし、帥個人的にも沢山な利点があります

し、私は、ローターアクトを通じて、仕分多く

の新しい友人が出来ました。個皆と集まって

楽しい時を過ごします。a4違った経歴を持つ

人々の意見を聞くのは楽しいものであり、そ

して、㈹隔週の例会の親睦を楽しみます。㈹

又、色々な点で、ローターアクトはその提唱

者であるロータリークラブと同じ目的を持っ

ています。ローターアクトはすべて提唱者と

してロータリークラブを持っています。的ロ

ーターアクト・クラブ会員は、ロータリアン

ではありません。しかし、両者の関係は密接

であります。

私達のローターアクト・クラブの設立は、

その始まりは、（1）ギムレ・ロータリークラブ

の会長が、（2）委員会を任命して、（3）ローター

アクトに関する色々の文献を検討して、（4）そ

の手続や、（5）その提唱に伴う責任を研究した

ときに始まりました。（6）委員会から理事会に

報告が提供されました。（7）それから、理事会

は、クラブの承認を求めます。（8）そのために

例会では細部にわたって充分に審議されまし

た。ローターアクト・クラブの会員は、（1）大

学、専門学校、その他の学校の学生から得る

ことも出来ます。（2）或いは、地域社会内に住

み、働いている若い人々から求めることも出

来ます。（3）ローターアクト・クラブの会員は

殆んどは、地域を単位にしています。

私達のギムレ・ローターアクト・クラフは

一寸変っています。会員は、（1）地域からも、

大学からも入れているのです。次に、（2）18才

から25才までの男女共に会員となる資格のあ

る会員供補のリストを作りました。（3）ロータ

ーアクト・クラブが学校単位で作られるとき

は、学校当局の承認を必要とします。こうい

うクラブは、課外活動に関するすべての規則

に従わなければなりません。いづれの単位で

設立しようとしても、（4）先ず第一番に、会員

候補にローターアクトの説明をよくすること

です。次に（5）質疑応答を重ねます。そこでは

（6）クラブの構成と（7）会員の任務業について質

疑が行われます。（8）忘れてはならんことは、

会員は、クラブの例会に少くとも60％出席し

なければならないことと、（9）会員は、社会奉

仕、職業奉仕、国際奉仕に於けるクラブの活

動に参加しなければならない、ことなどを説

明することです。第2回目の会合で㈹会員候

補は、クラブの組織を進めるか、どうかを決

定します。掴ギムレの場合は決定は勿論ttイ

ェス，，でした。㈹こう云う順序でやれば、ま

ことに簡単にローターアクト・クラブが動き

出すのであります。

ギムレは勿論、他の国々のローターアクト

・クラブ会員も同様に感じていますと思いま

すが、ローターアクトは、（1）我々のために、

奉仕への途を開いてくれたと申して差支えな

いと思います。ローターアクトは、（2）我々の

地域社会を見直すことを教えてくれました。

と云います。（3）どうしたら、それをより良く

することが出来るかを考えることを教えてく

れました。ローターアクトは、（4）我々の職業

について、もっと深く考えることを教えてく



れました。（5）そして、どうしたら我々の職業

が社会の役に立つかを教えてくれました。ロ

ーターアクトは、（6）外国の文化から学ぶべき

ことの多いことを示してくれました。そして

、（7）臨誰でも圃自分の生き方凰自分の考え方

だけが、正しいのだと考える程に、囲自分自

身を拘束してしまうものであることも教えて

くれました。（8）来訪の友人達のローターアク

トの皆さんが、ギムレに来たことを喜んでい

るのです。（9）もし、皆さんの町でもローター

アクト・クラブ会員が活動するのを見たいと

云うことならば、個何を見せるかを、あらか

じめ考えて置いて、何時でも、歓迎出来ます

ように、クラブ・プログラムを作って置きま

しょう。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLET！N
創立S34・6・9　承認S34・6・27

宗田ローギリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

ス　キ　ー

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1‥30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235をカ5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

取れ紬め躯適確陽かグ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第793号　　1975・2・25（火）（曇）　No．33

㊨出席報告
本日Q出席

会　　員
出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席率　　72・73％
修正出席数　　　　57名
確定出席率　　86・36％

欠　席　者

阿宗君、安藤君、早坂（源）君、飯白君、板
垣君、黒谷君、嶺岸君、男網君、中江君、斎
藤（信）君、佐藤（正）君、佐々木君、菅原君
高橋（正）君、高橋（良）君、富樫君、薮田君

メークアップ

五十嵐（伊）君、佐藤君一酒田RC
進藤君一酒田東RC
市川君、海東君、嶺岸君、森田君

一鶴岡西RC

佐藤（正）君、中江君一一台湾RC

⑳ビジター

菅沢久弥君、阿部光男君、半田茂弥君
一鶴岡西RC

鈴木武弥君一余目RC

争点　　　鐘　12．30　会　長

句＞ロータリーソング　　奉仕の理想

⑳本日のビジター紹介　　S・A・A

㊥歓迎のことば　　会　長
㊨会長報告
命幹事報告
やロータリー70周年に際して

石黒分区代理

㊨他　委員会報告

今金長報告
1．交換学生バーバラ嬢の宿舎、2月2日よ

り西クラブの栗本敏直宅（平京田字大塚島
田　7号線ダイワ家庭家具販売の社長宅）
に移られます。
石黒君には昨年12月より2月まで、丁度

冬季の寒い時期にお願し、大変御苦労様で
した。皆様に代って厚く御礼申し上げま
す。それから1月23日より3月2日迄の1

週は石黒君のお計いで、東京見物に参られ
て居ります。走れは石黒君の大サービス
であります。誠に有難いことです。

2．去る2月19日12時41分「いなほ2号」に

て台中港ロータリークラブ表敬訪問旅行団

会
報
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族
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な
で
読
み
ま
し
ょ
う
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当クラブより佐藤忠副会長、今野成行国際
奉仕委員長、三井健君、小松広穂君、小池
繁治君、薮田誠樹君、板垣俊次君の以上7
名、外西クラブより東本敏直君外2、3名
が元気で参られました。2月25日本日朝無
事帰国されました。後程今野委員長より御
報告願います。

3．19日見送りに鶴岡駅に参り鶴岡ロータリ
ー及び鶴岡西クラブの表示板見えないので

駅長に会い問い合せた処、前助役に電話し
て事務室の金庫の裏にあると尋ねた処、あ
りました。何んか案内図出来次第かけます
と、それから前からのロータリー傘は全く
無く、あれでは社会奉仕委員会の方々御考
慮お願い致します。

それから三井賢二君の会長時代と気憶し
て居りますが鶴岡公園の噴水3基の処2基
となって居った様でした（昨年）。お聞き
致しました。

4．この間（2月19日）庄内日報に皆様御承

知の通り、国際ロータリー創立70周年記念
日、庄内分区8クラブの事業計画等が書か
れて居りました。小野寺清君に感謝申し上
げます。

5・台中港区ロークリトクラブとの姉妹クラ
ブ結盟式に会長代理として阿部襲先生にお

願い致しましたので、阿部先生より御挨拶
お願い致します。

⑳ロータリー創立記念日に当って

分区代理　石黒慶之助君
2月23日は今より70年前の1905年、シカゴ

においてポールP・ハリス等が初めてローータ
リーを創立した記念日であります。今年は丁
度創立70周年を迎えることとなり、世界中の
ロータリアンが、創立当時のロータリーを忍

び、現在の発展を喜び、更に将来への飛躍を
期待する佳き日であります。

毎年当クラブにおいてほベテランローータリ
アンにより記念講演を行われ、ロータリー発

展の経過を詳細に解説されて参りましたが、
今回はチャーターメンバーでもない経験の浅
い私にご指名を受けてしまいました。まこと
に光栄とは思いますが荷が重すぎて戸迷って
居ります。
私の貧弱な知識を申し上げても致し方ない

とあきらめました。それで今回はまことに浅
越でありますが私自身のロータリー生活10数
年を顧み、また自分なりの反省やロータリー
への考え方など率直に申し上げ、更に鶴岡R
Cの運営方法などについても初心にかえって
考えて見たいと思います。創立70周年のスピ
ーチとしてはふさわしくないかも判りません

が敢えてお許しを願います。

私自身についても大いに反省しなければな
らないと思っています。それは能力も無いの
に☆4～5年の間、特別代表やら大会幹事、
分区代理と矢つぎ早やに要職についているこ
とであります。これは光栄ではありますが、
実力以上に背のびして苦労するので自分にと
って不幸であるばかりでなく、ロータリー発

展にとってもご迷惑をおかけしているのでは
ないかと恐縮しています。私自身のことで申
し訳ありませんが。

私の入会当時を顧みれば、その当時48才位
だったと思いますが物慾、食慾、色慾も旺盛
であり、悩み迷いの多い反面、人生に空虚を
おぼえ何か頼りどころのほしい気の弱い人間
であったようです。現在も変りはえしていま
せんが、ロータリークラブに入ったらもう少　、－ノ

L坂柄のある人間になれるのではないかと、
或は職業上にも何かプラスになるだろうと考
えたぐらいであり、奉仕活動の重要性など全
く無関心であったように記憶しています。た
だ例席に出席することで精一杯でした。それ
も2代目の会長三浦の叔父に怒られないため
の出席だったようでありました。今から考え
ればロータリーを冒演するような不良会員で
あったわけです。
そのうち会報委員長に指名されたり、理事

となり会長を経験するようになり、先輩より
ロータリーでは役職を指名受けたら、これ

を断ることは出来ない’’と教え込まれ、非常
に抵抗を感じながらも　ttlヶ年だけなら致し

方ない、出来るだけのことはやって見よう”
とあきらめたり、勇気を出したり曲りなりに
も勤めて参りました。これは皆様の暖かい友
情のおかげであります。

10数年のロータリー生活は無駄ではなかっ

たと思います。精一杯の奉仕活動でありまし
たが私のかくれた才能を活用させていただき
眠っていた善意を呼び起してくれたと思いま
す。ロータリーは素晴らしい人間形成の饅閑
であると感謝しています。しかしながらロー
タリーと言う超我の奉仕とか献身専念の人と　ヽ－′
なるには道が遠く、私の生涯かかっても到達
出来ない高嶺の花のように思います。

吾がクラブは今年も素晴らしい活動を行っ
ています。例えば交換学生の受け入れ、窮同
工高生徒の渡米支援、RAC拡大育成等を行
い、更に鶴岡工高にICを新たに創設、或は

台中港RCとの姉妹クラブ締結、財団奨学生
菊地君の派遣など、銑鉄されたロータリー活
動を行いつつあります。絢に立派なクラブだ
と思います。

然し乍ら、より良い発展を期待するならば
常に反省を試みねばならないと思います。吾
々は過去の赫々たる業績に甘んじ優越感を持



っていないでしょうか？奉仕活動は軌道に
のっている反面、惰性に流れていないか？
ロータリーに精通するベテランロータリアン

が多くなり新人の活動にブレーキをかけてい
ないか？　批判力が先きに立ち実行力に欠け
るところはないだろうか？　等の種々な反省
があると思います。
0先ず初心にかえってロータリーとは何か－

355地区前原勝樹PGの著書「ロータリー

入門書」によれば『ロータリーの終局の目的
は人間関係を改善することによって、より良
い社会を創り、平和な世界を築くために貢献
することにある』と説明されています。

そして『人間関係の改善のためには一人一
人の人間の善意を呼び起し、奉仕の理想を発
揚する必要があります。そしてこの奉仕の精
神は人間同志が深い信頼と友情によって結ば
れた時に初めて発揚出来るものでありますか
らロータリー運動の出発点は親睦活動による
ことを確認いたします。この親睦活動の実を
最も効果的にあげる方法として職業分類によ
る一業一人の会員制によってクラブを組織し
ます。そして例会出席によって親睦が生まれ
それから奉仕の理想が高揚されるのでありま
す。例会の一時間は楽しみながら訓練をうけ
られるロータリー独特の集会と言えましょ
う。

こうして生れた奉仕の精神を実践に移すに
あたっては、会員の誰でもが職場という身近
かな舞台を持っております。ここに職業奉仕
が生れます。しかもこの職業奉仕こそがロー
タリーの本質であり、また社会奉仕、国際奉
仕の出発点となります。

ただ留意したいのはロータリークラブが行
なう奉仕活動はそれ自体が目的であるよりは
むしろロータリアンに奉仕の実地訓練させる
検問であるといえましょう。従ってロークリ

国際ロータリー第353地区山形県庄内分区、
1975．1．29会長、幹事会資料

活動種別＼クラブ名

ークラブは奉仕団体とみるよりも、奉仕を志

す者の集まりであり、これら同志に奉仕を実
践する勇気と便宜を与えるものである』と述
べられています。

ロータリーとは何か

0最も身近かな奉仕活動は職業奉仕であり、

次に社会奉仕であり国際奉仕である。
0ロータリークラブは奉仕団体というよりは

奉仕を志す人々の集団であり、クラブは奉
仕への実地訓練の機関である。従って真の
大奉仕は会員個人個人が行うべきものであ
る。

。ロータリーは奉仕活動を通し個人のかくれ

た才能、ねむれる善意を呼び起す研修機関
である。

（355地区前原勝樹PG著
「ロータリー入門書」より要約）

0クラブの運営についての初歩的提案

去る1月29日庄内分区の会長・幹事会を開
催し、前半期の活動並びに後半の計画などに
つき早坂バストガバナーのご指導のもと横の

連絡を行いました。その成績の一部として各
クラブの会員数、出席率、財団寄付について
の一覧表をかかげてみました。

各クラブの会員数出席率財団専附について
（1974．7・1～12．31前半期）

49・12．31会員数

後半増強予定数
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この裏により分区内各クラブの動勢がうか
がわれます。

私は自分の経験から鶴岡ロータリークラブ
の発展のために極めて初歩的な2、3の提案
を試みたいと思います。
先ず第一には、会員増強には若い人々を沢

山迎えたいことであります。現在、分区内で
最も若い会員は温海RCの28才の会員であり
ます。若い会員の増加によりクラブは新しい
感覚となり、活動的になるのではないでしェ
うか？　吾がクラブは創立16年になり50才で
入会した方も既に66才になってしまいまし
た。現在シニア会員が26、同全会員の約40％
となっています。

会員増強は無限であってよい筈であり、会
場の収容力とか、親睦性の困難などの問題は
英知によって解決出来るものと信じます。吾
がクラブ10年後の発展を考え是非共20才、30

才代の青年を会員に迎えることを提案致しま
す。
第2には新しい会員にクラブの重要な役職

につけて頂きたいことであります。かくされ
た善意や知られない能力を引き出すのに奉仕
活動に責任を持って頂くことが最も良い方法
ではないでしょうか？　換言すればロータリ
ーのルールを早くおぼえていただく　ことで

す。ベテランロータリアンによりいくら教え

込まれても、やる気が起きねは他人事のよう
に聞き流すだけになりましょう。入会後2～
3年も放って置かれてほどんなに有能な方も
ロータリーに意欲を失うかも知れません。早

く仕事をやっていただくことがロータリーを
理解する近道と思います。40才代の会長が現
われるよう期待したい。次期役員は既に内定
して居りましょうからその変更は今からでは
無理でしょうが各委員会において新会員には
特に何か責任のある任務を与えていただくよ
う御配慮願いたいと考えます。
第3の提案は各委員会の炉辺会談、ファイ

アーサイド・三一テンゲの開催であります。
最近私共は会長・幹事或は委員長にのみ仕

事をまかせ大多数の会員は遊んでいないでし
ょうか。ロータリー活動の源は私共個人個人
の奉仕活動が最も重要だとされています。ロ
ータリアンは一人一人が善意を持っていま

す。そして何かお役に立ちたいと考えておら
れましょう。その善意を引き出し、かくれた
る才能を引き出して下さるのが会長・斡事で
あり委員長であるかと思います。その最もよ
い方法がファイア・サイドミーテングではな
いでしょうか。

各委員会は小人数であり、全員が自由に勝
手な意見を発表出来る場であります。5分や
10分間の場当りの会合ではなく一晩ゆっくり

かかって話し合う機会がほしいわけです。委
員長はご苦労ですがご自宅を提供し、或は各
委員のお宅で廻り番で屡々委員会をお開きに
なっては如何でしょうか。お茶とお菓子があ
れば充分であります。稀にお酒が出れば尚更
結構であり、親睦が深まり良い考えも煮つま
って参りましょう。ロータリーでは毎年委員

長が交代されます。誰でもみんなが委員長に
なりますので、ご恩返えしは必ず廻ってまい
ります。御馳走になってもお邪魔をしてもそ
んなに気にしなくともよいのです。好意と友

情を深め合う同志であります。
そして委員長は会合の内容を簡単にまとめ

理事会へ提案し、クラブ運営に総意を反映さ
せて行くならばクラブの発展は更に躍進する
ものと考えます。ロータリー創立70周年の記
念日に当り、日頃考えている提案を述べさせ
でノ、ただきました。身のほどをわきまえぬ倣

慢なスピーチになってしまいました。お許し
願います。

昭和50年1月

鶴岡ロータリークラブ殿

NHK鶴岡放送局

局長　佐々木敏全

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申
し上げます。
平素NHK放送事業につきましては、格別の
ご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。
さて、NHKとNHX厚生文化事業団ならび
に中央共同募金会の主催で実施いたしました
「第24回NHK歳末たすけあい」が昨年12月

25日をもって終了いたしました。

おかげ様でこの間418，521円の暖かい義援金
が鶴岡放送局によせられ、山形県共同募金会
を通じ、恵まれない方々と施設に贈られまし
た。
皆様のご厚情に心からお礼申し上げますとと
もに、今後ともご協力を賜わりますようよろ
しくお願いいたします。　　　　　　敬具

「第24回NHK歳末たすけあい」の12月配

分は県内の「在宅垂障身心障害児老」の方に
対して行われました。

その他配分は2月中旬に決定の予定です。

NHK鶴岡放送局

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETJN
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諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

う　　　め

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

紘ヶ、紬助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第794号　　1975・3・4（火）（曇）　　No．34

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数

出　　席　　数

出　　席　　率

前回の出席

欠　席　者

阿宗君、半田君、飯自君、板垣君、風間君
今野君、巌岸君、三井（徹）君、三井（健）君
三浦君、中野（清）君、斎藤（信）君、佐藤

（順）君、手塚君、驚田君

メークアップ

安藤君、黒谷君、嶺岸君、男網君、佐藤

（正）君、菅原君、高橋（良）君、富樫君
一鶴岡西R・C

薮田君一新潟R・C

板垣君、中江君一台湾R・C

⑪ビジター

森昌菩君一稚内R・C
林権之助君、陶山次郎君、佐藤拡君、
加藤広君、羽根田正吉君一鶴岡西R．C

⑪点　　　鐘　12・30　鈴木会長

⑳君　が　代

⑳ロータリーソング　　奉仕の理想

⑳ビジター紹介　　S・A・A

⑳ゲスト紹介

職業奉仕月間にちなんで
荘内病院看護婦長　斎藤芳野氏

⑳会員及びね奥様誕生祝　　親睦委員
㊨月間及び年間出席100％以上表彰

㊥会長報告
⑳幹事報告

㊥年間皆出席
2年間皆出席　　板垣俊次君
2年間皆出席　　進藤誠一君

㊥2月125％出席　　6名

早坂（源）君、五十嵐（伊）君、小花君、佐
藤（衛）君、佐藤（友）君、鈴木（弥）君
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㊥2月100％出席　　47名

阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君、張君
石黒君、五十嵐（三）君、市川君、板垣君
海東君、金井君、上林召、風間君、小池君
今野君、小松君、嶺岸君、三井（徹）君、
三井（賢）君、三井（健）君、三浦君、森田
君、男網君、中江君、中野（垂）君、中野
（活）君、小野寺君、大川君、斎藤（栄）君
佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、
佐藤（順）君、佐藤（正1君、新穂君、進藤君
菅原君、菅君、鈴木（善）君、高橋（良）君
高橋（辰）君、手塚君、富樫君、山本（隆）君
山本（正）君、薮田君、吉野君、斎藤（得）君

命会員誕生
五十嵐伊市郎君、小松広穂君、中野活吾君
大川喜一君、斎藤善一君、斎藤栄作君、
斎藤信義君、佐藤昇君、佐藤忠君、
菅原啓君、手塚林治君、山本正君

命奥様誕生
早坂保江様（徳治）、五十嵐甲様（伊市郎）
属岸豊子様、高橋多恵子嘩（旦士）、
佐藤喜代悪様（正郎六佐藤晴子様（衛）、
斎藤貢様（栄作）

㊥会長報告′

交換学生のバーバラ嬢が、石黒君の御好意
により、1週間東京見物楽しく終り、3月2
日帰り、鶴岡高工の卒業式に参列後、同日午
後4時過ぎ、其の前の例会に報告した通り、
鶴岡西クラブの栗本さん宅に宿舎変えになり
ましたので、石黒君、同奥様、私とも共に又
今野国際奉仕委員長と御送り致しました。
西クラブよりは半田会長風邪の為め出られ

ず、佐藤幹事が、又鶴高工の阿部先生が栗本
さん宅で御待ちして居りました。
東本さん宅は1昨年新築されました御立派

な2階立の家で、応接室、畳敷しきの広い客
間、湯殿、トイレ、寝室、庭あり素晴らしい
お宅でした。頚木さん宅にはお爺さん、奥さ
ん子供さん2名居られ皆様に宜敷しくと御宿
のみして参りました。

其れから通学の送り迎えには車で部長さん
がやって呉れるとのことです。尚天気よくな
れば自転車を買ってやるとの事でした。

㊧看護業務の実態について

荘内病院　斎藤芳野
保健婦、助産婦、看護婦法では看護に従事

する職員を、看護婦と准看護婦の二種類とし
て規定しております。
看護婦と准看護婦の教育機関としては、看

護大学、看護短大、看護学校、高等学校衛生
看護科、准看護学校とその種類にも修業年限
にも相違があり、卒業後の両者には、年令的
にも内容的にも大きな差が生じております。

看護婦の念願としては、これらの学校を出来
るだけ統一すること。また、現在多い各種学
校を、学校教育法第一粂校にすることを希望
しております。

看護婦が働く分野としてほ地域、学校、医
療機関などがあげられますが、そこで行われ
る基本的な看護は「患者中心の看護」即ち看
護婦は医師の助手としてのみ存在していたの
ですが、現在の看護学では、看護とは病気を
もっている人間に対して、その回復を促進す
るために、身体的には勿論、精神的にも社会
的にも、あらゆる面から科学的な援助をする
こと、と云われております。

日本の病院は西欧の病院に比較して、「患
者中心の看護」が行われなかったのですが、
終戟後、米国の占領政策の一環として病院対
策がとりあげられ、病院のあり方、看護のあ
り方が改革されました。具体的には昭和23年
の医療法の公布、保健婦、助産婦、看護婦法
の改正、昭和26年の社会保健における基準看

護、給食、寝具料金等の認定により、従来、
医療の場としてのみ発展して来た病院が、病
院本来の姿をとりもどしたのであります。

しかし新しい看護体制の中にも問題があり
ます。まず夜勤問題として、2～8制度の問
題があげられます。これは夜勤看護婦の人員
を従来の1人夜勤を2人にすること。また夜
勤の回数は準、探夜勤を含めて1ケ月8日以
内とすることを主張する労働運動が新潟県を
中心としておこり、全国的に波及し、昭和40
年には人事院のみとめるところとなり、現在
では全国の病院が人事勧告に従い、その実現
に努力をしております。

次に看護人員の不足問題があげられます。
その原因としてほ、社会一般の医療需要が増
した事、（病院、診療所の増加、疾病構造の
変化に伴う施設の転換等）また、2～8制度
の実施のための補充人員等があげられます。
昭和44年の調査では15万人の不足があり、こ
の不足は年間4万床増えると云われている。
社会の必要性の中で益々きびしくなるものと
考えられます。

以上、荘内病院の看護も現在追究されてお
り、本質的な看護に近づく様に努力をつづけ
ております。また、当病院は庄内地域の医療
機関の中心的な存在でもあります。したがい
まして、当病院で行われます看護内容の優劣
がそのまま患者さんの看護を左右することに
もなりますので、今後共努力をつづけて行く
つもりでおります。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重
ねてお願い致します。御協力下さい。
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う　　　め

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30
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電話0235輯5775

会　長　鈴　木　善　作
幹　事　高　橋　辰　美

払励め陣ぜ罵拠れア
ロータリーの精神を振るい起こせ

第795号　　1975・3・11（火）（曇）　No．35

数　　　　66名

数　　　　47名

率　　71・21％

前回の出席

前回出席率　　77・27％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　90・91％

⑳ビジター
小林忠廉君、加賀山隆士君一鶴岡西RC
本間留芳君一温海RC

⑳点　　　鐘　12：30　鈴木会長
⑳ロータリーソング　　奉仕の理想
㊥本日のビジター紹介　　S・A・A
⑳会長報告
㊥幹事報告
⑳会員スピーチ

職業奉仕に関して　早坂源四郎君

欠　席　者

阿宗君、阿部（裏）君、早坂（徳）君、飯白君
石黒君、五十嵐（伊）君、鷲田君、嶺岸君、中
江君、中野（清）君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君
新穂君、佐藤（衛）君、進藤君、菅原君、鈴木
（弥）君、高橋（良）君、津田君

メークアップ

風間君一新潟東RC
半田君、板垣君、嶺岸君、三井（徹）君、
三井（健）君、中野（清）君、佐藤（順）君、手
塚君一鶴岡西RC

傘地委員会報告

㊥職業奉仕に就いて

職業奉仕に関する話をしてくれと云うご依

頼を受けました。丁度15年前、入会して間も

なく、小花会長からtt奉仕こそわがつとめ”

の概要を紹介せよとのお話があって、少しし

ゃべりましたのが私の最初のスピーチであっ

会
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ご
家
族
み
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読
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ま
し
ょ
う

㈱棚一………



たかと思います。今日久し振りで、職業奉仕

の話をする様になり、感慨深いものがありま

す。ご依頼を受けた時に、少し戸惑いまし

た。戸惑いましたのは自己反省であり、果し

て皆様方に道を説く資格ありや恒恨たるもの

があります。然しながらこの道は遠く険しい

が共に進まねばならぬ道です。暫らくご静聴

をお蔽いします。

職業奉仕は各個人が職場で実践すべきもの

で、クラブや委員会が実践するものではあり

ません。あくまで個人が実践すべきもので

す。何故なれば、会員は一業一人の原則に基

づいて、各々職場に於て、ロータリーを代表

しているからです。従って今日の私のお話も

私の実践した事例をお話するのが最も肝要か

と思いますが、誠に貧弱な経験しかございま

せんので、人様の事例とか、お話を使わせて

頂きます事を先ずお許し願いたいと思いま

す。それで本日皆様におくはりしたパンフレ

ット　tt企業経営観と其の事例”ですが、これ

は、米国の大企業のペニー商会社長と西独の

P・Gの講演要旨でございまして、理想的な

スピーチです。是非今晩でもお読み願いたい

と思うのでございます。

さてロータリーでは実践を尊びます。

実践すると云う事は非常にキツイ事があり

ます。あるバストガバナーの話では、例えば

好きな煙草を止める事だ。これは堅い決意と

熱心な努力、不屈な忍耐がいると説いて居ら

れます。誠に同感ですが、私は仲々実行出来

ません。

ロータリー精神を如何に適用するか

次に問題となる事は、私共の職場で如何に

職業奉仕を実践するか、換言すれば如何にロ
ータリー精神を、叉四つのテストを私共の仕

事に適用するかと云う事です。専門業者の方

公益関係の方々は比較的理解しやすい、例え

ば四つのテストに就いてドクター公認会計士

や、新聞社の社長さんは、真実かどうか、公

平かどうかはそのまま判断の基準として用い

られますが、商工業者の場合には更に具体的

の事例を求めて理解に努めねばならぬと思う

のであります。

この点私はIt奉仕こそ我がつとめ”は誠に

名著と思いますが、外国の事例の為毛嫌いさ

れます。又先般職業奉仕委員会が配布しまし

た。神守さんのtt占一夕リーで云う職業奉仕”＼、ノ

は誠に好評です。先ず礪訳物をも毛嫌いせず

併せて読まれて広く知識を吸収して頂く事が

大切かと思います。

一昨年ガバナーとして公式訪問の節、私は

努めてtt四つのテスト”の好い事例はないか

と思い探し求めましたが、仲々お話を頂戴す

る事は出来ず、むしろ逆にあるクラブの若い

会員から、40年前に作られたハーバートテー

ラーのtt四つのテスト’’がその当時とは経済

環境が異なる現代の経営に果して適用し得る

や否やと、色々な経済条件の差異を示され質

問を受けた事があります。本日皆様に差し上

げたパンフレットの中のペニー社のLaekson

社長の講演は正にこの問題に対する回答でご

ざいます。

昨年の10月頃でしたか、高橋正太郎君と上

野三郎君と　tt四つのテスド’で話し合った事

があります。その時高橋君は彼の経営するリ

ンネソ・サプライズの職場で四つのテストを

はって、従業員の不和を鎮めた話、又上野君

からロータリー入会前にtt四つのテスト”の

文字に興味を引かれこの精神で組合関係を円

滑に処理された話を聞きまして、私は青い鳥

を求めて処々を歩き廻りましたが、案外青い

鳥は吾々の身近にある事を痛感した次第で



す。話が余談になりますが、私がガバナー時

代、会社の仕事を何一つも出来ませんでした

が、案外会社の業績が伸びました。勿論取引

先の方々が色々心配されて、何くれとご配慮

して頂きました事はありましたが、それにも

増して従業員一同が己達がやるんだと云う何

と申しましょうか、自主管理方式が自然の内

に行われ、叉所謂権限移俵がスムーズに行わ

れ今日に至って居ります。誠に人生とは面白

いものだと感じ入る次第です。

R．1会長の言葉

次に私が感銘を受けましたR・Ⅰの会長の

職業奉仕に関する言葉をお話申し上げたいと

思います。

先ずカーター前会長は、一昨年の国際協議

会の席上で
tt今日では設計図面に手を付ける前にtt儲け

はいくらか”が問題にされます。その昔職人

気質で最高の品物を作り、最高のサービスを

提供して、しかも適正な報酬で満足していた

時代にあったものを、我々は取り戻す事は出

来ないのでしょうか”と訴えられました。

彼は現代の大量生産方式による商品の品質

の低下、そしてコンベヤーシステムの流し作

業による働く者の人間性の埋没の盲点を衝か

れ、ローークリアンの奮起を求められたので

す。そして、スウエデン、英、西独のロータ

リアンの人々が自由作業時間制、又職務拡大

方式、自主管理等、働く人々の生き甲斐を求

める事に熱心に取り組んでいる事を絡介され

ました。

本日おくぼりしたパンフレットの中にも、

西独ロータリアンがこの問題に触れて居られ

ますし、又吾国の進歩的企業は既にこれを実

施して居るのであります。

ヒックマソ元会長の言葉で印象的なのは

I havelearned tolisten・です。

これは職業奉仕で貴方は何を学ばれたかと

云うロータリアン誌の記者の質問に答えられ

た言葉です。

彼は次の様に説明して居ります。
tt私はこの事を自分の仕事から知ったので

す。私共の業界（彼は写真製版）は組合運動

が非常に強いのです。組合のリーダーと対座

して新しい労働契約を相談する時等、勿論私

は大声を出して暴言をはく様な事はしませ

ん。私は彼等の云う事に耳を傾けます。私が

傾聴しているのを知ると、直ぐに彼等も叉私

の話に耳を傾けるのです。そして私共は妥結

の道を見付けるのです。傾聴しますと、驚く

程他人の見解が分ります。雇主と従業員の関

係、労働組合関係その他の事も凡て同じで

す。人の話を良く耳を傾てけ聞く事は、大地

を足で踏みしめて立っている事です。

以上が私が職業奉仕から学んだ経験です。

I havelearnel tolisten．

感銘深い言葉です。最後に、ロビンズ会長

の言葉をお伝えします。

昨年来目された時の言葉です。彼は次の様

な、米国の詩人エドウィン・マーカムの詩の

一節を読まれました。

人は　いろいろな　営みをなすが

いかなる営みとは云え

もしそれが、営む人の人づくりに貢献し

なければ

それは意味のないことであろう。

またいかに、美しい盛んな都市を築き上

げても

もしその都市づくりに携わる人々自身が

成長せず、強化されなければ

それは何とむなしい努力であろうか。

彼はロータリアンが多数の中に、郡象の中

に埋没して隠れて了う事を強く戒しめ、あく

まで人づくりによってロータリー精神を奮い



起す事を求められたのであります。彼の云う

人づくりとは、先ず吾々自身であり、更に吾

々の職場の人々であり、地域社会の、特に若

い人々をも含むものと思います。

以上R・Ⅰの会長の職業奉仕に関連ある言

葉を拾い出してお伝え申し上げました。

既にお分りの様に、職業奉仕は如何に吾々

の日常の仕事にロータリー精神を適用し、実

践するかであります。言うは易く、行うは誠

に難しい場合が多いかと思います。特に昨今

の経済状勢は私共に多大の困難と不安を与え

て居ります。然し私共は、ロータリーを信じ

ロータリーに熱情を持って、大いなる勇猛心

を持ってこれを乗り超えて行かねはなりませ

ん。私は今日程、アーサー・シェルドンの

He profits most who servesbestの標語が

単なる標語で終る事なく、事業経営者の実践

哲学であらわばならぬと思って居ります。

ロータリアンの経営者から一人の落伍者を

も出さぬ様、お互いに激励し、切嗟琢磨の要

を強く感じます。その意味におきまして当ク

ラブの職業奉仕委員会が、先般アンケートを

お出しになりました事に深く敬意と感謝の意

を表して居ります。

私は職業奉仕委員会が、討論会、ファイヤ
ーサイドミーティングを開催され、事例の発

表と研究をせられると共に、更に進んでは、

現在の不況に如何に対処するか、ロータリア

ンに対する事業上の援助と助言を与えるため

の委員会の設置の要なきや等を至急考究され

ます事をお願いしまして、スピーチを終りた

いと存じます。

退　　会　　届

私儀

今般4月1日付人事異動により函館立社勤務

を命ぜられ、鶴岡営業所から離任いたしま

す。

つきましては3月末日を以て当クラブを退会

しますのでお届けします。

昭和50年3月

鶴岡市山王町1－38

明治生命保険相互会社

山　　本　　隆　　男

鶴岡ロータリークラブ

会長　鈴　木　善　作　殿

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。

）
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諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

う　　　め

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12；30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235材5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

払、初め陣ぜ罵拠れア
ロータリーの精神を振るい起こせ

第796号　　1975．3．18（火）（曇）　No．36

㊥出席報告

本日の出席

会　　員　　数

出　　席　　数

出　　席　　率

前回の出席

66名

50名

75・76％

71．21％

59名

89・39％

⑳ビジター

大谷博司君一山形RC
堀博君一新潟東RC
工藤武樹君一鶴岡西RC

争点　　　鐘　12・30　鈴木会長

㊥ロータリーソング　　手に手つないで

㊥本日のビジター紹介　　S・A・A

㊥会長報告　　会　長
命新入会員紹介　　会　長
⑳新入会員挨拶

㊥幹事報告

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、半田君、板垣君、
風間君、三浦君、森田君、小野寺君、斎
藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐
藤（友）君、佐々木君、笹原君、富樫君、
吉野君

メークアヅプ

阿部（裏）君、佐藤（衛）君、新穂君、菅原
君一台中RC
石黒君、五十嵐（伊）君、嶺岸君、中江君
中野（清）君、進藤君、鈴木（弥）君、高橋
（良）君一鶴岡西RC

㊥退会者挨拶
⑳退会者記念品贈呈

⑳台中港姉妹クラフ盟約式報告　阿部裏君

命会員スピーチ　石黒慶之助君

（最近の菌科診療について）

㊥会長報告
1．鶴岡RCと台中港区RCの姉妹クラブ盟

約式が、去る8日午後5時から台中県語棲
鋲の新天地ホテルで何長景会長と阿部嚢先
生。鶴岡クラブ代表が盟約書に著名捺印終

りまして無事9名の会員が御帰りになりま

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
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し
ょ
う
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した。本当に御苦労様でした。クラブを代

表して厚く厚く御礼申し上げます。
2・現幹事の高橋辰己君が本日の例会を最後

に当クラブより退会されることになりま

す。本年度開始以前より色々と御尽力御支
援を賜わり本当に助かりました。この席よ

り厚く御礼申し上げます。

尚、あと4月、5月、6月の3ケ月は前

幹事の小松広穂君より御助け下さる様御承
諾得ましたので御苦労なこと充分存じて居
りますが何卒御援助下さる樽伏して御蔽い

申し上げます。
尚、高橋君は仙台に御栄転の由、鶴岡と

も近いので是非御来鶴の際は御立ち寄り下
さる様御体に御留意益々御発展の摩ど皆様

に変り御願い致します。

山本隆男君（明治生命）も退会されます。

㊨スマイル　3月18日

1．三井賢治君　三女大学に入学

2．薮田誠樹君　長男県立鶴岡南高入学
3．山本隆男君　長男県立鶴岡南高入学
4・ヤマリ1大西町店竣功

家　　主　ヤマリン社長　手塚林治君
設　　計　新穂設計事務所々長」

新穂光→郎君

空調工事　荘内三菱社長　　早坂源四郎君

建築主体工事
温海佐藤組　　佐藤　衛君

5．進藤誠一君

立派なヒゲをたてられました。少しあつか

ましいようですが当クラブでははじめての

ようでスマイク御願いします。

6．阿部　豪君

台中港区ロータリークラブとの姉妹クラブ

盟約式の団長として帰国挨拶
7・山本隆男君　函館支局へ転勤

8・五十嵐伊市郎君　葬儀お礼

㊥職業奉仕のスピーチ

最近悪評を受けている
歯科診療について考える

r会負　歯科医師　石黒慶之助君

一昨年からの狂乱物価により、大衆は生活

防衛のため、石油の問題から、トイレットペ
ーパー、砂糖、食握、衣類こ土地、家屋或は

自動車の排気ガスの問題、更にはお風呂代、
地方公務員の給料に至るまで異常な関心を持
って、攻撃的大衆運動を起して居ります。

特に最近は歯科医療に対して風当りが非常
に強くなりました。大都会の一握りの特殊診

療歯科医についての批判から、最近は全国す
べての歯科医が悪徳者であるかのような風調

さえかもし出されて参りました。そして厚生

省までが世論におされtt歯の110番’’と称する

苦情処理棟闇を全国に5，000ヶ所設置するこ
とになったようです。110番といえば泥棒、

強盗への御用の電話であります。歯科医もつ
いに泥棒や強盗と同列になったかと思われる

ようで非常に悲しんで居ります。今朝のニュ
ースでは銀行への苦情にまでtt110番’’が拡大

されています。

更に、私は真の医療は医師と患者との信頼
感の上に成立するものと考えて居りますがこ　＼一・／
のような雰囲気になりますと、患者は「この

先生は大丈夫かな、だまされないように…」

などと初めから不信感不安感を持っておっか

なびっくり受診するようになったり、また歯

科医は「この患者はどんなことを言い出すか
なあ、歯の110番へ投書するのではないか」

等と警戒心を持って診療するようになっては
相互不信も甚だしい堺況で、他人の体を削っ
たり、切ったりする医療は成り立ちません。

吾々は過去において経験したことのない医療
の危機を痛感しています。

吾々歯科医師は勿論歯科技工士、衛生士、
助手など医療担当者は、日夜患者の立場にた
って最良の処置は如何にすべきかを考え、善

意と真心を持って診療に努力しているつもり
でいましたが、このような不明朗な世論の波

の中に飲み込まれてしまいそうになり、何か

報われない悲しい気特になっています。

私は最近の歯科に関すへる新聞記事を、極カ
スクラヅプブックに集め、自分なりにこれを

検討して見ました。それをもとに、先づ、悪　＼、J

評の要点は何か？何が批判のまととなってい
るかを歯科医師の立場から考えてみたいと思
います。

（勾　歯科医へ行ってもすぐ見てもらえない

歯科医師はtt法”によって受診を断ること

が出来ないし、また患者を選択することも禁

じられています。何んとしても患者さんは診
て上げねばなりません。職業上から見れば患

者さんは神様であらねばならない筈でありま

す。ではどうして、‾tt診療拒否’’と誤解される

現象が起るか？
ィ．歯科疾患の多発と受診希望者の激増



0衛生思想の普及
0健保法、福祉施策の充実により医療はタ

ダにすべしの傾向による
ロ．歯科医師とその介補者の絶対的不足
ハ・歯学の進歩により、より良い仕事のため

に診療に長時間を要すことが多くなった

どこの歯科医も非常に多忙です。稼働時間

をこれ以上延長することは従業員の勤務関係
からしても不可能です。私も年と共に体力も

おとろえこれ以上の重労働は無理のようで

す。

然らば、どうすれば苦痛に悩む患者、生命
の危険にさらされた急患を救うことが出来る

か？それは先づ新患を診て上げることです。

急がぬ疾患の方は相当先まで待って頂くし、

急患は先づ苦痛や危険をくい止める処置を行
い本格的な診療は先きに延ばして救急処置だ

けは何んとしてもやって上げねばならない筈
です。

㈱　歯科医は保険診療では長く見てくれない
イ・歯科における健康保険診療は制約を受け

て居りすべての診療が出来ると限らない。

歯科診療には次の3つがある。
α　保険で出来るもの…‥・

疾病の治療、標準的な補綴
ゐ　差額徴収となるもの…・・・

貴金属、特殊材料を使う場合
C　保険の対象とならないもの・・…・

．予防歯科、美容的整形、健康診断、歯列
矯正、小児の補綴など

ロ・保険診療料金は、前時代的統制価格であ
・り不合理である

α　材料基準と現実価格との格差

∂　外注技工料と保険点数のアンバランス

？技術能力差の評価が殆ど行われていな
し、

d　予防とか指導については報酬が求めら

れない－保険医を辞退する歯科医も増加
ハ・イギリスやソビェトでは補綴は保険外、

将来吾が国でも保険経済の面から補綴の給

付は無理になるのではないか。

要するに保険診療は疾病対象であるから賛
沢を云わねば健康保持までの処置は出来るの
であります。健保制度について合理的な採算
の合う抜本的改正を切望しています。

炬）自由診療では診療料金が高すぎる
たしかに私共から見ても関西二近畿或は大

都市の料金は随分高くいただいているものだ

と驚くものがあります。新聞紙上で発表され
た異常な高料金は、鶴岡の歯科医ではまるで

夢のようです。しかしながら吾々歯科医はド
ングリのようにならんでいるのでほありませ

ん。学歴、研究歴による技術、能力の差或は

経営上の経費の多い少ないなどの差がありま

すので診療料金に高庇があるのが当然かと考

えますが歯科医師としての良識とかモラルと
かに問題があるようです。唯、新聞で称する
‘t悪徳歯科医’’とされて姐上に上げられた歯科

医が果しでt悪徳”であるのかどうかを冷静に

考えてはしいと思います。

歯科界も最近専門医が求められています。
その専門医がtt自由診療料金に上限をもうけ

よ”は不当今より30年前には、下手な歯科医

は安くしてもハヤラズ夜逃げしたりつぶれた

りしたものです。「ヤブ医竹庵」とか「門前
ジャクラ」の言葉があります。1人の患者に

長時間をかけ、完全な検査を行い、精密な技
術、高級な材料を用い作った入れ歯と私共町
医者が作ったものとは差があってもよい筈で

す。

或る専門医は1日、3人～4人の患者しか

診られないとも云っています。医療の社会性
から見れば多くの患者を安い診療費で均等的
技術で診療すればよいのでしょうが、歯科医
も科学者の端くれです。学術の進歩を吸収し
より良い仕事への意欲を持っています。良い
仕事には必ず時間と経費がかかるわけです。

このような緊迫した事態になった原因は何
か？また、ロークリアソの歯科医としてその

対策を四つのテストに照らし合せて考えてみ
ました。

原因として医事評論家の水野華氏は次の4
項をあげている。私は更にもう一項を追加し
たい。

1・「脱保険」を指導する歯科医師会……
保険医療の改善見通し立たず緊急避難的
指導

2．あいまいた健保のメカニズム……

政府の怠慢
3．歯科医のモラル‥…・

仁術→算術、悪徳者
4．多い患者に少ない歯科医
5・マスコミの宣伝による患者の不信感
6・歯科医師会の内紛

1・と2・ほ医政の問題であり、個人開業医とし
てほどうにもならないので大部分を棚上げし
主として3．4・5・の問題についてまた患者さん

側の苦情等を四つのテストにてらして意見を
のべさせていただきます。



①　真実かどうか
・真実の歯科医療は現行保険制度で実施出

来るか。歯科医の良識とかモラルに頼る
外ない

・高額の自由診療費は真実にそれに価する

施術であろうか、逆に高額診療を求める
歯科医は、真実に悪徳なのか？

・歯科医は患者に果して真実な説明と良心

的な施術を行っているのか？
・歯科診療を保険診療のみに統制すること

は、歯科学の進歩を停止させ、高度医療
の普及をさまたげるものと考える。

・歯科診療における真実とは何か？良い仕

事をすれば患者数の制限と自由診療とせ
ねばならないし、受診希望者のすべてに
良い顔をするには粗診乱療になってしま
います。

（参　みんなに公平か
・激増する患者の取り扱いについて、みん

なに公平にするには……受診拒否、患者
選択につながらぬように配慮する。

・保険診療患者に対し、明らかに出血する

診療部門、乃至は殆ど利潤の無い診療部
門をどのように理解してもらえるか？

・患者のためになる良い仕事なら欠損をし

てもやらねばならないのか？
・官公立病院では受診制限がゆるされ、開

業医では許されない。官公立病院は高点
数でも赤字は認められるが、開業医は低
点数でも黒字にせねは生きて行けない矛
盾はどう解するか。

・現在、歯科診療においてtt公平”とは何

か？私もその判断に迷っています。
（診　好意と友情を深めるか

・医療は患者と医師との相互信頼なくして

成立しない。tt歯の110番”は問題の解決
にはならないと考える。

・金銭問題ならば高い診療費を求める歯科

医にはかからねはよい。保険を拒否する
歯科医にはかからねはよい。……患者は
医師を自由に選択出来る。

・診療費の高い安いよりも患者さんが満足

出来る結果になったかどうかの問題の方
が重要である。

・歯科医は患者にttよかった、有難かっだ，

と言われる診療を行うべきである。
④　みんなのためになるかとうか

・歯科診療の最も効果的な受診方法を推め

たい。
（1）定期検診……2歳児検診、3歳児、

幼稚園、入学時
（2）早期診療……治療はCIC2のうちに

・診療能力を超える多数の受診希望者を全

部一時に診ることは不可能なので、私は

計画診療制のもとより良い仕事のために
時間予約制を行っている。

・医学の進歩を臨床に取り入れるための研

修会、学会への参加と同時に毎週半日従
業員の研究会を開いてより良い歯科医療
を心がけている。みんなのためになるこ
とが歯科医療本来の姿であらわばなりま
せん。

以上、現下の歯科診療への批判について歯
科医師としての解説を試みましたが、要は歯
科医師の良識即ち奉仕の理想の活用と患者の
信頼感即ち歯科医療への正しい理解によって
解決されるものと考えます。

私は歯科医業が110番呼ばわりされる理由
は何もないと信じますが、天職たる歯科医療
の汚名はんかいのためロータリーの綱領にあ

る

・歯科医業の道徳水準を高めること。
・歯科医業は有用で尊敬されること。
・歯科医業を通じて社会に奉仕することに

より品位あらしめること。
にむかって献身の努力を尽すつもりであり

ます。皆様には世論にまどわされることなく
身近かな歯科医療の実体について或は真実の
歯科診療へのご理解、冷静なご批判をお願い
致します。

鶴岡ロータリークラブ

会員御一同　様
余寒未だ酷しい今日此頃です。皆様には益々
お元気でご活躍のこととおよろこび申し上げ
ます。
さて私　このたび福島支店勤務を命ぜられ、
過日着任いたしました。
鶴岡支店在任中は、皆々様の公私にわたる格
別のご指導とご交誼にあずかり、しかも、人
と人とのふれあいのありがたさと得がたい数
々の教訓をお教えいただき本当に有難うござ
いました。

温たかい人情と美しい自然に恵まれた4年間
を懐かしく想い返している次第です。
今後とも、こころあらたにして、なお一層職
務に精進いたしたいとおもいますのでよろし
くご指導の程お願い申し上げます。
まずは右ご挨拶かたがたお礼まで
昭和50年3月

福島市東浜町15－25
田　　中　　晶　　英

勤務先株式会社殖産相互銀行福島支店
福島市本町5－4

スピーチ等には要旨で結構ですので、原！

工∴、r十∵一、1品、、工－い
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品岡ローギリー
THE ROTARY CLUB
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う　　　め

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鋤5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

艶励め射通感触ヤ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第797号　　1975．3．25（火）（曇）　No．37

⑳出席報告

木目の出席

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　　75・76％

修正出席数　　　　58名

確定出席率　　87・88％

⑳ビジター

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）、嶺岸君、三井（健）、

中野（活）君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、

佐藤（友）君、佐藤（正）君、笹原君、谷口

君、津田君、上野君

メークアップ

風間君一仙台西RC

阿部（公）君、板垣君、森田君、小野寺君

佐藤（友）君、富樫君、吉野君一鶴岡西RC

㊨新入会員紹介　　新穂君

羽根田正吉君、長谷川末治君　　　　　今金長報告

土井秀夫君一鶴岡西RC　　　　　　　　　⑳幹事報告

争点　　　鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　横手クラブ1D周年記念式

㊨ロータリーソング　　手に手つないで　　　　　　　6月8日　横手市民会館11：00

命ビジターゲスト紹介　　　　　　　　　　　　　　登録料￥7，000　4月10日締切

会
報
は
ご
家
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な
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ロ　鳥栖ロータリークラブ認証状伝達式

5月18日　鳥栖中央公民館

ハ　大越・常葉・滝根・船引

4クラブ合同認証状伝達式

6月15日　船引町営体育館

登録料￥8，000

ニ　ロト一夕リー手帳1部380円クラブ負

担ですが若し不要の方ありましたら挙手

の事

⑪台湾台中港区クラブ盟約式参列者スピーチ

A　阿部　　裏君

B　菅原　　啓君

C　新穂光一郎君

ご　　挨　　拶

「災害は忘れた頃にやってくる」とは昔か

らよく言われた吉葉ですが、昨年度の幹事と

いう悪い夢がようやくさめかかった頃、高橋

幹事の仙台栄転というaccidentの為、理事会

の席上諸般の情勢からして叉残り3ケ月の短

期間ではありますが、幹事の大役を引受けざ

るを得ない破目になりました。前高橋幹事は

各種奉仕活動に大きな足あとを残して仙台に

向われました。

昨年度一年間幹事をやりまして只一つ勉強

しました事は「幹事は何んでも手を出すな、

それが会員各位から特有な能力を展開する機

会を奪うことになる」という幹事要覧27真の

項目であります。私はこの幹事に対する指導

項目をかくれみのにして残る3ケ月、会長の

たてられた活動計画書の遂行に頑張りたいと

思います。

重ねて申上げますが皆様方の御協力なくし

てこれも出来ない事ですので好意と友情を以

ておたすけ下さるよう御願い申し上げ挨拶と

致します。

㊨ロータリー情報委員会

張　　紹淵君

山本隆男君

津田晋介君

青少年交換に関するスライド
It門は開かれている’’について

（その1）

最近、国際ロータリー本部は、青少年交換　　）

の新しいスライドを発行しました。青少年交

換の実際のところを数えて下さっている重要

なものです。スライドの番号を数字で示し、

その内容を全部紹介致します。大変参考にな

りますので必らず読んで理解下さるようにお

願い致します。

題目ばt門は開かれている”

1．2．今年、18才になる、オーストラリア

のス←・サツトンさんは、いわば、きわめて

特殊な親善使節であります。

3．彼女は、地球の反対側にある国の自分

の住んでいる小さな町から、南ドイツのなだ

らかに起伏する丘にある始めての町まで、世

界を半分廻る旅行をしました。

4・ここで、彼女は新しい生活にはいり、

満一学年を、新しい友達をつくったり、新し

い言葉を学んだり、話したりして、過ごしま

した。

5．彼女は、ロータリアンの3家族と家庭

生活を共にして、それらの家庭にそれぞれ溶

けこんで、暮し‥…・



6．それで3組の父母と大勢の兄弟姉妹と

が、できたというわけです。

7・彼女は、その新しい体験の1カ年間に

2つの役割をつとめました・・…・

その一つは、ドイツとドイツの人びとにつ

いて、研究する学徒としての役割で・・・…

8．いま一つは、母国オーストラリアの生

活をそのドイツの町の学生、その他の人びと

に教える教師としての役割です。

9・1カ年を他国で過ごす青少年交換学生

のみんながするように、彼女もやはり家族の

一員となって、…‥・

10．温かい家庭生活をともにしながら・…‥

11・自分の勉強に身を入れ、ドイツ語はむ

ろんのこととして、……

12．‥…・始めての料理を食べてみるとか、

作ってみるとか、－　そうしたスーさんが

『いろいろな方面に私を拡げてくれた』と言

っているものを学んだのでした。

13．そして、暇なときには、オーストラリ

アの海岸に最初の移民が上陸した時より、

500年も昔にできた彼女の町の風物や生活や

歴史をかみしめてみるのでした。

14．他国での1カ年は、世話になっている

国と自分の母国との両方に対する彼女の理解

を進め……、彼女に新しい成長をもたらした

のです。

15・幸いにも、こうした話は、スーさんに

だけ限られた特殊なものではありません。何

千人もの若い人びとが、毎年、ロータリーの

力で、国々の問に友好の橋を架けているので

あります。

16．スーさんは、ロータリーの青少年交換

プログラムで、ドイツに行ったのですが、こ

れは、ロータリーのクラブと地区によって行

なわれる、大きな、そして立派な成果のあが

っている、国民対国民のプログラムでありま

す。

17．青少年交換は、若い人びとに対するロ

ータリーの－つまり皆さんの－いわば投

資であります。

18．各国民間の親善と平和への努力を助け

る投資なのであります。

19．皆さんも、どうぞ、この世界的な、プ

ログラムに参加して下さい。皆さんの御子息

や御息女も他国に行きたいのではないでしェ

うか。また、皆さんも、他国から客を迎えた

いとか、あるいは、海外に出すのと海外から

迎えるのと両方ともやってみたいと思ってお

られるのではないでしょうか。

20．それができるのです。これから、その

基本的な手順についてお話しすることにいた

しましょう。

21．たいていの場合、地区の青少年交換担

当役員と他の地区の同じ役をしている人びと

が中心人物となります。

22．ある国のクラブAは若い人を自分のと

ころへ迎えたいと思い、他国のクラブB、で

は一人出したいと思っているとします。この

場合、地区青少年交換役員を通じて話をまと

めるのが普通ですが、しかし、クラブの問で

直接話をとりまとめることもできて、また、

実際にそうしているところがあります。

23・青少年交換を行なおうとする場合、典



型的な手順として、先ず、最初に行なわれる

のは、その計画を学校の掲示板に発表するこ

とであります。

24．交換学生になれるのは、普通15才から

18才までの男女で、まだ大学に入っていない

者であります。ロータリアンの子女にも参加

する資格があります。

25・選考は、派遣学生の出発する、8カ月

乃至12カ月前から始めます。申込みについて

両親の承諾を得ること、これは、青少年交換

で最初にしなければならないことの一つであ

ります。

26．申込書は、派遣クラブの委員会で慎重

に検討され、次に、地区に青少年交換プログ

ラムがある場合、地区の委員会で審査されま

す。

27．それから面接が行なわれます。交換学

生の義務について話があり、申込者たちは、

自分たちは、母国の「使節」となって、行く

ことになるのだということをさとるのであり

ます。

28・委員は、申込者の人柄、学業、語学力

順応性、風さい、その他の点をよく考えて、

決定を下します。

29∴次に委員会は、選抜した学生のために

ホスト・クラブになってくれる他国の地区の

クラブを決める仕事にとりかかります。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETJN
創立S34・6・9　承認S34．6・27

顔圃口中ヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご
例会日　毎遇火曜日　PM12‥30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235¢う5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　美

馳ヶ励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第798号　　1975・4・1（火）（曇）　No．38

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　67名

出　　席　　数　　　　54名

出　　席　　率　　80．60％

前回の出席

前回出席率　　80・30％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　89・39％

⑳ビジター

佐藤勤一君一鶴岡西RC

菅原鉄三郎君一温海RC

⑳点　　　鐘

㊧君ケ代・ロータリーソング「奉仕の理想」

欠　席　者

阿宗君、金井君、黒谷君、中江君、中野

（括）君、斎藤（信J君、笹原君、進藤君、

菅原君、高橋（良）君、津田君、富樫君、

鷲田君

メークア　ップ

佐藤（友）君一仙台RC

阿部（公）君、嶺岸君、三井（健）君、中野

（活〕君、佐藤（正）君一鶴岡西RC

㊥ビジターゲスト紹介

梅下幸雄君、五十嵐忠君
ローターアクトクラブ　斎藤優子さん

句＞新入会員

菅原辰吉君（佐藤順治君より）

⑳会員誕生　奥様誕生

会
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⑳年間出席発表

㊨食　　　事

⑳会長報告

⑳幹事報告

A　理事会決定事項

（4／8第5回クラブ協議会）

新会員の所属決定

1．石川君　新睦

2．佐藤君　職業奉仕

3．菅原君　社会奉仕インターアクト

B　例会変更　山形西クラブ

4／7の例会を4／6に　産ビル6F

C　会報到着　本荘　石巻クラブ

D　白馬クラブ認証状伝達式

5／18白馬村瑞穂エコーランド体育館

⑳皆出席

15年間皆出席

15年間皆出席

12年間皆出席

10年間皆出席

9年間皆出席

7年間皆出席

6年間皆出席

2年間皆出席

3月125％出席

石　黒　君

3月100％出席

安藤足助君

鈴木善作君

石黒慶之助君

佐藤忠君

阿部賽君

上林一郎君

小野寺清君

完網末松君

1名

48名

阿部（公）君、阿部（要）君、安藤君、張君

早坂（源）、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君

市川君、板垣君、海東君、金井君、上林

君、風間君、黒谷君、小花君、小池君、

今野君、小松君、嶺岸君、三井（健）君、

三井（徹）君、三井（貿）君、森田君、男網

君、中江君、中野（重）君、中野（清）君、

小野寺君、大川君、斎藤（得）君、佐藤

（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛：）君、佐藤

（友）君、佐藤（正）君、新穂君、進藤君、

菅原（啓）君、菅君、鈴木（善）君、鈴木

（弥）君、高橋（正）君、高橋（艮）君、手塚

君、富樫君、山本君、薮田君、吉野君

命会員誕生

飯自祐倍君、新穂光一郎君、進藤誠一一君

佐藤宇一君

奥様誕生

阿部悦子様（公）、市川芳子様

笹原郁子様、小花春子様、中江道子様

菅原徳子様、山本イト様

⑳新入会員　　菅原辰書君

大正5年12月16日生　58才

お勤め　鶴岡工業高等学校学校長

ご家族　奥さん　和子様　　56才

娘さん　みき子さん　24才

趣　味　読書

其の他

ト　49年10月21日～28日8日間、ポールパー

マーさんの御厚意に依り生徒6名教官2名

を含め、総勢9名のリーダーとしてアメリ

カのカルホルニヤ・ロングビーチに行かれ

国際親善の実を挙げられました。

2．交換留学生バーバラーさんをお世話して

おります。

3．新学期を期してインターアクトクラブを

結成する意欲に燃えています。



㊨ロータリー情報委員会

青少年交換に関するスライド
tt門は開かれている”について

（その2）

30．青少年交換の費用は、誰が負担するの

でしょうか。ほとんどの場合、交換学生の両

親が、旅費、保険料‥…・

31・…出かけていく国で必要な衣類……

32・…そして、不時の用意に200ドルばか

りのお金…などをととのえることになってい

ます。

33・ホスト・ロータリー・クラブは、通常

毎月の小遣銭を支給し、また、授業料を免除

してもらう交渉をします。

34・交換学生は、受け入れ国に出かける為

に、その国の歴史、習慣、言語、文芸など多

少勉強しておくようにします。

35・‥・パスポートとビザの用意をし、ま

た‥…・

36・・‥健康診断を受け、そして、健康保険

傷害保険および責任保険の手配をします。青

少年交換を成功させるには、これらの手配に

万全を期することがきわめて大切でありま

す。

37・いよいよ目的地に到着、というすぼら

しい日がやって来ました。ホストをつとめる

家庭は新しい娘を迎え、この月からお互を親

しく知る毎日が始まります。

38．新しいお友達もできます。ス←さんは

ほかの交換学生と同じように、いち早く言

葉の障害を乗り越えてしまいました。じきに

ドイツ語が自由に話せるようになったので

す。

39．また、ホスト家庭のお母さんがとても

喜んだのは、スーさんが、その家の「どの娘

とも同じ」であったということです。

40．受け入れクラブまたは地区は、ホスト

家庭の親以外のロータリアンを顧問にしま

す。

41．顧問は、学校の入学、別なホスト家庭

への転居などに関することで、交換学生の面

倒を見ます。

42・規則といったものは、ほんの少しで、

それも簡単なことです。たとえば、通常の場

合、交換学生は、自動車の運転を一切しては

ならない、といったようなことです。

43．デートをするのはかまいませんが、し

かし、あまり深入りするのは感心できませ

ん。

44・交換学生は、時々会合に出たり、家庭

に招かれたりして、たびたびロータリアンと

接触します。

45・…なかには、ホスト・クラブにプログ

ラムを提供する者もあります。

46・ロータリーのおかげで、今やス一・サ

ツトンさんの世界は、1年前のそれよりも、

はるかに大きくなりました。これは、彼女の

ために、ロータリーのホスト役をつとめた人

たちの世界についても同じです。

47．『スーさんを私どもの家庭に迎えたお

かげで、大いに得るところがありました』彼

女のホストになった人達は、みんなそう言っ

君
君
君

淵
男
介

紹
隆
晋

本
田

張
山
渾



ています。

48・このプログラムの基準となる指針が、

パンフレット746－J、青少年交換に述べられ

ています。各クラブや地区は、この指針を適

当に調整して、用ているわけであります。

49・国際ロトタリー事務局では、このプロ

グラムに参加したいというクラブや、地区が

わかるようになっていますので、いつでも、

そのお世話をする態勢をとっています。

50・別な形の青少年交換として、よく学校

の休暇中に行なわれるものがあります。たと

えば、個々のクラブや地区が、年頃も考え方

も同じような、若い人をセミナーに招いたり

することがあるのであります。（セミナーと

は、大学で教授などの指導の下に学生が自ら

研究し、発表、討論などを行う教育方法、

～）51・ヨーロッパでとくに人気のあるのは

3週間夏期プログラムというプログラムであ

ります。学生は、1週間だけロータリアンの

家庭に泊まり、それからまた別なロータリー

団体のところへ行くというようにするのであ

ります。

52・青少年交換は、ロー－クリーのすぼらし

い成功の一つであります。年間6，000人を越

える人びとが、ロータリー・クラブやロータ

リー地区の主催するプログラムによって、国

外に出かけているのであります。

53・交換学生の一人びとりによって、もた

らされる効果には、広い範囲にわたるものが

あります。

54・ホストになった、土地や家庭にとって

は、得るところが多く‥…・

55・・・・また、友人や学校の生徒や先生にし

ても同じであります。

56・といっても、スーさんの他国での1年

は、ほんのスタートに過ぎません。彼女がオ

【ストラリアに帰国したら、ロータリー、家

庭、学校、それから地元の人達を通じて、何

百人という人びとに、自分の体験したことを

伝えることになるでしょう。

57．ロータリアンにしてみれば、これだけ

のことが出来たという満足があるわけであり

ます。

58．ロータリアンとその家族の人達は、青

少年交換によって、ロータリーの国際奉仕部

門を推進する活動に直接加わることになりま

す。

59．青少年交換の一つ一つが、同じように

世界平和をめざすそれぞれの歩みを表わして

いるのであります。

60．ロータリーによって、これらの若い人

たちは、開かれた門を通り、そして、人類と

いう家族に対するより深い理解へと進んでい

くのであります。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。
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CLUB BULLETJN
創立S34・6・9　承認534．6．27

諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

い　ろ　り

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235的5775

会　長　　鈴　　木　　善　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

紘ヶ㈲劾
ロータリーの精神を振るい起こせ

ロータリー雑誌週間特集号

ミロナタリー雑誌週間に寄せてモ

シンガポール市から12哩のところに、

小さな貧しいボンゴル村がありました。

それが全く面目を一新して、健康な子供

たちのいる村に変り、ロータリアン誌が

162冊お送られました。これを御覧にな

った、（ヨシンガポールロータリークラブ

会員達は、印度のハイデ・ラバット村を

改善し、あわせて、ボンゴル村の面倒を

ロータリ　ー情報委員会

見たり、学校、ボーイスクラブ、公民館

センターを建てたりしました。同じくロ

ータリアン誌を見て、②南アフリカ連邦

の好青年たちがケープタウ大学で首府プ

レトリア政府の仕事を見学し、公民権を

習らい、これを叉カナダがならったり、

③カリフォルニヤ州オークラソドクラブ

では．子供連れの場合を除き成人の入園

会
報
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ご
家
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ん
な
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を禁ずる公園が出来たり、（彰世界のお互

い同志の文通の妙案が出来たり、（9公園

の中に誰れも利用できる、建物が出来た

り、⑥又、公園内休憩所が出来たり、さ

まざま示唆が出来ました。

結局はロータリアン誌は、①それはど

んなものか、②どこにあるか、（卦どのよ

うに始まったのか、④どのように作られ

たのか、（9どのように役立っているのか

⑥どのように、あなたを助けるかを知ら

せています。

御承知の通り国際ロータリーの検閲誌

は、2億煩あります。それは、（∋英語の

ロータリアン誌と、（卦スペイン語のレビ

スタ・ロータリアンであります。これら

は（1）ロータリーのすぼらしい伝達者であ

り、（2）ロータリーのメガホンとも申しま

しょう。（3）家庭と一族にも結びつき、（4）

盲目の少女が学校の庭で、美しい水仙の

花を摘んでいる、眼の見えない隣れさを

ロータリアン誌を通じて、ニュージラン

ドに、大変同情して、慰問する新しい友

人が出来たりして、（5）講読者はたちまち

増えて、全世界のロータリアン達の自分

たちの雑誌であるようになりました。（6）

御承知の通り、米とカナダの両国は義務

的予約講読で、他の国々は自由講読であ

ります。

ロータリアン誌の歴史は、1910年の秋

ロータリークラブ連合が設立され16クラ

ブがシカゴに集合したとき、ポール・ハ

リスさんの、合理的なロータリー主義と

題する哲学的な小論文を3，000人のクラ

ブ会員に読まれることは容易でなかった

のでした。初めは、謄写刷りで、1911年

の国際大会で公式出版になり、たちまち

に発展して、世界中にひろがりました。

その内容は、①激励的な記事は、クラ

ブプログラムの示唆になり、（参世界問題

を積極的に扱う態度、③平和への道を真

剣に考え、④世界を身近なものにして、

（9色々の記事を世界の雑誌や新開に転載

して利用されたり、（参ロシア誌、米、ソ

両国政府間雑誌の交換協定のもとに送ら

れたり、⑦スウェーデンでは、アメリカ

の心温まる話しを乗せたりして、世界で

読まれること、⑧実に、1年に1億を超

える数になり、国家間の言語の障壁に橋

をかける役をして、⑨日本では、ttロー

タリーの友”と共に読まれる数も、52，0

00以上にのぼり、⑲子供達の英語習いや

⑪大学の学生が利用したりしています。

その発行所は、国際ロータリー本部で

あって、ロークリ・一・・の世界サービスステ

ーションであります。その仕事場には、

毎月5，000通の郵便物を受け取り、分類

返事を出す仕事が分担されて、雑誌の表

紙は美しく、11才の少女がクリスマスカ

ードにしたりして、（1）優秀な編集者も沢

山あって、（2）材料も豊富で、（3）割付けす

＼一一／



る人、匝）広告する人、（5）宛名彫刻版、刻

み込み、（6）宛名変更の整理、（7）記事の整

理、（8）管理する人、（9）予算が100万ドル

（米）を超え、㈹毎年245，000ドルの紙

代、㈹4，700ドル分の写真銅版を買い、

姻印刷は、363，000ドルかかるようにな

り、世界的大雑誌であります。

ロータリークラブが更によいクラブに

なろうとするならば、クラブの雑誌委員

会が、資料を活用することであります。

それには、10の方法があります。①は、

ロータリアンになる可能性のある人のた

めに、多くの質問に答えるようにするこ

とです。②新入会員に正しい出発をあた

えることです。（卦知識の豊富なロトクリ

アンの育成に、④卓上会話、や討論に内

容を提供すること、⑤クラブ内の人材で

番組を組むこと、⑥tt外部”の講演者に

助力をすること、（∋ttロータリー雑誌週

間”を主催すること、⑧貴クラブの国際

奉仕活動の促進をする。⑨地域社会の閑

＼、＿／　心をロトタリーにひきつけること。⑬奉

仕のための新しい考案を発揚（奮い起

す）することをやることです。⑪その他

委員会のよいアイデアキットは、文献事

務所より求められますし、⑲ローークリア

ソ誌を利用、活用することです。

それには、（1）パンネル、討論すること

に利用されたり、（2）クラブのプログラム

の論題にしたり、（3）クラブの会報に、よ

い国際ニュースと共に、ローークリアソ誌

の予告を利用したりして、（4）奉仕の理想

を拡めるために、寄贈分を図書館、読書

室、病院、にやったり、学校や名誉会員

に寄贈など、個人、公共団体に寄贈した

りすることです。

以上を小括すれば、ロータリアン誌の

大きな役目は、①ロトークリーを推進し、

②人々とクラブを結合させ、③彼らの問

に奉仕の気運を盛り上げてやったりしま

す。④その中で最も役立っていた実例と

しては、（1）30年前にロークリアソ誌が紙

屑箱に棄てられて、ダソ・レザースソほ

それを拾い上げて読み、感激して、自分

がロータリークラブに入会、会長から地

区ガバナーになって、ロータリーに大変

尽した話しがあり、（2）ジーソ・ボーイ一

・ショアという可愛い少女が家にあった

お父さんのロータリアン誌をとり出し、

ペンパルの名前を見つけて、文通してな

かよくなり、旅行するお金が無いので、

お叔母さんが旅費を出してもらい、それ

が旅行のはじまりで、それから今日最も

広く世界を歩いた旅行記著者となって、

ロータリアン誌にしばしば旅行記を書い

て下さっています。又、（3）アマチュア無

線の記事は、バイロン弁護士が100通の

手紙と無線記念カードを35ヶ国からうけ

るなど、彼と700人のアマチュア無線の

ロータリアンの非公式団体の会員達が、



世界の空を友好の精神で満たしたり、匝）

オーストラリヤでは、ロータリアンの9

年生の教育者ギョーフほ、ローークリアソ

誌の感謝の辞に、次のようにありまし

た。

われらの雑誌は、この楽しい雑誌のど

の頁を見ても、私は、未だかって、何処

の誰に対しても①卑劣な、②下品な、③

悪意のある、④冷酷な記事を見たことが

ありません。⑤この雑誌は、きざ（いや

み）なものでもなく、（参上すべりなもの

でもなければ、⑦安っぽいものでもなく

又、⑧才気ぶったものでもなければ、⑨

知識人ぶるものでもありませんし、⑲本

当に親しみ易く、⑪思慮深く、⑫激励的

であり、⑲そして、人間の価値と誠実と

いうものは、（1）人種、（2）皮膚の色、（3）信

条（信仰の個粂）の如何に関係ないとい

う堅い信念にみちております。⑲特にロ

ータリーと一般世界問題とを取り上げて

いて、⑯新鮮で、⑲健全でそして、⑰権

威雑誌であると云う、証明がありまし

た。

特集号が発行出来て大変幸せです。

有難うございました。

会報委員会

J



CLUB BULLETIN
創立534・6・9　承認＄34．6・27

品岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

つ　く　し

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　　鈴　木　善　作

幹　事　　高　橋　　辰　　美

紘ヶ励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第799号　　1975．4．8（火）（暗）　No．39

数　　　　68名

数　　　　50名

率　　73．53％

前回の出席
前回出席率　　80・60％
修正出席数　　　　61名
確定出席率　　91・04％

⑳ビジター

奥村知介君一習志野RC
松田善三郎君、佐藤拡君一鶴岡西RC

⑳点　　　鐘　　会　長
⑳ロータリーソング

「それでこそロータリー」

⑳ビジターゲスト紹介
鶴岡警察署長　松　本

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、安藤君、五十嵐
（伊）君、板垣君、金井君、黒谷君、嶺岸君
斎藤（信）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、
佐々木君、菅原（啓）君、高橋（良）君、菅
原（辰）君、津田君、鷲田君、吉野君

メークアップ

高橋（良）君一東京麹町RC
金井君、中江君君、中野（清）君、進藤君
菅原（啓）君、富樫君一鶴岡西RC

⑳幹事報告
（1）会報到着　猪苗代、東京、遊佐、藤沢
（2）1975～76年第351地区年次大会の案内

9月20日～21日

函館市民会館、市民体育館
（3）例会変更

A　山形北クラブ時間変更
4月24日　午後5時　亀松関

大　　　B雪男禿昌ラ妄後6時相騒
⑳新会員紹介　内山喜一君紹介　小池繁治君　㊨委員会報告　雑誌、出席

霊霊長朝喜　　　　　　　⑳最近の犯罪傾向　50・4・8鶴岡警察署長
⑳ゲストスピーチ（小野寺プログラム委員）　1・刑法犯の発生と検挙の状況。
⑳松田西クラブ会員のスピーチ　　　　　　　2．今年の主なる事件。
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3．暴力団と犯罪。
4・少年犯罪。

5・特別法犯。
6・その他

過去5年間の手口別発生、検挙状況　（上段発生件数、下段検挙件数）

過去5年間の全刑法の発生、検挙状況 （上段発生件数、中段検挙件数、下段検挙人員）

著し霊1羞l歪摩十・一・．ト∴「十
39

39

台中港ロータリークラブ会長殿

鶴岡ロータリークラブ

鈴　　木　　善　　作

蒋介石総統のご逝去を悼み謹んで哀悼の
意を表します。
昭和50年4月7日

㊥ロータリー情報委員会

張紹淵君　山本隆男君　津田晋介君
ttロータリーの計画とは何か”

思いおこしましょう
ロータリーの計画は、国際ロータリー定款

第3条及び、標準クラブ定款第3条に掲げら
れている、綱領の中に示されていることで
す。即ち、ロータリーの綱領は、有益な事業
の基礎として奉仕の理想を鼓舞し、これを育

成し、特に次の各項を鼓舞、育成することに

あります。
第一、奉仕の機会として、知り合いを拡め

ること。

第二、実業及び専門職業の道徳的水準を高
めること。あらゆる有用な職業は尊重される
べきであると云う認識を深めること。そして

、ロータリアン各自が、職業を通じて、社会
に奉仕するために、その職業を品位あらしめ
ること。

第三、ロータリアンすべてが、その個人生
活、職業生活及び社会生活に、常に、奉仕の
理想を適用すること。

（以下次号へ続く）

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。
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CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認534．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12；30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235材5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払ヶ、初め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第800号　　1975・4．15（火）（暗）　　No．40

㊥出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　69名

出　　席　　数　　　　56名

出　　席　　率　　80．88％

前回の出席

前回出席率　　73．53％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　91・18％

㊨ビジター

陶山次郎君、足達一見君一鶴岡西RC

斎藤作兵衛君一温海RC

争点　　　鐘　　会　　長

⑳ロータリーソング

「それでこそロータリー」

⑳ビジターゲスト紹介
⑳新会員紹介　　石井敬二君

紹介者　阿部　裏君
命会長報告

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、早坂（徳）君、五十
嵐（伊）君、金井君、風間君、黒谷君、嶺
岸君、三井（徹）君、斎藤（信）君、笹原君
進藤君、薮田君

メークアップ

菅原（辰）君一山形北RC
吉野君一山形西RC
阿部（公）君、安藤君、五十嵐（伊）君、板垣君
黒谷君、嶺岸君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君
菅原（啓）君、高橋（良）君一鶴岡西RC

⑳ゲストスピーチ

鶴岡消防本部　朝岡仲次氏

⑳幹事報告
（1）例会変更

山形クラブ　4／23　午後6時より

四山楼に変更

（2）会報到着
八戸、八戸東、山形南、村上、山形

北、温海、新芝田、山形、石巻東

（3）葉書で御通知申し上げました4／22の例

会変更は新会員（現在6名）歓迎会を

会
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行います。
尚、例会は職業奉仕委員会と、ロー

タリー情報委員会大活躍のスケジュー
ルをもって居りますので御楽しみに多

数御出席される様御願い申し上げま
す。親睦委員会、S．A・Aは御協力願
います。

（4）葉書で御通知申し上げました2名の会

員推せんにつき所定の手続を経ました
ので皆様に御通知し異議の申立を求め

ます。

（5）来る4／22午後4時し例会前）より新理

事会を開きます。

⑳本日のゲストスピーカーを御紹介致します

本間文雄氏　鶴岡消防署長

命会長報告

①　去る8日第5回クラブ協議会を開き、そ
半期の活動計画と予算見直しを行いました
処、各委員会共格段の御努力に依り活動計
画の通り活動されていることはクラブの為

めに大変喜ばしいことです。尚まだ不充分

な委員会もあるとのことですので残る2ケ

月半の間に御努力を御願い致します。

尚、例会終了後5分間理事会を開きます
からお残り願います。尚新穂君よりも出席

して頂きたい。

②　みなさん本年の年度始めに申し上げる処
でしたが、遅れまして申し訳ありません。

本日のロータリーソング「それでこそロー

タリー」は親睦と友和を現したよいソング

ですので私の会長時代に鶴岡ロータリーの

皆様に実行していただきたいのです。現在
でも先輩の張君、小花君、早坂バストガバ
ナー、石黒分区代理外の方々も実施してお

られます。
1・どこで会っても　やあと言おうよ

見つけた時にや　おいと呼ぼうよ

遠い時には　手を振り合おうよ
それでこそ　ローローロータリー

2．笑顔笑顔で　語り合おうよ

心で　結び合おうよ
みんなの世の為　働らき合おうよ

それでこそ　ローローロータリー

十何年前でしたか、東京大会に参加し、

帝国ホテルのロビーで休んで居った時、外

人が手を上げて問いかけて釆ましたが、

No・Noと手を振って分かれました。之れ

は失敗でした。

8年程前の四国旅行の際、高松空港で走
れ叉ロークリアソと会いました。新潟クラ
ブの方で氏名は忘れましたが、楽しく話し

合いました。

それでは鶴岡クラブの皆様、庄内地区代

表して実施しませんか？　反対の方は手を
上げて下さい。

＜tl消防体制についで’＞

鶴岡市消防本部消防長

朝　　岡　　仲　　次

1・鶴岡地区消防事務組合概況

（昭和50年4月現在）
0発　　　足　昭和48年4月1日

。構成市町村　7市町村（鶴岡市、藤島町、

羽黒町、三川町、朝日村、温海町）
0人　　　口163，721人

（内鶴岡市97，973人）
0世　帯　数　40，779世帯

（同上26，787世帯）
0面　　　積1341・51絨（同上234．7砲ゐ）

0管　理　者　鶴岡市長
0組合議会　議員20人（鶴岡市より8人、

他町村より各2人）
0職　　　員　消防長以下168人

（内訳）消防本部21人

（消防長、総務課7人、予防課7人、
警防課6人）消防署147人

（署長、本署32人、駅前分署18人、湯

野浜分署10人、大山分署10人、藤島分

署12人、羽黒分署12人、櫛引分署（50

年10月開設予定）12人、朝日分署12人
三川分署（同上）12人温海分署16人）

0消防車両等　25台

（内訳）水槽付消防ポンプ自動車2台
消防ポンプ自動車8台、予備消防ポン
プ自動車2台、可搬式小型動力ポ／プ

3台、化学事1台、積載車1台、指令

串2台、広報車2台、連絡車1台、救
急車3台

0業務内容　消防団関係業務（消防団は市

町村毎に単独に設置運営している。）
及び消防水利関係業務（消防水利は市
町村毎に単独に設置管理している。）

を除く消防関係業務全轍とする。



0予　算　額　昭和50年度、当初予算額

464，468，000円（収入の大部分は、市

町村の分担金である）
2・鶴岡市消防団及び鶴岡市内の消防施設概

況（昭和50年4月現在）
。団　員　数　団長以下1，615人（他に予備

消防団員353人）
0分　団　数16分団

3．火災発生状況

消防ポンプ自動車　25台

可搬式小型動力ポソプ118台（内5台は

自動車に積載、他は台車に積載）
消　火　栓1，083

防火貯水槽　411

警　鐘　台197

予　算　額　昭和50年度、当初予算額
47，082，000円

損　害　額

144，428，000円

（25％減少）
109，045，000

81，456，000

（24％減少）
62，686，000

4・救急車出動状況

5・危険物施設数（昭和50年1月1日現在）

（屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯
蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所一般取扱所等）

鶴岡市L藤島町羽黒町 櫛引町l三川町l朝　日　村‖温海町

3171　　301　　32 411　　111　　36　L　　　63

昭和50年4月　　　　　質問1．（昨年7月当委員会がお配りした、

職業奉仕に関するアンケート調査の結果報告　　　　神守源一郎氏著「ロータリーでいう

鶴誤墓仕表訝り回答者警ヂ仕」をお読みに；≡ました

当委員会では、会員の職業奉仕についての

考え方や、その実態をつかんで、今後の委員

会活動の参考にすると共に、会員の職業奉仕
推進のための一助にLたいと考え、去る2月
18日全会員にアンケート用紙を配付し回答を

求めました。今回その集計を終えましたので
ご報告いたします。

Ⅰ　回答状況

会員数　　　　66名

回答した会員　33名（50％）

Ⅰ　回答の内容

イ　読まない　　　　　13名（39％）

ロ　一部読んだ　　　　　7名

ハ　ひと通り読んだ　　10名

二　繰返し読んだ　　　　3名

質問2．（あなたの事業には、従業員の組合
がありますか。）

回答者　　　　　　　　　　33名

イ　ある　　　　　　　　　6名
ロ　ない　　　　　　　　27名（82％）

質問3．（あなたは、従業員の賃金その他の
労働条件を直接決定する立場にあり



ますか。）

回答者　　　　　　　　　　　33名

イ　ある　　　　　　　　　30名（91％）

ロ　ない　　　　　　　　　　2名

ハ　その他　　　　　　　1名

質問4・（あなたは従業員の賃金その他の労伐

条件を決めるとき－そういう立場に

ない方は、そういう立場に立ったとし

て－一番重要に考えることを一つだ

け次から選んで下さい。）
回答者　　　　　　　　　　32名

イ　事業の採算　　　　　　7名
口　従業員の生活　　　　11名

ハ　国の政策　　　　　　　0名

二　公平　　　　　　　　　4名

ホ　世間とのつり合い　　　4名
へ　勤労意欲　　　　　　　5名

卜　従業員との信頼関係　　6名

チ　その他　　　　　　　　D名

（二項目以上を選んだ回答がありました）
質問5・（あなたと従業員との関係について、

今どういう状態にあると考えますか。）
回答者　　　　　　　　　　32名

イ　厳しいが温かく協調的でしっかりした

信頼関係にあると思う。23名
口　必ずしも今は、しっくりした関係にな

いがあなたの努力によって改善出来る

と思う。　　　　　　　8名
ハ　必ずしもしっくりした関係になく、そ

の改善にあなたの手の及ばないところ

にあると思う。　　　　D名
こ　その他　　　　　　　1名

質問6・（あなたは、今年々頭に、今年の職業
上の目標、方針として決意されたこと

或は、従業員に示された指針があれば
書いて下さい。）

回答者　　　　　　　　　　　26名
0（問屋と店、店と顧客の問の）相互倍額

を深めよう。
。（患者に対して）親切に徹せよ。

0工夫と実行。

0与論の動向と節度。

。和。
。悔いなく精一はい働け、必ず報いられる

であろう。
0和気協力。

0年の初めは、人は皆最高の精神にたちか

えるものです。我々は、わが社の創業の

精神である「知恩報徳」の精神を改めて
喚起しましょう。何時でも、何事でも誰
に対しても感謝の念を以て行動すること

です。そして内外共に友達になることで

す。そしてみんなの和で昭和50年を最良
の年に致しましェう。

。職場の人間関係の改善と従業員の人間形

成。
「チームワークの向上によるみんなの繁

栄」について座談会を開く。
0誠意奉仕、創意開発、熱意行動。

（10年前に策定した指針ですが、本年は

特に強調した。）
0今一度、創業精神の原点に立ち帰り、我

等今何をなすべきかを考え、そして実行
せよ。

0常に作品の向上を．／

0お客様を大切に、挨拶を忘れぬこと。

0最上のものを、誠実、明朗。
0私も従業員も賃金は「もらう」「くれ

る」ものでなく。みんなで生むものであ

ると考えている。
。他人をおもいやりましょう。お互いに助

けあいましょう。誠心誠意に努めましょ

う。そうすれば繁栄するであろう。更に

権威あらしめましェう。
0健康と意欲の保持、相互信頼と一致協力

の強化、お客本位の仕事で信用の拡大、

合理化と節約による改益の確保、技術、
技能の向上と機材と公害の保全。

0良い作品を、早く、安、安全に。
。不況を乗り切ることの決意。

。協調。

0いま何をなすべきか。考えて行動するこ

とに努めよ。
0各人の目標をたてること。

質問7・（あなたの事業所では、これまで新聞
ラヂオ、テレビ、ちらし、DM、看板

などで広告されたことがありますか。）

回答者　　　　　　　　　　　33名

イ　ある　　　　　　　　　39名（88％）

P　ない　　　　　　　　　　4名

質問8．（広告するに際して、そのやり方や内
容について、一番重要と考えることを

次のうち一つだけ選んで下さい。）

回答者　　　　　　　　　　　30名

イ　いかに広く（多くの人に）伝えるか。

10名



ロ　いかに良い印象を与えるか。

5名

ハ　いかに正しく伝えるか。11名

こ　いかに強く印象づけるか。

Z名

ホ　同業者への影響。　　1名
へ　その他。　　　　　　　4名

（二項目以上選んだ回答がありました。）
なお「板引先メーカーが直接広告する

ことが多いので不当の広告はきびしく抗

議するよう努めているが、今のところ余
り反社会的なものはない。」と附記され
た回答がありました。

質問9・（あなたが職業奉仕の実践に当って、
現実に困惑され、悔まれたことがあり
ますか。－仕入先、販売先、従業員

同業者との関係について、或は、四つ
のテストについて。）

回答者
イ　ある

ロ　ない

ハ　事例をあげられた方

0同業者との関係。

0販売先との関係。

0医院の能力限界を起える患者数の増加

とその処理。保険報酬の低廉と材料費

人件費の高騰による医院経営の難し
さ。
マスコミの歯科医への批判による患

者の不信感への対策。学術研修への意

欲とその時間の割愛、更に臨床への活

用。
0従業員の私的生活への介入の度合い。

0四つのテストの適用について。

0従業員に対し、いかに公正に処する

か。具体的には、人事考課をする場

合。
○事業そのものえの理解のされ方につい

て。
0過当競争に対する事業採算の問題。

0従業員の態度、非行等。

質問10．（職業奉仕は、ロータリアン個人が実

践すべきものであるが、その理解のた
めに職業奉仕委員会に、どんな活動を

期待しますか。）
回答者 10名

主なる内容。
0会員、ゲストの職業スピーチ、或は、

自分の職業の説明、所感、随想等を会

報で紙上発表する。　　4名
0事例発表を　　　　　　4名
0ファイヤーサイド、ミーテングや討論

会と研究会の開催。　　7名
そのときのテーマ

不況の現況とその対策
ロータリー精神の（四つのテストの）

適用について

私達の企業が社会的にどんな責任をも
っているかの反省

従業員をどのようにして企業に協力さ
せているか

0優良従業員を例会に招待する。

2名

0同業者を例会に同伴する。

1名

0四つのテストを判り易く解説する。

1名

0同業組合等への加入状況を調べる。

1名

○このアンケート調査の結果を知りた

い。　　　　　　　　1名

0現業にたづさわる多くの管理者のナマ

の声をききたい。　　1名
0職業奉仕について他クラブ会員との話

し合いの場を。　　　1名
0会員の奉仕の事例の蒐集。

1名

取　集計を終えて感想と反省。
1．数限りなくある職業奉仕の機会の中から

このアンケートでは、次の三つの機会を

とり上げてその実態をみようと試みまし

た。

①　「賃金決定」の機会に。（質問4）
③　「経営方針を打ち出す」機会に。

（質問6）

③　「広告する」機会に。（質問8）
①及び③については便宜上、回答欄に予

め考えられる項目を列挙して、それに○を

付して答えて頂く形式をとりましたが、勿

論、これら項目はどれが正解という性質の

ものではありません。むしろこの集計結果
をどう読むかが問題かと思います。

③については、年頭に一年の計として自

ら決意されたこと、或は従業員に示された

指針を具体的に書いて頂く形で知ろうと試
みました。

名
名
名
名

2
7
1
3
1
4
9



上記結果の通り26名の会員がこの質問に

貴重な回答を寄せられました。これらの一
つ一つについて熟読玩味されるようお願い

いたします。

2・質問9ほ職業奉仕の実践過程で壁に当っ

た事例を求めたものですが、回答のうち約

半数の会員は何らかの困難に当った経験が
あると答えておられます。そして、こうい

う質問には仲々答え憎いと思いますが、9

名の会員に何らかの形で事例を書いて頂け
たことは有難いことでした。

殊にその内容を具体的にあげて書かれた
一会員の真率な態度と勇気には誠に敬服い

たしました。と同時に当委員会が直接これ
にどう応え得るのか、只々無力さを感じる

ばかりですが、ファイヤーサイドミーテン

グなど、これらの問題について、会員の意

見交換の機会をつくることは、これに応え

る途の一つであろうかと考えます。

3・職業奉仕委員会の活動に対する要望とし
て10名の会員に多数のご提案を頂きまし

た。最も多かったのは、テーマをきめたミ
ーテングなどの開催を要望する声でありま

した。

これは、前年度、当クラブで試みた二回

の例会に亘る討論会が非常に充実した内容
のあるもので、その継続を期待するものと

受取りました。その機会を是非持ちたいと
考えております。

4・当委員会が昨年7月、第358地区ガバナ
ー事務所から特に頒けて頂いて、全会員に

配付した冊子、「ロータリーでいう職業奉

仕」は、全員に洩れなく読んで頂けたもの
と思っていたが、今回の調査で約40％の会

員は全く読んでいないという答が出たこと
は、少なからずショックでした。

やはり、こういうものは配りっぱなしで

なく、必要に応じては、例会で少しづつで

も朗読するとか、内容の一部を興味をもつ
ように紹介するとか、読んでもらう、工夫

と努力が必要であることを痛感いたしまし

た。しかし、この結果から少くとも、四つ

のテストの「真実かどうか」は身について

いる会員が多いと集計子は感じと　りまし

た。
5・質問形式はなるべく答え易いように配慮

したつもりですが、回答率50％は、予想外

に低い結果でした。質問の出し方にも、ま

だまだ不充分な点が多かったと思いますし

又、やはり繰返し繰返し提出をお願いすべ

きであったと、この点の努力不足を反省し
て居ります。

6・回答率の低調にも拘らず、特に質問6．9．

10では集計子の予想以上に多くの貴重な事

例やご意見を得たことは、この試みの大き

な収獲であったと考えます。
7・以上アンケートの集計結果と感想、反省

の一端を述べ、且つこの結果を今後の奉仕

実践のご参考にして生かされることをお隣
いし、更に、回答をよせられた会員諸兄に

深く感謝しつつこの報告を終ります。

以　上

（以下前号より続く）

第四、奉仕の理想に結ばれた、実業人と専

門職業人の世界的親交によって、国際間の理
解と親善と平和を推進すること、とあります
が、これは唯、単なる推進運動であるがため

に、70年間に零任して来たロータリーも、世

界平和を見ることが出来なかったことは、
1922年（大正11年）に定款及び細則が完全に

改正せられた。とすれば、又、綱領の改正が
必要がないかと考えるべきではなかろうか。

改正が必要であるか、必要でないかは別とし
て、我々は常に、次の気拝であらねばならん
ではなかろうか、と思われる。それは、

第五、tt単なる推進奉仕運動でなく、徹底

的に調和のとれた、世界平和の獲得をするこ
と”。を全ロータリアン、各自が足並みそろ

えて、ロータリーのtt奉仕の理想”に邁進徹

底致しましょうではありませんか。

はっきり云って、単なるR・Ⅰ会長、理事

会、役員、ガバナー連中、クラブ会長、幹事　＼・一
理事会、役員、特に委員長連中だけ一生懸命
では、ロータリーはよくなりませんと思われ

ますから、私達ロータリー情報委員会はくれ

ぐれも皆様によろしく、おねがい致します。

殊に、あなたのクラブはそうでないでしょう

ね。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。



CLUB BULLETJN
創立S34・6・9　承認534．6．27

諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

つ　く　し

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235材5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　小　　松　　広　　穂

払励め陣好餌如ケ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第80T号　　1975．4．22（火）（晴）　No．41

㊥出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　80・88％

修正出席数　　　　64名

確定出席率　　92．75％

争点　　　鐘　　午後5時

⑳ロータリーソング「率仕の理想」

⑳ビジターゲスト紹介

や会長報告

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、五十嵐（伊）君、黒
谷君、嶺岸君、森田君、中野（重）君、中
野（清）君、大川君、斎藤（信）君、佐藤

（昇）君、佐藤（順）君、鷲田君、佐々木君
新穂君、進藤君、内山君、菅原（啓）君、

菅原（辰）君、谷口君

メークアップ

阿部（公）君一酒田RC

薮田君一気仙沼RC

嶺岸君一温海RC
五十嵐（伊）君、金井君、風間君、三井

（徹）君、進藤君一鶴岡西RC

⑳新会員紹介

山口篤之助君（衣料品小売）

推せん老　高橋正太郎君

清水重雄君（生命保険）

五十嵐三郎君

会
報
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ご
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横山　昇君（団体保険）

五十嵐三郎君

㊧幹事報告

（1）例会時間変更

温海RC（創立5周年記念の為）

10時より　万国屋

記念講演　早坂バストガバナー

14時～16時　親睦会（5月6日迄申込）

登録料4，000円

（2）寒河江RC

5月1日は創立15周年記念の為　時間の

み午後4時に変更

5月8日の例会は寒河江、大江、朝日合

同例会の為5月9日午後2時に変更

5月22日は0時30分より寒河江市産業通

りサンヨー缶詰製造工場に変更

（3）4月29日は天皇誕生日につき例会は

休会

⑳委員会報告

（1）国際車仕委員会

（2）職業奉仕委員会

（3）ロータリー情報委員会

㊨閉　　　会　　午後6時

㊥新会員歓迎　Fire Side Meeting

新会員

佐　藤　宇　一　君

石　川　寿　男　君

菅　原　辰　舌　君

内　山　喜　一　君

石　井　敬　三　君

山　口　篤之助君

清　水　重　雄　君

横　山　　　昇　君

年度初　　　68名

現　在　　　72名

退　会

田中君、石井君、高橋君、山本君

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。
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CLUB BULLETIN
創立S34・6・9　承認534．6・27

諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

田　　　植

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎週火曜日　PM12；30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235¢95775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

熟れ叫助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第802号　　1975・5・6（火）（暗）　　No．42

く率出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　72名

出　　席　　数　　　　56名

出　　席　　率　　77・78％

前回の出席

前回出席率　　72・22％

修正出席数　　　　66名

確定出席率　　91・67％

㊥ビジター

欠　席　者

阿宗君、五十嵐（三）君、板垣君、海東君

中野（清）君、斎藤（得）君、斎藤（信）君、

佐藤（友）君、笹原君、菅原（啓）君、高橋
（良）君、津田君、驚周君、内山君、山本
君、横山君

メークアップ

阿部（公）君、進藤君一酒田RC
五十嵐（伊）君、嶺岸君、森田君、中野

（垂）君、中野（清）君、大川君、佐藤
（昇）君、佐藤（順）君、新穂君、菅君（啓）

君、菅原（辰）君、内山君一鶴岡西RC

争点　　　鐘　　会　長

羽根田正吉君、小林忠康君、会田起央君　命国　　歌　君　ケ　代

加藤広君一鶴岡西RC

村上七五三夫君、伊藤春夫君
一酒田東RC

本間儀左工門君一温海RC

ロータリーソング「奉仕の理想」

句〉ビジターゲスト紹介

や会員奥様誕生

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



⑳年間皆出席発表

⑫会長報告

㊧幹事報告

1・鶴岡工業高校インターアクトクラブ

発会式について

2・鶴岡旨学校水族館招待への

補助について

青少年委員会は少くとも1～2名は

参加せられたい

3．〃）会報到着

東京、朝日、石巻、塩釜、東京江戸

川　5クラブ

（ロ）宮城県中部Ⅰ・C．G．Fの報告書

¢う　例会変更

㈹　5月9日　余目クラブ

創立5周年記念例会の為

午後6時より

余目町商工会館研修室

登録料　￥3，000

但）山形南クラブ

5月13日　午後6時より四山楼に

⑥　鶴岡西クラブ

孟宗汁例会為5月9日

午後6時よりかに船に変更

国　地区内　大越、常葉、滝根、船引

4クラブ合同認証状伝達式の申込み

期日が5月20日最終節切りとなりま

す。

6月15日　船引町町営体育館

11：00登録開始

⑳委員会報告

材）国際奉仕委員会

台中港区クラブ来訪について

（ロ）新年度役員発表

次期会長　佐藤　忠君

⑳会員誕生

阿部公⊥君、半田浩君、市川輝雄君、

金井勝助君、小花盛雄君、三浦悌三君、

中野重次郎君、佐藤友吉君

句＞奥様誕生

山ロマサ井様、石黒常様、板垣喜美子様、

黒谷貞子様、上野和子様

⑳年間皆出席

1年間皆出席　　風間慶三君

4月150％出席　　2名

張君、石黒君

4月125％出席　10名

早坂（源）君、小花君、小松君、三井（徹）

君、中野（清）君、佐藤（忠）君、新穂君、

鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高橋（正）君

4月100％出席　　45名

阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君、半田

君、飯自君、石川君、五十嵐（三）君、五

十嵐（伊）君、市川君、板垣君、海東君、

上林君、風間君、小池君、今野君、嶺岸

君、三井（賢）君、三井（健）君、三浦君、

森田君、芳網君、中江君、中野（重）君、

小野寺君、大川君、斎藤（栄）君、斎藤

（得）君、佐藤（伊）岩、佐藤（昇）君、佐蕃

（順）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、佐豪

（正）君、進藤君、菅原（啓）君、菅君、高

橋（良）君、菅原（辰）君、佐藤（宇）君、手

塚君、富樫君、上野君、山本君、薮田君



吉野君

命会長報告

1・台中港区ロータリークラブ会員4名乗

鶴に際して色々委員会の方々より御苦労

してもらい無事終えましたこと感謝申し

上げます。

2．小花君が市議会議員御当選致しました

御祝として金一封いただきました。

御目出度う御座います。

3．去る4月26日突然海東与蔵君が発病の

ため荘内病院へ入院加療中です。大変な

こととなりました。聞く処に依りますと

経過は宜敷いとのことです。御見舞を差

し上げますこと理事会で決定しました。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。

1975～1976　鶴岡RC　理事、役員、委員名簿



常任委員会及び特定委員会の委員長並びに委員

＼

）
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CLUB BULLETJN
創立534・6・9　承認534・6・27

戎岡ロー々リー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

田　　　植

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12；30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　　鈴　木　善　作

幹　事　高　　橋　　辰　美

払朝晩
ロータリーの精神を振るい起こせ

第803号　　1975．5・13（火）（晴）　No．43

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　72名

出　　席　　数　　　　50名

出　　席　　率　　69・44％

前回の出席

前回出席率　　77・78％

修正出席数　　　　65名

確定出席率　　90・28％

⑳ビジター

本間留芳君一温海RC

⑳点　　　鐘　　会　長

少ロータリーソング

「それでこそロータリー」

⑪ビジターゲスト紹介
ゲスト　地主鉄明氏

欠　席　者

阿宗君、飯白君、石黒君、五十嵐（三）君
五十嵐（伊）君、海東君、金井君、黒谷君

嶺岸君、三井（健）君、中野（清）君、斎藤

（栄）君、斎藤（得）君、斎藤（信）君、佐藤

（順）、進藤君、佐藤（衛）、菅原（辰）君、
佐藤（宇）君、谷口君、薮田君、清水君

メークアップ

五十嵐（三）君、板垣君、横山君、中野（清）君

佐藤（友）君、菅原（啓）君、高橋（良）君、

内山君一鶴岡西RC

㊥会長報告

⑳幹事報告

（1）例会変更

イ　場所変更　新庄クラブが
5月16日より新庄ホテルにて

ロ　酒田東クラブ　5月15日例会は

クラブ協議会の為PM6：00より

御園別館に変更

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



（2）梁川（仮）クラブ　4月20日設立

福島県伊達郡梁川町字下割田
例会日　毎週金曜日12：30～13‥30

（3）会報到着

米沢クラブ　米沢西クラブ

（4）委員会報告

⑳会長報告

5月10日

海東与蔵君が退院致しました。お目出と
うございます。

5月11日

ライオンズクラブ国際協議会302E－H地

区第21回年次大会式典に参加致しました。
会　　場：鶴岡文化会館
登　　録：9：30～10：30

式　　典：11：00～13：00

パレード：13：30′）14：30

川端通一銀座一荘内銀行前
。ガバナー晩餐会：15：30～17：00

会場庄内青果市場（欠席）
5月12日

Aコース　最上川舟下りと羽黒山探勝

Bコース　羽黒山と鳥海ブルーライン探勝

Cコース　羽黒山、最上川舟下りと

蔵王エコーライン探勝
。親善ゴルフ大会：湯の浜カントリークラブ

ライオンズクラブはライオンの様になか

なか活気があり大変盛大な式典でした。
5月12日

温海ロータリークラブの五周年記念例会
に招待されました。

当クラブよりは早坂バストガバナー、石

黒分区代理と両夫人、安藤前会長、小松幹
事、五十嵐三郎君と私の8名。本間温海町
長、大原ガバナー代表、早坂バストガバナ
ー、鶴岡西半田会長、温海ライオンズ会長

と私が招待者でした。

本間温海町長、早坂ガバナー、石黒分区

代理の記念講話、記念品の贈呈、世界社会

奉仕オークションがあり14：00より祝宴に

入りました。なかなか盛会裡に終えまし
た。

＜職業奉仕発表会＞

去る4月22日（火）時間変更例会で午後5

時40分より約30分間「従業員をいかにして企

業に協力させるか－協力させているか」と

題する意見、事例の発表会を行ったが、その
発言要旨は次の通りである。
（上野職業奉仕委員長）

先日行った「職業奉仕アンケート」によ
ると、非常に多くの会員が、当委員会に対

し、テーマをきめた討論会、発表会、座談

会等の開催を希んで屠られた。そこで本日
は先週予告したように「従業員をいかに企

業に協力させるか－協力させているか」
をテーマに発表会を開催する。限られた時

間内で多くの意見や事例を発表して頂いて
有意義な会合としたいのでご協力をお願い
する。

（小池委員）
性格は真面目だが、仲々能率のあがらな

いハンデーを負っている或る従業員に、モ
ーレツ社員のような仕事は期待しないで、

その従業員の仕事ぶりをそれなりに認めて

やり、「自信を持たせ」て成功した事例。
「車を買ってやることを条件に鶴岡に娘

を就職させた」という父親と、やがては退

職していった近郷出身の高卒女子社員の事

例。

（市川会員）
今の若い人達にとってl‾長幼の序」とか

「勤労の美徳」といった価値観は通用せず

自ら納得しないと受け入れないという、物

事に対し批判的であり、又自己主張するよ
うに育てられています。反面、仕事に対し
て一旦意欲をもやすと成績の向上にすすん

で努力する長所をもっています。

従っていかに従業員にやる気を起こさせ

るかが問題になる訳ですが、いろいろやっ
てみて、各人の仕事ぶりを正当に評価して

やることが大切だとわかってきました。人

事対策でも、僅かの差であれ認めてやると
更にハッスルする気持ちを起こすので、あ

らゆる散会にそれぞれの長所をとりあげて

やるようにしています。

リクリェーシ／ヨソとか新年会の場で具体

的に企業への貢献度を評価してやることも
効果があるようです。ロータリーの例会に

招待するのも意識を高揚し、奉仕の精神の
理解に役立つのではないかと思います。

tt最もよく奉仕するものは、最もよく報

われる’’とはロータリーの標語ですが、自



分の職業が、いかに社会に貢献しているか
を認識させ、その職場での努力の結果が、
このように報われているのだと自覚させ、

理解させてゆきたい。

（薮田会員）
1961年1月亡きケネディ大統領は、その

就任式の挨拶で「アメリカ国家が何か自分
のためにしてくれるだろうと考えてはいけ

ない。アメリカ国民として自分が国家に何

か役立つことが出来るかを考えてほしい」

と云った。私はこの言葉を借りて、従業員
に「自分が企業に対しどんな貢献が出来る
か」考えてほしいといつも希望している。

最近、仕事の関係これまで23人だった私の
アシスタントが60人に急増したので、彼等

との接触の機会がこれまでより少くなっ

た。そこで毎週1回従業員の不平、不満を

きいてやる機会をつくった。その中で特に

むずかしい問題が出てきたときは、従業員
と2人でお互いその問題を解決するように

努めている。

従業員との接触を通じて感じることは、

彼等はいつも上司との「心のふれ合い」を

求めて居ること、従って従業員の真の協力

は「心のふれ合い」がなければ出来ないと

思う。叉私は、日頃「金は人の不満を減ら

すことは出来ても、満足を増やすものでは
ない」ことを、そして仕事が満足を充して

くれるものであることを若い従業員に話し
ている。

（今野会員）
「経営者は私どもを働かせるのか、それ

とも私どもに働いてもらうのか。」これを

逆に自分の側から云えは「おれほ働かされ
るのか、それとも働いてやるのか」という
ことになるであろうが、どちらも不可であ

る。

同じように「おれほ会社から月給やボー
ナスをもらうとか、会社がくれる（支払

う）とか」の考えもまた不可である。これ

は強いてものを分けて対立させ二者択一的

に考える処から来るのであって、そうでは

なくて真の道はお互いのための相互律にあ

ることを銘記すべきである。

健全で平和で繁栄している企業では経営

者と従業員に前記のような利己、利他の考
えがない。この根本の過ちを正し、お互い
に理解し合うたゆまない研輩のない企業で

は枝葉の施策は板なし草に等しい。

（三井賢二会員）

品種7，000種に及ぶ商品の在庫管理は大

変むずかしいが、叉非常に大事な仕事であ
るが、私はこれを従業員を信頼し、責任を

もって把握させている。黍かされた従業員
は責任と誇りを感じてこの仕事をやってお

り、リストをつけて管理する以上の好結果

を得ている。

（山本正会員）
先ず第一に従業員に会社に対する帰属意

識を持たせることだと考える。それには、
いろいろな機会を通じて、会社と従業員が

運命共同体であること。従って会社の業績
があがれば自分達もよくなり、業績が悪く

なれば自分達も悪くなるということを知ら
せることだと思う。ベア、や一時金の団交

時などはそのよい機会の一つだと思う。

私の会社では「無欠点運動」という名称
でZD計画をここ数年来つづけて行ってい

る。ZDで云おれているその背景をなす思

想－エサとムチによる管理でなくて高次

（精神的）の欲求満足による動機づけ管理
－に共鳴しているわけです。

「不良品を○にする」ためには「作業の

重要性を作業者に認めさす」こと、それは

又「その重要な作業をする作業者は重要な
人であると作業者に自覚させる」その結果
「主役は作業者自身です」ということを理

解させ「自分はその作業についてはベテラ
ンである」という自信と誇りを持たせ、何

によらず管理者に頼らなくとも自発的に仕

事を進めてゆくよう仕向けてゆくようにす
ることです。又、ZDでは10人程度の小グ

ループをつくらせグループ会議で目標を決

めその達成に努力させるわけですが、目標
の大枠として全社的方針を打出しておいて

それに協力させるようにしている。

当初私自身でこの運動をすすめるために

教科書をつくり、2日程度の合宿によって

約20人のトレーナーをつくり、そのトレー

ナーが何人ものグループリーダーを養成し

た。昨年の学卒新入生の入社後1ケ月の感

想文の中に「会社に入れば、偉い人が主役
だとばかり思ってきたが、自分が主役だと

先輩から話されて驚いた。自分も主役にな
れるよう努力したい。」という意味のこと
が書かれており、かなり浸透したなあと思



っているが、現実にあらわれる結果はまだ

まだ理想には程遠い。

以前は機関車のような力の強い経営者が

従業員を引張って行ったものだと思う。今
は新幹線のように電串の世の中になった。

2～3繭に1輌モーターのついた車輌が湿

っていて、そのために列車のスピードはう

んと早くなった。ZDを進めることにより

モーターのついた辛が何台か出来れば、そ

れだけ企業に協力する人も増えるというよ

うに期待している。

（石黒会員）

僅か数人の使用人であるが、企業に充分
協力させるには仲々大変なことです。

私は毎週木曜日の午後休診して従業員の
研修会を開いている。歯科医学の技術指導
或は自分達同志の研究発表が主であるが、
一般教義とか経済、政治、人生問題などに

ついても話し合っている。

この会合を通じ、従業員と心の療蝕をは

かり、次の私の方針をからませて指導して

いる。

（1）仕事に魅力を持たせるにはどうする
か。

自分が出来ない仕事を出来るように、

常に新しい任務を与える。初めは易し
いものから、だんだん難しい仕事を与

えてゆく。出来ることに喜びをおぼえ

る。

（勿　仕事に生甲斐を感じさせるにはどう
するか。

歯科医業に従事することによる社会へ
の貢献性を認識させる。そのチームの
一員たる誇りを荷負う。

t3）能力をより多く開発するにはどうす

るか。
歯科技工学校、歯科衛生士学校、歯科

助手学校などに全員を入学させ、その

卒業者を雇っている。従って一人一人

が他がまねの出来ない専門的な任務を

持たせている。講習会、研修会には進
んで出張参加させる。

（4）従業員は自由と平等を求めている。
これをどのようにリードすべきか迷っ

ている0経済的、政治的、社会的、蓬

的な自由と平等は経営者としての宿題
である。

（5）給与体系には、能力のあるもの、技

術の向上せるもの、よく協力して働
くものがそれだけ報いられるよう手
当をもうけている。　　（以上）

⑳tt職業奉仕委員会の小委員会と

その任務について。”

ロータリーの職業奉仕委員会の目的は、云

うまでもなく、各クラブ会員が、奉仕の理想

を実行に示すことであり、そのうえ、仕事や

職業上の仲間と奉仕の理想を分かち合うこと
を奨励することであります。

クラブ会員が多くなりますと、職業奉仕委

員会は次の小委員会に分担して、職業の奉仕
の理想を強調するようにあります。その小委

員会は四つあります。各々の最も大切な任務
使命を御紹介させてもらいますと、

①雇主と従業員関係の小委員会は、

（1）公正と、（2）率直と、（3）奉仕に基づく、匝）

双方の円満な関係によって、（5）従業員達が、
その生産性、（6）忠実及び、（7）一身上の福祉を

増進させるように、（8）クラブ会員の努力を奨

励する任務をやることです。

③四つのテスト小委員会は、会員が

（1）その職業と職場において、（2）又は学校、

（3）同業組合、（4）市の諸機関や、（5）地域社会の
いたるところで、四つのテストを利用するよ

う推進することの任務をやることです。

③職業情報小委員会は、

（1）職を選ぼうとする青少年達に、（2）会員が

各自の職業についての知識をあたえたり、（3）

とくに、高い水準の必要性と、（4）各職業にお

ける奉仕の機会に重点をおいた情報をあたえ
（5）役立てるように、青少年許りでなく、クラ
ビ会員を援助することの任務をやるのです。

④実業および専門職業関係の小委員会は、
クラブ内に代表されている、実業および専

門職業の分野において、（1）正直と（2）親切の水

準を高めることの任務をやるのです。

以上の（）印の項目を常に、思い浮んで

奉仕すれば、よく奉仕の理想を分かち合うこ
とが出来ましょう。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。

原稿を頂き感謝しております。



卓二A
CLUB BULLETJN

創立534・6・9　承認534．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

田　　　植

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12；30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第804号　　1975．5．20（火）（雨）　No．44

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　72名

出　　席　　数　　　　44名

出　　席　　率　　61．11％

前回の出席

前回出席世　　69．44％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　86．11％

⑳ビジター

上野十九治君、羽根田正吉君

句＞点　　　鐘

欠　席　者

阿宗君、早坂（徳）君、五十嵐（三）君、五
十嵐（伊）君、海東君、黒谷君、嶺岸君、
三井（徹）君、鷲田君、三井（賢）君、男網
君、中江君、大川君、斎藤（信）君、佐藤
（伊）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤
（友）君、笹原君、新穂君、進藤君、菅原
（啓）君、高橋（正）君、高橋（艮）君、佐藤
（宇）君、津田君、薮田君、横山君

メークアップ

五十嵐（伊）君一東根RC
薮田君一新潟RC
石黒君、五十嵐（三）君一温海RC
飯自君、金井君、嶺岸君、佐藤（順）君、
三井（健）君、中野（清）君、佐藤（衛）君、
清水君一鶴岡西RC

⑳ビジターゲスト紹介
⑳会長報告

一鶴岡西RC　　⑳幹事報告

（1）チャーターナイトの御知らせ

材）福島東ロータリークラブ

⑳ロータリーソング「我等の生業」 6月29日　福島市卸町総合センター

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



12：00登録　5月3日】締切り

（ロ）可児クラブ

6月29日　岐阜県美濃加茂市大田町

中濃体育館　6月5日締切り

（2）例会変更

び）寒河江クラブ　6月1日

朝8時半より

最上川船下りと湯之浜万光園
伺　山形北クラブ

5月22日の例会を午後5時30分より

ホテルオーヌマに変更

（3）会報到着
石巻東クラブ　温海クラブ　南陽クラブ

台中港区クラブ

㊨会長報告

一鶴岡工業高等学校インターアクトクラブー

発　会　式

日時　昭和50年5月18日（日）PM2：00

会場　鶴岡工業高等学校　3F視聴覚室

鶴岡ロータリークラブ

インターアクトの目的

インターアクトの目的は

奉仕と国際間の理解に貢献するため世界的
親交を以て共に活動する機会を青年男女に

与えることにある。

発会式次第

1・点鐘　開会の挨拶

鶴岡ロータリークラブ幹事　小松広穂
2・国歌斉唱　鶴岡工業ブラスバンド

3．鶴岡工業高等学校々歌

鶴岡工業ブラスバンド
4・インターアクトの歌

5・来賓紹介

鶴岡RC、IC設立委員会委員長
三　井　　徹

6・鶴岡工業高等学校

インターアクトクラブ会員紹介

7・設立経過報告

鶴岡RC、IC設立委員長
8・スポンサークラブ会長挨拶

鶴岡RC会長　鈴木善作

9・鶴岡工業高等学校

インターアクトクラブ会長挨拶

10．スポンサークラブより贈物贈呈

鶴岡RC会長
11．来賓祝辞

鶴岡工業高等学校々長　菅原辰舌先生

国際ロータリー第353区

ガバナー代理　小花盛雄

12．閉会の挨拶　点鐘

鶴岡ロータリークラブ副会長　阿部先生

懇親の集い

1・開会の挨拶

鶴岡ロータリークラブ幹事　小松広穂
2．乾　　　杯

3．記念映画
4・懇談・懇親
5．ロータリーソング「手に手をつないで」

6・閉会の挨拶

鶴岡ロータリークラブIC委員長

栗谷正夫

鶴岡工業高等学校インターアクトクラブ要覧

創　　　立　昭和50年2月23日

所　在　地　鶴岡市家中新町9－1
鶴岡工業高等学校内

例会の日時　原則として
毎月第2、第4火曜日
午后3：30～5：00

例　会　場　同校内
役　　　員　会　長　田村多

副会長　川越敦
幹　事　小林

成沢礼夫
会　計　佐藤新一（2年）
会　員　上野房雄

阿部　艮
阿部文男
原田俗治
渋谷修一

木村日出夫
伊藤久美
竹野　守
佐藤一也
長谷川昭彦
上野　敏（1年）
金内　均
森　　　寧
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⑪雪中港監ロータリークラフ

姉妹クラブ締結盟約書

国際ロータリー第353区　日本国鶴岡ロータ

リークラブと第345区中華民国台中港区ロー

タリークラブとは姉妹クラブ関係を締結する

ことに同意し双方左記の条項を定めます。

第1条、目的：日華両国の親睦と相互理解を
促進しもって世界の平和とロータリー

精神の増進に寄与します。
第2条、締結期間：1期を3個年とし1975年

3月8日から1978年3月7日までとし

ます。満期後双方の同意により更に延

長することを得るものとします。

第3条、締結期間の相互関係
1・相互にクラブ刊行物、ロータリー活動

のフイルム、スライド、写真または土産

品等を交換すること。
2．常に双方クラブの活動状況、消息等を

通報しその内容を会報に掲載紹介しま
す。

3．会員又はその家族が相手の地方に旅行

の際は、必ずシスタークラブ例会に出席

しホームクラブの近況を伝えます。
4・会員の貿易、事業調査、観光等に互に

協力します。
5・その他必要な事項については協議の上

実行します。
第4条：各クラブは勉のロータリークラブと

シスタークラブ関係を結ぶことが出来

ます。

第5粂：毎年締結日に属する、遇をシスター
クラブウイークとし例会日に記念祝賀

を行います。

第6条：両クラブは各ガバナーを通し国際ロ
ータリーに対し締結、経過と内容を報

告します。
1975年3月8日

日本国山形県鶴岡市

鶴岡ロータリークラブ会長　鈴木善作

中華民国台湾省台中県
台車港区ロータリークラブ会長　何　長景

⑳メ・ソセージ

台中港区扶輪社
社長　何　　長　景　殿

鶴岡ロータリークラブ

会長　鈴　木　善　作

本日故に台中港区ロータリークラブと鶴岡
ロータリークラブがめでたく姉妹クラブ盟約

式を挙行するに当り、心からなる挨拶を申し
あげることの出来ますことは誠に光栄と感激

之に過ぐるものはございません。

顧りみまするに、昨年6月両クラブのロー
タリアン同志の友交に始まり、その後、月毎

に友愛の輪はロータリアンからロータリアン

と拡まり、何時、何処で誰からともなく趣く

自然に両クラブに姉妹クラブ盟約のつぼみが

開き出し、両クラブ理事会の決議、クラブの

承認、メッセージの交換、会員相互の文通或
は訪問となり、海を隔てた迄かなる距離とそ
の国情、気候、風土、風俗、習慣、文化、産

業等大きな相違のあるに拘らず。何の抵抗も
なく、寧ろそれ等の相違点が日を追って相互
に理解され、好意と友情は益々広く深まり、

未歳を経ずして誠にスムースに姉妹クラブ盟

約式の挙行に至り、蚊に立派に見事な開花を

見ましたことは、今更ながらロータリーの威

大きに感銘を新たにし、深く感謝すると共に
誠にご同慶に堪えません。

今後はこの見事な花が立派な実を結びます
よう両クラブ善意を以て事に当りその限りな
い好意と友情を以て益々相互理解と協力に努

めて参りたいと存じます。

どうぞ今後共よろしくお願い致します。

終りに貴クラブの益々のご発展と会員皆様
のご健勝を心からお祈り致しご挨拶と致しま

す。

祝　　　　詞

此度、貴国台車港区ロータリークラブと日

本国鶴岡ローークリークラブとが、姉妹クラブ

盟約を締結できましたことは、真にご同慶の
至りに存じます。

このように、盟約できますまでに、種々連

絡、手続をおとり下さった方々に、心から感

謝の意を表しあげたいと存じます。
扱、この盟約には、多くの意味が含まれて

いるものと思います。それは、盟約書に記し



てありますように、今後は、両クラブは、真

の兄弟姉妹のように、相互の理解、親善を深

めることができるものと思います。

具体的には
1・相互クラブの実情、活動を記した刊

行物及びフイルム等の交換を活発に行

ない、相互理解を深めること。
2・相互会員は勿論、その家族の方が、

相手国を旅行する場合は、相互クラブ
を訪問し、また相互に援助を行なうこ

と。

3．会員が貿易、事業調査、観光などの

ため、相手国に旅行された場合は、で

きる限りの便宜を計ること。
4・その他、親善、親睦に役立つことは

積極的に行なうこと。

などでありますが、これが実現すれば、相
互クラブの親善は勿論のこと、貴国と日本と

の親善も深まり、ひいては、世界平和に寄与

することと思います。

現在、世界には、多くの困難な問題がある
ように思いますが、人間が、政治の違い、民

族の違いによって理解が損われ、平和が乱さ
れることは、真に残念なことであると思いま

す。そこで、私共は、政治形態、民族の別を

超越し、同じく地球上に生きている人間とし
て、相互に尊重し合うことが、終局の世界平

和への道であると信じます。

今薮に、貴クラブと私共のクラブと姉妹ク
ラブを結成していただいたことは、この世界

平和に達する一つの段階であると思います。
これが、全人類にとって深い意味のあること

を信じ、皆様から、将来、益々ご友誼を賜わ

りますようお願い申しあげます。

貴クラブ会長閣下を始め、会員各位のご健
勝とご発展とをお祈り申しあげ、今回の慶事
を心から祝福申しあげる次第であります。

⑪鶴岡ロータリークラブ概況

1・名称：鶴岡ロータリー・クラブ

2．例会日時：毎週火曜日12：30～13．30

3・例会場：鶴岡市本町二丁目　ひさごや
4・事務所：鶴岡市馬場町　商工会議所内
5・区域：鶴岡市一部

6・沿革

（1）創立：1959年6月9日

（2）承認：1959年6月27日

（3）認承式：1959年10月24日

（4）スポンサークラブ

山形RC、山形西RC
（51姉妹クラブ締結：美国ニュープランス

・ウィヅクRC（1961年）鹿児島西R

C（1965年）

7t　拡大実績：鶴岡西RC（1966年成立）

7・会員数：現在67名

（内6名チャーターメンバー）

8．ポール・ハリス・フェロー3名

9・ロータリー財団寄附金：1．600％洞献杜

鶴岡ロータリークラブ

姉妹クラブ盟約団団長

阿　　部　　　　薬

⑳ttロータリアンの世界親睦活動’’

20余年前より、世界各地でつくられた、国

際親睦があります。それは、①ゴルフ、（参ヨ
ット、③飛行機、④アマチヤ無線、⑤キャラ
バン式旅行などです。

国際ロータリー理事会は、レクリェーショ

ン、趣味、職業に関する有益な活動にひとし

く、興味を抱いているロータリアンが、一緒

になって、国際ロータリーの方針に沿った活

動を通じて、交友と親睦を促進することを目
的としたグループをつくることを奨励するも
のであります。ただ、これらのグループが国

際ロータリーの方針に反するような方法で、
ロータリーの名称や徽章を用いることは、一

切許されませんし、また、これらグループの

管理や経費の調達はすべて、当該グループ自

身の手で行なわれるべきであるということを

承知しておかなければなりません。
グループの資格は、すべてのロータリアン

に開放されております。若しも、グループの

更に詳細を知りたいならば、（429－J）の文

献の中のグループの役員宛に直接照会して下
さい。最近、又、国際会員の正式入会を求め
ている新設グループは、①ブリッジ（トラソ

プの遊びの一種）、②写真、③カーリング、

④馬術、⑤汽車旅行などがあります。
（429－J DEC’71）

スピーチ等には要旨で結構ですので、原　j

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重臣

ねてお願い致します。御協力下さい。



◎。強打
CLUB BULLETJN

創立S34・6・9　承認S34．6．27

諾岡ロー々リー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

田　　　植

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235幽5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　小　　松　　広　　穂

払扉財串適材払ヤ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第805号　　1975．5．27（火）（暗）　No．45

㊥出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　72名

出　　席　　数　　　　44名

出　　席　　率　　61．11％

前回の出席

前回出席率　　61．日％

修正出席数　　　　58名

確定出席率　　80．56％

⑳ビジター

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤
君、早坂（徳）君、半田君、佐藤（伊）君、
飯白君、金井君、上林君、風間君、黒谷
君、今野君、三井（健）君、森田君、完網
君、中江君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君、
佐々木君、菅君、高橋（正）君、高橋（良）
君、佐藤（宇）君、手塚君、清水君、吉野
君、横山君

メークアップ

五十嵐（伊）君一酒田RC
佐藤（忠）君一酒田東RC
嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、男網
君、中江君、佐藤（順）君、佐藤（友）君、
新穂君、菅原（啓）君、高橋（良）君、横山
君一鶴岡西RC
薮田君一新潟RC

⑳点　　　鐘

伊藤春夫君一酒田東RC　　　　　　　⑳ロータリーソング「手に手つないで」

羽根田正吉君、半田茂弥君、加藤広君　　命ビジターゲスト紹介

陶山次郎君、松周善三郎君一鶴岡西RC　　㊥会長報告

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



⑳幹事報告

（1）会報到着

酒田東、長井、山形北、山形南、八戸東

八戸、山形

（2）例会場事務局移転の御知らせ

仙台ロータリークラブ

例会場　ホテル　仙台プラザ

新事務局　仙台市本町二丁目20－1

斎藤報恩会　5F

TEL（0222）22－2811

（3）年次大会の御知らせ

（舟　第368地区

ホスト　竜野ロータリークラブ

（兵庫県）

10月18日～19日　竜野市民会館

登録料8，000円

但）第361地区

ホスト　高岡西ロータリークラブ

10月18日～19日　高岡市民会館

登録料5，000円

匝）立川ロータリークラブ設立総会

6月5日　P．Ml・30　点鐘

立川町立狩川小学校図書室

登録料3，000円

閉会　P・M4・30

義務出席　3名

佐藤友吉君、早坂徳治君、横山君、

清水君

（5）例会終了後理事会

1・ライオンズクラブ鶴陵の結成式の件

⑳委員会報告

（1）出欠席について

8個余って居る（20日例会）

⑳会長報告

1・会員の海東与蔵君が養療中でありました

が、昨5月26日より全快せられ会議所の方

に御勤務せられました。御目出度う御座い

ます。後程と海東君より御挨拶お願い致し

ます。

⑳全国RCビジターフィー

－1975．4現在－

く第353地区：回答57＞

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。



f‾1＝ム甜

CLUB BULLETlN
創立534・6・9　承認534．6・27

諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

堂　　　山

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12‥30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235材5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　小　　松　　広　　穂

払瑚助担げ罵準ヤ
ロータリーの精神を振るい起こせ

第806号　　1975．6．3（火）（暗）　　No．46

㊥出席報告

永日の出席

会　　員　　数　　　　72名

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　73・61％

前回の出席

前回出席率　　61・11％

修正出席数　　　　63名

確定出席率　　87・50％

㊥ビジター

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、金井君、早坂（徳）君
五十嵐（三）君、風間君、黒谷君、三浦君

中野（清）君、大川君、斎藤（信）君、佐藤
（友）君、鈴水（弥）君、高橋（正）君、谷口君
津田君、上野君、鷲田君、清水君

メークアップ

阿部（裏）君、佐藤（忠）君一酒田東RG

阿部（公）君、安藤君、飯自君、金井君、
上林君、風間君、今野君、三井（健）君、

森田君、男網君、中江君、菅君、高橋（良）君
手塚君、菅野君、清水君、横山君

一鶴岡西RC

⑳点　　　鐘

奥村知介君一習志野RC　　　　　　　令書　ケ　代

原田行雄君
小林忠康君
阿部正男君
加賀山隆士君

ロータリーソング「奉仕の理想」

鶴岡西RC　　　　　　　　⑳ビジターゲスト紹介

⑳会員奥様誕生
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⑳年間皆出席

⑳会長報告

句〉幹事報告

仏）例会変更

山形南クラブ

6月10日　例会時間をPM5．30

山交ビル7F

6月17日　例会時間をPM6．00

山交ビル7F

但）材）第356地区大会

10月18日　大田市市民会館　上州

（亘　第369地区大会

10月25日　岡山武道館

炬）会報到着

塩釜、石巻

㊥委員会報告

1．盲学校の研修リクリェーショソについ

て

2・6月1日の会員家族親睦会について

3．ロータリー財団派遣について

4・社会奉仕委員会

5・会報委員会

⑪年間皆出席

16年間皆出席

6年間皆出席

4年間皆出席

4年間皆出席

2年間皆出席

1年間皆出席

5月150％出席　1名

張　君

小花盛雄君

手塚林治君

市川輝雄君

佐藤順治君

高橋良士君

菅原　啓君

5月125％出席　5名

安藤君、早坂（源）君、小花君、小松君、

鈴木（善）君

5月100％出席　48名

阿部（公）君、阿部（裏）君、飯自君、石川

君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君

市川君、板垣君、金井君、上林君、風間

君、小池君、今野君、嶺岸君、三井（徹）君

三井（賢）君、三井（健）君、三浦君、森田

君、男網君、中江君、中野（重）君、中野

（清）君、小野寺君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤

（友）君、佐藤（正）君、新穂君、菅原（啓）君

菅君、鈴木（弥）君、高橋（良）君、菅原

（辰）君、手塚君、富樫君、上野君、内山

君、山本君、薮田君、吉野君、石井君、

山口君、清水君、横山君

㊨会員誕生

阿宗文雄君、阿部裏君、張紹淵君、

石黒慶之助君、上林一郎君、小野寺清君

高橋艮士君

⑬奥様誕生

安藤美智子様

⑳会長報告

1．台中港区扶輸社呉金生寄さんより礼状が

参りましたので回覧致します。

2．去る5月10・11・12日に行われたライオン

ズクラブ国際協会302EIH地区第21回年

＼＼ヒ／



次大会出席に対して礼状が参りました。回

覧致します。

3．6月1日に行われました家族会に対して

御礼申し上げます。

㊨社会奉仕委員会

先般小松広穂君の御好意によりクラブに寄

贈され、クラブより市に寄贈いたしましたペ

ソチ14個、市より次の通り配匿し大変喜ばれ

ているとの連絡がありました。

中央児童遊園地　　　5

鶴岡公園　　　　　4

三光町遊園地　　　　2

切添南遊園地　　　1

切添北遊園地　　　1

鳥居町杉の子遊園地1　計14個

尚このベンチの寄贈は全国第3回環境週間

（6月5日～6月11日）の一貫行事として来る6

月10日（火）例会後会長、幹事、社会奉仕委員を

含む理事が市役所に於て贈呈式を行います。

命ロータリー情報委員会

◎ロータリーの社会奉仕委員会と

その小委員会の任務につし、て

ロータリーの社会奉仕とは如何なるものか

を定義してみましょう。それは、ロータリア

ンが個人として、或は、他人と共になす行為

で（例えば、その都市に住んでいる他の人々

に対する思い通りと手助けとを体現するとい

ったような行為を云うのであります。）（例

えば、その都市とその市民に積極的な個人的

関心を持つといったような－彼等の求めてい

るものや、彼等の問題並びに、その解決策を

研究したり、青少年に積極的な関心を持った

り。自分の住む都市と周辺の農村地方との間

の善意を増進させたりすることであります。

尚、国際ロータリーの、社会奉仕のロータ

リー方針が、決議23～34の大網がありますの

で、手続要覧を参照すればよいと思います。

その大綱は、次の3つに要約してみますと

①地域社会に何かなすべき仕事があって、

然もこれをなすべき他の団体がない場合には

クラブがこれを取りあげ「社会事業」として

育成するのが宜しい。

②しかし、既に、この仕事をする適当な団

体がある場合は、クラブは、その団体と協力

してその努力を増強し、徒らに、重複した努

力をしないようにすべきであります。

③クラブが若し最後までやり通す意志と用

意を持たぬ場合は、何如なる活動をも支援し

ないことを要請されています。

以上の3項目は、クラブの社会奉仕委員会

に、又大切な要項でありましょう。

次に、何故、社会奉仕活動をやるのか、

その第一の目的は、宣伝が目的ではありま

せんが、斯様な奉仕事業は望ましい。ロータ

リー広報の機会を作るからであります。

次に、クラブ会員が多くなりますと、社会

報仕委員会は、次の小委員会を設けて、奉仕

の推進をR・萱が、要請しています。それは

①都市安全小委員会、③身体障害児童小委

員会、③インタアクト小委員会、④ロー一夕ア

クト小委員会、⑤都市一農村親睦小委員会、

⑥奨学金、表彰および学生貸費小委員会、⑦



招待学生小委員会、⑧青少年小委員会の8つ

であります。

次に各々の任務を簡単に紹介しますと、

①都市安全小委員会の任務、使命は、

あなたの地方における防災の全面的研究、

実状は資料の収集、この分野に関係のある諸

団体との協力および社会を一層安全なものと

するロータリークラブの事業計画を推進する

ことであります。

②身体障害児童小委員会の任務、使命は、

身体障害児童の救護に関する、貴地方の要

求を研究することであります。救済策に必要

な手段を考えること。そして手続きに関する

提案を作成すること。（あるクラブでは、こ

の委員会に成人の身体障害者をふくめている

ところがあります。）

③インターアクト小委員会の任務、使命は

「インターアクト・クラブの結成に着手し

結成後は指導し、助言することであります。」

④ローターアクト小委員会の任務、使命は

「ローターアクト・クラブを結成すること

または、すでにあなたのロータリークラブ提

唱のもとに結成されている場合は、国際ロー

タリー理事会の採択した方針声明に従って、

ローターアクト・クラブを指導し、発展させ

ることであります。」

⑤都市一農村親睦小委員会の任務、使命

は、

「農村とあなたのロータリークラブの問に

密接な協力関係を発展させること、近接農業

地域に、ロータリーの影響を広めること、そ

して、都市農村間に相互依存についてこの理

解を探めることであります。」

㊥奨学金、表彰および学生貸費小委員会の

任務、使命は、

「学生に対する学資援助の計画を管理運営

すること、および、顕著な奨学金の価値を社

会に発表することであります。

⑦招待学生の任務は、使命は、

「学生がロータリーに接するように、継続

的な計画をたてて実行することであります。」

⑧青少年小委員会の任務、使命は、

「若い人たちを直接助けたり、あるいは又

彼らの価値や潜在能力に対する社会の人びと

の評価を高めるように、工夫された企画をた

て、かつ、プログラムを作ること、青少年活

動週間はその1例であります。それを実行す

ることであります。」

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。
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戸＝ム認
CLUB BULLETJN

創立534・6・9　承認534．6・27

諾岡ローヴリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

登　　　山

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30
事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

電話0235吻5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　小　　松　　広　　穂

紘ヶ、紬劫
ロータリーの精神を振るい起こせ

第807号　　1975．6．10（火）（晴）　　No．47

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　72名

出　　席　　数　　　　46名

出　　席　　率　　63・89％

前回の出席

前回出席率　　73．61％

修正出席数　　　　60名

確定出席率　　83・33％

㊨ヒジクー

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、飯自君、市川君、
小池君、嶺岸君、三井（徹）君、新穂君、
中野（清）君、大川君、斎藤（栄）君、斎藤

（信）君、佐藤（伊）君、佐々木君、佐藤
（衛）君、佐藤（友）君、笹原君、高橋（正）君

高橋（良）君、菅原（辰）君、津田君、手塚
君、上野君、内山君、薮田君、清水君

メークアヅプ

中野（清）君一酒田RC

佐藤（友）君一立川RC
五十嵐（三）君、金井君、清水君、風間君

鈴木（弥）君一鶴岡西RC

⑳点　　　鐘

君一東京板橋RC　　　　　　　⑳ロータリーソング「我等の生業」

羽根田正吉君

鶴岡西RC

㊥ビジターゲスト紹介

今会長報告

⑳庄内文化財保存会事務局長　菅原正作氏

ゲストスピーチ

会
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⑳幹事報告

日）クラブ協議会について（繰返し）

6月17日16：30より　産業会館4F第二

会議室

各委員長、義務出席委員長欠席の場合

は委員必ず出席、活動報告を文書を以て

携行。

新年度委員長との業務引継懇親会は

18：30より産業会館畳の間にて、登録料

￥1，500、懇親会に欠席の方は？

（亘　例会終了後理事会開催

困　例会変更

（舟　八幡クラブ　6月14日午後5時より

八幡町小泉部落公会堂にて

国　第354地区西属音内ロータリークラブ

8月18日　創立10周年記念式典17：00

湯沢市雄勝郡広域市町村圏

総合体育館にて

銅　会報到着

能代南、東京

珂・ロータリー手帳について

先に不要の旨御申出あった方16名あり

ましたのでクラブ予算節減の為必要の方

のみにして下さい。事務局テーブルの前

にありますので、お帰りの節御持ち帰り

下さい。

川　75年、76年上半期

（S50・7月1日～12月3日］）

人頭分担金

6ドル　1ドル　￥290　￥1，740

ロータリアン誌購読料

2ドル　　　ク　　　　￥　580

（半年分）

研　本日午後2時より市役所において長椅

子寄贈の目録贈呈を行ないます。理事、

社会奉仕委員会は御出席願います（計画

管理課において）

㊥ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

＜主題＞
’l職業奉仕で、国際ロータリーが、我々会員

に、或いは、クラブ職業奉仕委員会に、具体

的に何を要求していますが’

職業奉仕と云うと、すぐに実業界のみを論

じている傾向があります。専門業界のことを

度外視する傾向がありますようですが、国際

ロータリーが、我々会員に、或いは、クラブ

職業奉仕委員会に具体的に何を要求していま

すか、ですが、それは、次の5つの項目であ

ります。

①tt会員各自に自己の職業の実務基準をか

かせて、これを自己の職業に実際に適用して

行くように示唆しまLiう”とあります。

②tt各自の業務についての、お話しをさせ

ましょう’’とあります。

③tt同業組合、又は専門職業組合の会合に

出席して来たときに、その様子をクラブに報

告するようにしましょう’’とあります。

④の（1）tt会員が競争者や従業員等を同伴出

来るように、クラブのプログラムを行いまし

ょう”とあります。

（2）tt会員全体が職業奉仕の問題について討

論出来るようなプログラムを行いましょう”

とあります。

⑤の（1）ltどの位、同業組合乃至専門職業組

合に、加入しているかを詞らべましよう”と

あります。tt（2）親切競争、（3）炉辺会合、匝）小

企業相談所、（5）展示、（6）職業奉仕償、（7）職業

進絡会議、（8）地域社会、実業界、専門業界議

会及び学校においてtt四つのテスト”の利用

と奨励をする運動をしよう”とあります。（9）
tt事例研究法の発表会をしましょう。”とあ

り、tt（1）～（9）の出来るだけ多く、主催しまし

ょう’’と要求されています。



J

く主題＞

tt国家間の連携のありかたについで’

1931年（昭和6）、独、仏両国のロータリ

ーが、彼等の国家間の関係を改善しようとし

て、小委員会を組織し始め、一時は姿をかく

していたが、これが、第二次世界大戦後に又

復活され、今では、約30余の国際共同委員会

になり、15ヶ国をこえるロータリアン達の間

に、国際親善を推進しています。

その連携クラブの組合せは、完全に自発的

なものであって共同委員会の最も永続的な仕

事は、異る国々のロータリアンの問に、連携

関係を結ばせることであります。最近、独仏

国際間だけでも126の連携関係が出来ていて

連携クラブの訪問は、ロータリアンやその家

族達による交互の訪問がしばしばあって、普

通48時間位であっ七、接待は、ホスト・クラ

ブに負担がかからないように簡単にしていま

す。プログラムは、観光、討議、友愛の快く

交錯したものであって、民間のレセプション

や新聞報道を通じて、訪問の広報価値を強調

することが大切であります。

その中でも最も大切なことは、世界社会奉

仕計画で協力し、広報を分かち合い、平和の

ために、世論に影響を与えるように力を合せ

ることであります。そうでないと、唯の観光

でおわることは意味が余りありませんからで

す。

国際理事会はこの意味の組合わせ関係をす

すめて行くようにはげましています。

国際共同委員会用手続を国際ロータリー本

部に詳細をおねがいすれば、何時もよろこん

で教えて下さいます。

委員会の活動は、部内活動と部外活動に分

けられ、財政はクラブ又は地区が、その組合

せの経費を負担することになっています。

（747－J）

tl新クラブ結成がなぜ

必要であるかの理由は何が’

それは、①ロータリーの計画を推進し、③

その綱領を達成する仲介者がロータリークラ

ブであるからです。

それで、③新しいクラブが出来れば、出来

る程、ロータリーが最も大きな感化力を発揮

し得るからであるからです。

tt欠席は三重の不利益である”

そのわけは何んですか

①　クラブ自体は、個々の会員が一丸とな

って、毎週の例会の1時間の貴重な時間をも

っている。その例会で、各会員の知識と経験

の得る利益を受けることが出来ないから、会

員の欠席はクラブの不利益であること。

③　個人は、（1）親睦、（2）交換、（3）交友関係

（4）同意見の人々と交際からうける、広い視界

を、欠席のために奪われることになりますが

ら不利益であります。

③その欠席者の所持している、職業分類が

欠席のため例会の会合に代表されませんので

す。地域社会の職業分類の横断面となろうと

努力しているクラブは、常習欠席者の数と未

充填職業分類の数が多ければ、多い程、その

目標に達することが出来ませんという、不利

益なことがありますから、良いロータリアン

になろうと努めている会員は、一般に、その

人の出席と参与に正比例して、成功するもの

であることを、忘れてはなりません。皆様、

例会に欠席をしないで、よく参与しましよ

う。

tt今年のロータリー年度をかえりみで’

今年のロータリー年度をかえりみて、ロー

タリークラブを滅はすようなことが、次のよ

うな項目があります。このようなことがあっ



たら、どうか改善をおねがい致します。と云

うのは、これらの項目はクラブが弱体化した

り、会員が脱落する理由になりますからで

す。

①ロータリーの会長というものは、指導者

でなくて、独裁者であってはなりません。ガ

バナーもその通りでありましょう。②諸会合

の下手な管理を改善しましょう。③長過ぎる

前置き。④プログラムの均衡がとれていない

こと。⑤変わりはえがしない（代ることによ

って一段とよくなることをしない）。

⑥クラブは理事会の決定を知らされていな

いこと。⑦貧弱な食事を出して高く取るこ

と。⑧職業分類に関して、クラブが不十分で

あるか、妥当でない判断をしていること。

⑨若手会員のアイディアの押しつぶしを止

めましょう⑬クラブ定款と細則が守られてい

ないこと。⑪職業および国際奉仕が、後方に

押しやられていること。⑫一年度先の準備が

十分でないこと。⑬新会員は為すべき仕事を

与えられないこと。⑭新会員は、入会前にロ

ータリーを正しく知らされていないこと。

⑮出席者が少いこと。⑯新会員の夫人が関

心を持っていないこと。⑰利己的な理由で、

クラブに区域割譲の覚悟がないこと。⑬奉仕

担当理事からの指導がないこと。⑲クラブに

ロータリーの知識が欠如している。⑳興味の

湧かない演説スピーチ。㊧会合のある毎に、

同一テーブルに就く会員がいること。

⑳親睦さが不十分か、又は全くないこと。

⑳計画の作成が長く掛かり過ぎること。⑳ク

ラブに共同精神の欠如していること。⑳会員

の下手な選定。⑳気力が乏しく、興味も湧か

ない計画。⑳クラブ協議会で、読まれる報告

が多すぎて、十分に討議がなされないこと。

⑳クラブ間に、訪問がないこと。⑳クラブ

が社会の面だけに関心を持っていること。

⑳おそまつな会報では・・・短かすぎる、長すぎ

る、趣味が乏しい、まずい文章、関心の欠如

がある。⑳（シニヤ、ガバナ級の）年配会員

が変革に反対のこと。⑳地区の機能と企画に

クラブが関心を持たず、支持もしないことを

改善しましょう。⑳部屋がふさわしくないこ

と。㊧負担金が高過ぎたり、又は、負担金が

顆繁すぎろことはよくありません。㊨委員長

まかせのクラブであってはなりません。

などまだまだ、沢山ありますが、以上のこ

とが本年度のR・Ⅰ．の文献、ニュースから参

照できましたので、謹んで御紹介致します。
ttよきをとり、悪しきをすてて、奉仕の理

想を鼓舞し、育成しましょうではありません

か’’。ありがとう御座いました。

⑳致道銀のこと

庄内文化財保存会事務局長

菅J原　正　外

致道館は庄内藩校です。最近まで朝場第一

小学校として使用されていました。第一小学

校が昭和34年文園町に移ってから約7年ほど

かけて4，300万円で復元、名実ともに国の史

暁として生れ替ったものです。

白井市長の声がかりで長い間閉していた門

を開き一般公開したのは3年前の47年でし

た。土地の人は、ややもすると、自分らの土

地の文化財を余りよく知らないのが通例で、

致道館を知っている人は余りいないようで

す。致道館は東北地方唯一の藩校です。国の

史蹟に指定されたのは、昭和26年で、全国で

数少い藩校ですから地域の人たちの力で守っ

てゆきたいものです。

スピーチ等には要旨で結構ですので、原

稿を会報委員会にお渡し下さいます様重

ねてお願い致します。御協力下さい。
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