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例会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　≠毎週火曜日　午后12．30′〉1．30

事務局　鶴岡市馬捌町　魯岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

珍点　　鐘

％ロータリーソング　（手に手つないで）

％ビジターゲスト紹介一鈴木副会長

ビジター　（后　述）

ゲスト　庄内分区代理　伊藤春夫氏

交換学生　ミス　バーバラクレイマ一

％会員誕生　年間皆出席報告（前回欠席着分）

％鈴木副会長就任挨拶

多幹事報告－他クラブ例会変更、他

珍伊藤新分区代理挨拶

㊥交換学生　ミス　バーバラクレイマー　帰国挨拶

％地区協議会報告

クラブ奉仕委員会一鈴木弥一郎　クラブ奉仕委員長

職業奉仕委員会－三井　　俸　職業奉仕委員長

㊥委員会報告

上林一郎　親睦委員長－スマイル披露

安藤定助　インターアクト委員長一一近況報告

％出席報告－小松出席委員長

珍点　　鐙

TO以GN『YTHE HUMAN BEm　人間に威信を．′
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庄内分区代理挨拶

佐藤春夫氏
1975～1976年度の分区代理を拝受致しまし

たので本日は当鶴岡RCに挨拶に参上致しま

した。

7月1日からの1年間皆様と共にインバッ

サイRI会長のターゲット「人間に威信を」

高坂氏のサブタイトル「共に奉仕する我々の

年度」の基に強勉する年に致しましたので宜
しく御願い致します。

分区代理の任務は10ヶ条御座居ますが、特
にICGFは昨年迄はバストのリーダーの元

に開催されて居りますが、今年度は分区代理
のリーダーでの開催との氏よりの指令で御座

居ますので此の点に付きましても何かと御教
示賜らん事を重ねて御願い致します。

後先になりましたがインバッサイRI会長
の水平線思考を御照会申し上げます。

水平線は現実と理想の接線であり、進めば
進む程、前方へと手のとどかぬ勉に行ってし
まう。但し人間の前に厳然としてある。人間

とアニマルの差は、たえず理想に向って前進

するか、しないかにある。

√・一

高坂氏のサブタイトル

共に奉仕する我等の年度

前へ前へと進もう

本日当RCの例会に例席致して大変な事を
見致しました。其れは前週7月1日の会報

会員に配布されて居る事実と其の内容の良
に敬服の一言を申し添えて新任の挨拶に致

ます。

交換学生　ミスバーバラクレイマー

嘱目国の挨拶

Toki no nagare wa hayai mono desu．

Moichi nen ga sugiyoto shiteimasu．

Ima watakushiwa hontoninlpponnikite

yokata to omoteimasu．Takusan no

SubarashitomodachiI mata nlpPOn nO

bunka ya dento no subarashi samo

Sukoshiwakata yona kigashimasu．Ima

Watakushi no kimochi wa fukuzatsu

desu．Sayonara no Sabishikimochito

America no tomodachito mata aeru ta

noshimito chodohambun hambun dcsu．

Minasan hontoniariggto gozaimashita．

Watakushi wa kono Tsuruoka ni kite

honto ni shiawaEe deshita．Watakushi

no shyogai no naka de keshite wasure

rare nai mono ni naru desho．Minasan

Sayonara．Genkide okurashi kudasai．

Minasan no kazokunimo yoroshiku

tsutae te kudasai．

Domo Ahigato Gozaimashita

一年でここまで会話をマスターしたのは、大変な事で

あったと思い、掲載しました　　　　　　　一抹－

時の流れは早いものです。もう一年が
過ぎようとしています。今、私は本当に
日本にきて、よかったと思います。沢山
の素晴らしい友達。また、日本の文化や
伝統の素晴らしさも、すこし判った様な
気がします。

今、私の気持ほ複雑です。サヨナラの
寂しい気拝と、アメリカの友達と又あえ
る楽しみ、ちょうど、半分半分です。
皆さん、本当に有難う御座居ました。

私はこの鶴岡に来て本当に幸福でした。
私の生涯の中でけっして忘れられないも
のになるでしょう。皆さんさよなら、元

気でお暮し下さい。皆さんの家族にも宜
しく伝えて下さい。どうも有難う御座居
ました。

地区協議会報告 クラブ奉仕委員長
クラフ奉仕部門　　　　鈴　木　弥一郎

ホストクラブ　山形北ロータリークラブ

リーダー　高橋与市ガバナー　安藤先生

①　出席の向上についての討議

安藤先生より、次の様な御話しがありま
した。先づ体験は常識を作り沢山の人々を

知り合い、お互に多くの人々に奉仕をつく

し合うことが出席向上の原則である、との
べられました。

此の言葉に会員が大へん感銘を深く、後

刻ホストクラブよりプリントにして発表さ

れることになりました。

其の他会員の健康管理、並に会員の相互
理解を深める事が必要であると話されまし

た。

（9　プログラム委員は非常に重要な役目を果

すので、理事会と密接なる連繋を保ち度々

小委員会の会合をもつこと。

③　親睦活動委員会は各クラブ共々思い思い
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に工夫をこらして会員の親睦に活動してお

る様でしたが尚巾広く社会奉仕委員会等と

共催にて学校方面等と交換している例もあ
りました。

④　会員増強委員会については、会員の職業

分類の充填未充填をよく検討し尚シニアア
クチブ会員の空席を充分考える様にという

事でした。

⑤　会報委員会
会報コンテストを行っては如何か。

会報に会員の広告をのせ会報委員会の負担
を考えているクラブもあった様です。

最後にロータリークラブ年会費の問題です
が7万～10万位での所が多く。メークについ

ては700円～1，500円位までの所が多かった様

です。

地区協議会報告　　職業奉仕委員長

職業奉仕部門　　　　三　井　　　健

リーダー早坂源四郎直前ガバナーの元に開

かれ熱心に研究と討論がなされた。

先づ早坂直前ガバナーより、御自分で邦訳
された小冊子「米西独ロトークリアンの企業経

営観と其の事例」について解説があり特に
It自己の企業の経営の在り方”と其の実践を平

易に率直に説かれ、ペニー商会社長の職業奉

仕の理念は昨今の困難な時に処する我々の将
来への不安に勇気を以って処すべき時のロー
タリー理念である事を淳々として説明されま

した。

次に職業奉仕の事例について、その発表を

求められ、磐城ロータリークラブから、スケ
ート場を無料で開放した例が出されたが、リ

ーダーは、職業奉仕と云うよりも社会奉仕と

云った様なものではないかと云う考えの様で

した。また、例としてタクシーの運転手の例

を挙げその行先を出来るだけ親切に探してや
ると云った事が職業奉仕であって、それには

適切なペイを求めるのは当然であると云った

例を示されました。

次にロータリーの職業奉仕とは何かと云う

問題でロータリーは70年間一業一人の原則を

守り通した事の意味は我々はロータリーの代

表として企業に帰ってロータリーの活動を実

践しなければならない事を示され、職業奉仕
委員会の任務とは

0職業奉仕の実践をロータリー会員に奨励

する。
0青少年に職業奉仕の意義を理解して貰う

0地域に対してのサービス

の三点を挙げられました。

次に353地区としての考えとして「職業奉

仕の実践の事例集」の発行を考えて居られる
し、その購入の為クラブ委員会として予算を

とる事を求められた。そして我がクラブでも

数例を出稿したいのでその内、事例を求めた
いと考えて居ります。

インターアクトクラブ最近の活動

委員会　安藤定助

1．鵠高専インターアクトクラフ例会
日時、場所　7月4日（金）pM6：40～8：00

於　第一談話室
出席会員　31名車21名
ゲ　ス　ト　篠崎孝一顧問教師

交換学生（バーバラ・クレーマー）
三井徹（第353府IC委員長）
RC・IC委員（安藤君、中野君）

例　会

（1）7月6日（日）社会奉仕（銀座通り
朝清掃）について

（2）7月13日（日）社会奉仕（鶴岡西R
C提唱湯之浜海浜清掃）参加について
（22～23名参加予定）

（3）7月25日～27日　飯坂温泉婦人会館
に於て開催の第353区IC年次大会参
加について（希望13名申込8名）

（4）例会日及び時間の適否検討（現状通
り）

ゲスト挨拶

篠崎顧問教師より激励のことばがあり
安藤RC・IC委員長より第353区IC委
員長三井徹君を紹介し、同君より激励の
ことばがあり、続いて本年度RC・IC

委員の紹介あり、安藤、中野両君夫々に
挨拶。

RC・IC委員会の助言
（1）清掃奉仕のホーキ20本6日朝迄準備

し備付けとする。
（2）不足しているIC会員バッジ50ケ注

文し交付する。
（3）年次大会には限定人員の他希望者全

員参加出来るよう援助方努力する。又
参加要領について助言。

（4）ICに対するRCの指導助言の態度
要領等について理解を深める。

交換学生（バーバラ・クレーマー）との交換
交換終って彼女の成果ある帰国と将来
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の俸斗を祈り全員拍手を以て送る。

2．鶴工高インターアクトクラブ例会
日時、場所　7月5日（土）pMl：00～3：00

於　2A教室
出席会員18名中14名
ゲ　ス　ト　RC・IC委員（安藤君、中

野君、富樫君）
例　　　会

（1）7月15日（火）PMl；00より視聴覚

室に於て特別会員バーバラ・クレー
マーの送別会開催について。

（2）古切手蒐集により国際親善と社会奉
仕について。
（校内郵便友の会とも共同し、全校に

呼びかけて行う）
（3）7月12日（土）pM2：00～4：00

家政校に於て開催の「ボランテアの
集い」参加について。

匝）7月13日（日）社会奉仕（湯之浜海
浜清掃）参加について
（参加する、参加人員は後日確定）

ゲスト挨拶

安藤RC・IC委員長より第353区I
C委員長、RC・IC委員を紹介しRC
のICに対する指導、援助の態度、要領
等を説明しその理解を深め、今後の共同
を期して激励する。

RC・IC委員会の助言
（1）IC年次大会の目的、意義、要領等

を説明し、参加要領について助言。
¢）「ボランテアの集い」について目的

要缶等説明
3・鶴高専インターアクトクラブの社会奉仕

（銀座通り朝清掃）とRCの共同
日時、場所　7月6日（目）AM6：00～7：CO

市内銀座通り
参加会員16名　篠崎顧問教師

出　　席

70名

52名

74・29％

前回の出席　　前回出席率　　87．14％

修正出席数　　　　64名

確定出席率　　91・43％

寺川喜一郎君
阿宗健一郎君

ピ

中沢秀雄君
阿部正男君

ジ

参加RC他　山田銀座商店会長、石井印舗
社長、赤谷商店社長、早坂（徳）君、山
口（篤）君、上林君、吉野君、三井（賢）
君、中野君、安藤君、三井（徹）君御家
族、バーリベラ・クレーマー

奉仕に応援　赤谷商店－ホーキ（竹）特価提
供、ショロホーキ、各人に石鹸寄贈銀
座商店会青年部一魔境の処理、運搬
三井徹家……朝食接待、上林商店一菓
子寄贈、荘内日報社一記者派遣、7日
付新聞広報

梅雨空の朝6時「鶴高専IC」の腕章を
つけた会員、ロータリアン生協前に集会、

赤谷商店の好意によるホーキを手に斎藤会
長の適切な指揮で銀座通りの清掃開始、タ
バコの吸殻、大小の包装紙等、見苦しく散
った銀座衝も見る見る掃き清められ次々に

商店街のロータリアンや店主の協力もあり
小一時間で見事に清掃を終る。

集めた庭境は商店会青年部の好意による
ダンボールに納め、一同地域並びにロータ
リアンの好意に感謝し乍ら三井徹君御家族
とバーバラ・クレーマーの接待による朝食
を病院食堂で美味しくいただき感謝の奉仕
を終った。

ス　マ　イ　ル

。鶴岡建設社長　富樫良書君

第6小学校入札　3億1千万落札
0内山喜一君　創業25周年記念
。森田清治君　鶴岡市金融協会つり大会優勝
。飯自祐借君　長男結婚祝
0京寿し　　設計　新穂光一郎君

工事　佐藤　衛君
冷凍設備　早坂源四郎君

。早坂徳治　上林一郎君　書道センター出品

報　　告

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、五十嵐（三）君、五十
嵐（伊）君、板垣、今野君、嶺岸君、斎藤
（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤
（忠）君、薮田君、笹原君、進藤君、高橋
（正）君、高橋（良）君、佐藤（宇）君、谷口君

メークアップ

早坂（源）君一秋田RC
笹原君一仙台RC清水君一鶴岡西RC

左芸十晋芸〉鶴岡西RC
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