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笠慧誓蓋芸　芸等雷雲〉鶴岡西R・C

小松広穂君

本日開催の理事会で次のことを決定した。
1．「遊びの会」の表彰について

心身障害児といわれる子供達と一緒に身体を動かし遊びながら発育を促すと
共に、福祉障害児問題に取り組んでいるグループ「遊びの会」にクラブから3

万円を寄贈し、代表者の今野光男さんを次回例会に招いて表彰することを決定
した。

2．日米親善高校軟式庭球鶴岡大会に来日する、ハワイ・オアフ高体連の高校生
の歓迎レセプションに、国際親善の意味から多数出席するよう会員に推奨する
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こと。

6月25日　PM6：00～8：00　於山王プラザ

皆川英二君

1．上山R．Cより　創立20周年記念誌到着

2．会報到着
塩釜R．C、台車港区R．C

3．例会時間・場所変更のお知らせ

鶴岡西R．C　6月30日－6月27日　於大山楼PM6・00　登録料4，000円

4．本日、PM4：00～　クラブ協議会　於住よし

㊥地区協議会に出席して　　　　　　　　　次期会長　嶺岸光吉君

6月14日、15日の2日間、米沢クラブがホストとなり、地区協議会が開催さ

れました。

当クラブから、次期会長、会長エレクト（新穂君）、幹事の（佐藤衛君）、クラ
ブ奉仕（中江君）、職業奉仕（佐藤元伸君）、社会奉仕（市川君）、国際奉仕（迎
田君）、（藤川君）、広報（高岸君）、財団（張君）、（秋野君）の11名が参加
しました。

第1日　16：30～17：00の登録

決算・予算・事業計画等審議があっただけで後、懇親会で終了。
R．1規定審議会の採決に付せられた主なる事項の結果

女性をロータリアンとして認める件

会員の種類を変更する件
人頭分担金（R．Ⅰに対する）の件
ロータリーの綱領を平易に書きかえる件

道徳律の条項（細則第16条）削除の件
クラブ会長地区協議会義務出席の件

をメイクアップ扱いにする件

会員資格を保持するための出席率の件

否決
否決

半期につき8．50弗（現行6弗）

否決
可決

可決
クラブ会長エレクトをクラブの役員とする件　　可決

インターアクト、ローターアクト、クラブの例会に出席した当該委員会奪員

可決（1票差）
従来規定されている半期毎
60％以上の他にホームクラ

ブ半期毎の出席率30％以上

とする（インド案）可決

前回例会の翌日より次回例
会の前日迄

0例会を変更する場合の有効期間

第2日目は10：30～14：10まで、各分科会に分かれて指導と協議が行われました。

会長部会のリーダーにガバナーイレクト浜田耕一さん、アドバイザーにはバ
ストガバナー黒沢茂さんのもとに進められました。

次年度R．Ⅰ会長ロルフ・Jクラリッヒ氏は（時間を捧げよう、奉仕のため
に）というターゲットを掲げられました。

ガバナーノミニーの浜田さんは、時間をかけて、まず友達を作ろう、時間を

かけて奉仕しようと呼びかけられました。



0クラブ会長として、クラブ運営について7つの問題を提示されました。

1．クラブ会長が、クラブ運営の為に充分な時間を充当しない。

2．クラブ会員に対してロ←一タリーの知識を普及させることに無関心である。

3．地区大会や、地区協議会等の地区活動に各クラブがあまり関与しない。
4．全体的にロータリーに対する熱意がない。

5．指導力、又は率先して活動する意欲にかけたクラブ会長
6．クラブ内の問題や、必要を兄い出す事の出来ないクラブ

7．何事も自分一人で片付けようとするクラブ会長

3、4、5はクラブ会長として特に大切であると強調されました。
0ガバナーの公式訪問で、例会前に市長を表敬訪問をしたい、その時記者会見を

してロータリーの広報の役にたちたい。（8月19日荘内日報社）
03H計画、R．Ⅰの5月16日までの寄付額が、合計で5．386．064ドル、このうち

30％が日本の寄付額だそうです。
0世界の153ヶ国で、ロー一夕リアンの数が850．000人と云われております。この紐．

織をもつロトークリーがあまりにも無力であると申しておりました。国際情勢の

悪化する中で、世界中にいる身体障害者、未熟繰勤労者、貧しい人、飢えた人、
病気に苦しむ人達が世界中に6億もいるということです。こういう人達の為に

も我々。トークリーが、もっと長い時間をかけても、友情と国際理解を深めて、

世界平和の為に貢献したいと申されておりました。

真夏のような暑さでしたが、一人も居眠りをする人もなく終了しました。往

復とも佐藤衛君のマイクロノべスで112号線の山並みの景色を見ながら、冷たい

飲み物をのみ乍ら全員帰宅しました。

協議会に出席された会員の方々には早朝から、しかも朝食ぬきで協議会に出
席していただき厚くお礼申し上げます。出席された各委員会の報告は、次年度
に入ってからご報告願いたいと思います。

1．クラブの会費の件について

諸物価の値上がりの中で、クラブの財政も苦しいと思いますが、現在の年会

費120，000円は値上がをしないでやって行きたいと思います。但し、82年～83

年にかけて石黒先生のガバナーの時に地区大会の為に特別会費として半期毎
5，000円、計10，000円を準備金としてお願いしたいと思いますが、皆様のご了

承を願いたいと思います。
1．委員会の一部変更

阿部裏先生の死去にともない
広報委員一委員長高岸君、阿部与十郎君
社会奉仕一委員長市川君、石井君、富樫君、小野寺君

◆地区協議会に放ける

クラブ奉仕部会に関する報告　　　　　　　中江　亮君

私と会長エレクトの新穂光一郎君が出席しました。部会のリーダー石黒慶之

助先生（ガバナーノミニー）のご講話の要点を申し上げます。『本日我々がこ
こに集ってこれからいろいろとクラブ奉仕のあり方について討議する訳ですが、

この会議は学会ではない。R．Ⅰ会長ボーマ←はロータリーとは奉仕のために



友情と善意を深める手段であると言われた。従って我々は出席をする事により、
この目的を達成すると共に、新しい会員の同化のために努力しなくてはいけな

い。我々は生々と活動するActiv・e Rotarianでなくてはいけない。バッジをつ

けただけで何もしないロータリアンが居られるが、之はクラブ奉仕、担当理事
の怠慢である。従って担当理事はすみやかに各委員長と接触を始め、指針を出

して各委員長にやる気を起こさせる努力をしなさい』と指示されました。ご尤

なご指摘でありますが、これにつきましてこの席で一言申し上げてご安心願い

たいと存じます。
tt鶴岡クラブの新しい会員の方々はごらんの通りバッジをつけていない時で

も積極的に気迫のあるロータリー活動をなさって居ります。ファイアーサイド
・ミーティングも盛んなようで、そこで池を補給された後の活躍は目を睦るも

のがあります。

次にクラブ奉仕部門内の各委員長さんの事ですが、嶺岸次期会長さんが直か　〉－
に委嘱されましたベテラン揃いで既に立派な活動計画書が出来上がり、腕を撫

して7月1日を待って居られるようであります。従いまして私は会長さんのご

方針をお伝えしましたが別段指針と云うものは出しませんでした。やる気充分
ですからご安心下さい”

更に石黒先生が
①クラブ例会での計画書の早期発表、（∋会員の内部拡大計画、③プログラム

の重視、④例会場の設営の方法、⑤会報委員会に対する情報提供についてお考

えを述べられた後

副り【ダーの村上七五三先生が

①クラブ奉仕委員会の次年度の重点活動計画、②会員増強の方法、③新しい
会員に対する情報教育、④職業分類に於ける農家従事会員の獲得について憩切
に説明され、各クラブに発表を求められたのですが、それについては誠意を込

めて適切にお答えしました。

後になりましたが、副リーダーの田中善六先生が午前の部に於いて主として

義務出席された新しい会員の方に対して、貴重なお話をされましたが、之には
当クラブの新しい会員を代表されました17年のロータリー歴を有する古くて新

しい新穂光一郎君が真面目に拝聴されたようですから、何れ新しい会員の方々
にご報告されると思います。

尚、最後にアドバイザーの庄司／ミストガバナーが出席率の事についてtt出席

は当然大いに奨励しなくてほいけないが噂に聞くとデタラメなやり方による100

％の競争はロークリトにとってむしろ有害である。ローータリアンは正直である
べきもので嘘をつくやり方はもっての外である”と申されました。

私は鶴岡クラブの今迄のやり方が正しかったと思って嬉しく思いました。

◆鶴岡ユネスコ協会総会のご案内　　　　　　　　　三井　徹君

阿部　裏先生が急逝されて、鶴岡ユネスコ協会を私が、阿部先生のご遺言の
ような形で引き継ぐことになりました。

世界情勢からいっても、ユネスコというものをもう一度考えてみたい。阿部

先生のご遺志を尊重して、ユネスコを何とかもっと盛んなものにしたいと考え



ております。

6月24日、午後7時から産業会館部会室で総会を開きますので、ご参加頂い
てご指導ご援助下さいますようご案内申し上げます。

丹下国際奉仕委員長

本日の米山財団寄付額は￥11，487でした。

－　◆1980－1981年度　国際ロータリー第253地区組織表

＠…委員長　○…副委員長　△…小委員長（）…所属クラブ

バ　　ナ　　ー　　浜田　耕一（米沢）

区　　幹　　事　　佐野　清一（米沢）
区　副　幹　事

区　会　計　長

計　監　査
一　　　　口　　　　人

区

区　資　金　委　員　会

分　　区　　代　　理

福島県

荒井　信雄（米沢）　鈴木　溢三（米沢）
阿部　　博（郡山）
斎藤　昭二（米沢）
橋本　桂吉（米沢西）　遠藤　孝蔵（南陽）

◎増村　泰弘（米沢）　室井　　晃（喜多方）
斎藤弥三郎（郡山）

いわき分区　　山崎吉二郎（いわき平東）
中渾　光夫（富岡）
中野　喜一（保原）
宗像　次雄（三春）
鈴木　　昭（白河）
猪股　伊八（田島）
本間儀左衛門（温海）

中央北分区　　矢作貞治郎（最上）
中央分区　　伊東　　中（山辺）
置賜分区　　塚田　正一（米沢西）

顧　問　審　議　会　◎浜田　耕一（米沢）　兼子　俊一（郡山）
高橋　与市（米沢）　穴沢　義一（会津若松）
庄司　晋作（山形）　飯島　隆俊（いわき乎）
早坂源四郎（鶴岡）

諮　問　委　員　会　◎浜田　耕一（米沢）　大原普一郎（福島）
高坂　知甫（山形西）　平松　信武（郡山）
加藤　武久（いわき平）　黒沢　　茂（天童）
作田　正治（郡山）　石黒慶之助（鶴岡）

ガバナー指名委員会　㊥浜田　耕一（米沢）　他P．G全員
地区クラブ奉仕委員会　◎石黒慶之助（鶴岡）　○村上七五三夫（酒田東）

渡部　庄一（喜多方）　柳沼恒五郎（郡山）
野川　勝二（天童）　諸橋鉄二郎（いわき平）
高梨　勇吉（高畠）

地区職業奉仕委員会　㊥加藤　武久（いわき平）○岡田健治（いわき平）
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竹田　広次（長井）
地区社会奉仕委員会　◎高坂　知甫（山形西）

唐橋　賢児（喜多方）
地区国際奉仕委員会（9平松　信武（郡山）

世界社会奉仕小委員会　△土門　敏雄（遊佐）
鈴木　文雄（浪江）

国際青少年交換小委員会△小松　政男（寒河江）
松永　輝彦（原町）
斎藤富士雄（福島北）
岡崎　俊弥（山形南）

地区組合せ小委員会　△坂部　政夫（山形）
白岩　敏夫（常葉）

地　区　財　団　委　員　会　∈）黒沢
財団推進小委員会　△田中

酒井
財団奨学金小委員会　△真田

沢渡
財団学友小委員会　△結城

清野源太郎（山形西）
○卯月　正美（寒河江）
安細喜太郎（飯坂）

○佐久間有寿（郡山東）
渡部保太郎（長井）
味戸　道雄（須賀川）

宮森　久治（会津若松）
高橋　良士（鶴岡）

山辺　与夫（須賀川）

高官　兵一（尾花沢）
鈴木　喬二（いわき平）

茂（天童）　○板橋　　広（福島東）
善六（福島）　伊藤　春夫（酒田東）

巌（米沢西）
知彰（天童）　高野　広治（福島）
和朗（山形）　高橋　　力（会津若松西）
幸三（山形）　坪井　季夫（福島北）

財団研究グループ交換小委員会△吉田常吉（会津若松）岩淵幸太郎（山形）
3　H　小　委　員　会　△吉田　良夫（山形）　芳賀　信平（喜多方）

地区青少年委員会　◎作田　正治（郡山）　○青井建二（会津若松西）
インターアクト委員会　△過足　正一（郡山南）　柿本昇太郎（山形）

菅原　辰吉（鶴岡）　渡辺　正之（福島）
ローターアクト小委員会△佐川金左衛門（相馬）　小林　与一（山形西）

熊川　　孝（会津若松南）吉田長三郎（山形北）
青少年活動小委員会　△瓜生　　繁（会津若松西）　渡部　忠蔵（米沢）

大谷　恭一（白河）　鈴木　謹也（寒河江）
地　区　拡大　委　員　会　◎平松　信武（1年）（郡山）

加藤　武久（2年）（いわき乎）
黒沢　　茂（3年）（天童）

地　区　広　報　委　員　会　◎作田　正治（郡山）　○今泉　正顕（郡山西）
大沼八右衛門（山形西）

地区米山奨学委員会　◎平松　信武（郡山）　○片桐　正二（天童）
三井　　徹（鶴岡）

オン・ツー・サンパウロ　◎作田　正治（郡山）
ロータリーの友委員会　△芦川　五郎（米沢）　川股　隆一（天童）
ロータリ　ー文庫委員　　高坂　知甫（山形西）

阿部（与）君、張君、藤川君、五十嵐君、石原君
板垣（俊）君、板垣（広）君、金沢君、本山君、諸
橋君、中野君、斎藤（得）君、笹原君、佐藤（衛）
君、佐藤（元）君、玉城君、津田君、富樫君、吉野君

前回出席率

修正出席数

確定出席率

箪慧†て‡ 秋野君、藤川君、早坂（源）君、石黒君、市川君
迎田君一米沢R．C　佐藤（友）君一温海R．C
飯自君、黒谷君、小松君、中野君、手塚君、斎
藤（栄）君、佐藤（元）君、菅原君、内山君一鶴岡
西R．C　三井（徹）君、本山君一外国R．0


