
〔β長報告）
山口篤之助署

1．先週例会終了後の臨時理事会の決議事項を申し

上げます。

先に故嶺岸光吉さんのご遺族より、ご香典返し

を鶴岡R．Cを通じて社会福祉の為にご活用とのご

好意で贈呈なられましたことで協議いたしました

結果、「ボランティア活動福祉基金」として鶴岡

市に寄付する事に決定。本日、布施社会奉仕委員

長、松田幹事と共に市当局へ参り、ご遺族しめご趣

旨を充分お伝えし、寄贈して参りました。

2．石黒P．Gが病気療養の為入院されてましたので

先週火曜日に松田幹事と共にお見舞いに行って参

りました。大変お元気の様子で、入院中にも拘ら

ず近く米山奨学会の事で上京するとの事でした。

3．元会員荒明勝さんが脳出血の為、去る6月22日

午後11時20分83才でご逝去なられました。お葬

式が26日午後1時大山正法寺さんで行われました

ので、規定に依りご香典をお供えし、ご焼香して

参りました。荒明さんは昭和40年2月に入会され、

昭和47年6月に退会されました。

4．又、早坂P．Gの未亡人さえ様のお葬式が6月27

日般若寺さんで行われました。理事会に図りクラ

ブよりご香典をお供えし、ご焼香して参りました。

謹しんでお二方のご冥福を心からお祈り申し上げ

ます。

5．会員の佐藤陸男さんが会社のご都合で此の度、

常務の荘司さんと交替の為、本年度いっぱいで退

会される事になりました。佐藤さんは昭和56年1

月入会以来、広報委員長、S．A．A委員長として

クラブ発展の為にご活躍されました。どうか今ま

で同様今度は外部より応援下されます様お願い致

します。

6．今年度新しくポール．ハリス．フェローになら

れました笹原信一郎さんへ、R．Ⅰより額とメダル

が参ってますのでお渡しいたします。おめでとう

ございます。

・頂．幸＿轟．告＿、
松田士郎看

○会報到着のお知らせ

八幡ロータリークラブ

鹿児島西ロータリークラブ

○例会時間・場所変更のお知らせ

1．八幡ロータリークラブ

7月4日（土）の例会は新旧役員の交代懇陸会の

為、

日　時　　7月4日（土）午後6時点鐘

場　所　まいずる荘

登録料　　4，000円

7月11日（土）の例会は、

日　時　午後12時30分点鐘

場　所　鳥海高原家族旅行村（売店）

登録料　1，200円

2．酒田ロータリークラブ

7月1日より例会会場を変更いたします。

酒田市若竹町1－1－1

ホテルリッチ酒田1階

TEL O234－26－1111

0RI第253地区インターアクト小委員会委員長．

本間儀左工門様より退任の挨拶状がまいっており

ます。　回覧中です。



会　長　退　任　の　挨　拶

本日6月30日、待望の本年度最終例会を迎える事

が出来ました。会員の皆様は勿論、幹事の松田さん、

理事・役員の方々を始め、各委員長さんと事務局の

斎藤さんのお蔭様で任期を無事終える事が出来まし

た。先づもって皆様方のご協力に心から感謝申し上

げます。

この一年間思い出を振り返り、所感を申し上げ、

退任の挨拶と致したいと存じます。

昨年5月に地区協議会に参加し、一年間果して皆

様のご期待に添えます運営が出来ますか、内心不安

でありましたが、今日、最終例会を迎え、漸く辿り

若いたかという感じであります。

〇年度初めの7月29日に県内最初の九里ガバナーの

公式訪問がありました。色々ご教示をいただきな

がら無事終る事が出来ました。之も伝統ある優秀

クラブの為と先輩会員のご努力の賜と存じます。

○今年度は国際交流の活発な年度の様で、9月初め

にはアメリカ．テネシー州よりG．S．Eの受入れ

があり、地区委員の藤川さん、財団委員長の手塚

さんには終始ご奉仕をいただき、又、歓迎会には

S．A．A、親睦委員会、国際奉仕委員会の方々、

又、職場見学に、吉野さんには国際親陸の為にご

協力をいただきました。

011月には姉妹クラブの台中港区R．Cより会長以下

会員・ご家族20数名が釆鶴されました。歓迎レセ

プションには特別委員長さん、S．A．Aの皆様に

は大変ご苦労様でした。特に佐々木さん、斎藤昭

さんには新潟空港まで出迎えに行っていただき、

益々友情を深められました。

○今年2月の台中港区R．Cとの姉妹クラブ続盟式に

は、石黒P．Gを始め20余名の会員・家族の方々の

参加をいただき、心からの歓迎をいただきました。

其の折、石川国際親陸委員長、富田交通公社支店

長、中江さんには大へんご苦労をおかけしました

が、無事大役を果す事が出来ました。厚くお礼を

申し上げます。

山　口　篤　之　助　署

○又、恒例のクリスマス家族会にはかってない多勢

の会員、ご家族のご参加をいただき、趣向を凝ら

した企画で楽しいパーティーで、喜んでいただい

た事と思います。

○会報委員会、プログラム委員会は少ない人数では

ありましたが、皆様協力し合って責任を立派に果

されました。感謝申し上げます。

○会員増強は多くの方のお骨折りをいただき、5名

の純増で80名で越年する事が出来ました。

出精率は、委員長さんの度々の呼びかけもあり、

目標の90％には僅かに届きませんが、まずまずの

緑ではなかろうかと思われます。

○職業奉仕委員会、社会奉仕委員会も活動計画に依

り目的を達せられたと思います。

OR．Ⅰの要請で地区より指示の「ポリオプラス計画」

には世界社会奉仕委員会と財団委員会の協力で、

今年度分の募金活動は目標を達成された事と思い

ます。又、ポールノ＼リス．フェローも委員長さ

んのご努力で5名の増員を得る事が出来ました。

OI．A．C、R．A．Cの活性化と会員増強には、年

度始めより各委員長さん頑張ってこられましたが、

実を結ぶ事が出来なかったのが残念でした。次年

度にご期待申し上げます。

以上、1年を振り返り自からの力不足を反省し、

皆様方よりいただきましたご厚情を大切にして、ク

ラブの一員として頑張って行き度いと思います。次

年度吉野会長にも今年以上のご協力を下され、クラ

ブの発展をお祈り致し、退任の挨拶といたします。

有難うございました。
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幹　事　退　任　の　挨　拶

この一年間、山口会長のもと幹事という大役をお

おせつかり、本日で終りとなります。ロータリー歴

の浅い、又、浅学非才な私がよくこのような歴史の

ある鶴岡ロータリークラブの幹事をやってこれたも

のだと、いまさらながら驚いております。

本日無事退任のあいさつが出来るのも、山口会長

はもとより各理事のみなさん、委員長のみなさんの

ご協力、会員のみなさまのご支援のたまものと深く

感謝申し上げます。忘れてならない人は斎藤とも子

さんです。山下和子さんがロータリーの事務局をや

められてから、夜おそくまでロータリーの事を勉強

をしておられたようです。私の一方的な言い分を口

答えもなく、がまんしてよく聞いて下さいました。

本当に心からお礼申し上げます。

本年度は、「ロータリーは希望をもたらす」のタ

ーゲットのもと、各委員会すぼらしい活動をしてい

ただきました。委員会の方々の活動の手助けをする

のが幹事の役目の心得、がんばったつもりですが‥

……。ご迷惑をかけた事と思います。一人ひとりの

委員長さんのお名前を申し上げお礼を申し上げたい

気持ちですが、時間の都合もあり省略させていただ

きます。

この一年間いろんな事がありました。特に印象深

かった事をお話させて頂きます。

台中港区R．C続盟式への訪問です。私は幹事に就

任する前に、私の役目はこの二つを重点的に考えて

ゆきたいと思っておりました。一つは台中港区R．C

との続盟式を成功させる事。これは先輩ロータリア

ンの皆様が今迄つくりあげてきた国際親善のきずな

を是非これからも続けていかなければならないと考

えておったからです。二つ目は会員増強に力を入れ

てみたいと思いました。実際に年度が始まってみま

すと、意外と増強のむずかしきにとまどいました。

続盟式については、20数名という万々の参加を賜

り、事故もなく無事国際親善の役目を果して大成功

に終りました。幹事としては幹事らしい仕事もせず

松　田　士　郎　君

に、ゴルフを3日間もやらせて頂き、台湾の皆さん

の大歓迎に只、謝謝でございました。

こんな幹事なので、バツとして次年度もう一年や

らなければならないかなとも考えましたが、そうも

なりませんので、今日で退任させて頂きます。

クリスマス家族会のビンゴも楽しかったです。今

回は特に会員の奥様方に多数参加をしていただき、

奥様同志のコミュニケーションが出来ました。会員

同志のコミュニケーションは当然の事と思いますが、

家庭を守っておられる奥様同志の親睦も必要な事と

思います。私の商売は呉服屋なので、たくさんの奥

さんと知り合いになれてよかったと思っております。

私は就任にあたり200枚の名刺をつくりました。

少し多いかなと思いましたが、今は一枚も残ってお

りません。私の尊敬する人の一人．J C小野会頭が

おります。この方は人間の出会いとふれあいを大切

にする人が人生を豊かにすると教えて下さった方で

した。各種大会でスピーチをする前に、必ず前後左

右の人と名刺を交換しなさい。そして握手をしなさ

い。次に会ったら必ず「ヤア」と云って話をするで

しょう。と教えてくれました。私も200名以上の方

と会った事になります。すぼらしい財産であると思

います。これもロータリーの幹事という役職をみな

さんから与えていただいたからと深く感謝を申し上

げたいと思います。本当にいい経験をさせていただ

きました。つらい事もあったように思いますが、充

実した一年間だったと思います。

つまらない事を長々と申し上げましたが、次年度

は大型幹事．板垣広志さんの登場です。安心して退

任いたします。

本当にこの一年、皆様方のご協力ご指導に感謝を

申し上げ、あいさつといたします。

ありがとうございます。



退任される会長・幹事へねぎらいの言葉

去年の7月1日から今年6月30日迄の丸1年365

日を休まずクラブの運営に揮身の努力をされました

山口会長さん並びに松田幹事さん、本当にご苦労様

でした。

お2人の残された功績の数々は、先程の会長の退

任のご挨拶の中で述べられた通りでありますが、全

分野に亘り非常に高いレベルに於て、バランスのと

れた調和のある、活気に満ちた奉仕活動であったと

思います。

中　江　　　　亮　看

これは、とりも直さずお2人の魅力あるお人柄の

賜であって、委員会がお2人を押し上げる様に積極

的にご協力申し上げたのではないかと思います。

特に松田幹事さんは、口ぐせの様に’tこの1年間

決して会長の方針に逆ったり、足を引っぼることが

ない様本分を果したい”と言われた事と相侯って、

全く申し分のない名コンビであったと深く敬意を表

し、会員の皆様と共に盛大な拍手を以てこ苦労をね

ぎらい、感謝申し上げたいと存じます。

（新会員紹介）
高橋良士看

1．氏　　名　　斎藤蒜一君

2．生年月日　　昭和20年3月12日

3．出身学校

昭和38年3月　鶴岡南高校卒業

昭和39年4月　新潟大学医学部入学

昭和45年3月　新潟大学医学部卒業

昭和45年10月　新潟大学医学部

第1外科入局

昭和53年4月　富山医科薬科大学

第2外科助手

昭和54年10月　同上　講師

昭和57年7月　医療法人斎藤胃腸病院院長



4．学　　位　　昭和53年　新潟大学

「Submucosal Esophajography」

（食道粘膜下造影法）

・日本臨床外科医会評議員

・鶴岡地区医師会監事

5．家族構成

照　子（てるこ）

歩　（あゆむ）

梓　（あずさ）

知　（あ　き）

純　（あっし）

千代以

＼－／〆 6．趣　　味

（⇒　スキー　全日本スキー連盟準指導員

（む　ゴルフ　HD25いつまでたってもうまく

ならない

（む　つ　り　幻のスズキが目標

（も　野　球

⊂亘声貝挨撃つ
斎藤嘉一署

只今御紹介戴きました斎

藤でございます。若輩者で

ロータリーにはまだ縁遠い

と思ってたんですが、入会

させて戴く事になりました。

生前、父親が皆様方に大変

御世話になり、本当に有難

う御座居ました。

今後共宜しくお願い致します。

（新会員唾⊃
松田士郎署

1．氏　　名　　荘司俊治君

2．生年月日　　大正11年1月24日

3．自　　宅　　鶴岡市家中新町17－36

4．職　業　　荘内日報社　常務取締役

5．家族構成　　妻　令子　61才

母　貞恵

6．略　　歴

県立鶴岡中学校卒

荘内銀行定年退職後、庄内信販㈱、リリー商

事㈱を経て荘内日報社へ

7．趣味・特技　　謡曲、　　上級資格

（新会員挨拶〕
荘司俊治君

只今御紹介戴きました荘

司でございます。今回、長

い間御世話になりました佐

藤陸男と、社の都合により

まして私と交代と言う事で

皆様のお仲間に入れさせて

いただきます。

私も銀行の関係で、天童

当時6年間ロータリーにお世話になりましたし、新

潟南ロータリーに2年半お世話になったという事で

なにか懐しい感じもしますけれども、何か恐しい様

な感じもします。何分御昼時に、決って皆さんと一

緒にお食事をする事が楽しくもあり、辛くもある様

な感じもしますけれども、今後共宜しくお願い致し

ます。

・‾一遇＿＿去．垂＿亘、

佐藤陸男君

長い間どうも本当に有難うございました。

色々とお話し申し上げますと、悲しみの涙か嬉し

涙か解りませんが、遣る気が致しますので、長年の

御厚誼本当に有難うございました。

これからまた、荘内日報広告並びに販売等にも絶

大なる御協力を戴きまして、社運をもりもり盛り上

げた上で再度お会いさせて戴きたいと思いますので

宜しくお願い致します。本当に有難うございました。

⊂亘卓会報享つ

毎年度社会奉仕妄言可佐藤元伸看

次年度の仕事を早速仰せつかりました社会奉仕委
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員会でございますが、恒例の内川清掃ですが、皆様

のお手元にお配りの書面の通りでございまして、7

月5日午前6時から8時頃迄、恒例の鶴園橋から三

雪橋、消防本部のすぐ脇の部分を小雨決行で、雨天

の場合は電話で一応御確認などいただきたいと言う

事です。

服装はなるべく長袖でお願いしたい。

それから参加者には記念品がございますという事

です。どうぞ多数の参加をお待ち申し上げておりま

すので、どうぞ宜しくお願い致します。

（ス　マ　√㌃）

三井　　徹君

私共待ち望んでおりました斎藤毒一先生の入会

を喜んで。

高橋良士君

三井先生と同じく大変有望な新人を推薦しまし

て。

毛呂　陸士君

歯科医師会を代表して斎藤毒一先生の入会をお

祝いして。

張　　紹淵君

斎藤寿一先生の入会と、今後の若さを生かした

活躍に期待して。

笹原信一郎君

先週の金曜日株主総会が無事終了して。

笹原桂一君

鶴岡ガスの株主総会が無事終了し、これからも

皆様から沢山使って戴きたいと思いますので。

村中文章君

前回の移動例会場の給食センターの電気設備を

請負したので、遅れ馳せながら。

松山俊三君

家内がロータリーの布花教室で大変お世話にな

りました感謝の気持ちと、ロータリーの矢部会

員のお世話でNHKギャラリーで作品展示発表

会を開かせていただき、大変盛況だったので。

佐々木滋彦君

市の社会福祉関係の副委員長を仰せつかり、皆

様にも大変お世話になると思いますので。

飯野準治君

バストガバナーの奥さん、又当社の取締役でも

ありました早坂さえさんが亡くなりまして、会

長さんはじめ色々と皆様に大変お世話になった

お礼を申し上げて。

藤川宇胤君
一年間の親睦委員長として皆様の御協力に感謝

して。

塚原初男君

青少年奉仕委員会関係で、先日28日の日曜日、

二十四の瞳の子供達を対称にした映画ですけれ

ども、西クラブと共催で盛大に開催させて戴き

ました。皆様方の御協力及び青少年奉仕委員会

三委員会の委員の方々本当にご苦労様でした。

会長さんはじめ事務局、どうも有難うございま

した。感謝申し上げまして。
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