
（会長報畠‾）
山口篤之助君

1．次年度会長吉野さん他7名の方々、去る5月16

～17日、地区協議会にご出席され大へんご苦労様

でした。帰りは交通渋滞の為ですか、夜の10時半

頃着いたとの事でした。

2．来る5月22日より3日間、253地区の第8回ラ

イラ研修会が飯豊町添川の飯豊少年自然の家で行

われます。当クラブよりは青少年奉仕委員長の塚

原初男さんと皆川光吉さんの娘さんの皆川英子さ

んが参加され、親睦と研究をして参ります。

（幹事報告） 松田士郎署
○例会時間・場所変更のお知らせ

5月29日（金）の例会を第5例会のため

5月29日（金）午後6時30分点鐘

場　所　三幸寿司

登録料　　3，000円

○いなほ作業所だより「第17号」到着のお知らせ

回覧中

○元会員、西海正一氏葬儀のお礼状が到着してます。

次年度地区協議会出席報告

会長エレクト

吉野　　勲宕
5月16日、17日の2日間、地区協議会が会津若松

市芦の牧温泉丸峰観光ホテルで行われ出席して参り

ました。

第1日目は会長幹事会ということで、私と板垣幹

事共々朝早く鶴岡を出まして、新緑したたる素晴ら

しい景色を見ながら越後路より福島県に入り、6時

間のドライブをたのしみながら2時すぎ到着、3時

点鐘。型どおりのセレモニーがあり九里ガバナー、

志藤G・Nの挨拶と続き、地区決算見通しの報告、次

期予算案の可決、又、地区納入金の説明があり、会

報コンクールの表彰、最優秀賞には寒河江R．Cが選

ばれ、続いて郷土芸能のアトラクション、懇親会と

続き一日目が終りました。第2日目に出席される方

方が午後7時半頃に芦の牧に到着、中江、藤川、佐

藤衛、佐藤元伸、飯野、阿蘇各氏と合流、ホテルで

夕食を共にしながら楽しいミーティングの中に第1

日目は無事終了しました。

第2日目は午前9時より本会議があり、丸里ガバ

ナーの挨拶、続いて志藤G．Nより「共に奉仕する我

我の年度」ということでお話しがあり、10時40分よ

り今度は各分科会ごとに別れまして勉強会に入りま

した。私は会長部会ということで、Gが志藤先生が

リーダーで、吉田仁G．N、菊地昭司ホストクラブ会

長さんが副リーダーということで行われました。

次年度のガバナー．ノミニーの基本方針として、

まず四本の柱の発表がありました。

①　会員増強運動の積極化…会員純増3名以上

会員の増加によりクラブの活性化を図り、単に

R．C発展存続のためということでなく、ロータリ

ーの目的がロータリーの精神を体得した人を一人

でも多く作り、住みよい社会を築くことにするな

ら、ロータリーはとどまることなく、会員増強と

拡大を実践し続けていかなくてほならな仁という

事でした。

④　職業による奉仕の徹底

自己の職業に誇りと責任を自覚し、その向上を

図るということでした。

④　ロータリー財団への協力

ポリオ・プラス計画への積極的参加、地区平均
一人当り5，000円の支援…当クラブでも継続事業

になって居りますので次年度もよろしくご協力を

お願いいたしたいと思います。

④　広報活動の充実

内部情報の充実と外部広報の重要性の認識∵ロ
ータリーの目的と活動を広く地域社会に知らせる



ために報道機関に依る広報や、その他の適切な情

報伝達機関を利用することによって地域社会への

浸透をはかることが大切であるということでした。

最後に一日5分間をロータリーのための時間を作

って家族、社員、地域社会に対してロータリアンら

しい小さな親切、善意を実践出来たかどうかについ

て、5分間を床に就いてその日の反省をする時間を

作って下さいとのお話しがあり、非常に感銘をうけ

た実践方法だと思います。

尚、次年度の公式訪問の日程と年次大会の日程が

決定いたしておりますので、手帳にでもお控えおき

下さい。

公式訪門　　8月25日（火）

年次大会　　9月26日（土）．27日（日）

分科会終了後再び本会議に移り、各分科会の報告

があり、本会議の終了時間は午後4時となって居り

ましたが、帰りの交通事情を考え午後2時半に出発、

P．G石黒先生にもご一緒させて頂き、日曜日の午後

と雨のため車の渋滞がひどく、鶴岡へは全員無事午

後10時すぎ到着いたしました。

自動車をご提供頂きました佐藤衛さん、佐藤元伸

さん、飯野準治さん、加えて素晴らしい名ドライバ
ー藤川さん、本当に有難うございました。いよいよ

迫ってきた年度に不安で一杯ですが、会員みなさん

の絶大なるお力添えを頂きながら、その責を全うし

て参りたいと考えますので、今から宜敷く私の年度

にもご指導とお力をお貸し下さいます様お願い申し

上げ、地区協議会への出席報告といたします。

魔財　団　部　会

中江　　亮署

田中善六P．Gが具体例をあげてロータリー財団の

必要性を強調された後、

○渡辺庄一副リーダーが財団奨学生のことについて

説明があった。当クラブから推せんした優秀な奨

学生候補が不合格になった例があったので、耳を

傾けて真面目に聴いたのですが、最近非常に厳し

くなってきた様であります。即ち、学力、会長面

接、ロータリーへの理解度、国際情勢に対する認

識、将来指導者としての素質、帰国後の義務（誓

約）等かなりきびしい地区試験が行われています。

特にR．Ⅰ財団が公認している外国語学力検定のテ

ストを必らず受けること等々・…‥今年の地区締切

日は5月31日、地区試験日は7月11日～、10月R

I送付、今年の合格者10名のオリエンテーション

6月2日。

○鈴木典夫副リーダーがポリオ．プラスについて説

明されましたが、100万人の全世界のロータリア

ンに対して200億円の割当でありますが、日本に

対してはその20％の40億を要請しています。その

内訳はロータリアン分約20億円、日本の大企業か

ら20億円ということです。このR．Ⅰの事業に対し

てI ServeであるかWe Serveであるかの議論

がかなり出ましたが、説明者の話ではR．Ⅰとして

は延350万人という小児患者を世界からなくすた

めの例外的な行動であるから協力してほしいとの

事でありました。

免税措置、ポール．ハリス．フェロー、準フェロ

ーの適用等詳しいことは、後日整理した上、幹事さ

んにお渡ししますから、関係委員会の方は事務局に

お問い合せ下さい。

囲会員増強部会

佐藤　　衛君

G．N志藤和夫さんより地区運営基本方針4点はど

示されましたが、そのTOPが会員増強ということ

でありました。

ロータリーは限りなく前進しなければならないと

いう事で、会員増強には特に力を入れ、地区内86ク

ラブ全クラブ純増目標3名という事でした。（従来

のように％でないので当クラブのように比較的大き

なクラブは容易なように思われます。）

分科会はリーダーに郡山の作田P．G、副リーダー

に酒田R．C伊藤政一さん、天童R．C野川勝二さんが

あたり、進行を努めました。午前中はり一ダー作田

P．Gの会員増強総論、伊藤副リーダーの内部拡大、

野川副リーダーの外部拡大についてお話があり、午

後は各分区毎に別れてパネルディスカッション方式

で討議、その結果をまとめて分区ごとに発表、それ

に対しリーダーの解答、まとめという事でした。

各分区より色々発表がありましたが、G．Nの基本

方針である会員増強には全クラブ協力し、3名の会

員増にも努力するという力強いお話でした。又、入

会する会員よりも退会する会員をなくする事が一番

大事だというお話もありました。その他質と量、不

況時の会員増強は如何にあるべきか等、色々発表が

ありましたが、最後は時間がなく、時間切れといっ

た感じでした。

今回の会議に参加して感じた事ですが、他のクラ

ブからは若い新入会員の方が大勢参加し熱心に勉強

をしておったようです。その点鶴岡R．Cは少し寂し

い感じがしました。
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当クラブはチャーターメンバーが2人の方と聞い

ておりますが、現在は79名の会員を擁するクラブに

成長しております。これも先輩会員の会員増強の努

力があったればこそと思い、先輩会員に敬意を表す

ると共に、次年度委員長として出来る限りの努力を

したいと思います。

園国際奉仕部会

阿蘇司朗君

1．1987年～1988年度第253地区運営基本方針

口一夕リー財団への協力としてポリオ．プラス

計画への積極的参加

あと4年間、人道的な立場からお願いしたい‥・

テレホンカードの件もよろしく。

2．青少年交換

従来のアメリカ、オーストラリア、フィリピン

に加えカナダを決定した。この交換に関しては事

前、事後の報告をしっかりもってはしいという各

地からの要望でした。

3．来期はインターアクト、ローターアクトの範囲

内で短期青少年交換の為に台湾より派遣されるの

で、よろしくご指導下さい。7月12日から10日間

ということです。ホームスティーとなりますので

お願いの際は快くお引受け下さい。

感想として……

㊤　聞きなれない言葉、略語が出て来るのでとまど

った。もっと事前の勉強をしていくべきだった。

㊤　委員長として出席するのだから、過去国際奉仕

部門の一員か、又は関連性を持った人が立場上ベ

ターのように思える。

④　したがって、あなたの地区での活動、やられて

きた現状からの感想、疑問に思うこと、何か質問

は？　と言われても、素人が玄人の集団会議に出

席したみたいで心せまかった。

④　来期まであと1ケ月余り、先輩から教えていた

だき少しでも国際の道の入口あたりまで行きたく

思います。

最後に10分位で行動計画の立案用紙を渡され、書

いて下さいということで戸惑いましたが、何とか書

くだけは書いて来ました。これは返してもらって釆

ましたので、ゆっくり検討します。

園クラブ奉仕部会

藤川享胤君

リーダー斎藤利世P．G、副リーダー郡山南分区代

理土屋繁一さん、この方が出席の方を担当して下さ

いまして、もう一人米沢地区公報委員会小委員長で

あります虎井義明さんが公報について色々アドバイ

スをして下さいました。アドバイザーとしてロータ

リーの友事務所長の川崎覚太郎さんが特別に御助言

を戴きました。二つの大きな点、公報とそれから出

席と言う事について討議を致しました。ロータリー

の事をより以上理解してもらう為に内外に公報活動

を充分に展開してもらいたいという事でありました。

外部に対しましては、例えば公報委員は各クラブの

各委員会の事業計画を良く知っている事、それから

各委員会は事業計画を立てるに当って、マスコミ受

けの知る様な事業を考える事、世間が飛び付きそう

な話題を考え、その中にロータリー精神を旨く溶け

込ませる様にする事、ロータリーの友やニュース性

のあるクラブ会報を銀行、病院、記者クラブ、市町

の公報等に毎月届ける様にしてもらいたい。取材し

てもらいやすいように工夫する。例えば桜の苗木を

寄贈する場合でも、地元の少年隊に食事してもらえ

ば、記事に取り上げやすいという様な、15に亘る色

んなアドバイスを戴きました。続きまして、これは

地区内で始めてだそうでありますが、先程回覧致し

ました会報コンクールを致しまして、寒河江クラブ

の会報が最優秀、それから山形クラブを始めと致し

まして、山形の4クラブが優秀クラブとして表彰を

受けました。会報のうまい作り方としては、ボンと

3つをあげて下さいました。記事がバラェティーで

あるという事、会員以外が読んでもおもしろいかど

うか、これが非常にむづかしいそうであります。そ

れから会員の家族の記事をなるだけ入れるようにと

の御注文でありました。なお、6月のロータリーの

友に石黒P．Gの卓話と253地区年次大会の老人間題

のパネルディスカッションの記事が掲戴されますの

で、どうぞ御覧下さいとの事でした。続きまして出

席率の問題であります。各クラブ共大きな問題であ

りますが、如何にして出席率の向上を計る事が出来

るかと言う事で、全国に約250出席率100％のクラ

ブがあるそうであります。この100％出席クラブに

公開質問状を現ガバナーの名前で出しました。それ

に返答が釆まして、約60ですが、色んなものがあり

ますので、ピックアップしたものを少しお読み致し

ます。只今新たに会員を入会させる場合、例会には

必ず出席する事が義務である事を、これを前提に話

す。新入会員が入会をした場合、会長・幹事・ロー

タリー情報委員で会員夫妻を料亭に招待し、夫婦共

共ロータリーに協力してくれるよう説明する。クラ

ブには正規の委員会の他に同好会を沢山つくり、同



好会を通して親睦を深める。囲碁、将棋、マージャ

ン、ゴルフ、釣等であります。

新入会員が入ると、情報委員や推薦会員が近くの

クラブに連れて行く。メークアップの方法を教えて、

特に第1回目の欠席の時には推薦会員が同行してメ
ークアップの場所に連れて行く。その様な色んな回

答が約65に亘って返って来たそうであります。良い

所をピックアップして参考にして戴ければ幸いです。

（ス　マ　イ　ル）

石井敬三君

去る17日、日曜日に東京芝のプリンスホテル

に於いて、うちの娘が名古屋の人と結婚しまし

た。17日は雨でして、膚寒い様な日でしたけれ

ども、大安と日曜が重なった日だったものです

から、大変会場も12組も結婚式がありまして、

非常に華やいだ空気でありました。只、一人娘

を嫁にやる親としましては、そう御目出度い事

ばかりではなくて、心情的には一寸淋しい感じ

で御座居ました。ともあれ目出度い事ですので。

高橋良士君

先週の月曜ですけれども、皆様方御存知かと

思いますが、今度18年振りで鶴岡市名誉市民が

推戴されました。一名は95才の御高齢の大海欽

哉先生で御座居ます。御存知の様に大瀬先生は

約半世紀に亘りまして、鶴岡に係わる郷土史の

研究に心血を注がれた方で御座居ます。後の一

名は私の親戚で御座居まして、国立ガンセンタ
ー総長の杉村隆博士で御座居ます。杉村博士は

53年に文化勲章を受章致しまして、文字通りガ

ン研究の世界的な権威で御座居ます。御推薦戴

きました関係各位に感謝申し上げます。それに

もうーっ生憎協議会が17日御座居ましたけれど

も、この推戴式関連事業の為に欠席を致しまし

た。大変迷惑をお掛け致しました。藤川さんに

かわりに出席して戴きました。感謝とお詫びを

含めて。

佐藤　衛君

5月13日東北電力の鶴岡営業所の新築落成式

が御座居まして、電気機械設備工事を東北電気

工事さんが工事を行いまして表彰されておりま

す。鶴岡営業所長の村中さんが用事で早退され

ておりますので、スマイルをお預りしておりま

す。建築工事の方は大手の清水建設さんと当ク

ラブ会員の佐藤工務店さんと私共の会社で共同

企業体形式で御世話になりまして、それぞれ感

謝状を受けて表彰されております。佐藤友吉さ

んも用事で早退しております。スマイルをお預

りしておりますので一緒にスマイルさせて戴き

ます。それから私共5月11日の日も第5学区防

災コミュニティーセンター新築落成式が御座居

まして、合せて。

山口篤之助君

去る5月9日に内孫の女の子が生れましたの

で。

佐々木嘉彦君

思わぬ副収入が入りましたので。準フェロー

の送金を致しましたら円高のお蔭で1，000円返

ってまいりましたので。

張　紹淵君
ロータリー情報の委員の一人ですが、ファイ

ヤー．サイド．ミーティングに是非皆んな出て

下さい。私が私用でどうしても出られないので。

もう一つ皆様口一夕リー情報として、見ると景

気が良い様ですけれども、中味はどうであるか

と言う事、どういうふうにやっているかと言う

事、ロータリーは職業奉仕と言う事が大変大切

な事ですから、再度の点検をお願いします。そ

れにもう一つ、会員がだんだん増えてきました

が、ことにお年寄りの方が顔を覚えているけれ

ども名前が出てこない。どのクラブでもラスタ

ー写真の付いた名簿がある。是非引続いて理事

会に計って宜しくお願いしたくて。

鈴木茂男君

先日、当クラブの石川さんが会長をなさって

いる北涛会の釣ツアーに同行して、大変お世話

になりましたので。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　中村　紘君

足達一見君

野口　　弥君

古川暢一君
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