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彩　ビジター・ゲスト緯介

ビジター

菅原鉄三郎君（雑貨小売）　温海R．C

半田勇三郎君（生命保険）ノ

大川俊一君（海上保険）
加藤　　広君（電気工事）
小松忠康君（日本料理）
松田善三郎君（製　　麺）
五十嵐卓三君（仏　　教）

ゲ　ス

鶴岡西R．C

張　　　広　重　君

課会長報告

前例会でゲストの井上孝礼氏の溺れた時の人工呼吸について熱の入ったお話

がありましたが、その時丹下君がモデルとして勇気ある奉仕をされました、大

変ありがとうございます。

瀦幹事報告

1．例会日、時間、場所変更

（イ）温海R．C　8月1日の例会は納涼花火大会のため下記の通り変更

と　き　8月2日　PM6：00

ところ　鼠ヶ関ビーチセンター

登録料　会員4，000円　家族3，000円

（ロ）新庄R．C　8月より毎月第1例会の時間を下記の通り変更

と　き　PM6：00～7：00

ところ　新庄ホテル（変らず）

尚、8月5日より実施

再　酒田R．C　　8月10日（水）の例会はダム見学、ゆかた会開催のため

下記の通り変更

と　き　8月10日　12：00～17：00　ダム見学

18：30～　　　　ゆかた会

ところ　ボ　　レ　　ロ

国　山形R．C　8月3日の例会は納涼家族パーティー開催のため下記の通り

変更

と　き　8月3日（水）PM5：00

ところ　蔵王温泉　ホテル樹　林



銅　鶴岡西R．C　　8月5日（金）の例会は納涼家族例会のため下記の通り変更

と　き　8月5日

ところ　湯野浜　乗　慶　院

登録料　2，000円

（ヾ　村上R．C　事務所変更

新事務所　村上市中町　村上信用金庫内

LEI．（02545）3－2181㈹

2．会報到着

（イ）八戸北R．C

（ロ）村上R．C

3．第253地区年次大会のご案内

（イ）と　き11月7日（月）～9日（水）

（ロ）ところ　いわき市　平市民会館　其の他

再　登録料　会員8，000円　家族6，000円
。仮登録〆切は8月10日になっておりますから8月2日（次週例会日）迄

多数お申し込み下さい。

多来週2日定例理事会開催

彪地区協議会報告

（イ）敬業奉仕分科会　　　　　　　　　　職業委化委員長　内　山喜一君

去る6月26日、米沢西クラブをホストとして、第353地区協議会が開催され

ました。

職業奉仕分科会は、リーダー早坂バストガバナト、副リーダー伊藤春夫氏

（酒田東R．C）仝過足正一氏（郡山南R．C）の3氏のご指導により進められ

ました＝

議題の主なものを揚げますと、次の3点に絞ることが出来ると思います。

QJ　お手許に配布のt P一一クリ←道徳律についで’を簡単にご紹介申し上げま

す。1951年7．19～23に亘り、サンフランシスコに於ける国際連合会第6回年

次大会に於いて、この道徳律は、正式に採択されました。然し、その後1931
～32R．Ⅰ理事会に於いて　R．Ⅰ手続要覧には掲載するが、特に頒布したり

一般に宣伝はしない、と決定されました。

更に1951～52R．Ⅰ理事会は、これが出版を中止すると決定し、所謂俗に

言う処のお蔵入りとなりました。但し、R．Ⅰ事務総長に申し込めば裏面の

事情に関する説明書も含めて支給すると云う条件の下に、入手出来ることを

決定して、今日に及んだ次第です。

近年に至り、職業奉仕の理念に於ても、職業奉仕を考える場合でも、この
ロータリー哲学とも言える、この道徳律を知っておく必要があると痛感され



るに至りました。依って、先般サンフランシスコに於ける規定審議会に於い

て、印刷、配布することが出来ると決議されたので、このプリントをお届け

した次第です。特に第6項の主旨については、分科会の席上論議の焦点とな

りました。何ずれ折をみてこの件につき皆様のご意向を拝聴したいと考えて

居ります。

尚、この道徳律再認識の一要因として、例のロッキード事件をあげること

も出来ましょう。あの様な超大型背信商行為の出現するに及んで益々その必

要を強く望まれるものと考えられます。

②　職業奉仕強調デーの実施数の件であります。これは各クラブの自主性に任

すとの、ご意向の様でしたが、当委員会としては、昨年同様5～6回は是非

実施したいと念願して屈▲ります。

③　地区協議会本年度の計画として、職業奉仕研究会を各県毎に開催が決議さ

れました。本県に於ては山形市に於て、10月16月（日）と決定されました。

福島県も既に決定の模様です。研究会の詳細は何ずれ公文書にて案内される

事と思いますが、職業奉仕委員は勿論のこと、会員各位にも是非多数のご参

加をお願い致します。

終わりに、職業奉仕委員会は以上の各事項と強調した活動計画を立案しま

した。併しこの計画完遂には、皆様の格別のご協力とご理解が必要です。何

卒ご支援賜わります様重ねてお願い申し上げまして、職業奉仕委員会からの

ご報告と致します。

（口）社会奉仕分科会　　　　　　　　　　社会奉什委員長　板垣広志君

金子バストガバナーをリーダトとし、佐原、今井、伊藤、各紙が副リーダー

として3時間行われた。

内容は青少年奉仕関係のインター、ロー→う仁一アクトの運営の仕方、今年度福

島北R．Cが主催する地区大会のインター、ロー一ターアクト大会の運営の方法

に終始し、リトダーがマニアルを読んだ程度であった。6月26日現在、多数の

R．Cが事業計画が出来ておらず、リーダーが質問受ける会であった。

社会奉仕運動をやっていくには時代、コミュニティトにマッチした運動、行

動、実行をやれという事であり、今年度の当クラブは駅の改築に伴い、ハイヤ
ー乗り場の問題点も意見を聞いて進めてゆきたいと思うし、市民の一番関心の

ある問題点をとらえて講演会を開いてみたいと思います。

（ハ）国際奉仕分科会　　　　　　　　　　国際奉仕委員長　佐藤　　忠君

㊥国際親睦について　仙リーダー　穴沢P．G

本年度ターゲット「全人類を結びつけるために奉仕せよ」の最終目標は世

界平和である。お互い理解がないところに戦争があるので、基本的には人間

対人間の相互理解が大切である。そこに国際交流の必要性があり、国際親睦



によって世界平和を生むのである。

一一　協議並び指導事項－－

1．海外からの来訪客は家族ぐるみで迎え「はだ」で接することが大切であ

る。

2．海外旅行をされる時は出来る限りメ【クアップし、交流を深め国際親睦

に努めてほしい。

3．7月下旬、アメリカ第533地区インタトアクト一行12名が来訪します。

鶴岡R．Cでは27日～30日担当、庄内分区協力のもとに親善交流を深めら

れたい。

4．9月15日の世界理解週間には実りあるプロを役立されたい。

5．来年5月の東京世界大会には約42，000人の参加が予定され、海外からも

多く来日されますので、この機会に姉妹クラブ、マッチトクラブとの交流

を企画されたい。

6．来年はイタリアPMC合唱団来日、又、山形北高合唱団のアメリカ派遣

i■・‘∫し．

㊥青少年交換（交換学生）について一割リーダー　味戸地区委員長

本年は受入15人、派遣17人とかってない多くの交換が実現し、又、始めて

フィリピンから2人の受入れを見ました。それから本年は特に未経験であっ

たクラブが新しくホストをされたことです（約半数）

【一一協議並び指導事項－

1．受入れの場合の問題点として学生に対し過保護にならないようにしてほ

しい。

2．予算は50～60万位にし、数多くの受入れを可能にすることである。

3．ホストファミリーへの謝礼はなるべく最少隈にし、出来れば0にして戴

きたい。外国ではロト∵ダリアン以外の一般家庭も多くホストしますが、そ

れでも全然あげていないそうです。

（事例～山形南、須賀川R．Cは謝礼無しにし感謝状贈望）

4．帰国時のお土産はなるべく最少限に止め、ささやかなものにして戴きた

い。高価なものは自分の小遣いで買わせてほしい。ホストラァミリーの方

々が出し合って8，000円～10，000円位のものをあげてはどうか。外国では

殆どお土産はないそうです。

＠世界社会奉仕について一副りトダー　佐瀬地区小委員長

W．C．S活動は「2カ国のクラブがある土地の社会奉仕事業のために協力

してその生活水準の向上をはかり国際理解を進めようとするものである。



ー協議並び指導事項－

クラブレベルのもの……R．Ⅰに登録されている（世界社会奉仕資料室計

画資料No．12）の中から選び、先ず小さいものから始め、2～3年継続する

ことが望ましい。

海外の発展途上国のクラブが行うその地域社会奉仕活動に協力することに

よって交流を深め、相互理解を増進するのが目的であって援助そのものは手

段であることを考えてほしい。

（二）ロータリー財団分科会　　　　　ロータリー財け倭員　風間慶王君

71クラブが出席し　大原バストガバナーをリーダトとLR．C財団の内容の説

明があった。財団は教育的社会的に沿った仕事をして世界的に友好の輪をひろ

けていく目的をもっている。

R．C財団は835万ドル、25億の予算でやっておりイギリス、アメリカ、カナ

ダ、日本等大きな動きをしております。

当クラブは去年2400％で当地区では総額、％ほ1、2位でありこれは張君、

斎藤栄作君、会員皆様の御協力の賜ものと思います。

地区内一人平均は16ドルで20ドルにならないともう一つのボーナス（現在は

大学院、大学、専門課程、身体障害の先生課程）はもらえないという大原バス

トガバナーのお話であり、これは強制でなく希望であり前向きの好意により御

寄贈をお願いしたいという事でありました。

当クラブは、2，400％を3，000％にするには一人当り一年間60ドル（18，000円

位）であります。1ケ月1阿ボックスを廻す事は大変良い事と思います。

その様な面で当R．Cが精神的にも物質的にも一生懸命やっているし、世界

に大きな友好の輪を広げていく意味においても皆様の尚一層の御協力を戴きた

いと存じます。



・Ⅰ．C来訪スケジュール　　　　　　　　　　　分区代理　小池繁治君

D．5331nteract Club Tean鶴岡訪問日程

月　　日　こ　時　　刻　　　　　摘

10：41AM

l：09PM

2：31PM

4：56PM

6：30PM
～

8：30PM

9：。。AMl

要　　　l　備　　考

会津若松発（あがの1号）

新　潟　着

新　潟　発（しらゆき）

鶴　岡　着

いこいの村へ（マイクロ）

歓迎　夕食会

いこいの村に宿泊

（晴天の場合）

いこいの村から湯野浜海岸へ（徒歩）

l慧芸警冨冨芸二慧さん宅で着替え
12‥3。PM；鶴岡へ（マイク。）

i雲慧志慧妄体育館）剣道（山大体）
3‥00PMl高専見学

5：00PM！物産館前着

j　各ホストへ

10：00AM㍑こ芸の村から善宝寺へ（マイクロ）

12：00　；鶴岡へ（マイクロ）

！以下晴天の場合と同じ

8：00PM

終日ホストのスケジュールに任せる

本部に状況報告

物産館前集合（マイクロ）

11：30AM．酒田グリンホテル着

食事鳥海ブルーライン観光

「おわかれ夕食会、酒田産業会館
l　酒田グリンホテル宿泊

7／′31。．r　8‥35AM
酒　田　発（月山2号）

10：49AMl　山　形　着



鞋岡ロータリークラブ御来訪記念アルバム贈呈に当って

1976年度会長　鈴木弥一郎君

台小港区R．Cの紀会長初め会員の皆さん、奥様方並びに関係者の皆さん、
はるばるようこそおいで下さいました。あの交歓の意義深い歓迎例会、歓迎パ
ーティー並びに翌日の観光等、当地御滞在は25時間に満たない短かい時間であ

りましたがお互いに百年の知己の如く渾然一体となって交歓出来ました事を深

く喜びとするものであります。其の節は又数々の御厚志の程深く感銘致して居
ります。

貴クラブとの姉妹クラブ盟約も2年になりますが、海を隔てたロ・－クリアソ

同志の交友が時ならずして斯くも大きく且つ深く友愛同慶の輪となって拡まる
ことは今更ながらロー一夕リーの偉大さに感激を新たにすると共に、これを通じ

て故蒋総統閣下の大恩義に報いる一環にもなることと深く心に銘じまして、今

後益々その親善友好の実を挙げるべく決意する所であります。
其の日の思い出のスナップアルバムが編集委員の努力に依り出来上がりまし

た。何とぞ末長く友情の絆として御賞覧下されば幸甚で御座居ます。

御来訪記念写真編集後記

1976年度　会報委員会
tt麗わしの島台湾”より黒潮の海を越え、末だ春浅きttみちのく’’山形県鶴

岡市の当クラブに皆様が来訪されて以来、早いもので2ケ月近くの日時がすぎ

去りました。

当地も7月半ばをすぎ、夏らしい毎日が続いて居ります。今回の御来訪に際
し、皆様に同行させて頂きました当クラブの、名カメラマン（？）の撮影に依

る多数のスナップ写真が集まり、当委員会が御来訪記念アルノミムに編集致しま

した。作品はプロ並みと自負している様ですが、編集は全くの素人ですので、

余計な説明は加えて居りません。御説明は御来訪の皆様に御一任申し上げます。

今後とも当クラブに対して、相変らぬ御友情と、皆様の御多幸を御祈り申し
上げます。

瀦　出席報告

員　数1　70名1欠

出　席　数

出　席　率

58名l席

82・86％弓者

早坂（源）君、石井君、栗谷君、石倉君、中野

（重）君、斎藤（栄）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）

君、笹原君、津田君、菅原（辰）君、金沢君

前回出席率巨8・57％レァ

修正出席数

確定出席率

65名；1ツ

92．86分クプ

阿部（嚢）君一山形北R．C
佐藤（忠）君一酒田東R．C
笹原君一仙台R．C
玉城君、角田君、佐藤（友）君、鷲田君、l」＝コ
君、富樫君、諸橋君一鶴岡西R．C

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席


