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広報・会報セミナーに出席して
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佐々木栄一君

4月17日、地区の広報、

会報セミナーに出席いた
しました。

会場の山形南高校は新

築間もない、素晴らしく

設備のととのった学校で
した。

午前10時40分から午後

2時まで昼食1時間をは

さんで、講師の方から熱

心な講義を受けました。

受講する形でしたが、とりわけ浜田バストガバナー
の講話で「該当年度のターゲットを地域社会にどの

ようにPRするか、その手法・意義について」印象

を深くしました。
セミナー

・「広報学入門」講師　山形県広報懇話会委員

高橋健一氏
・「ロータリーの広報活動」

講師　国際R第253地区広報

委員長濱田耕一氏
以　上

最初に浜田地区広報委員長から歓迎のど挨拶と、

会報発行についての基本的な注意事項についてと教

示があり、ついで山形新聞社伊豆田整理部長から、

新聞のつくられる過程を参考にしながら、編集やレ
イアウトについて具体的など指導があり、さらにあ

らかじめ提出してあった、各クラブ会報について簡

単など批評がコメントされました。

当鶴岡クラブの会報は、卓話が最初に掲載され、
また整理の仕方がよく、よみやすいということで、

今回の中では上位にランクされる出来栄えであると
のご批評をいただきました。先輩の会報委員の方々

のこれまでのど努力に感謝いたします。一番よいの

は山形クラブの会報であり、大変多彩でよみやすい

会報であるとのおはめの言葉がありました。

午後からは、次期地区広報委員長佐藤信氏からご

挨拶があり、特に会報に「ロータリーの友」を活用
するようにとのアドバイスがありました。

最後に、山形クラブ会報委員長斎藤利明氏から、
山形クラブの会報を手本に、スライドを使いながら

具体的な会報編集の要点を説明していただきました
が、ポイントをよくついていて非常に参考になりま

広報セミナー一に参加して
工藤弘道君

次年度の広報活動の充実に資するため地区広報セ
ミナーに参加いたしました。専ら次の講師の講話を

鶴岡商工会議所会頭　風間慶三
昭和58年4月7日午後9時27分

荘内病院にて死去

風　間　慶　三
明治42年11月7日生（73才）

葬儀　4月11日（月）午前11時

広済寺（鶴岡市本町二丁目）

金屋興業㈱
鶴岡商工会議所）合同葬
葬儀委員長　　佐藤伊和治

（金屋興業㈱取締役社長）

葬儀副委員長　森　田　清　治
（鶴岡商工会議所副会頭）

喪　　主　　　風　間　慶　子

鶴岡市烏場町6－8
（1）略　　歴

昭和13年3月　東京帝国大学文学部卒業

昭和25年10月　㈱荘内銀行専務取締役

昭和47年6月27日　鶴岡ロータリークラブ入会

昭和53年12月　金屋興業㈱取締役副社長

昭和54年10月～会頭

（2）主な就任団体

東北横断自動車道酒田繰建設促進庄内期成同盟会
長

鶴岡市江戸川区友好都市交流促進会長
庄内空港建設促進期成同盟会鶴岡支部長

（＿軍長報告〕
副会長　川村徳男君

中江会長が所要で出席できませんので、代って会

会報告をします。
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1．鹿児島西R．C．と当クラブの盟約に際して、かけ

橋となって下さった方で、昨年の年次大会にも出

席された、鹿児島西クラブの柴山一雄氏が逝去さ

れましたので、先般の鹿児島訪問の折に、クラブ

からど香典をさしあげましたところ、未亡人から

礼状が参っておりますのでご報告致します。

2．本日は「少年非行問題への提言」の第2週で、パ

ネルディスカッションが行なわれますが、ぜひビ

ジターの方々も参加されまして、みのりの多いも

のになりますようお願い致します。

（幹事報告）　佐藤元伸君
1．会報到着　　台中港区R．C．

2．例会場所・時間変更について

（1）酒田東R．C．より4月21日（木）の例会を、家族

観桜会のため下記に変更

日　時　4月21日（木）P．M．6：00

場　所　妙法寺

登録料　3，000円

12）酒田R．C．より4月20日（水）の例会を観桜会の

為に変更

日　時　4月20日（水）

酒田市役所前16：00出発

場　所　鶴岡市大山公園　17：10～19：00

（庄内交通2階仕立バスで送迎致します。

登録料　3，000円

3．酒田市制50周年記念　第10回ふだん着の茶会

日　時　5月15日（日）午前10時～午後3時

ところ　酒田地区　清亀園中庭

（雨天の場合、室内）

鶴岡地区　致道館中庭

（雨天の場合、中央公民館）

〔‾親睦活動委員会）　張　紹淵君
1．由良海岸浜遊び家族会のご案内

本年度最後の家族会を

次により開催致します。

今回は、遊覧船で八乙

女見学、浜で孟宗汁を煮

て弁当びらき、月給いな

ど。楽しいものにしたい

と企画しました。

また、できるだけ多く

の会員、ご家族の交歓に

より広く親睦を深め、有

意義なものにしたいと思いまして、登録料を格安

にしましたので、大勢ご参加下さい。

（い　期　日　　5月15日（日）

121時　間　　午前9時　産業会館をバスで出発

午後3時頃　　　　〃　　　帰着

（31場　所　　由良海岸

（4）登録料　　会員・家族（何人でも）1単位で

1，000円

（5）昼　食　（⇒　お弁当は各自ど用意下さい。

桓）浜で孟宗汁を（ひょっとした

らおでんも）煮ます。お椀はこ

ちらで用意します。

（6）申込み　　次の4月26日（火）の例会までど返

事下さい。

2．協議会の出席率向上の為、病気の方は予め届出

て許可を得るように致しましょう。

3．長く休んでおられた早坂源四郎バストガバナー

は、1時退院しておられましたが、一昨日また具

合が悪くなり、再び入院されました。

4．三浦悌三氏が長く休んでおられますが、先日私

の所に来て、3月から4月にかけて出張が多く、

出席できず申し訳ない旨伝言がありました。

5．奥様誕生　佐藤佐保子（陸男）様

（車山奨学会委員⇒　鈴木弥一郎君
今日は、4月の第3例会に当りますので、米山奨

学会の募金の日であります。桜花爛漫の例会であり

ますが、美しい友情に花を咲かせて、1＄以上の募

金をお願い致します。

先般のガバナ1月信に、台湾の元米山奨学生が同

窓会を結成したという記事が出ております。何卒よ

ろしく御願い致します。

募金額集計　16，955円

（サ会奉仕委員会〕
清掃奉仕活動へ参加のお願い

中　村富昭君

桜花爛漫の好季節でございますが、先般クラブ協

議会での席上、赤川土堤が空カン等で非常に汚れて

るとの発言がありまして、下記要領で清掃致します

ので、会員多数のご参加をお願いします。（小雨決

行します）軽食を準備します。

期　日　　4月24日（日）

時　間　　M．7：00～A．M．8：00まで

集合場所　日の出町阿部園芸様前もしくは産業会

館前（7：00に10分前まで集合して下

（亘薩親睦活動）
N．B．市からの便りについて

新穂光一郎君

前からいろいろお話のありました、ニューブラン

ズウィックについて、お話申し上げます。

前にもお話したように、何かうまくいっていない

という印象があり、中にはニューブランズウイツク



との姉妹関係を断ち切ってしまえという、強行な御

意見もあったようです。しかし、2週間程前、向う

のクラブのデビット・エム・／→イラインさんという

方から手紙を頂きましたので、手紙の内容をご紹介

申し上げます。

即ち……私は貴男のクラブとの友情関係を続けて

いくということを前提として書いています。

確かに私のクラブと貴男のクラブとは、昔から親し

い関係。そして強い関係を持っていたと思います。

しかし、時の流れとともに、違った人達が出てきて

それぞれの人が持つ価値感の相違から、先細りの状

態になって参りました。

但し、寅男が最近ニューブランズウィックに訪問し

た事、そして寅男の娘さんがこちらにいらっしゃる

ことにより、私達の関係をより深いものにさせるこ

とと信じております。

岩男或は貴男のクラブの誰かが、トロントの国際大

会にど出席になるのであれは、私達のクラブの次の

会長であるドクター・カールチエーチンが参加しま

すので、よく話し合っていただきたい。

注：トロントには残念ながら我がクラブから誰

も出席しないようです。又、手紙の中には

前に張先生から報告のあった、ルイス・ミ

グリオリニーさんとジョセフ・クラーさん

のことで次の如く書いてあります。

ミスタ㌧】・ルイス・ミグリオリニーと、ドクタ「

ジョセフ・クラーは、私を良く知っていますし　私

も彼達が貴クラブを訪問したことを知っています。

特に、ドクター・クラーは、鶴岡クラブで何かロー

ソクを灯けてパーティをしたようで、そのローソク

？を私達のクラブに持ってきて、それに灯をともし

ながら話をしてくれたのを覚えています。

私達の国際親睦は、大変強かったと思います。

注：このデビット・エムさんは、前のニューブ

ランズウィックのロータリークラブの会長

さんのようです。そして現在は地区ロータ

リー財団の委員をしており、又、ラトガー

ス大学で学ぶ学生のカウンセラーもしてお

られるようです。

この人は現会長のオスタ1・グレーンさ

んと違って、人それぞれの言い方はあるが

その中で言い訳がましくはあるが．′

私の方のクラブの会長は些か小さい混乱と、そし

て小さな誤解があったように感じられます……と書

いてありました。

つまり、向うのクラブとしては、クラブの総意で

はないとしても、今後我々のクラブと友交関係を続

けて行かねばならないということを言っているよう

ですので、ど報告申し上げます。

尚、私の娘の留学についても、向うの方々が大変

お骨折りをして頂いている旨書いてありましたので

御心配していただいて下さる方もありますので、私

事で失礼ですが、ご報告させていただきます。

職　場　紹　介

NHK鶴岡放送局　TEL㈹22－7711

NHK鶴岡放送局　局長　今野清一
○臨時ラジオ放送所が鶴岡市郊外の浄水場に設置さ

れたのは、昭和16年12月のことです。続いて昭和

21年4月、現在地にNHK鶴岡放送局が開局しま

した。

○サービスエリアは庄内地方一円で、テレビは総合

と教育、ラジオは第1と第2、それにFMの5波

で放送しております。放送施設は、テレビが高館

山テレビ放送所ほか中継所が5ヶ所、ラジオは羽

黒ラジオ放送所ほか1ヶ所、FMは高館山FM放

送所ほか1ヶ所があり、この放送網にのせてtt全

国放送’’と地域の身近かなニュース、話題を伝え

るt【ローカル放送”を毎日皆さんのど家庭にお届

けしております。
。放送番組は4月4日から全国一斉に衣替えしまし

た。

◎NHKニュースワイドのローカル時間帯が変わ

りました。（総合テレビ）
・月～土　前7：03～7：05

東北全域のニューース
・月～土　前7：26～7：30

各県域のニュースと天気予報
・月”金　酌7：55～8：10

ローカルニュース・天気予報と身近な情

報・話題
・土　前7：55～8：14

ニュースワイド東北と天気予報

◎新たにスタートします。
・東北金曜特集

総合テレビ（金）後10：00～10：30

04月からの新番組です。東北地方のさま

ざまな問題を機動的に、ざん新な手法で



伝えます。また、東北各局が製作した、

「NHK東北アワー」のアンコール放送

も実施します。
0放送以外に毎月第1土曜日午後1時30分から「N

HK映画の会」を開いております。また、無料で

どなたでも利用出来る「NHKつるおかギャラリ
ー」があります。窓口の「視聴者コーナー」では

放送番組や放送技術のこと、受信料のことなどど

相談やご意見を受けておりますので、どうぞお気

軽においで下さい。

ロータリー・クイズ
【情報抄録より－

あなたは、ロータリーの基本情報にどの程

度通じているか？

次に重要な事実のテストを挙げる：

1．最初のロータリーの会合はどこで開か

れたか？

2．いつ（ロータ¶年度）理事会は、現在

のR．Ⅰ．徽章を承認したか？

3．ポール・ハリスの職業は何か？

4．いつ公式ロータリー旗は採用されたか？

5．1917年に、ロ¶グリー財団の前身と言

うべきものを最初に提案したのは誰か？

6．ROVEとは、どの青少年プログラム

の頭文字による略語か？
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少年非行を私達はかく考える

副会長を囲んでパネル・ディスカッション
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1時から約40分にわたり、AからFまでの6つの

テーブルに分散し、それぞれのテ1ブル．り一ダ」

の司会で熱心な意見が交換されました。セクレタリ
ー取りまとめ結果は、次回の会報に掲載されます。

故風間慶三氏の
葬儀に対するど挨拶

風間真一君

貴重な時間をお借りして、一言お礼の言葉を申し

上げさせて頂きたいと思います。

私のおじであります、ロータリークラブの会員で

ありました、前の商工会議所の会頭、そして金屋興

業㈱副社長の風間慶三が去る4月7日亡くなりまし

て、その節はロータリークラブからは会長様始め皆

様方から御丁重なおくやみの言葉、また御香典等を

頂戴致しまして、心から厚くお礼申し上げます。

特に会長さんからは弔詞を政戴し、また石黒ガバ

ナーさんからもお読み頂きまして、ほんとうにあり

がたくお礼申し上げます。

また、この席をお借り致しまして、故人が生前皆

様方からおよせ頂きました暖かい御厚情に対しまし

て、心から厚くお礼申し上げる次第であります。

故人は、昨年2月頃から体調をこわしまして、こ

の会には3月に1回出席させて頂いたくらいで、そ

の後ずーっと既を見せておらなかったと思います。

御存知の方もあると思いますが、その頃東京の方に

行って手術を致しまして、6月頃から鶴岡に帰って

参りまして、出勤も暫くはしていたのであります。

しかし、年末頃からまた具合が悪くなり、今年再び

東京に入院したのですが、思わしくないということ

で、こちらにつれて帰りました。

庄内病院ではそう長くなかったのですが、そんなこ

とで何分とりこみの中で、皆様方には不充分な、行

届かぬ点が多々あった事と思います。この席を借り

てお吉宅び申し上げます。

ほんとうに故人に対する御厚情に対し、厚くお礼

申し上げます。

（ス　マ　イ　ル）

張　紹淵君　　佐藤陸男君の奥様・佐保子様の誕生

祝に誰の奥様かと失言して。

（ビ　ジ　タ　ー）

余目R．C．　　佐々木　尚　伸　君

鶴岡西R．C．　長　野　正　彦　君

菅　井　幹　雄　君

（今週の担当　石塚敏彦）
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