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事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
曾　0235鋤5775

会　長：阿　部　　　案
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Let，s Take A New Look／

ロイ　D　ヒックマン

「も　う一度　見直そう」
1972－73年度

第660号　1972・7・4（火）（ほれ）

※ロータリーソング

「君が代」　「奉仕の理想」

欝司　会　　会　長

〔1〕出席報告

董弓≡

一鶴岡西RC一鶴岡西RC

〔3：lゲ　ス　ト

鶴岡第三中学校　松田先生
板垣千鶴子様、和田ヒロ子様、今井洋一様、
犬飼千賀子様、菅原幸様、後藤伸次様、
小野田ミユキ様　　以上8名

澤誕生お目おめでとう
会　員

黒谷正夫君
嶺岸光害君
靡　萬江君
佐藤順治君
森田清治君

欝皆出席

おくさま
張　生妹様、飯自安江様
小池　英様、斎藤信子様
佐藤清子様、佐々木節子様
富樫　貞様、薮田淳子様
田中咲子様

整6月100％出席　48名

阿宗君、阿部（嚢）君、安藤君、張君、長谷
川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）君、布川君
池内君、石井君、石黒君、五十嵐（三）君、
五十嵐（伊）君、五十嵐（八）君、今野君、海
東署、田中君、上林君、黒谷君、小花君、小
池君、中野君、青山君、嶺岸君、三井（徹）君
三井（賢）君、三井（健）君、芸網君、中山君
小野寺君、大川君、靡君、斎藤（栄）君、斎
藤（得）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴木
（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、篠原君、谷
口君、高橋君、小松君、手塚君、富樫君、
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鷲田君、薮田君、五十嵐（一）君
・会長挨拶
とLetIs take a new Look．′モ

新RI会長ロイDヒヅクマン氏はももう一

度見直そう．′〟と云う目標を全世界のロータ
リアンに指示されました。
この目標のために当クラブとして‖どおゆ

うことをせねばならないか’’の方針を全員で
たしかめ合って新しい進路を定めてゆきたい
と思います。各位のご指導とご協力により今
年1ケ年間会の運営を無難にすごさせていた
だきたいと思います。簡単ではありますが就
任の挨拶といたします。
※会長報告
・前会長、前幹事にバッジを差上げます。ご

くろうさまでした。
・当クラブの名誉会員として、白井鶴岡市長

を推薦、理事会で決定いたしました。

6月25日地区協議会の会報部会は当クラブ
の早坂源四郎先生がリーダーで三井徹先生が
副リーダーで進行されました。

1．クラブ会報の目的は何か。
2．編集の情報源はどこから求めるか。
3．みんなが読むような会報の作り方をど

のようになればよいか。
これらを中心に研修を行ってまいりました

とかく会報は少数の人々の負担で出来上り、
あまり読まれないのが実状のようです。これ
を改善して素人が作る楽しい会報にするため
に

ィ．会員各位から自由な原稿をどしどしご
提出していただきたいと思います。

ロ．スピーチについて編集負担の軽減のた

めに、つとめてスピーチの要旨を原稿に
したためて下されば幸いです。

今年一年会長、幹事、クラブ会員全員のご

；筆算詫謝缶賢あげ一協力により、よりよい凱矧、会報にして

蒜蒜宗誓警菅哲夏雲莞護「蕾Ⅶこう‾年間の、ロークリ‾情如方針について〝

をいたします。
委員長　阿部会長
委　員　早坂（源）君　三井（徹）君

ーの作品

おまねき
r7　－　ノヒ7

・インター／、イボスタ

ころ本日ゲストとして
鶴三中の各位が入賞し、ロ

を募集したと
しております

タリー賞が送付
されてまいりましたので各位に賞状を受与い
たします。

クラブ員全員拍手の中で受賞者一人一人に
賞状を会長より手渡しました。
※幹事報告
・例会日変更
村上R・C　7月6日を7月3日吉源に変更
山形西R．C　7月10日クラブアッセンプリ

ーのため、5時30分中山囁月に

・会報到着　村山R．C　石巻R．C
・クラブ協議会を7月25日午後4時より場所

ひさごやで開催いたします。各委員長今年度
の活動方針と予算を編成されてご出席下さい
・鶴岡駅前ハイヤーのロータリーの整備につ
いて駅長より要請され、インターノ、イの日程
に合せて補修をしたい。安藤君にこの件委任
する。
整高橋前幹事より俵頬
1．8月9日　オノミイオ洲国際親善合唱団の
合唱前売券の売さばきについて、会員1名13
枚割当てとしますのでご消化の協力をお厭い

2．前年度各委員長にお願いしますが、前年
の活動実績報告書を至急とりまとめて7月18
日頃まで高橋宛ご提出下さい。

※長谷川悦郎君（会計）
鶴岡ロータリークラブ決算書（1971．7．1－

1972・6．30）の説明を行い、会員の承認を受
けた。
祭地区協議会会報部会報告　〔会報部会より
会員の皆様へのお願いを兼ねて〕

層人の
ました
すが、
ます。

ロータリー情報委員会　張　紹淵
ロータリー情報は、毎度の例会の始めの3

～5分間

（1）会員に、ロータリーに関して、真剣に
考察をさせること。

（2）会員等の、ロータリーに対する、知識
と理解を拡げること。
（3）すべての会員、特に、新会員のロータ

リーに対する正しい理解と。
（4）ロータリー会員としての、特典と責任

を納得させること。
（5）そのためには、ロータリー情鞍委員会

の我々の活動を増強すべきであること。
（6）それで、毎月1回ずつ、奉仕の4つの

部門に、ロータリアン個人、層人の知識を増
すようなプログラムを作成し
プリント印刷してお分けしま
グラムを実行することであり

が、後程
このプロ

（7）新入会員には、
①　種々の委員会に出帝のこと
②　クラブ協議会　　③　クラブ理事会
④　炉辺会合　　⑤　者石羞合会
⑥　地区大会にも極力出寓するように奨

励致しますからよろしくねがいます。
（8）R・Ⅰ事務総長よりロータリー教育の

資料示唆を常に入手することが避読出来るよ
うにすること。
（9）地元の新聞社を十分利用して、ロータ

リー情報をのせるようにし、

鋤　情報委員会は、広範囲に、且つ責任を
以て、重要な調整をして、

全員に、継続的責任でもって、ロータ
リー情報提供適任者となります。
（均　そして、1年を通じて三芳的にクラブ

ラブの問題を討論
ことが出呆れはよ

仕カ

の業務及び活動、並びにク
するだけの例会を開催する
いと、云うことでありますので、皆環の絶大
なる御協力をおねがい致します。
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例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
宮　0235幽5775

会　長：阿　部　　　裏

幹　事：市　川　輝　雄

Let，s Take A New Look．′

ロイ　D　ヒックマン

「も　う一度　見直そう」
1972－73年度

第661号　1972・7・11（火）（くもり）

※点　鐘　阿部会長

；寮　ロータリーソング

「我等の生業」　（リーダー　幹　事）

〔り　出席報告

席馴69・84％ 中野君一遊佐RC
阿宗君一山形RC
海束君、三井（健）君
中山君、靡君、新穂君
小松君、富樫君

一鶴岡西RC

〔2〕ビジター

磐会長報告

・先週例会日に三井健君の七窪の鶏舎1棟が

全焼する不幸に会われました。クラブよりお

見舞を差上げました。

．R．Ⅰ353地区ガバナーより三井徹君に山形

県北西区分区代理を委嘱する委嘱状がきてお

りますのでお渡しします。

※三井君より

火災時によせられたクラブ並びに会員より

のお見舞等にたいして謝辞がなされた。

欝幹事報告

・年次大会352地区年次大会10月7、8日

於　八ノ戸市立体育館　登録料7，000円

・例会変更のおしらせ

山形南R．C　7月18日午後5時

十字屋駅前店
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酒田東R・C　7月20日午後6時　相馬屋

・会報到着

八ノ戸R・C　長井R．C　白鷹R．C

・礼状到着

山形南R・C　チャーターナイトのお礼

三井農場　火事見舞お礼

●このたびの集中豪雨に関連して当353地区

北西区の状況とそれから見舞について三井分

区代理より説明していただきます。

〔三井微分区代理より〕

ガバナーよりの指示で能代R．Cの会長宅

に電話連絡をとりました処不通で、幹事に連

絡した処会長宅に応援中で、奥様にお願いし

て連絡方依麻しておきました幹事より連絡で

能代R・Cの会長宅が一番確災がひどいとの

ことでした。住宅・工場は屋根まで水にひた

った模様です。能代R・Cの会員の被害は14

名程で夫々住宅、事務所等床上から屋根まで

水にひたった被害が出ております。秋田二ツ

井R・Cは例会場や食堂まで浸水されたと云

うことです。只幸いに人的事故は起っており

ません。荘内地区については全然水害による

被害が出ておりませんので、その旨ガバナー

に報告しておきます。

滞会計よりのお願い

今年度上半期の会費納入について30，000円

早めに事務局まで納入下さい。

〔桜井鶴岡西クラ7会長のご挨拶〕

今年度鶴岡西R・Cの会長を務めます桜井

清です。46才大山で歯科医を開業しておりま

す。私達のクラブは今年で満7年日を迎えま

した。一応なかだるみで一番むずかしい時期

に会長を引受けることになり、非常に責任の

重大さを痛感しております。本日早坂氏より

おききした処、地区分割の話は末だ不明との

ことでありますが、もしも＜三分割案＞が本

年度中に決定になりますと私達のクラブがホ

ストクラブになり、地区協議会を開催するこ

とになると思います。地区協議会にかぎらず

他の面でも種々当クラブからはお教えいただ

いたりお世話になることと思いますが、前年

度に引続きまして尚一層のご助力をお願いい

たします。

※地区協議会報告

〔1〕会員増強委員会　　　　黒谷正夫君

会員増強を如何にするかが当部会の討議の

中心でありました。

Ⅰ会員増強委員会は、如何にしたらクラブ

の会員増強を助長することができるか。

ィ、会員増強に関する情報をできるだけ多

く入手すること。

会員推せんカードを配布用としていつ

でも充分に手元にあるよう注文しておく

こと。

ロ、クラブの成長の型を分析し、職業分類

委員会の作成する未充填職業分類表に全

会員が精通しておくようにすること。

ハ、クラブ会員の興味をそそるような奨励

策を見つけること。各クラブは独自の目

標を定めその会員に適する最善の方法を

見つけるようにすべきである。

正　会員増強委員会はどのようにしたら、若

年層の有望な会員候補者を見付けるのに役



立ち得るか

ィ、多くの職業領域で若年層の人々がより

多く重要な地位を占めつつある。したが

って、全会員は若い有望な候補者を見つ

けようと常に心がけているべきである。

ロ、クラブ会員のなかには、教会や市民団

体で奉仕事業に原著な関心を示した若い

人々を知っているものが多数いるかも知

れない。これらの人々をクラブに受け入

れるために空席が職業分類にあるかどう

か調べてみるべきである。

へ若年層のクラブ会員に、同じ年令層の

有望な会員候補者について調べることを

奨励すべきである。と云うことは、彼ら

は他のクラブ会員より、それら候補者に

接触することが多いだろうから。

Ⅱ会員増強委員会はどのようにしたら、有望

な族補者の適切な選択方法を会員に指導す

ることができるか。

Ⅳ　会員増強委員会はまたどのようにしたら

会員の退会防止に影響を発揮することがで

きるか。

以上の諸点を中心に討議してまいりまし
）　　た。私協議会出席の前に早坂氏より示唆をい

ただいておりまして、当クラブとしての会員

目標を73名としたい旨と会員増強については

青年会議所に関心を示している点を指針とし

ていると述べてまいりました処、適切である

というおはめの言葉をリーダーよりいただい

てまいりました。

〔2〕ロータリー財団部会　　小花盛雄君

今年度R・Ⅰロータリー財団管理委員長に

東ケ崎氏が任命されました。湯浅氏は前年の

管理委員でした。これがために日本の各R．C

はこぞって積極的に財団に基金をお願いした

い旨、冒頭に表明されました。

村上P．Gよりローータリー財団の生い立ち

についてかなりくわしく説明がなされまし

た。1917年アトランタ大会でArch KLumph

が提唱し決定されたと云うことであります。

事務的ですが1ドルを308円から303円レー

トでやること。

財団に送金の場合は財団送金用の特別の用

紙で送付しないと別口座に入金になり、財団

への置立にならない場合があるので注意して

下さいとのことでした。

ロータリー財団奨学生制度の問題ですが従

来は大学院課程奨学金のみでしたが、大学生

課程と技術訓練給費制度が加えられました。

財団活動を活発にするためには基金が必要

となってきます。この基金をふやすために如

何にしたら良いかの検討を中心に行ってまい

りました。

各クラブとも夫々工夫をこらして財団基金

の％アップに努力している方法の発表があり

ました。

当クラブでは当地区内で最高の％を保持し

ておりますが、準フェローのやり方などを会

員にすすめながら％アップにつとめている点

当地区は全国的にみて財団に対する寄与率

が一番低いところから他地区の情報を知るこ

とによって刺戟され％アップにつながるので

はないか、と云ったことを発表してまいりま

した。

以上のことは要約すれば我々ロータリー会

員は財団に対して出来るかぎり基金を出すこ



とにより寄与することと、学生を選んで活発

に大学院、大学生、交換学生として送り出し

てゆくことを中心議題として討論してまいり

ました。

磐親睦妻鼻会より　　　　高橋正太郎君

＜＝コ＝コ・ボックス＞

五十嵐伊市郎君　荘内日報にインターハイ

水泳部門で裏方さんとして活発に活

躍されている姿が立派に掲載されて

おりました。

本当におめでとうございます。

ご苦労さまです。

※ロータリー情報委員会報告（2）張紹淵

LET’S TAKE A NEW LOOK．／

OFVOCATIONALSERVICE。

自己の職業奉仕のあり方は
どうあるべきか。

自己の職業奉仕のあり方は、どうあるべき

かを、もう一度見なおしますと、次のようで

あります。

（1）自己の職業は物質的な利益を得る手段で

あると共に

（勿　社会に対する奉仕に於て私共自身を表現

する機会であります。

（3）その義務と責任には、厳密な限界があっ

て、少なくとも、その限界以上に誠心誠意

で奉仕することを特権として尊重すること

であります。

匝）それには、どうすればよいかと云うこと

でありますが、それは常時、言行する前に

はも四ツのテスト〝．／を思いだし

（5）合せて、奉仕の理想．／と綱領．′を実施

することであります。

（6）以上を総括して、簡単に覚えやすくしま

すと、も調和のとれた世界平和の五ツのテ

スト〝を実行することにあると思うのであ

ります。即ち

1．真実であるかどうか

2．みんなに公平で

3．好意と友情を深め

4．みんなのためになるように努め

5・利他的奉仕の慈善であって

6・世の中の教育のためになるプログラム

を実施し

7・他人から利己的奉仕と思われないよう

にすると共に

8．常に、奉仕の理想のための知り合いを

拡め

9・自分の天職の道徳的水準を高め、自分

自身の天職を尊重し、認識を深めて、各

自の天職を通じて、社会奉仕をし、更に

品位あらしめ、個人と職業と社会生活に

も常に奉仕の理想を適用することと、各

自が

10．世界的親交をして、国際間の理解と親

書と平和を推進することであります。

以上で、甚だ長くて覚えにくいので、これ

らを総括して、便宜上

1・他人を思いやり、助け合いましょう。

2．自分の天職を繁栄し、権威ならしめて

3．誠心誠意に努めましェう。

と、覚えて言行して来たのであります。

皆様の御指導を賜りたいものであります。

－お　詫　び－

第660号でローターアクト委員会の委員委

嘱について斎藤信義君が委員として委嘱され

ておりますことを追加させていただきます。
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品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30′－1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
曾　0235輯5775

会　長：阿　　部　　　案

幹　事：市　川　輝　雄

Let，s Take A New Look／

ロイ　D　ヒックマン

「も　う一度　見直そ　う」
1972－73年度

第662号　1972．7・18（火）（くもり）

※点　鐘　鈴木副会長

；寮　ロータリーソング

「手に手つないで」

〔1〕出席報告

㌧十・∴∴∴章

52名王庸
（徳）君、平田君、青
山君、三浦君、岩網君
大川君、長谷川君、

82・54轡富樫君

薮田君一米沢RC
阿宗君一山形RC

張君、飯白君、小池君

佐藤（忠）君、手塚君
一鶴岡西RC

〔2〕ビジ　ター

欝会長報告

・インターハイも旬日にさしせまってきまし

た。当鶴岡市においては柔道と水泳の競技が

開催されるわけです。柔道については斎藤信

義君、水泳は五十嵐伊市郎君が夫々地元の体

協の役員として活躍されているわけです。県

高遠に対してインターハイ協力として当クラ

ブからすでに会員各位より拠出していただき

寄贈しておりますが、今回は当市開催の柔道

水泳の地元の各体協に対してその負担をいく

らでも助勢する意味でニコニコボックスを回

したいと思います。各位の御賛同をお願いし

ます。（ニコニコボックスが会員の間をまわ

る間）

斎藤信義君、五十嵐伊市郎君より司会と同

趣旨の要請が夫々表明され、ニコニコボック

ス集計の結果

柔道、水泳部門に夫々弐万円づつ寄贈を行

い、インターハイの成功を祈る。
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・先般の集中豪雨により被害を受けられた能

代R・Cよりお礼状がきております。

鶴岡ロータリークラブ殿

能代ロータリークラブ

会長　中　田　武　治

この度の水害につき早速御親切なるお

見舞電報・電話をいただき有難うござい

ました。厚く御礼申し上げます。

御承知の米代川の堤防が切れてしまい

ましたので流域一帯特に中川原地区の被

害に激甚でした。私共クラブ会員の中で

被害を受けた者は16名おりまして家屋や

工場・倉庫等を水浸しにされ、大被害を

受けましたが幸いにも一人の事故も出ず

これだけでも不幸中の幸いと思って居り

ます。

これからの前後策を講じなければなり

ませんが、今の処はまだ一面の泥海で全

く手のつけようがありません。そのよう

なわけで何かと落ちつかない状態でござ

いますのでとりあえずお礼とお知らせの

みで失礼致します。

※幹事報告

・例会日、例会時間の変更

新庄R・C　7月28日　6時　三光舎屋上

ビアガーデン

山形北R・C　7月20日　5時30分

産業会館6F

東京日本橋R・C　8月中の例会時間を午前

8時30分～9時30分

パレスホテル2F

酒田R・C　7月19日12時30分　玉勘で

鶴岡西R・C　7月26日クラブ協議会のた

めP・M5時　ホテル山王閤

・会報到着

能代R．C

・水害見舞礼状到着

能代R．C

・来る25日（火）P．M4時よりもひさごや〝

でも今年度の活動計画〝についてクラブ協

議会を開催します。各委員長、役員の方々

は必ず出席して下さい。委員長の都合の悪

い場合は委員の方の代理出席を必ずお願い

します。

※地区協議会の報告の総括

早坂源四郎G．N候補

先週の土曜日（15日）に地区諮問委員会に

出席してきました。その折に決定されました

事項を若干申し上げておきます。

1つは先般来の集中豪雨で罷災されたクラ

ブへの見舞は地区として取扱わずに各クラブ

単位で取組んで欲しいとのことでした。

2つは地区分割の件に関してですが原案通

り3分割案（山形一福島、秋田一青森、岩手

一宮城）でR．Ⅰの諒解を求めることに決定

しました。いずれ地区大会の折に決議案が提

出されることと思います。

地区協議会の報告に移ります。

私は会報部会のリーダーを仰せつかり、三

井徹君が副リーダーで助けていただきまし

た。会報部会の模様はすでに会報委員長の田

中君からご報告ありましたので時間あれば補

足報告をいたしたいと思います。

会報部会での私の最初の挨拶の中で、Ⅰ，

B．Mの初代のワットソン社長の言葉を引用

いたしました。
パRead　　　　よく読むこと

Hear　　　よく聴くこと

Discuss　　充分討論すること

Tbink　　　よく考えること”

この中でリーダーとして感んじましたことは

bear人の話を良く理解して聞くと云うこと

は大変にむずかしいことだと云うことです。

Discuss討論しておる折でもこの次は自分は



何を云うかとばかり考えて相手の話を上のそ

らで聞くということは日常しばしばあること

です。

協議会の第1日目に私は会長部会に出席い

たしました。阿部会長も出席されましたが、

その節配布された資料の中に「指導力ー会長

の任務」と云うのがあり興味ある示唆が二、

＿二二一三二∴＿十∵二
選ばれた人々は、時として自分を選んでく

れた人々が非常に聡明な人たちであること

を忘れる。彼等をロボクリヤソ（ロボット

人間）として扱ってはいけない。指導者は

彼等のために働く奉仕者であることを忘れ

てはいけない。

2・指導者のタイプに2つある。

1つは　独裁型（なすべきことを人々に命

令する）

1つは　民主型（なすべきことについて人

々に意見をのべきせる）

軍隊等では独裁、命令型指導法が適している

がクラブ等では何事も協力しあわなければな

らぬから独裁型は不適である。然しながらそ

の反冬型鮎飽軌みんなが人の発∫

言を待つと云うこと鞋な、つて、きまぐれな決

議等が行われクラブ自体不活発に息り、全県j

プログラムを実行しない様な無気力な指導者一

になってしまう。

指導者はやはりリードし旦？批判力を持た
■‾■－－　－‾　‾」‾－▲‾一■■■．1一．▲一＿－　■一一一

ねは駄目だ。準哉型と民主型や中間をとるべ

きである。

3．指導者の最も創造的な機能とは他の人々

から独創的な考え方或はアイデアを引き出

す事である。指導者は一般の人々が持って

いる批判的な思考を奨励しなければなりま

せん。

（この批判は破壊的でなく建設的なもので

ある事が必要である）

批判を抑えつけるのは有髄な指導者では

ない。

4．ある計画に関するアイデアーが討論によ

って会員から出された場合の方が、会長席

から提案された場合よりもその成功率は2

倍にも高まる。
1　　　　　　　　　　　　　　　－－　　　　　　　　　‾‾　－　　「　　■　　　　－「‾　＿＿＿＿＿■－－．－．」一▼′一一JH

この他にもありますが省略します。

この数年来日本でも人の生きがい、働く人

の動扱づけ、やる気をおこさせるという行動

科学という研究が経営学の中で行われている

と云うことですが、これは唯今申し述べた指

導者論で一部解明されていると思います。

米国では昔からテーラーの科学的管理以来

企業の中での働く人の心理的研究が盛んです

が極めて最近のビジネス雑誌にハーバート大

学のビジネススクールのレビンソソと云う教

授がも企業は教育機関であり、経営者は教育

者でなければならぬ〝と云っております。

経営者の基本的仕事は利益をあげることで

はなく、組織を永続させること。勿論企業は

利益をあげねは永続できないが、たとえ利益

をあげながらつぶれるケースもあるからだと

説いております。

話は又変りますが、本年度のR．Ⅰのヒッ

クマソ会長はb会員増強〝とも広報〝に非常

に力を入れておられるとの事です。

私は広報が成功すれば会員増強も順調にゆ

くと思います。広報と宣伝－PublictyとPr

Opaganda－宣伝は広報の一部であり往々に

して経済的利益と結び付くケースが多いけれ

ども広報は思想の伝達であります。その効果

は行動を起す時に最も効果かあります。例え

ばオハイオ国際親善合唱臥　オーストラリヤ

の研究グループの来鶴の機会を有効に活用す

べきです。

NHXの佐々木局長さん、荘内日報の小野

寺さん、山形放送の青山さん、よろしくお願

いいたします。

以上で私の報告を終ります。



（ロータリー語解説）

・ガバナー・ノミニー〔G・N〕

（Govenor Nominee）

地区は、国際大会において選挙されるべき

ガバナー候補者を地区大会で指名しなければ

ならない。地区大会で指名されたガバナー供

補者をガバナー・ノミニーと云う。国際大会

で選挙された後、7月1日の就任までの間は

ガバナー・イレクトと呼ばれる。

0地区評議会

（District Assembly）

地区ガバナーが主宰し、次期ガバナーの協

力を得て行なわれる。参加を要請される者は

毎年理事会が指定するが、1972年の地区協議

会には現ガバナー及び次期ガバナーの外に次

年度の各クラブ会長、幹事、奉仕4部門担当

の各理事、ロータリー財団委員長、会員増強

委員長、及び会報編集者が参加者として指定

された。地区協議会の目的は次年度の地区運

営に備えてクラブ内外諸般のロータリー活動

について協議するにある。開催日は、R．Ⅰ

細則の規定に拘らず、最近数年は毎年R．Ⅰ

理事会が「国際協議会終了後なるべく早く、

6月30日より遅くならない時期に開催するこ

とを強く要望する」と声明するのが例となっ

ている。

繋第7回インターアクトクラブ年次大会に
ついて　　　　安藤インターアクト委員長

（1）今年度の第7回インターアクトクラブの

年次大会は次のように開催されることにな

りました。

1・ホスト校　福島県立喜多方工業高等学

校インターアクトクラブ

2．スポンサークラブ　喜多方R．C

3．期　　日　昭和47年8月5日（土）より

昭和47年8月8日（火）まで

3泊4日

4・場　　所　裏盤梯国民休職村　椿原荘

（福島県耶麻郡北塩原村大字檜原字小野川

1092　〒969－27TELO24132～2421）

5・参加対象　参加予定校　9校

各校生徒7名　顧問1名

参加予定者　約75名

6・参加費　登録料1人5，400円

（含む宿泊、資料代）

7・目　　的

ィ、リーダーとしての資質、知識の体系

化を計り技術を身につける。
ロ、集団生活を通じて連帯感、責任感を

養うと共に実践力を育てる。
ハ、核としての自覚をもち、Ⅰ，C活動

の気運をたかめ、その発展の一助とす

る。

8・テ　ー　マ　「よいリーダーは、よいリー

ダーをつくれる人」

Skill　　　　技術

Habit　　　　習慣

Attitude　　　態度

KnoWledge－知識

Experience－経験

・これをS．H．a．k．e－Shake

－してよいリーダーとなる

・そのためのモノサジとハサ

ミづくりを目指す。

以上のような次第で今回は前例のない徹底

した研修方式をとられ且つ人員も限定され研

修内容も極めて理論的且つ抽象的で参加者も

指導者も苦慮しております。

（2）鶴岡高校インターアクトクラブの参加に

ついて

同校より顧問1名（児玉先生）生徒3年生

1名、2年生4名、1年生2名計7名が参加

します。実は本年度は全員参加の熱意で各方

面で努力しておりましたが、上記の通り限定

されましたので不参加者のために次の通りキ

ャソプ研修を行います。そして年次大会参加

者は大会終了後合流することになりました。

ィ、期　日　昭和47年8月7日（月）

昭和47年8月9日（木）

2泊3日

ロ、場　所　鼠ヶ関海岸

ハ、参加者13名

クラブよりの予算をよろしくお願いします
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顔阿ローヴリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　　ご　や

例会日　毎遇　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内
宮　0235紛5775

会　長：阿　　部　　　裏

幹　事：市　川　輝　雄

Let，s Take A New Look．／

ロイ　D　ヒックマン

「も　う一度　見直そ　う」
1972－73年度

第663号　1972．7．25（火）（はれ）

※点　鐘　阿部会長

欒　ロータリーソング

「奉仕の理想」

〔1〕出席報告

阿部（公）君、長谷川

君、橋浦君、平田君
石黒君、五十嵐（－）
君、今野君、三浦君
靡君、斎藤（信）君、
津田君、鷲田君

56名

88．89％

〔2〕ビジター

ー鶴岡西RC

〔3〕ゲ　ス　ト

徳永昭一郎氏　市立朝場第二小学校　教諭

鹿児島市と鶴岡市との間で姉妹都市の盟約が

結ばれ、それに基づいて交流教員の第1号と

して来鶴され朝場第2小で教鞭をふるってお

いでの方です。本日スピーチをお願いしてあ

ります。

磐会長報告　一国際大会ニュースより－

国際ロータリー第63回年次国際大会が6月

15日ヒューストン市に於て開催され世界中の

75ヶ国からロータリアンとその家族及び友人

を含めて14，296名が参加した。

「今週我々は新しい社会奉仕の方法の探究に

集まった」というスウェーデン、カルマー出

身のロータリー会長アンスト、G・ブライト

ホルツ氏の熱意を込めた開会の辞で始まった

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
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み
ま
し
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う

前
回
の
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この大会での新味は各地区のクラブから選

ばれた代表各1名から成立する総計365人の

規定審議会が今回初めて、国際ロータリーの

立法機関を構成したことである。（従来は加

盟クラブから派遣された国際大会代議員が、

審議会を単に諮問機関として立法問題を決定

してきた）オーストラリア、ニューサウス・

ウェールス、シドニー出身の国際ロータリー

前副会長A・D・G・スチュアート氏を議長

として記録的な83に上る制定案と決議案とに

取組んだのである。その結果審議会は、20を

採択、25を拒否し、他は原案を徹回した。

日曜日：テキサニデ72

大洞窟のようなアストロドームで、催し物

を行うには、大規模でやる必要がある。まさ

にその通りで、ロータリー国際大会の開会式

は、雷鳴の如きバンド演奏で幕が切って落と

され、活発な行進隊が続き、280の騎馬隊に

よってロータリー加盟各国の国旗が掲揚され

ページェント……音……色彩…・日光に満ち溢

れたものであった。国際大会委員長であるメ

キシコ、モソトレイ出身のカルロス・カソセ

コ・ゴンザレス氏は、スペイン語で歓迎の言

葉を述べた。

フィナーレは、3人の宇宙飛行士が現われ

た。彼等はすでに宇宙に於て如何に協力が重

要であるか経験ずみであり「地球という宇宙

船」に於ても一層の協力が必要であることを

意味するものであった。

月曜日：和合と青少年

ロータリー会長がサムヒュースふン円形劇

場の演壇に上がり、厳粛に一層の社会奉仕の

増強と、ロータリーにおける絶えざる和合の

必要性を説いた。更に彼は3つの観察につい

て述べた。

「私の観察した所では工業国に於て、特に

（福祉国家）と云あれる国々に於ては、社会

奉仕の計画のチャンスが次第に減少して居る

と云うのは、直接には政府及び他の施設が、

種々な社会の必要を満たす仕事を肩代わりし

て板上げている事実である」

「然し、あなたも私も、まだまだ為すべき事

は沢山あることを知っている。ロータリアン

は、個人的な接触に依って、他の如何なる福

祉計画も為し得ない必要を満たす事が出来る

ということである。」

「我々はかかる必要を捜し求めるべきで、ロ

ータリーこそは開拓者－探検家の精神をも

つことが可能であり、また持ち続けなければ

ならない。ロークリr以外の如何なるグルー

プもロータリー程この必要を捜す力もないし

また指導者をして、この必要を満たす資源を

総動員せしめる力もない。」

しかも彼は「世界社会奉仕の仕事は、人類

が助けを求めている時に力を貸し、かつ同時

に遠隔の国々にあるロータリアンとの友情の

絆を創り出すのに誠に素晴らしい機会であ

る。」と説いた。最後に、彼は、すべてのロ

ータリアンは、ロータリーの比類なき国際的

性格を失なわないよう強調して、「各クラブ

は他のクラブの自主性を尊重し、また他のク

ラブと種々のアイディアを自由に交換し合っ

て密接な連繋を保たなくてはならない。」と

云い「人々の友情は政府間の関係に影響を及



ばすものである。乃ち善意が生ずれば次いで

平和が来る、善意は先ずあなたから始まるの

である」と結んだ。

火曜日：刀剣を鋤の刃に？

「我々は新計画を加え、旧計画を拡大して、

青年たちに7百件を越える補助金を与えた」

ロータリー財団管理委員長、米国ノース・カ

ロライナ州チャペル・ヒルのルーサー・ホッ

ジズ氏が云った。財団への寄付金は1971－19

72年度中に3百万ドルを超過するであろうと

報告した。同氏は第500地区（米国／、ワイ）

に表彰状を贈呈した。

その次ぎ軍備競争と国際的進歩に関する3

人の国際的専門家が「われわれは刀剣を鋤の

匁に打ち直せるか？」と云う問題に取組んだ

水曜日：仕事……そして働く者の関心事

仕事は特権ととなるだろうか？スイス、ゼ

ネバの国際労働研究所々長ロノべ－ト・コック

ス氏は、職業奉仕関連の学究的な講演がなさ

れた。同氏は「10年前には、オートメーショ

ンと云うことが否応なくわれわれに方針を再

考させ始めた。今やわれわれは、水準の違っ

た技術が共存し、互いに関係し合っている世

界のことを考えるべきである。

伝統的な盛業社会（世界の労働力の30パー

セントそこそこ）は、「みどりの革命」と政

治的革命の結果として崩壊しつつある。

工業化社会（40パーセン日では労働力の

大量転置によって、都会の貧民街と荒れ果て

た町の住民が実質的にふえるだろう、その人

たちは定まった生産的職業を持たず、その爆

発的な不満が紛争の前兆をなしている、と予

言する。

工業社会（25パーセソロは既に心身の過

度の緊張と職業道義の低下に悩んでいる。

そして脱工業化社会では、環境要因と個人

の自由についての関心事が脚光を浴びてきた

同氏は警告して、技術は仕事の途絶に弱い

人間をおびただしく作り出した。と同氏は、

仕事と労働関係に影響する4つの探究的な努

力、すなわち僚向を引用した：

。産業関係で合意に達する要因を増強するこ

と。

0各自が自分の仕事をもっと自由にしたいと

いう要求。

○仕事と暇な時間との区別を「ぼかす」こと

○それから仕事と収入との関係に対する心構

えを変えてること；である。

木曜日：もう一度見直そう

次期会長、米国アラバマ州バーミンガムの

ロイD・ヒックマソ氏は1972－73年度テーマ！

「もう一度見直そう。」を披露。

「これはprクリアン各個人に向けられた趣

く簡単なメッセージであります－あなたにも

私にも－換言すれば『ロータリーの綱領を見

直して、各人が奉仕の4部門を実行しよう』

とすることであります。・・・各人がそれぞれ参

加することによって、ローータリーを生まれ変

わらせよう」と同氏は述べた。

※幹事報告

0当クラブの8月9日の例会はオ′、イオ国際

親善合唱団釆鶴のため鶴岡西R．Cと合同例

会とするため8月9日午後4時30分産業会館



5Fに変更いたします。

0353地区インターシティ、ゼネラルフォー

ラムの日程

庄内8クラブ10月22日　ホスト　酒田R．C

。350・351地区年次大会

9月23～24日　札幌厚生年金会館

0例会時間変更

山形R・C　8月2日　PM6時　丸久屋上

大阪南R・C　8月17日　AM12時30分

。会報到着

郡山R．C八戸兼R．C大阪R．C石巻R．C

鹿児島西R．C

o礼状

鶴岡水泳連盟より資金カンパに対してのお礼

状　＿　　一一・一・一・▲

0米国ニュージャージイ州シートンホール大

学日本研修団一行25名が7月26日から8月5

日まで鶴岡市や羽黒・松ケ岡を中心として

「中世に於ける城下町」をテーマに研修する

ため来鶴する。同研修団が中世の城下町とし

て鶴岡を選んだのはニュージャージイ州ニュ

ープランズウイク市の市長が姉妹都市である

鶴岡市を推せんしたためである。鶴岡市では

一行を羽黒山、致這館等に案内し午後4時よ

り市長歓迎バーチーを開く予定となっており

当クラブより三井（徹）君、小花君、斎藤君、

張君、早坂君、会長・幹事が出席する。



を言え

THミァ尺誓監霊　感覇ヤータ′／づラブ　斎藤得四郎氏絵
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第664回例会　1972・8・1（火）晴　No．5

例回　目　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

Let，s Take A New Look．／

「も　う一度　見直そう」

無出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　50名

出　　席　　率　　　79．37％

前回の出席

前回出席率　　　80・95％

修正出席数　　　　　56名

確完出席率　　　88・89％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、早坂（徳）君、平田君、

石井君、三井（徹）君、三浦君、斎藤（信）君、

佐藤（忠）君、谷口君、津田君、上野君、

薮田君

メークアップ

長谷川（悦）君、石黒君、今野君、摩君、

鷲田君一鶴岡西RC

箪司　会　阿部会長

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



湿ソ　ング　奉仕の理想リーダー市川幹事

説ビジター

野尻一彦君（川西R．C）

角田　　勤君（沼田R．C）

斎藤繁雄君（村上R．C）

小林忠康君（鶴岡西R．C）

菅原松雄君（鶴岡西R．C）

説お誕生おめでとう

会員誕生

安藤足助君、早坂源四郎君、三井徹君、

三井賢二君

奥様お誕生

三井章様（健君）

佐藤奈津子様（伊和治君）

手塚峰子様、風間慶子様

誤年間皆出席者

9年間皆出席　五十嵐伊市郎君

7月100％出席者

阿宗君、阿部（塞）君、安藤君、張君、

森田君、長谷川君、早坂（源）君、佐藤

（順）君、市川君、飯自署、池内君、石井君

石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、

五十嵐（八）君、今野君、海東君、田中君

上林君、黒谷君、小花君、小池君、中野君

嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井

（健）君、中山君、小野寺君、磨君、斎藤

（栄）君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、笹原君、

鈴木（弥）君、高橋君、小松君、手塚君、

富樫君、上野君、驚田君、薮田君

箪幹事報告　　市川幹事

・酒田、酒田東、遊佐、八幡R．C合同例会

のため－例会変更通知

8月8日　5時　酒田産業会館4F

・会報到着……1巻東R・C

・7月25日クラブ協議会を開催し各委員会の

活動計画案を協議し決定、あわせて予算案も

決定いたしました。8月15日の例会で配布報

告いたします。

・ロータリー情報委員会の活動の一環として

8月～10月毎例会日12時15分より10分間情報

委員会で阜ためになるロータリー教室クを開

校します。新らしい会員の方々だけではなく

全会員による受講を強く要請いたします。

Dオハイオ州国際親善合唱団を迎えるにあた

り高橋君より準備状況の報告があり、結びに

歓迎にあたってのクラブ会員の心からなる協

力を求められた。尚、早坂（源）君より夏期食

中毒の発生し易い時期なのでこれが歓迎時の

食事については特段の注意がはらわるべきで

ある旨の発言があった。これについても阿部

会長、高橋委員より万全の体勢がとられてい

る旨の報告がなされた。

♭小花君よりニュージャジィー州シートンホ

「花＝フ大学の歴史研修団員の中から発生した食

中毒の躍病についての報告一研修団一行は

強行軍のため体力が弱っている所に暑さが重

なり食生活の変化からの一部羅病であったが

4～5口で全員元気に回復し次の研修地に向

かった。

DP一夕リノ情報（3）　張情報委員長

ロータリーとは何にか

ポールハリ∴精神を持つ会員のあつまりで

ある。

ポールハリス精神とは何にか

人は死ななければならない。人間の一生は

淋しいものだ。同じ心を持つ友人を集めお

互いに慰め合いはげまし合って、自分の職

業を通じ、人の身になって一世の中のため



になる教育的なプログラムを実施し、親睦

と奉仕の理想を、誠心誠意自ずから求める

心を云う。

クラブとは何にか

研修、親睦などのために、同じ目的をもつ

人々が集まって作った団体である。またそ

の集会所である。

ロータリーの根本理念は何にか

自分の尊い職業を成功させ繁栄させること

は勿論第一義的なことであるが、その上に

各自の職業を通じ、慈善的な、利他的な奉

仕で世の中の教育に資するようなことを実

行することである。しかも、その行ってい

ることが他人から利己的な奉仕と見られな

いことが必要である。世界万国の人々がこ

のような奉仕の気持ちを持ち合うならば、

必らずや各自が、共存共栄の中で調和のと

れた世界平和が築かれるであろうと云うの

がロータリーの根本理念である。

我等の歩みはどうあるべきか

我等の歩みは〔奉仕の理想〕〔綱領〕〔四

つのテスト〕〔五つのテスト〕を夫々実行

することである。

〔奉仕の理想〕

ロータリーの云う、奉仕の理想と起我の奉

仕とは何にか

1．利他的奉仕に基づく慈善である。

2．利他的奉仕に基づく教育的プログラム

の実施である。

3．しかも利己的な奉仕と解釈されないよ

うにやることである。

〔p－ダリ～の綱領〕Object ob Rotary

ロータリーの綱領は有益な事業の基礎とし

て奉仕の理想を鼓舞し、これを育成し、特

に次の各項を鼓舞育成するにある。

1．奉仕の機会として知り合いを拡めるこ

と。

2．実職及び専門職業の道徳的水準を高め

ること、あらゆる有用な職業は尊重され

るべきであると云う認識を探めること、

そしてロータリーアン各自が職業を通じ

て社会に奉仕するためにその職業を品位

あらしめること。

3．ロータリーアンすべてがその個人生活

職業生活及び社会生活に常に奉仕の理想

を適用すること。

4・奉仕の理想に結ばれた実業人と専門職

業人の世界的親交によって国際間の理解

と親善と平和を推進すること。

5・終結は、世界は共存共栄で調和のとれ

た世界平和の獲得にある。

〔四つのテスト〕

実行はこれに照らしてから

1．真実か、どうか

2・みんなに公平か

3．好意と友情を深めるか

4・みんなのためになるか、どうか

〔五つのテ六日

調和のとれた世界平和確立のために

1．他人を思いやりましょう

2．お互いに助け合いましょう

3．自分の職業を繁栄させましょう

4・自分の職業を権威あらしめましょう

5・誠心誠意努力いたしましェう

〔つづく〕

泣スピーチ（663回例会で）

スピーカー　徳永昭一郎　教諭

朝場第二小学校　勤務

経歴

昭和30年鹿児島大学教育学

部卒

鹿児島市立中山小学校より

昭和47年4月赴任する

交流期間　2カ年



〔かごしま　と　つるおか　見聞所感〕

鹿児島を出てきたのは丁度4月5日です。

こちらに来る前日県の教育庁に行き挨拶を

いたしました所、運よく鶴岡より私と同じく

鹿児島に行かれました斎小学校の稲村先生に

お逢いしました。その時稲村先生が私に非常

に印象的な言葉を残して下さいました。

「鶴岡は非常に良い町だ。しかし冬は用心

して欲しい。内陸は頭の上から雪が降るが鶴

岡は下から降るんです。」同席しておりまし

た鹿児島の教育庁の人々は皆んなして、どう

いうことなのか想像もつかず驚いておりまし

た。よくおききしますと、冬は非常に風が強

くて下から降るように見えるのだとのことで

した。初体験の私、楽しみにしている次第で

す。

東京で一泊し7日夜鶴岡に着きました。7

日阜いなほクで釆たわけですが水上をすぎて

川端先生が雪国の中で阜トンネルをこしたら

雪国があったクの文章もとんと忘れておりま

した所、連れてまいりました子供達が阜ア．′

山に雪が積もっているクと騒いでおります。

私は雲が山についているのだろうぐらいに思

って良く見ると本当に雪が積もっているのが

分かり列車の中で家族4名阜雪だ、雪だクと

さわいで他の人々にケゲソな人種と見まちが

えられてまいりました。これ程にこちらに来

たのが始めてのため見るもの、きくもの、み

なめずらしく興味ぶかく感んずる次第です。

7日夜鶴岡駅には朝囁2小の先生方、教育

委員会の方々、PTAの方々の非常にあたた

かい観迎を受けました。その時は緊張してい

たせいか寒さは余り感んじなかったのに旅館

の鶴岡ホテルに泊りましたとたんに寒さのき

びしいのをおぼえたのが印象的に残っており

ます。こんなにも違うものなのかと云うこと

鹿児島を出る時はあせを流し上衣をぬいで出

て来、鶴岡に着いたらきびしい寒さにおそわ

れる。本当に気候の相違とか遠くまで来たも

のだという印象を酷めたわけです。しばらく

たつうちに朝が非常に早い、毎日目覚めるの

が早くなったことに気付き諸先生方にこの疑

問をおたづねした所、一先生がご研究された

次のことを知らせて下さいました。それは日

出・日没時間の鹿児島と山形の表です。

6月の夏の季節

日ノ出時間　日没時間　目鼻時間

山　形　4時15分19時05分14時間50分

鹿児島　5時13分19時25分14時間12分

6月夏は山形は日昇時間が38分多いことにな

ります。

12月冬の季節

日出時間　日没時間　目鼻時間

山　形　6時54分16時25分　9時間31分

鹿児島　7時15分17時21分10時間07分

冬は鹿児島の方が日昇時間が36分長くなりま

す。このことは鹿児島から来た私でないと感

んじられないことかもしれませんが非常に貴

重な体験をいたしました。

それから生物季節などを調べてみました

梅の開花日が、鹿児島は1月20日頃

鶴岡は　　3月31日頃

桜の開花日は、鹿児島は　3月29日頃

鶴岡は　　4月17日頃

〔今年は鹿児島も早く3月20日は桜は咲いて

いました。卒業式に桜の花をみながら子供達

を送りました。東京で第2回日の桜の花を見

ました。そして鶴岡にまいりまして4月17日

頃すぼらしい鶴岡公園の桜の花を第3回目と

して観賞させていただきました。タクシーの

運転手さんが（鶴岡の桜はすきまがありませ

んよ）と云われ半信半疑でおりましたが実際

に見てビックリしておりました。鹿児島では

これだけびっしりとつまった桜は見られませ

ん〕

つばめをはじめて見る頃

鹿児島　3月10～15日頃



鶴岡は　4月4日頃

セミのなき始め　鹿児島　7月26日頃から

鶴岡は　7月18日頃

（鶴岡は早めにすずしきがやってくるのだと

云うことがわかります）これらのことからも

季節の違いが非常に感んじられるわけで風俗

風習たべるもの等も変ってくるんだと思いま

す。

鶴岡にきて古い都市をあじわいさせていた

だいておりますが、本当の日本の心があっち

こっちに残っている感んじがしてなり　ませ

ん。私、鶴岡市が開催しております市民講座

の郷土史の研究の講座に参加して3回程犬塚

先生、戸川先生の講話をおききし、民俗・民

具のすぼらしさを充分に味わらさせていただ

いております。致道館にも行き南国鹿児島で

はみられないすぼらしいものがありますので

ぜひこのことを鹿児島に知らせてやりたいと

思っております。

市立朝畷第二小学校におせわになっており

ます。当初私が鹿児島から来るということで

多分バンカラな、体格の大きい男だろうと先

生方の大方の期待であられたようです。ちな

みに校長先生云わく（大変な先生が来るので

はないかと期待いたしておりましたがごく普

通の先生が来てくだきって安心いたしまし

た）と云われました。私も安心した次第です。

4月8日はじめて鶴岡の子供と会いまし

た。こちらの子供達は末だ寒い故か長ズボン

をはいてジャンパーを着て厚着であつくるし

い感んじを受けました。

襲児島の子供は冬も半ズボンです。なるべ

く空気に皮膚をふれさせる。これが身体を健

康にする基本だと信んじてやっているわけで

す。しかも運動ぐつに運動帽子をかぶってキ

リットした型を鹿児島の人々は好みますが、

これを子供のシツケとしてキリットした型を

子供に整いさせております。

こちらにきて子供達がさまざまな様子をし

ているのをみてノンビリとしているのかなと

思っておりました。が子供達は非常に素直で

す。大変人なつっこく、あかるく都会的な顔

をしております。色の白いのにはビックリし

ております。ですが教室に入って見て初めの

印象はダラダラとしてシマリのない感んじを

受けました。

職員室に入って女の先生が多いのに驚ろき

ました。鹿児島の場合は7：3の割合で男の

先生が多い。女の先生は非常に大事にされて

おります。学校の仕事の中で主なる仕事は男

の先生がやっています。所で朝場2小ですが

2：1の割合で女の先生が多い。しかも女の

先生の働き振りは男の先生にまけないくらい

すぼらしい働きをなさっており北国の女性の

方々のすぼらしさを再認識させていただいて

いる次第です。

私3ケ月経過してこちらの先生方の研究へ

の意欲は阜子供を大事にしてゆこうクと云う

ねはり強い研究欲のあることに敬服しており

ます。何んとか子供達一人一人を大事にして

ゆこう、と云うその姿が見受けられて、私本

当に鶴岡に来て良い勉強をさせていただいて

おります。鹿児島でも教育研究会があって全

市で阜一人一人の力を伸ばすにはどうしたら

良いかクのテーマを中心に研究していますが

甚だむづかしい様ですがこちらの先生方は一

人一人がすでに心掛けて実践していらっしゃ

ることに大変興味を覚えて敬服している次第

です。

私3ケ月間朝2小の一つのクラスを受持っ

ておりますが子供達は寸ヒントさえ与えれば

どんどん自主的な勉強をする子供たちで楽し

みだなアクと思います。中にはすでに自分の

力に対してあきらめかけた子供もおったよう

ですが過日私寸可能性クのことを話しました

ところ、子供達は目をかがやかせながらきい



てくれたのが印象に残りました。もっと子供

達がノビノビとがんばれるものを作ってやら

なければいけないのではないかと思います。

鹿児島の教育についてお話します。

鹿児島の教育の根底にあるのは一道士館【明

治時代に作られた藩校ですがそこでの教育の

基本目標が今でも流れております。

一次の5つ目標です－

〔1〕まけるな

人にまけるなということではなく、弱い自

分の心や、なまけようとする心にまけるな

と云うことです。

〔2〕ほじをしれ

青年・子供達は非常に純真で清潔で心身共

に非常にきれいである。それをきたなくす

るのは、ほじを知らないからだと云うこと

を子供達に教えるのです。

〔3〕弱いものをいじめるな

弱い者を助けようとしてゆこうとする心

〔4〕議を云うな

お前理屈をいうなと云うことではなくて口

をひらいて実行できないことをいうなと云

うことです。実行できることを云うという

ことを鹿児島の人々は良く子供に伝えてお

ります。

〔5〕うそを云うな

うそを云うのはドロボーのはじまりと云う

ごとく、子供は絶対にうそを云わない様に

しつけております。

これらの目標は当地致遺館の教えの中にも流

れております。

鹿児島版の6年寸みんなのどうとくクの本

の中で阜鶴岡城の降伏クの項目があります一

鹿児島市上竜尾町の南州墓地に「件兼之」

「榊原政治」という2つの墓があり、裏に

「庄内藩士」と書いてあります。1877年の西

南の役に庄内藩士が薩摩藩士といっしょに西

郷隆盛のひきいる私学校生徒と共に官軍と戦

い戦死したのには、つぎのような、薩摩と庄

内についての話があります。－の序文に始

まり、1868年庄内藩の藩主酒井忠篤と西郷隆

盛の関係－奴明け渡しの官軍参謀黒田清隆

の取計らい－1870年酒井忠篤、鹿児島に渡

り西郷の教えをうける－そして－明治百年

を記念して、鹿児島市は、山形県鶴岡市と姉

妹都市の約束を結びました。こうしていつま

でも、北と南が手をとり合って発展していく

ことをちかい合っているのです。－と結ん

でおります。

とかく郷土の歴史や偉人を忘れがちです。

郷土の歴史や伶人を教えながら豊かな自発的

意欲ある子供に育てるよう努力いたすつもり

であります。
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第665回例会　1972・8・9（火）暗　No．6

場　　所　産業会館5階ホール　4時30分

鶴岡・鶴岡西・温海RC合同例会

～オハイオ州国際親善合唱団歓迎パーテーをかねて～

Let，s Take A New Look．／

「も　う一度　見直そう」

額岡RC会長 フレーザー団長

会
報
は
ご
豪
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



歓迎の拶挨

阿部鶴岡RC会長

この度は、オハイオ国際親善合唱団の90数

名の方々が、わざわざこの鶴岡地区においで

下さいまして、真に有難うございました。

鶴岡、鶴岡西、温海ロータリークラブの全

ロークリアソおよび家族の方々は、皆様を心

から歓迎申し上げております。

これから、ロー－クリアン′の家族一同のほか

市民の多くの皆様が、オハイオ国際親善合唱

団の方々の演奏を聴かせて頂くわけですが、

私共は、皆様の演奏をほんとに御期待申し上

げておりました。

これを機会に、皆様とロータリアンや市民

との個人的な友好を深めて頂けるように念願

いたしますが、更にアメリカと日本との相互

理解を探め、国際親善を、ますます実のある

ものにして行けますように、お祈り申し上げ

ます。

皆様のおいでを心から歓迎申し上げ、演奏

して下さいますことに重ねて寝くお礼申し上

げます。

ミドルタウンRC会長よりのメッセージ

オハイオ国際親善合唱団団長

mr．Ivan Dornon

1972．7．26

国際ロー一夕リー353地区

鶴岡クラブ会長殿

名誉あるロータリー会長殿

アメリカ、オハイオ州、ミドルタウソロー

タリークラブは親しく博愛を各地に布教しつ

つ歩くプロミセス（音楽使節団）を通じて謹

しんでご挨拶申し上げます。

貴殿のご協力は音楽使節団の最終目的であ

る国際理解と平和、そして善意に大変役立っ

ておりますことを探く感謝申し上げます。

「奉仕こそわがつとめ」へのプログラムが

何時迄も貴殿と共にあることを、お祈りしま

す。

A．G Beach，President

middletown Rotary Club

（新穂光一郎君訳）

＼フレーザー団長より三クラブ会長にミドル

タウンロータリークラ7からのメッセージ
・バーナの交換

†阿部鶴岡ロータリークラ7会長より三クラ
ブ合同のおくりもの鶴岡年寺産阜御殿マリク

をフレーザー団長に寄贈

←歓迎パーティー　スナップ



合同例会全景　高橋接待委員長の流暢な和・英語での日程説明を熱心に聴きいってい
るスナップ

演奏会場鶴岡文化会館でオハイオ国際親善合　鶴岡市長にオハイオ合唱団から、鶴岡市民に

唱団演奏開幕　阿部歓迎委員長あいさつ　　　おくりもの交換スナップ

観客と合唱団がとけ合って、国際親善スナッ
プ

阜世界は二人のためにク合唱団フィナーレの

演奏

おわりの挨拶　　　阿部鶴岡RC会長　　　思います。それに、聴衆と溶けこんだ盛り上

私共、鶴岡市民ロータリアン一同は、ほん　つた演奏をして下さいまして、私共・一方で

とに立派な演奏会を聴かして頂きまして、大　は楽しく、貴重な時間を過すことができまし

変感銘を受けました。なにか清らかな、一貫　　た。

した宗教的思想を感じることができたように　　演奏会の途中で、カーテンが上らなくなり



時間をとりましたことは、真に申し訳ござい

ませんでした。にもかかわらず、不便な中を

演奏会を最後までお続け頂き、大変有難く存

じました。

尚、ここでホストハウスになって下さいま

したロータリアン、および市民の御家族の皆

様に御厚意御心労を、心から感謝申し上げま

す。どうぞオハイオの方々と、末長くお友達

になって頂きたくお願申し上げます。

ここで、再びオハイオ国際親善合唱団の皆

様に探く御礼を申し上げたいと存じます。皆

様ほんとに有難うございました。

鶴岡去をるに当って

フレーザー団長よりメッセージ

我々やプロミセスクの者達は、素晴らしい

鶴岡の訪問を終えることが出来ました。

林の多い山々、エメラルドグリーンの美田

等、私達は皆様方の郷土で充分楽しませてい

ただきました。

鶴岡市民の博愛（特にロータリアンについ

ては完壁なものでした）は鮮明で冴えた記憶

としてたとえ何千里離れようと私達の中に記

憶されるでしょう。

昨日の私共の演奏、そして市民のお宅への

訪問は、少なくとも世界問の善意と理解には

役立つものと思っています。

いずれ日本の子供達や米国の子供達、そし

て全世界の子供達が終りのない平和な世界に

住むことが出来るでしェう。

鶴岡を去るに当り、只心から感謝と皆様方

の幸福を願ってやみません。

（新穂光一郡召訳）

出席報告

本日の日日前

前回の出席

前回出席率

修正出席数　　　　55名

確定出席率　　　87．30％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、平田君、石井君、

五十嵐（伊）君、金井君、小池君、三浦君

中山君、大川君、斎藤（栄）君、斎藤（得）

君、斎藤（信）君、篠原君、佐々木君

メークア　ップ

阿宗君一新庄RC

三井（徹）－遊佐RC

薮田君一酒田RC

佐藤（息）君一酒田東RC

斎藤（信）君“鶴岡西RC

ロータリー情報　極）　　張情報委員長

標準ロータリークラブ定款

第1条　名　　称

本会の名称は鶴岡ロータリークラブとする

（国際ロータリー加盟会員）

第2条　区域限界

鶴岡市にして、峨眉橋・相見橋国道七号線

と相見橋より上流の青竜寺川とを結ぶ線よ

り以東の地域

第3条　綱　　領

〔664号ロータリー情報（3）に掲載〕

第4条　会　　合

毎週火曜日12時30分より定例の会合を閲か

ねばならない。理事会は同じ週の他の日に

変更可能。法定休日、流行病叉は災害の故

を以って例会を取消すことが出来る。

役員選挙の年次総会は毎年3月31日又はそ

れ以前に開催されなければならない。

（つづくノ
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第666回例会1972・8・15（火）晴　No．7

例回　目　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会長　阿　部　　嚢　　幹事　市川　輝　雄

Let，s Take A New Look．／

「も　う一度　見直そう」

洪出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　52名

出　　席　　率　　　82・54％

前回の出席

前回出席率　　　76・19％

修正出席数　　　　　51名

確定出席率　　　80・95％

－　　　　　－　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、長谷川（悦）君、橋

浦君、平田君、三浦君、斎藤（得）君、斎

藤（信）君、篠原君、手塚君、薮田君

メークアップ

五十嵐（伊）君一米沢RC

阿宗君一山形RC

小池君一鶴岡西RC

柱司　　会　阿部会長

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



賢ビジター

斎藤豊吉君一西那須野RC

菅原隼雄君、松田善三郎君、栗本安基君

足達一見君、阿部正男君一鶴岡西RC

餞ロータリーソング

「我等の生業」　リーダー　市川幹事

態会長報告

。8月8・9日両日のオハイオ州国際親善合

唱団来鶴演奏に際して成功裡に国際親善と

理解が出来ましたのは、会員並びに御家族

の方々のご協力によるものと会長として厚

く御礼申し上げます。

。オ・」ストラリヤより研修団（GSE）を9

月迎えるにあたり、鶴岡地区GSE歓迎妻、

員会を発足させ、準備に入ることになりま．ノ

した。委員会名簿を発表いたしますので委

員の方々よろしくお願いします。

委員長　阿部　　裏君（鶴岡会長）

副委員長　桜井　　清君（鶴岡西会長）

ク　　斎藤　新作君（温海会長1

委　　員　小花　盛雄君＼

ク　　張　紹淵君、、

ク　　　三井　　徹君

ク　　属岸　光吉君　′／

ク　　市川　輝雄君′′

ク　　帯谷　義雄君（鶴岡西幹事）

ク　　今野　義介君（温海幹事）～

ク　　小松　広稔君rh

ク　　　阿部　正男君（鶴岡西SAA）

ク　　薮田　誠樹君

ク　　五十嵐皐三君

（鶴岡西国際奉仕）

ク　　寺尾　正孝君（温海国際奉仕）

駁幹事報告

。例会時間の変更

山形北RC　8月17日　PM6時

産業ビル屋上

藤沢RC　　8月30日　PM6時

商工会議所4F

鶴岡西RC　8月25日　PM5時

湯の浜　望海楼

天童RC　　8月19日　PM6時30分

舞鶴荘

0会報到着

鹿児島西・鹿児島・八戸・能代・新庄RC

東京週報
。チャーターナイトのおしらせ

茨城県鉾田RC11月5日　県立鉾田一高

。地区大会のおしらせ

第360地区10月21日　岡崎市民会館

第369地区10月27日　岡山会館

参加者は幹事まで申し込み下さい。

0鶴岡地区GSE歓迎委員会を8月17日2時

より産業会館3Fで開催しますので、会長

報告で発表されました委員の万々ご出席下

さい。

。本年度活動計画書並びに予算書を各会員に

配布いたしておりました。本年度は本書に

かかれております計画に基づき活動してゆ

きたいと思います。

貰1972．7．1～1973・6・30予算書の説明

今野会計

D鶴岡西RC納涼例会へのおきそい

鶴岡西RC　栗本安基君

例年西クラブは湯ノ浜の満光園で納涼家族

会を開催してきたが、今年は趣興を変えて漁

船で釣りをやり、そのあとで納涼例会を開く

予定です。8月19日加茂港より西クラブの原

田君の好意により、漁船を出し飛島を中心に

船中で一泊、20日に帰港、25日湯ノ浜の望海

楼で納涼大会を開きます。鶴岡クラブの多数

のご参加をおきそいします。



態ガバナーよりの報知板　　三井分区代理

7月15～16日飯坂で開催されました地区委

員会に出席し、それが決定事項を会員に報告　　的

バナーがまとめて事務を処理して下さるそ

うです。

ロ←－クーアクトクラブが出来た場合に、

する様要請されてまいりました。

（1）飯島ガバナーは皆様方と連絡を密にし何

んでも話し合いをして行きたい方針ですの

で、事の大小を問わずお話しいただきたい

とのことです。只ガバナーとは常時お会い

出来ませんので私、分区代理を通じご利用

いただきたいと思います。

（2）来年度のガバナーノミニーがレークプラ

シッドに行かれるのは5月10日と決定して

おります。

（3）ローザンヌ大会に日本から行く旅行業者

は、四旅行業者（交通公社、富士海外、太

平洋、日通）に決定。

（4）ロータリーで為替レートは1ドル303円

とする。

（5）地区幹事の業務を明文化する。

（6）日本ロータリー50年史が相当残っておる

ので、各クラブで績極的に購入方依頼され

ました。学校図書館等に寄贈して、広報に

使用するなど意をもちいて下さる様要請し

ます。

（7）R．Ⅰに資料室が出来、資料の提供を行う

ようになりました。

（8）米山奨学資金の寄附を今年より5割方増

額されるよう要望されてまいりました。こ

れは日本のロータリーで現在行なわれてい

るものの中で、最も大規模で確実な効果を

あげている世界社会奉仕の事業であること

を再認識して欲しいとのことです。

（9）地区大会の際、他地区のガバナー、′ミス

トガバナーが出席した時の処遇について。

原則として登録料は登録していただく、壇

上には上げないが招待厭は明示しておくこ

と。

㈹　交換学生の手続については東京の鈴木ガ

その中から優秀な者をクラブごと地区ごと

に交換して活動させてはどうかとの意見が

出ております。

8分　R．Ⅰ財団への寄附について、会員1人当

りの寄附額が

3ドル未満の場合の地区は　　毎年1名

6ドル　　　　　　ク　　　　　　　　2名

6ドルを越す地区は　　　　　毎年　3名

の奨学生を派遣することが出来ることにな

っている。従って当地区は会員1名当り50

セント増額すれば、3名を派遣出来るよう

になるわけです。皆様のご協力をお願いし

ます。

¢尋　インターシティーゼネラルフォーラムの

経費について。

従来は、参加者が登録料を個々に払ってい

たが、今後フォーラムは全員参加を原則と

して個々の登録料ではなくて、会員1名当

り何円として各クラブでまとめてホストク

ラブに支払う方法を考慮してほ如何がかと

云う意見が出ました。会津、浜通ではこの

方法で成功しておるそうです。各地区で夫

々協議して実行して欲しいとのことです。

㈹　インターシティーゼネラルフォーラムは

全般的なと云う意味があり、大勢の人々が

集り参加者全員が発言すると云うことはな

かなか困難なことです。親睦と云うことか

らも細やかにゆかない難点が見られます。

これをもっと部分的にセクショナルと云っ

た感んじで比較的小人数にして、皆んなが

発言して研修し合い、親睦をより強く挺め

るような会合を計画しては如何に、と提案

してまいりました。福島県浜通の10クラブ

は四大部門毎に会合を持って実行している

様です。部門毎、日を別にして分区代理が



お世話しているようです。これらも研修や

親睦に非常に有意義と思いますので、ご検

討下さるようお願いします。

㈹　第353地区ロータリー財団奨学生名簿作

整に当り。

私、地区の初めての奨学生学友会委員でし

たので、昨年作整いたしました。勿論奨学

生にも送付しておきました。しかも奨学生

の皆様には今後尚ロータリーとの接触を密

にして、ロータリー活動に協力される様要

請しておきました。奨学生のみなさんは、

地区内のクラブを訪問してスピーチをやる

などの活動は望ましいことですが、なかな

か実現しませんので名簿の中から適当な人

に連絡をつけて財団週間に招待するとか、

又は会報に何か書いて貰うとか、奨学生と

ロータリーとの密接な交流のために役立て

ていただきたいと思います。

餞＝コ＝コボックス

五十嵐伊市郎君　インターハイ水泳部門成

功裡に終了おめでとうございます。

ロータリー情報（5）　　張情報委員長

クラブ会員の特典

1．世界の国際ロータリー大家族の一員とし

て、親切に何事でも相談されること。

2．自己の職業が繁栄し、権威なるものと同

時に、自分の地域の産業文化に、大なる貢

献が出来る。

3．1人会員の私腹ばかりでなく、家族、村

、町、市、国、世界、万人の共存共栄、調

和のとれた世界平和に到達させる大きな指

導力を与えることが出来ます。

私のロータリー国際奉仕十箇条

1・ロータリーの綱領である。

2．奉仕の理想である。

利他的奉仕に基づく、慈善と教育的プログ

ラムの実施である。それが自己的奉仕と解

釈されないことである。

3．国家に対して忠誠であり同時に献身的な

国民であることである。

4．一国の愛国主義を超越して、世界万国の

受国主義のロータリー精神であるようにな

ること。

5．国家的、人種的優越感のないようにする

こと。

6．他の国民と協調して、共通の地盤を求め

て、開拓をすることが出来る人になること

7．他人の個々の自由を保持するためには、

その国の法則と、その秩序と、規定を守る

こと。

8．次掛こ世界中の国民の生活水準を改善し

て、世界中の国民全体が繁栄の中に住める

ようにすること。

9．政府や世界問題、或は、国際間の政治に

悪い影響を与えるような行動をしないこと

10．殊に国家間の関係が緊急の場合には、個

人やクラブの国際奉仕が、かえって悪意や

誤解を増す恐れがあるものは、やめること



さを言え
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第667回例会1972・8・22（火）晴　No．8

例回　目　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　び　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

Let，s Take A New Look．／

「もう一度　見直そう」

駁出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　47名

出　　席　　率　　　74．60％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、平田君、五十嵐（三）

君、五十嵐（一）君、栗谷君、中野君、三

浦君、中山君、笹原君、大川君、斎藤（信）

君、佐藤（昇）君、篠原君、佐々木君、薮

田君
前回の出席

前回出席率　　　82．54％　　　　　　　メークアップ

修正出席数　　　　　56名　　　　　　　　阿宗君一新庄RC

確定出席率　　　88・89％　　　　　　　薮田君一酒田RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



長谷川（悦）君一酒田東RC

手塚君一鶴岡西RC

駁ビジター

石原武君、著原松雄君、五十嵐卓三君
一鶴岡西RC

態司　　会　　阿部会長

＿　二ソ　ン　ケ

「手に手つないで」　リーダー　市川幹事

主会長報告

〇第352、353地区再分割の件ですが8月3日

仙台市で汚分割推進委員会を開催して既定

方針通り3分割に全員の意見が一致し、8

月中にR・Ⅰに公式文書の発送を終る予定。

届出文書の作成主任は坂部政夫直前地区幹

事、その他は樋山第352地区幹事、坂本第3

53地区幹事が当ることとし目下届出文書作

成作業中だそうです。

○ガバナーの公式訪問の日程ですが、鶴岡は

10月23日（月）会長、幹事と懇談、クラブ

協議会、10月24日（火）例会出席との日程

が決定しております。

泣幹事報告

○例会時間変更

山形南RC　8月29日（火）PM6時

ホテル樹林

一　酒田RC　8月23日（水）pM6時　小幡

酒田東RC　8月24日（木）pM6時

みその別館

○会報到着

石巻東、八戸東、上山、長井RC

O地区大会

第373地区地区大会11月25日宮崎市民会館

○スイスのローザンヌ大会に出席希望者は幹

事宛申込み下さい。

〇三非分区代理宛に青少年交換委員長の高坂

氏よりオーストラリヤからの交換学生の申

込が多いけれども受入態勢がないので庄内

地区で1名引受けていただきたい旨の申入

れがあったそうです。来年1月から12月ま

で当353地区で5名程受入れる予定だそう

でぜひ皆様のご協力を要請されています。

○平で地区大会が開催されますが出席会員は

本日例会終了後打合せのためお残り下さい

OR．Ⅰ第353地区GSE歓迎合同例会（鶴岡

鶴岡西、温海）を9月5日（火）ホチノン山

王闇で12時30分より行います。例会場変更

となります。

較R．1353地区GSE委員庄内地区日程

について　　　　　　高橋受入接待委員長

1．一行の氏名

団長　Alan R．Clark

Bian Huffaty

Bunce Owen

Peter Mcmillan

Tohn Amuti

Eddien Orttearst

2．宿泊ご提供

小花君、張君、三井（徹）君ご家族

3．地区日程

9月4日（月）

PM4時新発田駅前より鶴岡へ

9月5日（火）

AM9時20分より視察開始

松文産業見学、致遺博物館見学、松ケ

岡ガラス工場見学、後に鶴岡市役所で

市長を訪問

12時30分より歓迎合同例会　於ホテル山

王閣　終了後羽黒山を観光

6時30分より鶴岡市長歓迎バーチー

於産業会館5F

9月6日（水）AM10時20分より

酒田商工会議所訪問、酒田市市長訪問



12時30分より酒田、酒田東合同例会出席

大浜工場地帯視察、本間美術館見学、

酒田市立病院、新井野会計士、山居倉庫

を見学、酒田市長歓迎パーテ一に出席

9月7日（木）AM8時50分・

秋田象潟駅前に向け出発

箪スピーチ「登山競技の評価の

仕組について」　　　　　　石井貞吾君

先般のインターハイで米沢の吾妻山で登山

競技が開催されました。そこで登山競技とは

どのように行われその評価は如何にするのか

の質問が沢山ありますので簡単にお話ししま

す。

初めに登山競技での技術委員長の言葉を申

しあげますと

「この大会は高等教育の一環として行うもの

で、単なるお祭りや遊びのために集まるので

はありません。楽しい和やかなふん囲気の中

にも秩序と統制がとられ、そして山行では日

頃体験し研究したものを充分に発揮し合う技

術の交換と友情を確認する場であり、しかも

大自然を愛し親しみ高度な人間形成を培う場

としなければなりません。」

これは登山競技の目的をすべて云い表して

おります。勿論国民体育大会においても同じ

目的で行われるわけです。

8月初旬米沢の吾妻山で行われた全国イソ

タ←ハイ登山大会には各県から監督、リーダ

ーを含めて5名を1バーチーとし3パーテー

づつ約890人位参加いたしました。

これを1班から6～8班を合わせて1隊と

し、A隊、B隊、C隊、D隊に分け（D隊は

女子）各隊に隊長、各班長、講師、技術委員

医師、看護婦、医務付、連絡収容、補導通信

記録等それぞれ若干名づっ、本部、設営等を

入れて約1，200名位の大会関係参加となりま

した。尚来年の開催地三重県より視察員等80

名程参加しております。

大会成績評価基準を参考までに申し上げま

す。

匡】幕　営

（1）設　営

ィ、場所の選定　ロ、整地　ハ、張り方

（4すみの保定、防雨、防風、防湿対策

張り綱、排水溝等）　こ、撤収

（2）炊　事

ィ、材料　ロ、用具　ハ、方法（技術及

び計画）

（3）生　活

ィ、態度（整理整頓、時間配分、節度、

チームワーク）　ロ、協調性（融和）

匿】歩　行

（1）行　動

ィ、歩度　ロ、バランス（バツキソグ、

スリップ、体重の移行、フラット3点確

保）　ハ、難場（安全の確認、足場、落

石）　二、体力

（2）観　察

ィ、地形、地物（地点確認、自然観察）

ロ、気象　ハ、記録

（3）チームワーク

ィ、メソバージップ　ロ、リーダーシッ

プ

（4）マナー

ィ、行動時　ロ、休けい時

（5）装　備

ィ、服装　ロ、用具用品（携行法、内容）

上記のような評価基準となっています。



開会式は米沢市民文化会館にて行われ入山

式は各コース入山地にて、閉会式も文化会館

にて行われ各隊長の講評、表彰状授与、大会

長挨拶、祝辞、次期開催地代表に国旗、高体

連旗の引継ぎ等行われて閉会されました。

駁ロータリー情報（6）　　張情報委員長

会員の責任・義務づけは

クラブ定款、第11条の綱領の受諾と定款、

細則の遵守にある。

その内容を繰り返して見ると、

会員は入会金と会費を支払うことによって

綱領の中に示されたロー一夕リー原則を受講し

本クラブの定款、細則に従い、その規定を遵

守し、これに拘束されることを承諾するもの

とする。そして、これらの条件の下に於いて

のみ会員は本クラブの特典を受けることがで

きる。

いかなる会員も、定款、細則の印刷物を受

取らなかったことを理由として定款、細則の

遵守を免れることはできない。

新入会員のおめでたい意味は

第一にこの地域社会から選ばれた、職業人

の代表者であり、奉仕の理想に邁進する者と

して選ばれ、おめでとうございます。

（1）地域社会の運営、事業経営、市の将来の

計画にたずさあっている人々と定期的に按

する楽しみが出来ること。

（2）政治、運輸、製造、小売及び伝達技術に

関する新知識を修得する機会がある。

（3）自分白身の問題について他の職業人と語

り合う機会が得られる。

匝）自分の毎週の日常業務から転換できる楽

しみをもった。

（5）地元及び世界社会の改善に尽す委員会の
一員として働くことの喜びなど得られる。

おめでたいものと思われる。

較ガバナーマンスリーレターより
’一Whatis A Rotary Bu11etin Editor？’，

「会報編集者とは、彼にほとんどあるいは

全然経験がなくともその仕事を引受けるよう

に尋ねられ、求められ、そして説得させられ

るロータリアンのことである。

彼の任務とは、来る週も来る週も、ロータ

リー情報、クラブ活動、奉仕計画、会合の要

点あるいは会員の動静などについて興味擦く

読める記事を編集することである。

彼はR・Ⅰの文献、地区ガバナー書信、他

クラブの会報、賢者の言葉の抜すい、金言あ

るいは笑話などを、会報に掲載するために収

集する。彼は書き改め、出処をとわず借用し

そしてまた、各委員長からは報告書を、会員

からは個人的なニュースを得るよう懇頗する

ことを学ぶ。

彼は助言、建設的な意見、記事を提供して

くれる会員、そして特に会報を通読してくれ

る会員を親しみをもって迎え、要約するのが

わずらわしいような冗漫な講演をする人、掲

載記事がほとんどないような週、そして、特

に会報を夫人に読ませないような会員をきら

う。彼の報酬とは週の終りに彼が感じること

は何かといえは、ロータリーにおいて、また

自身のクラブにおいてそれが興味を喚起する

ものとなるよう彼が希望すること、を成し遂

げたと云う満足感である。」

ハリーA・スチュワート事務総長



今寺も
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第668回例会1972・8・29（火）晴　No．9

例回　目　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

Let，s Take A New Look．／

「も　う一度　見直そう」

貰出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　51名

出　　席　　率　　　80．95％

前回の出席

前回出席率　　　74・60％

修正出席数　　　　　52名

確定出席率　　　82・54％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、橋浦君、平田君、

五十嵐（伊）君、田中君、三浦君、景網君

ロー山君、斎藤（栄）、斎藤（信）君、笹原君

メークアップ

阿宗君一山形RC

五十嵐（三）君一温海RC

薮田君一米沢RC

栗谷君、佐藤（昇）君一鶴岡西RC
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態ビジター

田官長二君一温海RC

二栗本安基君、菅原松雄君、菅原隼雄君、

菅沢久弥君、帯谷義雄君一鶴岡西RC

熱司　　会　　阿部会長

Nロータリーソング　「奉仕の理想」

繋会長報告

○先般のオハイオ州国際親善合唱団来鶴に際

して寄せられました会員各位の協力に対し地

区ガバナーよりお礼状がまいっております。

拝啓　今般R．Ⅰ第667地区とR・Ⅰ第353

地区との国際親善プログラムによるオハ

イオ国際合唱団の来日、当地区での活動

に際しては、各クラブより非常なご協力

を賜りお蔭様で多大の成果を得、彼等一

行は感激を新たにして去る8月13日、大

阪空港より帰米いたしました。

薮に皆様の絶大なご協力を感謝して御

礼申し上げます。

1972．8．15

ガ　バ　ナ　ー　飯島隆俊

バストガバナー　穴澤義一

○ヒックマソ会長が特に青少年週間には有意

義な行事を行って欲しい旨通知がまいりまし

た。10月15日から10月21日までが青少年活動

週間となっておりますので青少年委員会に依

頼いたします。よろしくお願いします。

態幹事報告

○会報到着

天童・会津坂下RC

O例会変更

山形RC　9月6日　P．M5時30分　囁月

酒田、酒田東RC　9月6日12時30分

産業会館3F

余目RC　9月2日12時10分　商工会館

○インターハイ協力のお礼状がまいっており

ます。

09月5日合同例会のため会場をホテル山王

閣3Fに変更いたします。このため理事会や

誕生祝は9月12日変更いたします。

01973年ロータリーダイヤリーの申込希望が

ありましたら事務局まで申込下さい。，

＞ニコ＝コボックス

高橋正太郎君　国際理解と親善に牽先して

奉仕された情熱に感謝して

三井健前親睦委員長表彰

♭スピーチ

「鶴岡中央工業団地の開発計画」

海東与蔵君

〔位置等〕

鶴岡中央工業団地は鶴岡

駅の北側で鶴岡第2中学校

までの間、西側は青龍寺川

までに至らず、茅原の道路

までの全農地を造成して工

業団地を造る計画で進めら

れております。この造成に当り、鶴岡市とし

ては農地買収の斡旋はいたしましたが、工事

は全部県営事業として行われます。しかもこ

れは「工場立地の調査等に関する法律」に基

づき工場適地指定地域と都市計画法による工

業団地造成であります。

〔総工事費〕

この総工費は2，286，000，000円です。この

調達は

743百万円公営企業金融公庫より

369百万円地元金融機関より

778百万円水田俵と称する県の起債により

396百万円純県費支出



で工事が進められるわけです。

〔区画街路〕

この団地は面積約620，000〝戸で水田の上に

平均60C郡の土盛をほどこし南北方向に完√～

－玉釘の勾配をとりつけて水はきを良くして

おります。

街路については団地内を東西に横断して国

道7号線に連絡する幅員16仇の輸送幹線道路

と、南北に通じ鶴岡駅に至る並木街路と名附

ける幅員12mの街路を取付ける構想です。こ

の団地は21区画の用地が出来るわけですが、
）　　その中を幅員12m、9mの補助道路を取付け

します。

〔用水〕

用水については団地内に水道を布設します

が、現在の水道から水を引くのではなく、団

地内の地下水を利用した用水で工業用水と飲

料水を低廉な料金で利用出来るように計画さ

れています。

〔排水〕

工場排水用の下水道管と雨水排水用道路側

満を作り赤川に放流します。只工場排水の一

次処理については各企業毎で処理していただ

くことになります。

〔分譲宅地関係〕

造成面積は坪数で約187千坪ですが道路側

溝公園緑地帯等を取って純分譲地は約165千

坪です。この中で、工場用地は真申部門で13

の区画に分けられます。

鶴岡駅北側は商業用地で3区画、ずっと北

に行って第2中学校東側が社宅用地で3区画

更に西側の電車線の北側に輸送用地1区画が

とられ、全部で21区画となる予定です。

〔分譲価格〕

二仁場用地は17㌔当り　3，800円

輸送用地　　　ク　　　3，800円

社宅用地　　　ク　　　7，000円

商業用地　　　ク　　10，000円

〔代金支払の方法〕

支払方法は一時払となっております。

分譲契約をしたとき20％の支払、残金はその

後60日以内に支払っていただきます。

〔造成」二事〕

48年3月までに道路工事で下水道管の埋設

と約20，000〝戸の土盛りを完了し、48年4月か

ら一部土地を引渡し48年10月に全部の1二事完

了の予定でする。

〔工場の建設の制約〕

工場建設は土地引渡しを受けてから2年以

内に着工し、その後3年以内に操業していた

だくことになります。

〔地方税の減免〕

この団地に入居する企業には、農村地域工

業導入促進法が適用されますので、次の優遇

措置が受けられます。

○生産設備の特別償却

（償却資産を500万円以上取得した場合）

○事業用資産を買換えした場合の譲渡額得の

課税の特例

○県税の減免

（償却資産を1，000万円以上取得した場合）

事業税－3年間

不動産取得税

○市税の減免

（償却資産を1，00D万円以上取得した場合）

固定資産税－3年間

工場用地130千坪、輸送用地目千坪、社宅用

地10千坪、商業用地9千坪、区画21区画の構

想で団地の形成が現在進行中であります。

内陸では東根に大型の内陸型工業団地の造

成を行っております。鶴岡の場合は大型では

なく拠点開発地域としての一つの形成をなし

てゆくものと思われます。

現在地元の入居希望者は10社程度ですが、

県外からの希望は未だ出ておりません。県も

市もこの地域での中核となる企業の誘置に努



力いたしております。

この鶴岡中央工業団地の一つの使命は田川

地区の過疎対策の一環としての意味があるわ

けです。この団地に骨格となる優良企業を誘

置し、そして下請工場と云うすそ野を広げて

地元の農村地帯の過疎対策解決の一環とした

いと云う構想が含まれているものと思われま

す。

先日知事も農工一体化を叫ばれておりまし

たが、一村一町一工場の構想は消極的で国の

方針も同じ様であります。むしろ工場は一つ

の団地に集約化しよう、そうすれば汚水処理

施設、電力・電話設備の公共整備は工場が一

つよりもより多くの工場が集約した方が経済

的であると云う着想でありましょう。したが

ってこの鶴岡中央工業団地も以上の構想の中

から出発したものであり、少なくともその団

地中に働く従業員をとらえてみても過疎対策

の一環として、とらえられるべきものと思い

ます。

次の機会がありますれぽこの鶴岡中央工業

団地が更に何をもたらすかのスピーチを用意

いたす所存であります。

D交換学生の受入れについて

三井分区代理

当地区としては今年の交換学生は4～5名

の交換予定をたてております。派遣希望者が

9名程ありますが受入希望のクラブが無く交

換が出来なく困っております。オーストラリ

ヤの場合1月が始学期の為手続面もあり、い

そいでおります。地区として、この受入のた

め180万円の予算はありますが、交換学生を

受入れたクラブの会員に夫々年間1万円拠出

していただき、交換学生受入の年支出は60万

円程度と思われるので少人数のクラブにはそ

の差額金を補助して、少人数クラブでも受入

しやすい方針を立てました。会員皆様の良い

）

アイデアで一日も早く交換学生の受入れにつ

いて解決しますようご協力いただきたい。
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第669回例会1972・9・5（火）暗　No．10
場所　ホテル山王閣　3F　12時30分

火曜日12時30分
鶴岡市本町二丁目　ひ

鶴岡市馬場町

部　　嚢　　幹　事　市

R・Ⅰ278地区　Group Study Exchange

歓迎合同例会
ホストクラブ　鶴　岡　西　R．

ゲストクラブ　鶴岡・温海R・

Let，s Take A New L
「もう一度　見直そう」

丁、一■っ＝二　二＝1才ノづ／‾＝こ－ダご＝⊃ノアミィ】J・′句二三二〇クモ七夕＝＝ユノデモ豆二㌔∠声こ、クゴヂノデモ彰一ご芦1∠トモJiJ＝ここノ旬‾＝＝＝≠㈱クご二万クミニクゴココ∠映三クモとグ♂クもグ∈声∠戸モクご声価

五十嵐単三君鶴岡酉RC国際奉仕委員長の

司会でR．Ⅰ278地区GSE委員歓迎合同例会

はクラーク団長以下6名の団員と昨年当地区

より同じ趣旨でオーストラリアに派遣団の一

員として同行した本間利雄君（荘内銀行勤
務）を迎え定刻桜井鶴岡西RC会長の点鐘で
開催された。

桜井清鶴岡西クラブ会長は歓迎のあいさつ
として、

「R．Ⅰ278区のG．S．Eの皆さん、鶴岡へよ
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うこそいらっしゃいました。団長のアラン・

クラークさん始め6名の方々をオーストラリ

アからはるばる私共のクラブの例会にお迎え

することが出来ましたことは、クラブのメン
バー一同にとりまして素晴らしいことだと喜

んでおります。こういうチャンスを与えて下

さいました278地区のロー一クリアソ各位に厚

くお礼申し上げます。
この埠区はヴィクトリア州とは赤道をはさ

んで丁度反対側にあります。それでオースト

ラリヤとは反対に夏が終り秋に入った所で

す。ここ庄内は日本一おいしい米の産地で

す。もうまもなく稲の収穫が始まる所で田圃
は一面に金色に色づいています。午後から羽

黒山にいらっしゃるわけですがその途中でも

亦頂上でもそのすぼらしい眺めをごらんにな
ることが出来るでしょう。致道博物館を見学

されたのでもうすでにご存知とは思います

が、当鶴岡市は古い城下町でこまやかな人情

と美しい自然につつまれた住み良い町です。

もう大都会には見られなくなった青い空とお
いしい空気と美しい緑があります。しかしこ

のことは反面開発が遅れていると云うことで

もあります。美しい自然と開発とは仲々相と

もなわない色々難しい問題を含んでいます

が、今こそ私達ロータリアンが真剣に取組ま

なければいけない問題だと思っております。

日本に「百聞は一見に如かず」と云う言葉
があります。日本滞在中はロータリー精神で

ある友愛と善意の心をもって出来る限り多く
のことを見、聞き、そして肌で感んじられオ
ーストラリアと日本両国間の親善と相互理解

のお役に立てていただくようお願いします。

10月11日日本を離れられる迄ハードスケジュ
ールが続くわけですが健康に留意され、より

よい成果と素晴しい旅行を持たれることをお

祈りします。」と会員一同を代表して歓迎の
あいさつを終り、次いで早坂ガバナごγ㌻才
一が立ち

「Gentle man

All Rotarians and Rotary Clubs of

Tsuruoka group，Sendgreeting to the

Governor’s representative，mr．allan

Clark and the Study group teaTnOf

278District．We．host clubs．have

much pleasuerinreceivingYourteam

in our city

Excuse me．Ican’tspeak English

Well．pleaselend me your eal’S tO

listen to my speechin gapanese

for a While．

私共は278堆区のStudy Group　のご誓！着

を心から嬉しく思っております（ご承知の様

にこの度のGroup Stuiy Exchange　はロ

ータリー財団のプログラムでございます。ロ

ータリー財団はこの他に大学院課程の奨学金

と大学課程の実学金等の教育奨学金のプログ

ラムがあり現在では財団の基金と世界のロー
クリアソの寄附金を集中的に教育方面に投下

しております。ロータリー財団は1928年（昭

和3年）に正式に組織が出来ました。

私はここにオーストラリアの方々にお知ら

せする事があります。それはロータリー財団

の出来た4年後に1932年（昭和7年）この鶴

岡市にも一個人の力によってロータリー財団

と同じ育英事業を行う財団法人が出来てしか

も今日まで続いておると云うことです。それ

は克念社と云い2名の鶴岡RCのメ　ソ／ミー

（佐藤伊和治君、風間慶三君）がその理事を
しております。強いて両者の相違を云うなら

ばロータリー財団は国際的であり国際理解と

世界平和を最終目標としていますが、克念社

了∴言上∴∴一・一　一十
金を与え、これを海外に派遣しました。克念

社は1932年の創立以来今日まで3百余人の学

生に育英資金を与えております。

私はわが鶴岡市にかかる立派な育英財団法
人があることを非常に誇りに思っております

と共に、国際ロータリーが国際理解と親善を

最終目標としたロータリー財団を設立、今日

益々発展しつつあることをロータリアンとし

て非常に誇りに思っておるのであります。
278地区のStuay Groupのメソバーが

International Understanding　と　Fellow



Shipの成果をあげられ、健康で楽しい旅行を

されますことをお祈りします」と財団の功績

と本プログラムの成果－そのもたらす国際理

解と親善を強試された。
次いで五十嵐司会より278地区GSEの各

位並びに本間利雄君の紹介があり九年r・Allan
Clark団長より次の挨拶がなされた。

は、だんだん発展して居ります。
いずれにしましても278地区と353地区との

人間の交りを私達は大事にして行き度いと思
います。そしてこの事を何時迄も長く続けて

行き度いものだと考え乞食ム⊥一㌦脚一一一一

尚、当G．S．Bの中から最年少者である、
ベーター。マックミラーさんがスピーチを行

い、

「鶴岡、鶴岡西、温海クラブの皆さん初め

まして。

素晴しい日を私達に持たせて頂きまして3
つのクラブの皆さんに心から御礼を申し上げ

度いと思います。
353地区の皆さんとは今迄交換学生等のプ

ログラムで非常に関係が挺い訳ですが、4年

前には学生等も御出で下さいましてこの地区

との関係は軽いと言う事を私は知って居りま

す。それでこの地区の皆さんと共に私達地区
のスクールが交換学生の事をもてると云う事

は、ここで重ねて感謝申し上げ度いと思いま

す。この様に両者の関係は非常に探い訳です
がG．S．Eメンバーの私達が来ましてこんな

素晴しい経験をつまして頂き感謝致します。
去る2月にはこちらの方から御出になった

と云う事は、多分御承知の事と思います。こ
の地区のガバナーであるドクター穴沢さんを

初め、皆さんがこの様に成功的な立派な計画＼

を実行させて頂いた事に重ねて感謝申し上げ

なければならないと思います。

今日の会長さんの御話にありました様に見
る事が私達に大きな勉強になりますので、こ

の素晴しい地域を出来るだけ多く見させて頂

き度いと思って居ります。
この地区は言う迄もなく農業の田圃が沢山

有りますが、私の方のペスト・リフトも農業

が盛んで特に牛が沢山居る処です。20年間と

云うものは農業が特に主だった訳ですが農業

だけでなく、工業関係なんかも地域に於いて

会長さん初め会員の皆さん私達をここに、
こんなにもてなして下さいまして感謝申し上

げます。皆さんがこんなに私達の旅行の為に

御準備下さいました事は心から感謝申し上げ
て居ります。

昨日私達は前地新発田から此処迄自動車で

参りました。

た私の場合はオーストラリヤのどクトリヤ州

州都から約200粁位離れて屠るニールと云

街に住んで居ります。私の街は農業地域で
てそれと同時に牛を飼って居る地域に住ん

で居ります。

昨晩私は御世話になった家で地図を見て私
の家が何処に有るかなんかを御説明申し上

げ、私はそんなに遠い処から今此処に来て居
る事は唯うれしいと云う一言に尽きます。

私は代表して3つのホスト、ホームの方達
に感謝申し上げ度いと思います。又それと同

時に昨日私達をわざわざ新発田まで迎えに来
て下さいました方々に重ねて感謝申し上げ度
いと思います。

昨年度は私達は353地区からは交換学生を

受け入れた訳ですが、強い好い印象を受けま
した。私は素晴しい友情を型造ったのです。

今此処で私の結論として重ねてこの素晴し
い機会を持たせて下さった事を、この3つの
バーナーで278地区のロータリークラブを表

現させて頂ければ有難いと思います。」
とスピーチを終りバーナーの交換を行い、



最後に3クラブより「多層民家」そめぬきの　ある羽黒′山に向け出発し、合同例会を終了し

風呂敷を団員各位に贈呈し、例会出席者百余　た。

名全員の柏手を受ける中で団員は次の予定で

例会場にクラーク団長及び団員の入場風景 ベーター・マックミラン君と阿部会長

G．S．E全員と三クラブ会長記念スナップ

羽黒で法螺貝の朗々たる音色に感嘆の団員たち

箪出席報告
本日の出席
会　　員　　数
出　　席　　数

出　　席　　率

前回の出席
前回出席率
修正出席数
確定出席率

63名

50名

79．37％

80．95％

53名

84．13％

バーナー交換スナップ

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、平田君、池内君、石
井君、青山君、中野君、三浦君、簑網君、

斎藤（信）君、佐藤（忠）君、篠原君、津田君
メークアップ

阿宗君、五十嵐（伊）君一山形RC

致
道
博
物
館
内
田
麦
俣
多
層
民
家
前
で
の
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第670回例会1972・9・12（火）晴　No．11

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

Let，s Take A New Look．′

「も　う一度　見直そう」
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餞出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　44名

出　　席　　率　　　69．84％

前回の出席
前回出席率　　　79．37％

修正出席数　　　　　52名
確定出席率　　　82．54％

欠　席　者

阿部（公）君、風間君、森田君、早坂（徳）署

橋浦君、平田君、石黒君、五十嵐（伊）君
五十嵐（一）君、金井君、三浦君、三井

（健）君、磨君、斎藤（栄）君、佐藤（昇）君

佐藤（忠）君、笹原君、手塚君、富樫君

メークアップ

佐藤忠君一鶴岡西RC
阿宗君一山形RC

騒ビジター

菅原隼雄君一鶴岡西RC

斎藤一郎君一酒田RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



醜ゲスト　阿部清三先生

隈司　　会　阿部会長

態国歌斉唱

箪ロータリーソング　「奉仕の理想」

駁誕生月お視

会員お誕生
池内方平君、小池繁治君、高橋正太郎君
上野三郎君、青山新永君

奥様お誕生
五十嵐多摩子（八郎）様、今野幸子様、
三井糸（徹）様、三井順子（賢二）様

軍年間皆出席

7年間皆出席　三井賢二君

8月分100％出席　41名

阿宗君、阿部（嚢）君、風間君、安藤君、

張君、森田君、長谷川（悦）君、早坂（源）君

佐藤（順）君、市川君、飯白君、池内君、
石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、
五十嵐（八）君、今野君、海東君、青山君

上林君、黒谷君、小花君、小池君、嶺岸君
三井（徹）君、三井（貿）君、三井（健）君、

小野寺君、磨君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君

佐藤（忠）、鈴木（善）君、新穂君、鈴木

（弥）君、高橋君、小松君、手塚君、富樫君
鷲田君、薮田君

渋会長報告

○オハイオ国際親善合唱団にひきつづきR．
Ⅰ278GSE委員を先週迎えて国際理解と親

善に多大の成果を収めました。すべてが順調
にはこぼれましたのは会員全員の一致協力の

賜と軽く感謝申し上げます。

08月25日鶴岡市の要請で「山形県心身障害

児老総合コロニー建設」推進協議会の結成に
あたり当クラブに招待があり出席してきまし

た。このコロニー建設には立川が立候補して

おりますが、鶴岡市に誘匿すべく協議会鶴岡

支部を結成しロータリークラブとしても参加

して欲しいとの要請でした。本日理事会には

かり承認を待ましたので会員全員の御承諾を
お願いします。（本協議会の入会は3，000円

の出資を必要とします）

尚、ロータリアン各位に対しては市・町で

別に特段の参加を要請するそうです。後援会
費は1名500円ですが、このことで社会奉仕

部会からも依頼されることでしょうがよろし

くお願いします。

隠幹事報告

○会報到着
山形・山形西・山形南・大江・石巻・石巻東
・上ノ山・能代・郡山・白鷹各RC

O例会変更
新庄RC　9月29日　6時　一条

○チャーターナイトのおしらせ

課賀皆目10月17日ホテルプラザ
泉　R CID月11日　富谷グリンパーク

志木R C11月23日　慶応志木高校体育館
○鳴子RClO周年記念式典

9月24日　鳴子ホテル

○礼状到着
47インターハイ県内ロータリークラブ協力会

及び産業会館建設特別委員会より

温理事会報告

（1）ガバナー事務局より先般来報告しており
ます352地区、353地区の鱒区3分割案につい

て当クラブとして同意するか否かの意思表示

を求められ、理事会で同意する旨の承認を得
てガバナー事務所に報告しておきました。

（2）国際ロークリ「年次大会での審議事項に
つき規定審議会の決定に当クラブとして賛成

か否かの質問書がきております。12月までこ

の決定に反対の場合のみその理由を付して届

出することになります。その内容については　　㌧、ノ

事務局においておきますので自由に検討して

意見をおきかせ下さい。理事会は一応同意の

結論を出しております。

（3）10月平でR・Ⅰ－353地区年次大会が開催

されますが、大会委員長名で「次期開催地代

表挨拶について」の公文書が入り次年度、年
次大会開催地である貴クラブ代表より挨拶さ

れる代表者を至急ご選任の上ご報告いただき
たいとの事でした。理事会で阿部会長に代表

挨拶をお願いすることに決定いたしました。

（4）先般のGSA委員の歓迎の決算が出来ま

した。‖0，175円の支出で国際奉仕委員会よ



り30，000円、親睦委員会で80，175円支出分担

することとしました。

（5）英語の弁論大会が9月16日市の青少年セ
ンターで開催されます。当クラブより賞状並

びに∴トロフィーを出すことになっており　ま

す。

（6）9月17日第4回高校ボランテヤー協議会

が青少年センターで90名余の出席者で開催さ

れます。当クラブより12，000円の補助を行い

ますが当日青少年委員会のご活躍を期待いた
しております。

（7）10月3日の例会司会は飯白会長代理、三

浦幹事代理で行います。定例の理事会等は10
月の第2例会日に変更いたします。

（8）会長報告の通り「心身障害児老総合コロ
ニー建設」の趣旨に賛同し、協力費3，000円

を支出することに決定いたしました。

8スピーチ

「通訳あれこれ」

阿部清三先生

先日のオハイオ国際親

善合唱団来鶴以来ロ　ク
リークラブの国際親善奉

仕には常に通訳として私

達と外人との「かけ橋」
の役目を果していただい

てまいりました。先生は

鶴岡工業高等学校で英語
を担任されております。おいそがしいにも拘

らずロータリーの奉仕活動の支援として豊富

な英会話技術を使い、外人と接しられた中か

ら、あれこれとスピーチしていただくことに

なりました。　　　　　　（市川幹事招介）

昨晩、市川幹事より電話で、ロータリーの
例会でスピーチをやれとのこと。突然の申込

みで用意すべくも時間が無い。困却してしま

いました。本当に雑談で申訳けありません。

暫時の時間をおかりして先般来からの通訳を
通じての雑感を申し上げてみたいと思いま

す。

先日のR．Ⅰ278地区GSAの委員の方々を

象潟に送り終えました後早坂ガバナーノミニ
ーその他ロータリアンの方々ご一緒の中でロ

ータリークラブより多大のお心づくしをいた

だき本当に本当に有難うございました。重ね

てお礼申し上げます。この様にお礼を申し上

げるのは私が日本人である証拠でもありま

す。外人さんはその時に有難うとお礼を云っ
てしまえば次の日、次の機会にもう一度有難

うと云う必要はありませんし云わないでしょ

う。勿論これは彼等と私達日本人との間の習

慣の相異にしかすぎないわけです。
この事を知りましたのは、実は私、斎藤信

義先生の依頼で数年前1年間だけ高専の生徒
に英会話の指導をやっておりました。たまた

ま、その時磯にロータリーの交換学生（鶴岡

西RCで）が来ておりました。いちばん始め

にオリエンテーションを兼ねて私の家に3ケ

月間おりました。したがって高専の英会話の

授業の場合のアシスタソスとして連れていっ

ておりました。実はその時高専の英会話の先

生をなさっている酒田の牧師でケリーさんが

おいででした。たまたまケリーさんが私と交

換学生と一緒に酒田の牧師さんの家に来いと
云うことで訪問し、ご馳走になってまいりま

した。翌週学校でケリー牧師にお会いしたの

で先日のご馳走のお礼を申し上げておりまし

たがあきにおる交換学生は何も云わずに立っ

ております。私は交換学生の父親がわりです
ので「私がお礼を云っているのだから、君も

早くお礼を云いなさい」と叱かったのですが

本人はキョトンとしております。そばで牧師
さんが笑いながら「阿部先生、米国ではそう
は云わないんですよ。あの時にお礼を云った
ので今云う必要はないんですよ」と教えられ

て私自身も始めて習慣のちがいを知った次第
です。

やはり私達人間同志がつき合い、ふれ合う

場合に何かがなくてならないわけです。勿論
人間同志のことですから言葉や何もなくても

分かる、その人が作り出し、かもし出す一つ
の雰囲気でその人の良し悪しなり、おつき合

いが立派に出来ることもあります。「無言に

まさる雄弁なし」とか「何も便りが無いのは

元気の証拠」と云う諺はありますが、やは
り、何んと云っても言葉なりが交わされ、文

字が書かれることは、お互の人間を理解し合
う場合に非常に大切なことであります。私、

昨年はインターアクトの関係、今年はオハイ

オ合唱団、GSA等で英語の関係、通訳と云

う仕事を通じてロータリアンの方々と親しく

おつき合いをさせていただいております。そ

して「英語を使わなくても充分外人さんを理



解させる－強引に理解させる方々」がロー
タリアンの中にたくさんおいでになることを

私は最近肌で知って感服いたしております。
これは「無言にまさる雄弁なし」の諺を実地

で体験した次第であります。そこがロータリ

アンの国際人としての所以であるかも知れま

せんが相当の強引さを私は盛んじて敬服して
いる次第です。

この事例で私事とはなりますが、私は若干

でも英語で話される。英字も書ける。勿論私
の職業ですから当然だと云えはそれまでです

が－私は英語で外人と話し合う　ことが出

来、笑うことも出来ます。皆様は話すことも
出来ず彼らが云っていることもわからない。
こんな時私は自分は楽しい、英語をならって

いて良かったなと思います。そうすると私が

おしゃべりする英語はむずかしい事を云って

いるのか。そんなにベラベラ話せるにはどの

くらいかかるのか等の疑問や、質問が私の生
徒なり皆さんから寄せられることがしばしば

あります。私の話している英語は実の所本当
に簡単な英語を使っております。中学生のな

らっている程度の英語です。大体一般の英会

話に使われるのはそんな程度なのです。それ

なのに、なぜこんなやさしい英会話が話せ

ず、ききとることが出来ないのかと云えはト
レーニング不足の一言につきます。「英語を

話せなくとも相手を理解させる強引さをお持
ちのロータリアン」の方々も多いと先程申し

上げましたが昨今のおつき合いの中から私は

その方々が相手から英語で語りかけられると

すぐニヰサイトしてしまわれる－一周くなら

れてしまう万が多いと思いました。したがっ

て相手の話すことがききとれなくなってしま

うのではないかと云う因果関係みたいなもの

を盛んじました。

私はロータリークラブでよぼられる外人

と接し通訳として英語の練習をさせていただ

きました。この期間中に体験いたしました中

からロータリアンの皆様に英会話に強くなる

方法として、中学生が教わっている程度で良
い、一つ一つの単語の発音をしっかりとマス

ターしていただきたいと思います。あとはそ

れを配列すれば良い。皆様の持前の心臓でリ
ラックスしてならべて行けば相手に通ずるは

ずです。ゴルフの好きな方々も多いかと思い
ますが、今一歩ゴルフ練習と平行して一つ一

つの英語の発音を練習するた鋸こ私を利用

し、使って英会話に強くなっていただきたい

と思います。英語を担任している立場からも

嬉んで協力させていただきたいと思っており
ます。

賢二コ二コ・ボックス

阿部　裏君　国際奉仕活動が順調に終了し
感謝の心をこめて

佐藤伊和治君　金屋興業銀座店の新装開店
おめでとう

上野三郎君　銀座にパンのお店　やラヅケ
ル阜開店おめでとう

ロータリー情報（7）

張情報委員長

国家奉仕の大切な事項は何か

1．それに属する教会又は、宗教社会の忠実

な信者であること。

2．自国に忠実で奉仕的市民であること。

3．一旦事あれば、都市の一般的福祉、公共

問題は、会員の個人的意見でまとめ研究討
議すること。

4・新しい帰化人の教育に対して、積極的

で、国文は地方の教育故関に善処をするよ

う。

5・国家有事のときも、忠良な愛国者である

こと。

6・有事の時も、ロータリーをその国内に保

存するようにする。
7・如何なる論争社会法案も団体行動を、遠

慮すること。



丈ごく言
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第671回例会1972・9・19（火）曇　No．12

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

Let，s Take A New Look．／

「も　う一度　見直そう」
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課出席報告

本日の出席

会　　員　　数

出　　席　　数

出　　席　　率

前回の出席

前回出席率
修正出席数
確定出席率

63名

51名　　　　　　　メ

80．95％

69．84％

52名

82．54％

欠　席　者

阿部（公）君、平田君、五十嵐（一）君、海

東君、金井君、三浦君、笹原君、斎藤（信）

君、佐藤（伊）君、津田君、佐藤（昇）君、

新穂君
－クアップ

森田君一米沢西RC
三井（健）君、佐藤（忠）君一酒田RC

石黒君、五十嵐（伊）君、磨君、手塚君、

富樫君一鶴岡酉RC

態ビジター

犬飼朝太郎君陣熱海RC

会
報
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み
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し
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佐藤鉄弥君一札幌北RC

後藤　勇君一酒田RC

羽根田正吉君一鶴岡西RC

田官長二君一温海RC

韻司　会　　　　阿　部　会　長

玉ロータリーソング　　「我等の生業」

顎会長報告

○札幌北RCの佐藤鉄弥君がビジターとして
本日おいでになっておりますが、札幌北R
Cのバーナーをいただきましたので鶴岡R

Cのバーナーを交換いたします。（会長よ

り佐藤鉄弥君に手渡し交換す）

09月16日田川地区中学・高校英語弁論大会
に出席してまいりました。1位は中学の部

で鶴岡三中の佐々木アキラ君、高校の部で

鶴岡南校の瀬尾ノリオ君でした。恒例によ
りクラブより賞状とカップを授与いたして

まいりました。

09月17日鶴岡市の第4回ボランテアの会が

開催され、出席しロータリークラブとして

挨拶、部会の助言者として一緒に討論して
まいりました。若い学生諸君が一生懸命に

社会奉仕をやろうとする意気ごみを感んじ
同じく社会奉仕をやっているロータリアン

として大変うれしく感じてまいりました。
この大会には当クラブより昼食を寄贈いた

しました。上野三郎君をはじめ会員の皆様
のご協力を感謝申し上げます。

韻幹事報告

○会報到着

村山・石巻・石巻東・各RC
Oチャーターナイトのご案内

旭川東RC10月19日

旭川ニュー北海ホテル

新所沢RC11月12日　所沢市民会館

○財団法人ロータリー米山記念奨学会は全国
のロータリークラブの支持の下に、毎年、

在日海外留学生に対して奨学金を供与して
参りましたが、47年6月30日現在の普通寄

附金納入明細表がまいりました。当353地

区の寄附金累計は19，001，500円で、鶴岡ク

ラブは463，500円で全国では333，521，205円

の寄附金累計となっております。

尚、本会の47年度評議員の委嘱として、第
353区より9名で鶴岡ロータリークラブよ

り張紹淵君、早坂源四郎君両名が委嘱され
ました。

♭スピーチ

「テレビの中継回線について」青山新永君

1．国内のテレビ中継技術

国内のテレビ中継は、すべてNTT（電

信電話公社の回線）によって行なわれてい
る。昨年の7月末でテレビ中継回線は177回

線、約50，000た両このぼっている。

○映像音声同時伝送方式の導入について

従来は映像と音声の信号を別々に送って
いた。（映像はマイクロ回線、音声は市内

の電話回線のようなものを通して別々にテ

レビ局まで来ていた。）これには次の様な

問題があった。即ち、音声の回線構成が複
雑であり、これに伴って保守上関連する局
所が多かった。そのため、障害発生時に原

因探究、究明、復旧に要する日間も長かっ
た。またその他地方からの実況中継にも映

像と音声を別々に引込む必要がある。また
一般市内回線の品質が悪かったり、時には

音声伝送路の作成も出来ないこともある。
こう云う問題点を解決するため、映像・

音声同時伝送方式が実用化され69年12月に

北海道で試験が行なわれ70年12月に全国実

施となった。

○テレビ中継回線のループ化について

東京から全国各地へのテレビ中継線は名

古屋・大阪・広島・仙台を経由する表日本
ルートに集中している傾向が強い。その為
一部の災害により全回線が障害を起す危険

が多い。これを防止する為に、ループ化（
一方がきれた場合に他方から映像音声を電

送することがで来る）して、危険を防ぐた
め、東日本、西日本、北日本の3基幹ルー

トは夫々北陸回り、四国回り、北日本回り

のルートを強化する事により、ループのバ

ランスを計った。

○本土一沖縄テレビ伝送について

従来本土→アマミ大島→沖縄本島へと白

黒テレビ伝送を下り回線のみ行ってきた。
しかし沖縄からの上り回線の要望が強く、
柑70年8月に白黒テレビの上り回線の中継



業務を開始した。本土のカラー化は1966年

3月に実施されていたが、押紙本土回線が

白黒テレビで残された理由として、沖縄．と

本土間は「見透し外」のため伝送歪みが大
きく、充分な伝送帯域が得られないためで

あった。これを沖縄．復帰に際してカラー化

する事が70年初頭に決定され、見透し内マ

イクロ波方式により新規伝送路を作成する
ことになり今年5月15日にカラーも開通し

た。

2．国際中継について

テレビの国際中継はインテルサット3号

によって確立された世界衛星通信網を用い

て順調な発展をとげた。回線利用も多岐に

わたりテレビ外交などの新語も生まれた。

地球局及び国際テレビセンターの設備面
の拡充、特に一個の衛星によるテレビ同時

二伝送システムの完成により、国際テレビ

回線の適応性は著しく増した。またテレビ

標準変換装置の開発により、各国との実時
間伝送における番組交換が容易に行えるよ
うになった。1970年に入りインテルサット

4号系衛星にアクセスするための地球局の

整備が各国で開始された。日本では70年8

月末茨城衛星通信所に設備を増設し、太平

洋上に打上げられた4号（F－4）衛星を
用いて運用が行なわれている。

○インテルサット衛星について

1965年4月に太西洋上にインテルサット

1号（アーリーバード）が打上げられ、そ
の後66～68年の間に2号系衛星を経て69年

に3号が打上げられ、世界衛星通信網の完

成をみた。更に71年1月に3号系の5倍の

通信容量をもつ4号が打上げられた。大西

洋上の第二4号に引継き72年1月に太平洋
上に第三4号が打上げられ、2月14日まで

に使用していた3号から第三4号にPoint

Overされた。（3号に比べて4号は混変

調、雑音の軽減、実効送信電力の増加など
の改善がある）

現在、国際通信に使用されているイソテ
ルサヅト衛星は3号が2個（インド洋、太

平洋上に各1個）4号8個（太西洋2個、太
平洋に1個）の5個が打上げられている。

インテルサット加盟81ケ国中39ヶ国が52

の地球局に63のアンテナをおき（71．12末）

これらの衛星を利用し各種の通信を行って

いる。

日本は茨城、山口の両地球局により太平

洋地域の8ヶ国日地上局、インド洋地域9
ヶ国9地上局と衛星中継テレビ回線を設定

し交換をしている。　　　　　　　以上

（右より2人日本間君）

本間利雄君は現在荘内銀行に勤務。昨年豪
州に353地区からGSEの一員として派遣さ

れた。今度の278地区GSEの委員と行動を

共にし渡豪中の過ぎし記憶を新らたにしてい
ると云う。先日の278地区GSE委員との交

流感想文が寄せられた。

「オーストラリア278地区

GSEメンバーを迎えて」　本間利雄君

GSEのメンバーとしての訪豪を終え、約

5ケ月、一日としてあの素晴らしかった生活

を思い出さぬ日はなかった。今度は彼地から
Mr．クラークを団長とする交換メンバ【が鶴

岡にやってきた。

9月4日新発田に出迎え、7日に象潟へ引

継ぐまで懐しい連中と共に過ごせた事は新た
な感激を喚起されるに充分な毎日であった。

終日、早坂地域委員長と高橋前幹事が自ら

案内をされ、又斯界経験豊富な阿部先生が通
訳をされた事により、僅か3日の滞在であっ

たが、お互の意志疎通は極めて充分になされ

たと確信される。

次の行程に人らんとする時「鶴岡に直ぐ戻

りたい」と云っていた彼等の心境は同じプロ

グラムを経験した私にとって痛切に解かる。

随分疲労もあったろうに、そして又彼地であ
った時はあんなにも豪州人そのものであった

彼等が、本当に日本を知ろうとしている姿は

真剣そのものであった。

車の中でこちらの求めに応じ陽気に唱い続
け、又山伏のホラ貝をも見事に吹いたジョン

君。暇があればすぐ寝るくせに見学時には目



を輝やかせて鋭い質問を発するピーター君、
いかにも高校の教師らしく最も頼りがいのあ

るブライアン君、ゆっくりと話しかけてくる

ジェントルマン　エディ君。そして日本の女

性と日本の風景をこよなく愛すというブルー

ス君は、鶴岡のサヨナラバーチーで大失敗を

やらかした。私から女性礼讃の日本語を聞き

出した彼。「あなたキライです」を連発しな
がら振手を求めて歩いたものだ。オーストラ

リアなまりの一番強い彼が「‾あなたキレイで

す」を例の「ェイ」を「アイ」と発音する習

慣通りやった為、全く逆の意味になったもの
である（爾後かゝる失敗の無き様厳重に注意
したのは勿論ですが）

クラーク団長も穴沢ドクター同様極めてェ

ネルギッシュに、しかも細かい所まで気を配

っておられ、団員から「ノくノぺさん」としたわ

れていました。

全く私の考え方ですが－このGSEのプ

ランこそ次の世代の国際親善相互理解の為に
は最も適した事業ではないでしょうか？複

数の人間が数多くの見聞のため、密度の高い

有効な機会を与えられ、極めて多くの人々と
接する事になるのですから－。

今後彼等が日本とオーストラリアの友情の
かけ橋となる事を大いに期待される3日間だ

ったと確信いたします。

ロータリー情報（8）　　　張情報委員長

ロトークリー財団の目的は

1．国際理解のための

2・ロータリー財団奨学金を含む

3．確実で且つ効果的企図をもって

4・各国の国民間に

5・よりよき理解と、よりよき友好関係を増

進さすことにある
6・ためには、財団の連続的推進の必要を忘

れてはならない。

ロータリー財団の目標は

1．全クラブを100％ロータリー財団クラブ

にすること。

2．全ロータリアンをローリー財団への寄付

者にすること。

ロータリー財団の資金を増加す

る方法は何があるか

1．結局に於ては、地区及びクラブが中央事

務局及びガバナー事務所から得られる情報
及び経験を利用すること。

2・地区カバナーの指導及び事務総長の助言

の下での計画をたてること。

3．在校生を対象とすることを奨励されてい
る。

「オーストラリヤ、278地区、

GSEのポストとして」　三井　徹君

2名の方を3泊お世話した。
ジョン・スミス君　33才、2児の父、ニル病

院理事、背丈が棺々低い、信心探い、早口
の活動家、喫煙しない。

エドウィン・ノースイースト君　34才、2児

の父、工科大学を出た会計士、不動産会社

役員、YMCA、ウオナンプール市社会奉

仕委員会のメンバー、多才、沈着型、喫煙

する。
お2人とも非常に健康、スポーツはゴルフ、

テニス、クリケット、水泳などよくやってい

る。ビールは相当好きである。最近の医事関

係のニュースにオーストラリヤの成年男子は

20人に一人はアルコール中毒？という記事も

見えている。
ジョン君の病院は全科だが医師は2名、40

ベットの規模で、丁度私の処と似ているので

いろいろ専門的な話をし合ってみた。（通訳
つきで）医療の内容、設備、医療保険などほ

殆ど彼我に大差はない。しかしあなたは忙し
い。殊に赤ちゃんは待ってくれないからね、

とよく言われた。

本を読めば、大ていのことは書いてある。
しかし、其れが其の地域の気候、風土、民情
の中で実際にどのように動いているのかを知

ることは常に百聞は一見に如かずである。而

して専門的な研修に大きい効果がある。しか

しそれにも増して、お互の人間的な触れ合い
がもっとも有意義で楽しかった。若い人達が

微酔をおびて、夜の街の情緒を味わわせて上

げた一駒もベリーグッドであった。



◎を言え

THミァ尺誓監霊感和一タ′／づラブ　斎藤得四郎民絵

プ卵ミク♂♂モクE≠二♂ここここダブ＝ニーク＝こ＝ここ＝三戸lぎ♂モヒタ覇、モクにここか＝＝＝ク‾亡ゴ㌔粘クビ＝′かこJこげ＝＝ン細いづこ㌔こさず一一で〆二一tプ二㌔七とク亡タ＝、イこ＼が軸グ軸＝；クもクー曲クビ坤さ

第672回例会1972・9・26（火）曇　No．13

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

Let’s Take A New Look．′

「もう一度　見直そう」
幼さ一戸㈲／屯チ＝づTP紳殖ユ∠㈱ご＝＝＝＝ニノ＝旬つ一一二五碑さモ》二㌔一柳イ顆㌔モさクが∠幽脚㈱こ≠コ∠デ≒ク＝＝三角ク廟

泣出席報告

本日の出席
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前回の出席
前回出席
修正出席
確定出席
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53名

84．13％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、安藤君、早坂（徳）君
橋浦、平田君、青山君、五十嵐（伊）君、

五十嵐（一）君、今野君、海東君、上林君

窯谷君、中野君、三浦君、芸網君、斎藤

（信）君、薮田君
メークアップ

海東君一東京RC

新穂君一酒田RC

蕊ピジダー

永井一夫君一札幌RC

西村石蔵君、岡部欣司君一酒田RC

原田行雄君、半田茂弥、菅原松雄君
一鶴岡西RC
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恩司　会　阿部会長

賞ローダリーソシゲ　「手に手つないで」

浪会長報告
○国際ロータリーニュースより

（1）青年の立派な功績を刺戟する最善の方法
の一つとして、それを表彰する方法がある。

このため青年功績賞を文献東京事務所で整え

てある。各クラブとも、若者のやり遂げた業

績を認め称賛に価する青年の表彰のために使
用して欲しいとのこと。この賞状は紺色と金

色、縦8インチに横10インチの大きさで1枚

155円である。

（2）職業奉仕でわれわれは何が出来るか

職業奉仕のほんとうの意味を明らかにする
のに役立つクラブ計画で、考えられるものの

中には次のようなものがある。

仰　日常の仕事を通じて奉仕の理想を実行し
た市民を表彰して与える賞

（ロ）販売員の聞及び一般公衆に接する他の人
々の親切競争

困　地域社会ぐるみでの四つのテストの推進

巨）青少年のための職業情報

（3）ロータリーの現状

1972年8月1日現在、149ヶ国に15，388のロ

ータリークラブがあり推定723，000名のロ・－

クリアソがいる。

○本日ビジターである永井一夫君が札幌RC
のバーナーをご持参下さいました。当クラブ

のバーナーと交換いたします。ありがとうご

ざいました。

態幹事報告
○会報到着
石巻・寒河江・天童・村上・石巻東各RC
O例会変更
温海RC　9月25日　PM5・00　鼠ヶ関ビー

チセンターー

寒河江RC　9月28日　PM5．20伊勢屋旅館

○秋田ロータリークラブ設立20周年記念式典
10月25日　秋田ニューグランドホテル

当日鶴岡クラブのガバナー公式訪問日に当っ
ているため祝電を送っておきます。

○ローターアクト設立を11月中に行いたいと

思います。設立準備委員の方々再度発表いた
します。

委員長　阿部　　塞君
委　員　三井　　徹君　　安藤　足助君

石黒慶之助君　　中山　一三君
斎藤　信義君

懐こコニコ　ボックス

小野寺清君　荘内日報社創立25周年記念おめ
でとう。

阿部　賽君　荘内日報社創立25周年記念式典
で荘日文化賞を受賞された。
おめでとう。

♭ごあいさつ　永井一夫教授

「鶴岡と私」

永井一夫先生は徳島の出身で六高・東大を

経て北大医学部小児科の初代教授

現在　年令　85才6ケ月
ロータリー歴29年3ケ月100％皆出席

札幌RC　職業分類「女子教育」
北大医学部　名誉教授
天使女子短期大学教授

先生は北大医学部を停年でやめられると同

時に一切の臨床を排除され、乳児の健康相談

指導並びに女子の教育－　一般教養の向上
の分野に尽力されている。

趣味はドイツ語を良く理解される所からド
イツ文学にご造詣が深い。加えて日本文学特
に漢詩を良くされる。

先生と鶴岡を結びつけた直接の動機は

先生は鶴岡の生んだ文学者高山樗牛の文学に

若くから拓く傾倒されており、それが生家を
尋ねられるためと、三井光弥先生（三井徹会
員のご尊父）がドイツ文学を良く研究されて
いた所から先生と会われる目的で鶴岡を訪問

された。

しかし三井光弥先生は丁度その前年になく

なられていたため霊前にご焼香をあげること
になられたが三井家とはそれが因縁で爾来親

子の仲よりも深いおつき合いとなっている。

先生は東北に学会があるたびに鶴岡の三井

家におたちよりになられている。

先生のご人格、ご教養に接すればする程啓

発され指導されておる次第です。
先生は鶴岡のたたずまいをこよなく愛され

鶴岡においでになると心のやすまる思いがす
ると常々云われている。
－等と、三井徹会員より永井一夫先生の

紹介がなされた。
ついで先生より「ロータリーは出席するこ

とに意義があること、そして中毒になれば万

全であること」「鶴岡は今なお城下町として
のたたずまいを残す美しい静かな街でこよな

くこの町を愛されていること」等先生の人生

所感をとりまぜて、ごあいさつがなされた。



◎今寺も

THミァ尺誓急設鹿沼ヤータ冊ラブ　斎藤得四郎民絵
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第673回例会1972・10・3（火）暗　N。．14

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

Let’s Take A New Look．／

「も　う一度　見直そう」
禅師／声三とチっ＝二つ香ク・＝二戸一角声ゴ≦コ紳ノてこと一戸ご＝芳一侮ンー＝三二p〆も4㌔プユタ戦エゴニスJW㈱モモク辞．；軸ノ戸緑メモとク＝プ＝ユメモゝグご＝＝5㌧声ゝグー＝＝＝コイ鋤

訣出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　30名
出　　席　　率　　　47．62％

前回の出席
前回出席率　　　71．43％
修正出席数　　　　　52名
確定出席率　　　82．54％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（薬）君、張君
森田君、早坂（源）君、早坂（徳）君、橋浦君

平田君、市川君、石黒君、五十嵐（八）君

青山君、黒谷君、小花君、小池君、中野君
三井（徹）君、三井（賢）君、大川君、斎藤

（得）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤

（昇）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君、笹原君
鈴木（弥）君、篠原君、高橋君、手塚君、
上野君、薮田君

メークアップ

薮田君一山形RC
阿宗君一新庄RC

安藤君、五十嵐（伊）君、今野君、海東君
上林君一鶴岡西RC
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恕ビジター

小林忠康君、石原武君、東本敏直君

石寺龍象君一鶴岡西RC

籠司　　会　飯自会長代理

澄国歌斉唱

簿ソ　ング　「奉仕の理想」　三浦幹事代理

説会長報告　飯自会長代理

訃　　　報

栗本安基会員　鶴岡西ロータリークラブ

初代会長

1日　小波渡海岸で磯釣り中不慮の死を

とげられた。

謹んでご冥福を祈ります。

当クラブがスポンサークラブとして発足し

た鶴岡西ロータリークラブの初代会長として

活躍された故実本会員の霊前に当クラブより

花輪と囁燭を捧げてなきみ霊よ安かれとお祈
りしたいと思います。

尚、磯釣りのシーズンたけなわであります
が、会員各位自重されまして危険の防止には

充分にご留意下さい。

故東本会員の葬式は10月4日、大山の専念
寺で1時より挙式されますので、私が代理出
席してまいります。

呈幹事報告　　三浦幹事代理

○例会時間・場所変更

寒河江RC10月5日　午前6時30分

八幅神社公園で

遊佐RClO月7日　土曜日12時30分より

○会報到着
遊佐RC
ORI第353地区山形県庄内インターシティ
ーゼネラルフォーラムの案内

日時10月22日　9時30分より

場所　山形銀行酒田支店3F
会員全員の参加がたてまえですが、尚確認の

意味で出席氏名の記入を回覧用紙にお願いし
ます。

Dインターアクトからのおしらせ

安藤足助君

鶴岡高専インターアクトクラブは今年非常
に一生懸命に活動計画をたて実行いたしてお

ります。今回次の様なさそいがまいっており

ます。

鶴岡ロータリークラブ殿

拝啓
いよいよ、いも煮会のシーズンがや

ってまいりました。

私達インターアクトクラブでも西校イ
ンターアクトクラブとの親睦を際める

とともに、日ごろのロータリーの方々
の協力への感謝の気拝として、いも煮
会を開くことになりました。
つきましては、別紙のように10月10

日開催することになりましたので、多
数御参加くださいますよう御案内申し
上げます。　　　　　　　　敬具

鶴岡高専
インターアクトクラブ

要領は
日時　47年10月10日（体育の日）

場所　鶴岡市加茂今泉

（雨天の場合は大山公民館）
日程11時30分～1時　いも煮会

1時～3時30分　レクリェーショソ

交歓及び反省会
となっておりますので、当クラブ会員こぞっ

てご参加下さい。インターアクトの諸君の良

きアドバイザーとして、ご協力を要請しま

す。会費は100円です。

（47．9．26例会）

ロータリー情報（9）

張情報委員長
0ロータリー財団の寄付者の心構

直接にも間接にも、財団プログラムからの

受益者となってほならないこと。
。ロータリー財団の資金支出の目的と範囲に

ついて

1．国際ロータリーの目的

2・又はロータリーの綱領推進のため

3．又は理事会の認めた、博愛、慈善、教育
4・或は他の慈善の目的、目標、運動
5・又は公共団体のために支出する

6・故地（救い、あわれむ）の目的
7・綱領運動、又は施設のために支出するこ

とができる。



◎合音も

J

THミァ誓監霊　感恥一汁デブ　詣得四郎氏絵
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第674回例．会1972・10・17（火）曇　No．15

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠rJた．義人〝．・′1．侵〝∠りnA．／

「も　う一度　見直そう」
こさ、＿⊥）二二エコノこ七戸三二nJFTJ▲ご＝＝⊃狸ユニ＝＝＝ユタ＝モク＼＝＝ココ／モ七二ユィコ翻コここニエオ旬ニ■ゴ＝ユ∠榊∠瑚ござ＝■∠声モ豆や紳紳紳∠埴コクこ郷グー＝＝ユクモとタメA鮮少

D鶴岡ローターアクトクラブ誕生によせて

三井　徹君

近いうちに、ローターアクトクラブ（RA

C）誕生のはこびになりましたことは誠に喜

ばしく且つ非常に意義深いものがあります。

この誕生に至った経過をふりかえってみる

時感慨深いものを感ずる次第です。

阿部嚢先生がユネスコ子供学校をお始めに

なってから20年近くなります。高校生の間で

ボランティーア・グループが生まれたのは10

年位前です。ここ3～4年でグループは20近

くの数になりました。そのグループが阿部先

生を中心にして横の連携的会合を持つように

なったのは4～5年前からと思われます。鶴

岡市の環境、民情の中にこのような高校生ボ

ランティーア・グループが出来てきたことは

誠にユニークな現象であると思います。庄内

藩の教育によって培われたものが多い当地の

民情の中に、その素質があったものでありま

しょう。その上に阿部先生のユネスコ活動も

会
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確かに大きな影響を与えております。

古い歴史をもつボーイスカウト運動も、青

少年に対して影響を与えております。そして

叉私共RCの提唱しましたインターアクトク

ラブの設立活動も、その一員として存在する

と共に他への影響もあったことと思います。

兎角20近いこれらのグループが阿部先生を

中心として年2～3回の横の連絡会合を持っ

ております。

4年前RACがRCの青少年プログラムと

して発表推奨された時、私共青少年委員会か

らこのボランティア・グループの会合にRA

Cの説明に参上いたしました。

「高校在学中に各々、特色あるボランティ

ーア・グループの中で積極的に活動していた

者が、卒業と同時にそのグループから離れる

わけですが、その時に彼等が求めるものとし

て、RACが適当なのではないか」と考えた

わけです。

その後このボランティーアの人々は着実に

歩みを続けてきましたし、その中から次第に

RACへの期待が生まれ大きく育ってまいり

ました。昨年あたりから、阿部先生に対して

RACは何時設立されるのかと云う要望が多

く聞かれるようになりました。このように相

当長い年月を経過してだんだん強くなってき

た要望であります。

ロータリークラブの社会奉仕の要旨は「地

域社会が何を望んでいるか」を調査し適切な

活動をすることです。当クラブもこの要望に

答える時が来たと思います。

若い、純真な、熱心なこれらのボランティ

ーアの要望に応えることを一つの基盤として

他方ロータリアンの関係する事業場の若人、

更に一般の青少年の希望者を含めて、ロータ

リーの立場からみて、調和のとれたRACの

設立を実現したいと思います。

RACが設立されましたら当クラブ会員全

員が気軽るに例会に出席してRAC会員と共

に、話し合い、行動することはしらずしらず

の間に、お互に得る所、通ずる処が多いと思

います。この事は年令の差が大きければ大き

い程、効果が大きいとも考えられます。

RAC設立に至りましたら会員皆様のご子

弟に接すると同じような気持ちで面倒をみて

いただきたいと思います。　　　　以上

劣司　　会　　鈴木（弥）会長代理

訳国歌斉唱

轟ロータリーソング　　「奉仕の理想」

○黙　　宿　　故栗本安基会員のご冥福をお

祈りして全員1分間の黙薩をさ

さげる。

態お誕生日おめでとう

会員誕生

五十嵐三郎君、富樫良書君

奥様お誕生

三浦明子様、斎藤條子様（得四郎君）

佐藤登久子様（昇君）、鈴木須美子様（弥
一郎君）、青山しず江様

9月100％出席　　　　42名

阿宗君、阿部（裏）君、安藤君、張君、森田

君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、佐藤（順）

君、市川君、飯自君、石黒君、五十嵐（三）　＼、＿ノ

君、五十嵐（伊）君、五十嵐（八）君、今野君

海東署、田中君、上林君、小花君、小池君

嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）

君、中山君、小野寺君、大川君、摩君、斎

藤（得）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂

君、鈴木（弥）君、谷口君、佐々木君、高橋

君、小松君、手塚君、富樫君、上野君、鷲

田君、薮田君

箪会長報告　　鈴木（弥）会長代理



○お礼状到着

鶴岡ロータリークラブ

会長　阿　部　　裏　殿

47．10．15

R・Ⅰ353地区ガバナー　飯島隆俊

ク　　GSE委員長　穴澤義一

拝啓1971～72年に於ける私共の地区

R．Ⅰ353地区とR．Ⅰ278地区（オース

トラリヤ）との研究グループ交換プロ

グラムに就いては御承知の通り、私共

の地区よりの派遣プログラムは本年1

月25日～3月25日、受入れプログラム

に就いては、本年8月31月より10月11

日に亘って極めて成功裡に終始出来ま

した事はガバナー・バストガバナーの

ご配慮特に地区内各クラブの並々なら

ぬご協力の賜の結果と深く感謝いたし

て居る次第であります。

残る所は是等に関する報告書発刊い

たし、お贈り申し上げる事で終了する

筈であり滋に心から各位の御友情を感

謝して御礼申し上げます。　　敬具

＼　J

010月3日に開催されたR．Ⅰ第353地区年次

大会に当クラブより16名のご出席をいただ

き有難うございました。

態幹事報告

○例会場変更

酒田RC lO月11日12時30分　いも煮会の

ためみやのうらカントリークラブ

鶴岡西RCl0月25日（水）12時30分山王閣

山形北RCl0月19日PM6時産業会館6F

天童RC10月14日PM2時30分　りんご狩

神町りんご研究所

○会報到着

新発田、鹿児島、東根、会津坂下、郡山、

八戸東、新庄、東京週敵、石巻東、各RC

Oインターシティーゼネラル・フォーラムの

「テーマ」のお知らせ

クラブ奉仕A　会員増強の考え方

五十嵐正覚君（遊佐）

クラブ奉仕B　広報活動をいかに具体化す

るか　　小池繁治君（鶴岡）

職業奉仕　職業のモラルを高めるためにど

うすれば良いか　五十嵐正雄君（鶴岡西）

社会奉仕　みんなのためになるためにはど

うしたら良いか　　荒井　清君（酒田）

国際奉仕　身近な国際親善を兄い出すには

どうしたらよいか　挺沢康夫君（酒田東）

010月23日はガバナー公式訪問です。理事、

役員、各委員長は義務出席者となっており

ます。

○目下病気加療中の阿部（公）君より電話に

て回復に向かっており日月より例会出席可

能との連絡がまいりました。

010月27日ひさごやで午後5時より現理事、

役員、元会長、元幹事がご参集いただいて

次期地区年次大会の打合せ会を開催します

のでお集り下さい。

○ローターアクトの結成日程について

10月25日　青年セソクーで第2回準備会

11月2日　第3回の準備会で、直ちに結成

集会に移行したい。

11月14日　ロータリーの例会場を変更して

双方の会員合同で発会式を開催

予定

泣出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　38名

出　　席　　率　　　60．32％

前回の出席

前回出席率　　　47．62％

修正出席数　　　　　51名

確定出席率　　　80・95％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（賽）君、風間



君、安藤君、張君、橋浦君、平田君、金

井君、五十嵐（伊）君、青山君、黒谷君、

三浦君、岩網君、大川君、靡君、斎藤（栄）

君、斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）

君、笹原君、篠原君、谷口君、津田君

薮田君

メークアップ

薮田君一山形RC

阿宗君一新庄RC

佐藤（忠）君一酒田東RC

阿部（裏）君、張君、早坂（源）君、市川君

石黒君、小花君、小池君、三井（徹）君、

三井（賢）君、佐藤（伊）君、高橋君一平RC

森田君、五十嵐（八）君、佐藤（昇）君、鈴

木（善）君、鈴木（弥）君、手塚君、上野君
一鶴岡西RC

説ビジター

旅河正美君一藤沢RC

松田善三郎君、羽根田正吉君、佐藤成生君
一一鶴岡西RC

やR・】第353地区年次大会　総括的報告

三井賢二君

10月3・4日の地区年次大会に出席してま

いりました。

想像しておりました通りの議事進行であり

ました。

地区大会のテーマーは「和を以て貴しとな

す」ですが、これは「以和貴」となり、大会

開催地の「いわき」に通じてまいります。

いわき市は平を中心にして五つの市が互い

に結び付き合って出来た東北2番の32万都市

となった所だそうです。

只本大会で当クラブは

ロータリー財団寄附額808％の表彰と、

10年皆出席で三井徹君、鷲田克己君、嶺

岸光吉君が表彰されバッジを受けること

になっております。

年次大会での奥様方の応援ですが、従来と

もすれば統一の着物で相当出費をかけての歓

迎風景がみられましたが、今度は自由な服装

で和服あり洋服ありでノビノビと接待に活躍

されていたのが印象的でした。女子のみのロ

ーターアクトの会員も各部門で積極的に援助

されておりました。　　　　　　　以上

♭ニコニコボックス　　　高橋親睦委員長

上林一郎君　ご長男にお嫁さんを迎えられ

おめでとうございます。

＜ロータリークラブは

出席することに意議がある＞

兢半期前年度との例会出席率

比　　較　　表

註数字は％　△印は前年度より低下

出席率向上に協力を．′

＜ローターアクトとは＞

ロータリ・－が提唱した青年層のため奉仕

クラブ

＜ロークーアクト会員資格＞

地域社会、職業及び国際奉仕に興味を持

つ18才から28才迄の青年男女

＜ローターアクトは何をするのか＞

奉仕事業を行ないその進行過程を楽しむ

＜ロータいアクトの運営＞

会員が提唱ロータリー・クラブと提携し

て運営する

＜ローターアクトに入会の理由＞’　1J

ローターアクトはあなたを必要とし、あ

なたもローターアクトを必要とするから

＼、J



◎合音も

THミァ誓監霊　感覇七一㌢十でラブ■　斎藤得四郎氏絵

第675回例会1972・10・24（火）曇　No．16

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠√ノた，笈か十侵〝∫乙川）人．／
「も　う一度　見直そう」

簑出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　47名

出　　席　　率　　　74．60％

前回の出席
前回出席率　　　60・32％

修正出席数　　　　　50名
卜確定出席率　　79．37％

欠　席　者

）

早坂（徳）君、平田君、石井君、五十嵐（伊
君、五十嵐（一）君、黒谷君、三浦君、斎

藤（得）君、斎藤（信）君、篠原君、佐々木

君∴高橋君

メークアップ

阿宗君一新庄RC

張君、青山君、三浦君、佐藤（忠）君、谷

口君、薮田君一酒田RG

阿部（褒）君、安藤君、五十嵐（伊）君、黒

阿宗君、阿部（公）君、安藤君、森田君、　　　谷君、磨君一鶴岡西RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



尽ビジター

桜井清君、帯谷茂雄君一鶴岡西RC

8司　　会　　　阿部会長

蛍ロータリーソング　　「我等の生業」

箪会長報告

○本日は飯島ガバナーをおむかえしての公式
訪問例会です。昨日ガバナーより会長幹事

並びに各委員長出席して協議会を開催し、
クラブ運営について詳細なご指導を受けて
おります。今後のクラブの運営に役く立て

て行くつもりでおります。

○お礼状がまいっております。

鶴岡ロータリークラブ殿

拝啓　秋冷之侯いよいよご清適のこと
と拝察いたします。
さてこの度の国際ロータリー第353地

区年次大会に当りましては皆様より種
々御協力と御援助を賜り誠に有難うご

ざいました。お蔭様を以て大過なく極
めて盛会裡に大会を終了する事が出来

ましたことを厚く御礼申し上げます。

甚だ略儀ではございますが取りあえず
書中を以て御礼まで。　　　敬具

国際ロータリー第358地区

ガ　バ　ナ　ー　飯島　隆俊

年次大会委員長　岡田　健治
乎ロータリークラブ会長　諸橋鉄二郎

○平におけるRI第353地区年次大会で10年

皆出席者にダイヤモンド入りバッチの贈呈

がありました。本日飯島ガバナーより直接

手渡してもらいます。

受賞者　三井　　徹君　　鷲田　克己君
嶺岸　光吉君

ほんとうにおめでとうございます。

○当クラブに対し、ロータリー財団寄附額800

％達成表彰状がまいりました。

態幹事報告

○例会変更
寒河江RC lO月26日　PM5・30　伊勢屋

（職業奉仕フォーラムの為）

山形西RC10月29日　秋の家族会のため

米沢レストラン黄木
○会報到着
酒田東・能代・八戸・八戸東RCより

○ローターアクト設立準備のため10月25日に
青年センターで6時30分より会合をもちま
すので準備委員の方々のみではなく会員の
方々も一緒にご参加下さい。

○庄内地区ロータリークラブ親善ゴルフ大会
が当クラブ主催で開催されます。
11月6日（月）湯野浜カントリークラブ

会費1，000円10時スタート11月1日ま

で申込み下さい。

♭二コニコボックス

飯島ガバナー　公式訪門を記念して。

D青少年委員会より

鶴岡高専インターアクトクラブより次のよ

うな要請がきておりますので、会員の皆様の
ご協力をお願いします。
鶴岡ロー・クリークラブ各位殿
春の廃品回収のおりには、多大のご協力によ
り多くの収益を得る事が出来ました。
このお金は年次大会の費用に使わせていただ
きました。ところで本年は春に引き続き第2
回目の廃品回収を日月3日（金）に予定して
おります。誠に勝手ですがご協力お願いしま
す。その収益はNHKの歳末助け合い運動に
送りたいと思います。

日時11月3日（金）AM9：00～PM4：00

（回収時間は春の時と同じよう行います）
（雨天の場合は中止いたします）

回葉物　衣類・雑誌・ダンボール・ピソ額
（ビールビン・酒ビン・コーラ・ファンク

ビン等）

ロータリー情報（10）　　張情報委員長

クラブの行動範囲
1．クラブのその行動範囲は、クラブ定款及
び細則の規定により

2．国際ロー一夕リー定款及び細則の規定によ
り

3．更にクラブと国際ロータリーの定款及び
細則に調和する。
国際大会及び国際理事会の決定並びに判定
によって制限を受けることである。

4．これ以外の義務を会員に課するようだっ
たら、前もってその定款及び細則の改正を
行うことになる。

＞飯島ガバナーのスピーチ

飯島ガバナーより「地区大会開催について
の心構え」「ガバナーノミニーの米国に於け
る研修状況」等について詳細なスピーチが行
なわれた。



◎合音も

第676回例会1972・10・31（火）曇　No．17

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた，義人〝1．1ん′・乙㈲人．／
「も　う一度　見直そう」

＝IJ；－づ＝1メモ二一P≠入ノ二二二メ二丁一1／‾、ゴ／ヂい、ゴニ√ン／＼一一‾ユノ二㌧か一一一ケ二㌔ごご1∠悍一戸－シー1西JJエコ夕べモケこ三二＝ユJト七三タ▲嘩グ声がモ㌔二三カメ禅師矛こモク♂タ二王ングっpJこことグ♂－

斡出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　50名

出　　席　　率　　　79．37％

欠　席　者

阿宗君、安藤君、早坂（徳）君、平田君、

今野君、金井君、青山君、三井（徹）君、

前回の出席
前回出席率　　　74・60％

修正出席数　　　　　54名

確定出席率　　　85・71％
メークアップ

阿宗君一新庄RC

佐々木君、高橋君一酒田RC

安藤君、五十嵐（伊）君、黒谷君
一鶴岡西RC

三浦君、磨君、斎藤（信）君、篠原君、佐　態ビジター　板垣弘彦君一村上RC

々木君　　　　　　　　　　　　　　　寵ロータリーソング　「手に手つないで」

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



浪会長報告

○ローターアクト設立準備委員会より
10月25日青年セソクーでローターアクトクラ

ブ設立準備会が会員予定者をまじえて開催さ

れました。この辺でローターアクトクラブの

結成にふみきる前提でロータリークラブのこ

と、ローターアクトの規則の意義や細則など
ロータリークラブの各委員の方々に説明して

いただきました。11月6日の次の会合の場に

会員予定者が正式に入会申込書に署名し提出
してもらうべく段どりをいたしてまいりまし

た。

○来年度の地区大会、地区協議会の開催が当

鶴岡で開催されることを前提で元会長、幹事
現役員参集してその心構えを統一いたしまし
た。そのせつは会員皆様の一致協力を今から

お願いしておきます。

課幹事報告
○会報到着
石巻RC、八幡RC

O年次大会へのおきそい
RI366地区年次大会

48・3．3～4　大阪西RCがホストクラブ

会場　中之島フェスパルホール

予約登録受付中

凄ニコ＝コボックス

阿部公一君　病気全快により　今後出席率
100％を目標に頑張るとのこと

佐藤順治君　ご息女　ご結婚　おめでとう

D親睦委員会報告　高橋親善委員長
クリスマス家族会は12月18日（月）産業会館

で開催する予定です。

Dロータリー情報　張情報委員長
ロータリー財団学生の選考の注意は

1．経済状態に関係なく
2．人種に関係なく

3．宗教に関係なく
4・専ら資格にのみ基づいて行なうのである

ロータリー財団奨学金学生の資格は何にか

1・強い潜在性指導力の満足な証拠を与える

人格的記録を持つこと
2，且つ学究的記録を持つこと

3．国際理解、親善及び平和の増進に直接関

係を持ち、国内及び国外の総ての活動に完
全であり

4・且つ誠意ある関心を持つこと

5・自国から他国への親善使節となり

6・且つそれらの国を自国に説明することが

出来ること

7・勉強する国の歴史、文化、経済、地理等
々に興味を有すること

8．勉強する学校用の言葉を知ること、
講義を理解出来ること、クラブで話しが出

来て、且つその国の人々と話す目的で、そ

れを習う意欲と能力を持っていること
9・学校の始まる前とか、時期、年令の制限

がある
10．選んだ学校の入学条件、学業成績を考え

る

11．未婚者であること

12．外国で学年中、勉強が続けられ、且つ旅

行に堪える健康の持主であること
13．志願者は、それぞれの国に原籍を持つ市

民でなくてもよいこと

＜ロータリー知識＞

ト　「友の憂いに我は泣き、我が喜びに友は

舞う」この素朴な友愛こそロー一夕リーの基

本である。この友愛を増進するための委員

会は次の4種に分かれる。
1．「出席」を奨励したり

2．「親睦」会を催したり、大会や例会に

「フェローシップ」の得をかけて接待し

たり

3．「プログラム」は例会を面白くするため

に卓話者をさがしたり
4・「会報」を興味拓く且つ有益ならしめる

ために会報委員の活動
ツ　連がりを自他の間に渡して互いに啓発し

合うための我等は広報、情報、雑誌の3委

員会をもつ。

広報はクラブ外の社会、報道機関、学校等
にロータリーを宣転し、情報はクラブ内で

指針指令、注意や警戒事項、諸委員会のニ
ュースなどを伝える。雑誌を読むことによ

って、全国及び世界のロータリー情報を知

り啓発せられ、引立てられる。

ネ　年々にクラブ活動の方向や形が変れども

奉仕の誠の変ることなし。

ケ　欠席するは一応友愛の欠如と見傲される

故事甚だ重大である。出席率は友愛度を示
すから。欠席の場合は種々理由はあろうけ
れど、簡単に欠席すると慣性になるから自

戒自粛してもらうより外ない。病気の場合
の長期欠席については出席委員会と相談あ

りたい。



キ　協議会のアメリカ名
一つの協議会に対し、フォーラムとアッセ

ソブリーが使い分けられ、間違われ易い。

フォーラムとは、広く一般に自由に協議、

討議するのを云う。例会で全員で相談する
時、イソクーシティフォーラム、炉辺談話

など走れなり。

アッセソプリーとは特定の人、例えば会長

とか役員だけ、委員長だけにてなど協議す
るを云う。しかし表面は特定人に限ってい

ても、実際は特定外多数が出ている場合は
両者混同する。

（青森RC　いろはしおりより）

♭「インターシィテーゼネラルフオーラムで
モテレ一夕の役割を果しての報告」

小池繁治君
10月22日酒田市で当クラブより17名出席し

て非常に活発な討論会でした。フォーラムで

すので結論は何もありません。テーマが出さ
れそのテーマを中心として色々討論がなされ
るわけです。

私は、はじめてモデレーターをやらせてい

ただきましたが、なってみると非常に楽なん

です。皆さんから話をしていただく、如何に

多く話していただくかの役割でほとんど自分
の意見を言わないのが良いモデレーターなの

だそうです。こちらの万がフォーラムに出て

討論するよりも楽しいかな等思ってまいりま

した。

私がモデレーターをやりましたのはクラブ

奉仕B部門で「広報活動を如何に具体化する
か」のテーマでした。私その時発言が出来な

かったのですが「広報の活動」と云う事は
PublicRelationsの訳なわけです。広報とい

うこと自体がきわめて新しい
モCommunicationケ　とかとInformation〝と

か云われ、おそらく以前日本にはこの言葉は

なかったと思います。

ではどうしてこのテーマが出されたかを考

えてみますと「一般社会と云うか会員以外の

方々がロータリーを正しく理解していただく

ためには正しい報道をしなければいけない」

と云うことなのだと思います。パブリック・

リレーションズですから「公やけに対する関

連」と云うことで各クラブともかなりの広報

活動を夫々具体的に行っておるようです。只

私が考えますに、案外日本人とりわけ鶴岡の

土地の方々はb公やけにする〝と云うことに

対して抵抗を持つんじゃないか？私自身抵

抗があります。ロークリ←クラブの活動は相

当高邁な高度な思想だと思いますがそれを推
進するためには、やはり一般の方々にも正し
い理解をしていただかないと広報としての活

動はあり得ない。とにかく広報はやらなくて

はいけないとなっているんだと思います。
Communication伝達と云うことと

Information　情報とは夫々違っており、そ

れが全部総括されたものが広報でなければい

けないと思います。ここに一つのラーマが仏

教の禅僧や神秘的な宗教家などに提示され論

議されているそうです。「木が倒れた0あた
りに誰もきく人はいない。そこに果たして音

があったか、どうか」我々の住んでいる現代

社会に於ては私は「音がない」と云うのが正

しいのではないかと思います。木が倒れたこ

とによりたしかに音波は発生しますが、きく

人がいないとなれば音にはならない。
Communication伝達はあくまでも知覚で

あって只単に一方的に伝わる音波さえあれば
ったわるものではないと云うことだと思いま

す。

今一方のInformation情報はあくまでも

理論的なもので知覚ではない。理論上で理解

する～例えば、どの列車がこんでいるか、す
いているか、まだのれるかどうか～等はたし

かに情報です。知覚での判断でなく理論上判

断することです。
では伝達でもない情報でもないPubIic

Relationsは一体何んなのか？そしてこれ

とロータリー活動の広報と結び付けると非常

にむずかしくなってきます。

何はともあれ、最初なにかが起こる。行動
でも何んでも良い。何にかの事実が起ってそ

れが良く、正しく伝達されてそれが広報にな
るんじゃないか。だからロータリーの活動と

してもなにかの行動がとにかく先になされな

ければいけない。それを如何に伝達するかが

正しい広報なんであって、ないものをあるよ

うに又あるものをないように伝達するのは決

して広報ではない。

だからロータリーで良い広報をしようとす

るにはロータリーの活動がより良くなければ

ならないことになります。

古いクラブはともするとマンネリ化の傾向

が見られ新しいクラブの方々が積極的に広報

の活動がなされているように感んじられまし



た。

私のモデレーク・一の部門ではありませんが

クラブ奉仕A部門の「会員増強について」で

各クラブとも共通の悩みが出ておりました。

「質より量か、量より質か」、「人員さえ多

く集めればそれで良いのか」、「一人一人の

自己啓発、クラブ内の自己啓発に力を入れて
そのクラブ自体のレベルを向上し増強させて

行くべきか」を問題としていました。
RIの方針としては絶対的な数が増さない

かぎり大きくならないのだと云っておりま

す。職業奉仕部門「職業のモラルを高めるに
はどうすれば良いか」これも非常に大きな問

題でした。実例なども出ておりましたが従業

員の親睦会をやるとか、四ツのテストを広め
て行くとか表われた面はそんな所でした。

只私見するに、職業のモラルを高めるとほ
Pr一クリアソ自体の職業、自己啓発以外ない

のではないか、それを根本として広げて行く

のが本当ではないかと思いますが非常にむず
かしいことと思います。ロ←タリーでは職業

奉仕をVocational service　と云っておりま

す。Vocationalとは勿論職業と云う意味はあ

りますがむしろ適正とか才能とか天職（神の

召し）と云った言葉の万が強いと思います。
ロータリーの云う職業は天職、使命、mission

に近いと思います。普通我々が云う職業は仕
事と考えてしまいますがp′一夕リーの云う職

業奉仕はVocational serviceなんで、やはり

天職なんだ、自分の才能をその職業にどのよ
うにあてはめるかが根本だと思います。
私ロータリーのことは未だわからず正しい

かどうか分りませんが、いずれにしてもロー
タリーはバランスの上に立っているのではな

いかと思います。一つの奉仕活動だけが先行

するとバランスがくずれる。人員の構成にし
ても一つの職業からたくさんの人を入れな
い。これもクラブを運営してゆくためにバラ
ンスをとってやれと云うことだと思います。
ロータリーだけでなく世の中のすべてがバラ

ンスを如何に良くとるかと云うことだと思い

ます。雑誌からの知識ですが、人類が地球上
に発生してから何倍年かたっております。こ
のなかで地球のェネルギーの消費をみてみる

と、今より100年前の間で消費された地球エ
ネルギーの量がそれ以前の何億年間に消費し
たェネルギーの量よりも数倍の量を消費して
いるのだそうです。そう云う意味で人間の手
で地球のバランスをくずしつつあるのではな
いかと思います。

結びになりますが、いずれのクラブも一生

懸命にやっているようです。日頃ロータリー
のことを常々考えているわけではありません
がイソクーシイテーゼネラルフオーラムに出

るとその時だけでもせめて色々な学習をやる
時間を与えてくれる非常に有難い機会だと思
っております。今回のフォーラムの中で非常
に印象に残る云葉をきいてまいりました。

「ロークリークラブに入って何が良かった

か」ときかれた時に「私は人の話をきくこと
を知りました」と答えられた方がおられたそ
うです。
私もぜひ人の話を良くきく人間になりたい

と思って帰ってまいりました。
以上　報告いたします。

♭掃集後記q
小池繁治君の報告の中で「私は人の話をき

くことを知りました」の言葉が報告されたが
これは早坂ガバナーノミニーによりRI会長

のヒックマン氏が云われた言葉と判明した。
これは「あなたの過去においてロータリーの

職業奉仕があなたの過去のキャリアにどうい
う影響を及ぼしたか」の質問に対する答であ
ったと云う。それは会長が自分の職場の中で
組合活動が非常に盛んで、労使双方交渉を持
つ時点で今迄は罵言怒声を発しながらの交渉
の場が多かった。しかし会長は、ロータリー
のおかげで「人の話をきくこと」をおぼえた
ことで「自分が彼等組合員の云い分に充分に
耳をかたむけると、彼等も又自分の云うこと
に耳をかたむけるようになった。そのことに
より労使双方で円満な解決に達することが出
来るようになった」と云う。非常に味わうべ
き言葉である。
早坂ガバナーノミニーは来年度地区分割が

ほぼ確定的となっている現況で、相当精力的
に地区内フォーラム等に出席し、来るべきガ
バナー就任時にそなえて、。一夕リー精神の

昂場やら自己啓発にむけ猛勉強中である。し
かし本番は来年度であるのでバランスのとれ
た活薩を切に希望するものである。健康をそ
こねられたら大変だから。
早坂ガバナーノミニーは前述ヒックマソ会

長の言を引用され「私は自分が話をしたこと
はよく記憶しているが、他の人々が話すこと
に充分に耳をかたむけ記憶すること」を末だ
会得していない。これから折にふれてこれが
会得に努力し日己啓発をしたいと所信を述べ
られている。
我々鶴岡ロータリー会員はガバナr選出ク

ラブとしての誇りと光栄を感んずるものであ
る。この誇りと光栄をになって権威あるロー
タリアンになるように．′　バランスのとれた

クラブ運営に．′　奉仕に．′　努力を結集した
いものである。　　　　　　（文責田中）
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第677回例会1972・11・7（火）曇　No．柑

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠（ノた，笈右∴トl′ん′・∠りnA．／
「も　う一度　見直そう」
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拶出席報告

本日の出席
会　　員　　数　　　　　63名
出　　席　　数　　　　　46名
出　　席　　率　　　73・02％

前回の出席
前回出席率　　　79・37％
修正出席数　　　　　55名
確定出席率　　　87・30％

欠　席　者

阿宗君、早坂し徳）君、平田君、富樫君、
五十嵐（一）君、黒谷君、小池君、薮田君

嶺岸君、三浦君、中山君、斎藤（信）君、
新穂君、篠原君、谷口君、佐々木君、津
田君

メークアップ

磨君一酒田RC
阿宗君【新庄RC
三井徹君一遊佐RC
今野君一鶴岡西RC
安藤君一温海RC

餅年間皆出席
10年間皆出席　　新穂光一郎君

5年間皆出席　　五十嵐八郎君
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4年間皆出席　　薮田誠樹君
3年間皆出席　　阿宗文雄君

含10月100％出席　　　　41名

阿宗君、阿部（裏）君、安藤君、張君、森田
君、早坂（源）君、佐藤（順）君、市川君、飯
自君、池内君、石黒君、五十嵐（三）君、五
十嵐（伊）君、五十嵐（八）君、今野君、海東
署、田中君、上林君、小花君、小池君、嶺
岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）
君、中山君、小野寺君、摩君、佐藤（伊）君
佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）
君、谷口君、高橋君、小松君、手塚君、富
樫君、上野君、鷲田君、薮田君、長谷川（悦）君

蓼司　会　　　　会　長

肇国歌斉唱

磯ロータリーソング　　「奉仕の理想」

笈由誕生月　お祝

会員誕生　平田圭三君、鈴木善作君、田中
晶英君、薮田誠樹君、風間慶三君

奥様お誕生　阿宗良子様、阿部清様（裏君）

早坂左枝子様、橋浦寿千代様、平田和子

様．小松久子様、中山きくせ様

夢会長報告

日月6日青年センターでローターアクトク

ラブ結成準備会を開催しました。会員予定者
が16名程出席しましたが、仕事の都合で出席

出来なかった者も多いことから、11月8日に

各自からローターアクトクラブ入会申込書を

提出してもらい、今後の日程やら運営につい
ての話し合いを行いたいと思います。当クラ

ブより多数の会員の方々のご出席をお願いし

ます。

訝幹事報告

○会報到着
石巻東、東京、天童、鹿児島西RC

O八幡ロータリークラブ1周年記念式のため
11月11日の例会を11月13日に変更

場所　八幡町一条地区公民館で

霧＝コニコボックス

中野重治君11月5日庄内地区ロータリー

クラブ親善ゴルフコンペで優勝されま

した。おめでとうございます。

長谷川悦郎君　ご息女ご結婚されました。
おめでとう。

♭ロータリー情報委員会より　　張委員長

ここ3ケ月ロー一夕リー情報委員会で各種の

情報教育を行ってまいりました。復習の意味
で問題を出しますので、ご回答願います。
1・（間）国際ロータリーとは何か

（答）森田君全世界の単位ロータリークラ
ブの連合体です。

2．（間）クラブ奉仕の諸々の活動の責任者は誰

か

（答）青山君クラブ会長が理事の内1名を
クラブ奉仕担当を指命する。鈴木弥一郎

理事が担当である。
3．（間）職業奉仕とはどんなことか

（答）上林君　ロータリアンは、職業分類に
よりそれぞれの職業から選ばれて会員と
なっていることを認識し、自らの職業を
通して「奉仕の理想」をはば広く実現す
ることである。

4・（間）青少年の奉仕に関するロータリーとし
ての標語はあるか

（答）飯自君「ロータリアンは青少年の模
範たるべし」

5・（開）国際奉仕の責任者は誰か

（答）風間君クラブ会長は理事の中から1
名を国際奉仕の委員長に任命する。当ク
ラブでは薮田委員長が任命されている。

D青少年委員会より　　　　安藤足助君

鶴岡高専インターアクトクラブで計画いた

しました廃品回収は11月3日実施いたしまし

た。只、学校行事の関係と当日庄内百万石祭
のパレード等で午前中で打切りましたため全

会員のご家庭に参上する事が出来ず、せっか

くご用意いただきながら回収にまわることが

出来ずご迷惑をおかけしました事もあろうか

と大変恐縮しお詫びしていただきたいとの連

絡がまいりました。今回は約6千余円になっ
たそうで年末のNHK歳末たすけ合い運動に

送ることになっているとのこと、お詫びとお

礼を申し添えます。

♭「転機に立つ日本経済」
スピーカー　池内方平君

現在、国際的国内的に問題となっている「
円の切上げ」を中心として、土地の昂騰、株
式の値上りによる大企業の含資産額の増大－
これらが金融緩和とミックスして価値感の尺
度が大巾に変化してきている点を指摘され、
今後の経済変化に対処してゆくべき価値感の
尺度についての、詳細なスピーチがなされた
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例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた，完成〝1」ん′一乙。（）人．／
「もう一度　見直そう」
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彩出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　41名

出　　席　　率　　　65．08％

前回の出席
前回出席率　　　73．02％

修正出席数　　　　　54名

確定出席率　　　85．71％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、張君、長谷川（悦）

君、橋滞君、五十嵐（八）君、田中君、金

井君、黒谷君、嶺岸君、三井（健）君、大

川君、磨君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、
佐々木君、佐藤（忠）君、笹原君、篠原君

富樫君、薮田君、佐藤（伊）君

メークアップ

阿宗君一新庄RC

顛■田君一米沢RC

小池君、新穂君一酒田RC

黒谷君、嶺岸君、中山君、富樫君
一一鶴岡西RC
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謬ビジター

金井昭治君一山形北RC

佐藤拡君一鶴岡西RC

大中敬一君、井上琵子君一一一

ロー欄クトーアクトクラブ員

数司　会　　　　　　阿部会長

解ロータリーソング　　「我等の生業」

彰会長報告

○ガバナー公式訪問も無事終りましたが、飯

島ガバナーより葉書がまいっております。

＝人材共に完壁なクラブとして将来、地

区協議会、地区大会を引受けるべく更に皆

様のご協力をお願いします。：＝

○八幡ロータリークラブの1周年記念に私と

幹事、張先生出席してまいりました。

○鶴岡ローターアクトクラブの結成について

最終的にまとまってまいりました。11月28

日鶴岡産業会館5Fで行います。本日R・

A・Cの会長に予定しております大中敬一

君と副会長予定の井上麗子さんをおまねき

しました。つづいて両君より力強く若き力

を結集して社会奉仕の実践に努力する旨の

挨拶がなされた。

肇幹事報告

○会報到着

八戸・鹿児島・村上・上山RC

O例会場並び例会時間変更

村上RC　日月16日　PM4．00　ロータリ

ー財団100％達成祝賀会　村上西興産部

落公民館

山形西RC　日月20日　PM5．00　ホテル

オオヌマ　創立15周年記念講演「ロータ

リーの原点をたずねて」講師小堀憲助

教授

温海RC11月14日　PM4．00　山五十川

「新楽荘」紅葉狩のため

○チャーターナイトの予告案内

松山南RC　4月22日　松山東雲短期大学

D二コ二コボックス　　高橋親善委員長

佐藤伊和治君　鶴岡商工会議所会頭就任

買網　兼松君　鶴岡商工会議所副会頭就任

小松　広穂君　優良申告法人として表彰

高橋正太郎君　NHKにはからずも出演

おめでとうごさいます。

012月18日の家族会は鶴岡西クラブと合同で

行います。

D会員の消息　　　　　　安藤足助君

斎藤信義君　病気療養中であるが元気で入院

加療中です。（東京で）

♭ロータリー財団について　　三井（徹）委員

11月12日から11月18日までロータリー財団

週間に当るので、ロータリー財団について

「財団の歴史」

「財団の活動内容」

「これに対してロータリアン各自の活動とし

ての寄附」

「倶補者のすいせんの仕方」

「ロータリー財団の広報活動について」

「財団の資金はどうなっているか」

など詳細な説明がなされ、終了後その意義を

明らかにすべく財団スマイルボックスが回さ

れた。
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第679回例会1972・11・21（火）雨　No．20

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠¢たし品々2月し／瞳の∠00Åノ
「も　う一度　見直そう」
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Dロータリー偶感　　森田清治君スピーチ

私が当クラブに入会を許可され例会に出席

したのが6月27日です。あれから早いもので

5ケ月を経過いたしましたが、本当のところ

ロータリーのことは何も分かっていない現況

です。只私の入会時の偶感などを申し述べて

みたいと思います。

本当のところ初めて例会に出席いたしまし

た時は、多少色眼鏡的意味を態度をもちなが

ら出てまいりました。

当時の高橋幹事の指示に従い、おいしそう

な昼食のテーブルにつきましたら、鐘の音を

合図に全員起立。テープより流れ出る音楽に

合せての合唱。ハハアーこれがロータリーソ

ングだな．′黙って聞いておりました。想像で

は御詠歌まがえのものだろうと思っておりま

したのに、なんと素晴しいメロデーであるこ

とか、そして驚ろくなかれ会員の皆さん相当

のご年配にも拘らず、そのハーモニーの美し

きことにビックリしてしまいました。この人
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たちのどこからあんな声が出るのだろうか．／

どこからこのハーモニーが生まれ出るのだろ

うかと、まず感心させられました。

そして会長司会、幹事報告、何を申されて

いるのか初年兵の私には、さっぱりわかりま

せん。続いて私の入会に対する佐藤伊和治さ

んの推薦の吉葉、これが又私をしてどぎもを

ぬかしめたものでした。開口一番「形式的に

も実質的にも私の推薦する森田君は絶体にま

ちがいのない男です。どうぞよろしく」これ

だけです。とんでもない．／過大評価も甚だし

い．／とは思いながらも、後にはひけず今日ま

で涙く“ましい努力をしながら皆出席を続け一

つでも多く知りたい、おそわりたいと頑張っ

てまいりました原因であります。

次に私に対して新年度からの役割が高橋幹

事から申し渡されました。SAAと云うのだ

そうで、会場準備や整理をする仕事だとのこ

とで、これなら私にも出来る。初年兵はやは

り使役からしなければならないのだなと思い

次の例会からせっせと彷いてまいりましたが

たまに余り早く出席して委員長から「他の委

員の方々がすることがなくなる」とおしかり

を受けたこともあります。

さて初仕事のことです。何もかもわからな

い私の耳に「バーナーは」ときこえてきまし

た。ハハアー聖火のように何かに点火でもす

るのかな、コドコの中やら物置をさがしても

バーナーらしき物がない。そこでバーナーは

どこにあるのですかときいてみますと「出来

た」と云うのです。どれですかと再度ききま

すと、どうやら小旗のようだ、これですかと

云うとそうだと云う。聖火の点火物と小旗と

では相当に面くらいました。バーナーでなく

バナーだよとはあとで知りました。

それから例会に出席する道すがらご先輩か

ら「今日は君の誕生月だからお祝が出る。そ

の時はスマイルするんだよ」と予備知織を与

えられました。貰ったらニッコリと笑蘭をす

るんだなと心に秘めて歩いておりますと「千

円が最近の相場になってきた」と云われたわ

けです。何が千円だかと聞いたら「スマイル

だ」と云うんです。「ニコニコ」が「千軋」

さてと考えているうち、ご先輩は「お祝を受

けたことに関する感謝のお返しとして千円を

箱の中に入れるのだ」と云うんです。そこで

千円はどうなるんですかと聞きますと「社会

奉仕に使うのだ。昨年は公園の噴水になって

いる」との答。何んのことはないお祝品を千

円で買うことになる。やはりロータリークラ

ブもお目出度いことは金はかかるらしい。と

例会が始まって私の名がよばれる。それおい

でなさったと勇んでお祝を受けニッコリと千

円札をボ・′クスに入れた次第です。これも予

備知識があればこそでした。所が誰かが入会

早々にもう貰うのかいと云うんです。千円札

を出す私のつらさも知らないでとは思いまし

たが、感謝がまず先と思いつつニコニコして

おりました。

又ある日、今夜は役員会があるからオブザ

ーバーとして必ず出席せよとの命令でした。

おそるおそる出席してみますと、各委員長さ

ん達の新年度計画の熱心な計画の指示討論な

わけでした。これまた私に新らしい驚ろきを

与えました。それぞれ職業の異なる人々が一

つのロー一夕リーに結集しての討論である。私

としても或程度会議には慣ていると思ってお

りましたがあの白熱する討論の源泉は何んな

んだろうかと考えさせられました。その時特

に目についたのが市川幹事の名司会。会議リ

ーダーとしての役割の適切さ。この人は、こ

の道の勉強でもしたことのある人なのだろう

か。そのテクニックのすぼらしさに、わがク

ラブに市川幹事あり、と申したいくらい感銘

をうけました。でもこの計画が完全実施され

たら私なんか一番先に落伍者になるのではな

いかと心配でしたが、今日も健在であるとこ

ろをみますと、あの時の計画は計画だったの



だなあと思ったりしております。

最後に、実行の人張情報委員長の新入者教

育は全く有難く思っております。私達新入会

員に教えるよりも、先輩会員に教えた万がた

めになるんじゃないかなど考えつつもあの迫

力に圧倒させられながら熱心に耳を傾けてい

る一人であります。一応は手帳の定款並びに

細則は読みましたものの、視聴覚に訴えての

教育は、実りあるものが多かったと思ってお

ります。

以上、私がクラブに入ってからの敵言です

が、先づ私は佐藤伊和治さんの推薦の言葉に

おこたえしなければならない。私も本当に容

易ではありません。そしておぼろげながらク

ラブ精神の奉仕とは、私自身の職業を権威あ

らしめ、その職業を通じ社会に奉仕すること

だと思うようになりましたし、多少の老眼鏡

は必要ですが、色眼鏡なしでロータリーを見

られるようになりました。例会出席が楽しく

もあり、又多くの会員と知り合い友好を求め

つつ目標達成に努力いたしたいと思います。

私にも最近心に余裕が出来たのか「ロータ

リーキチ」なんて云う言葉もおぼえました。

只当クラブではどの人がその該当者であるの

かは末だ分からない私であります。

劣例　会

聡司　会　　　　　　阿部会長

浪ロータリーソング　「手に手つないで」

箪会長報告

先般山形に交換学生としてまいっておりま

すオーストラリアの少年少女が釆鶴しバナー

を交換いたしました。「Victoria Geelong

West」のバナーです。

その時のヘザーギカラットさんからお便り

がきましたq

これは私のオーストラリアのロータ

リークラブのバナーです。

あなたのロータリークラブのバナー

わすれました。すみませんね．／

鶴岡はさむいでしたね．′

山形では、かぜがすくないです。

鶴岡のさかなはとてもおいしかった

さよなら

ヘザー　ギカラット

較幹事報告

○会報到着

能代RC、郡山RC

O例会変更

仁賀保RC11月23日　祝日に付き休会

酒田東RC11月23日　　　仝　上

011月28日午後6時30分より鶴岡ローターア

クトクラブ発会式を鶴岡産業会館5Fで開

催するため、当クラブの例会をそれに合せ

て変更いたします。

誌各委員会報告

D新会員推せん方依頼　黒谷会員増強委員長

本委員会は今年10名の新会員の増強する

計画をたてております。本日下記により会

員の皆様にご協力をお願いします。

1．推せんカードを3枚づつお渡しします。

2．会員1人1名以上必ず推せん下さい。

3．12月5日まで提出下さい。

♭ニコニコボックス

富樫良書君　医療法人宮原病院の主体工事を

請負われ先般無事竣工されました。

舅網末松君　鶴岡商工会議所副会頭に就任

夫々おめでとうございます。



♭ロータリー情報委員会

○最初のロータリークラブの会合は何時どこ

で行なわれたか？

1905年シカゴに於て　　　　　佐藤順治君

○何故ロー一夕リーと云う名称が採用された

か？

はじめの内はクラブの会合が会員の事務所

で輪番で（in rotation）開かれたから

五十嵐一郎君

○ロータリーの創始者は誰ですか？

米国イリノイ州シカゴの故ポールPハリス

です。　　　　　　　　　　五十嵐八郎君

Dロータリー財団委員会より　　小花委員長

先週、ロータリー財団週間にちなみ三井分

区代理より財団についての話があり、その後

に財団スマイルボックスを回しました所、約

1万1千余円集まりました。感謝申しとげま

す。

金曜日に私鶴岡西ロータリークラブの例会

に出席し、ロータリー財団の話をしてまいり

ました。特に三井分区代理より分区中の各ク

ラブに財団の強化万策についての要望のメッ

セージがとどいており、それを読んでからお

話してきました。西クラブの方々も非常に感

銘を受けられ、当クラブで行いましたように

財団スマイルボックスでのご寄附を提案しま

した所、1万3千余円集まった次第です。張

先生も遊佐クラブにロータリー財団の強化の

ために出向されて行動を起しております。

前例会でご欠席の方々に本日財団スマイル

ボックスを回しますのでご協力をお願いしま

す。

態出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　47名

出　　席　　率　　　74．60％

前回の出席

前回出席率　　　65．08％

修正出席数　　　　　53名

確定出席率　　　84．13％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、橋浦君、五十嵐（伊）

君、三浦君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、

佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、笹原君、篠原

君、谷口君、佐々木君、手塚君、上野君

中野君

メークアップ

薮田君一米沢RC

阿宗君一新庄RC

張君一八幡RC

佐藤（忠）君一酒田東RC

阿部（公）君、長谷川（悦）君、五十嵐（八）

君、黒谷君、嶺岸君、三井（健）君、摩君

富樫君一鶴岡西RC

恩ビジター

小林忠康君、菅沢久弥君、菅原隼雄君、佐

藤成生君、半田茂弥君一鶴岡西RC
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第680回例会1972・11・28（火）曇　No．21

鶴岡産業会館5F　6時30分より

「出　席の標語」　　張情報委員長

火曜日の12時30分から1時30分までの間は私は一切用事を作りませ
ん。それは私がロータリアンであり、その時間は私の地域社会のも

∠rノた，義人〝1．1β〝・∠りr）人．／
「も　う一度　見直そう」

彩点　鐘　　　　阿部会長　　　　　　　　渓幹事報告

隈ロータリーソング　　「奉仕の理想」

溝会長報告

本日例会終了後鶴岡ローターアクトクラブ

○例会日変更

寒河江RC　日月30日、22日　公式訪問の

ため休会

12月7日を12月9日　PM5・08

寒河江ボールにて

の発会式を開催することが出来ますこと、こ　　○会報到着

の上もないよろこびであります。　　　　　　　石巻、石巻東、仁賀保RC

O年次大会案内

浦和RC　3月11日～3即2日　埼玉会館で

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



鶴岡口一クーアクトクラブ　誕生．′

鵬すくすくと　そだて　若き力

「奉仕の理想」を求めて　歩め若人－

（例会日　毎月第1・3水曜日7時より　青年センター）

〔大中敬一君挨拶〕

鶴岡ローターアクトクラブ発会式　次第

1・点　　　鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿　部　会　長

1・開　会　の　辞　　　　　　　　　　　鶴岡ロータリークラブ幹事　市　川　輝　雄

1・スポンサークラブ会長挨拶　　　　　　　鶴岡ロータリークラブ会長　阿　部　　裏

1・経　過　報　告　　　　鶴岡ロータリークラブ　ローターアクト委員　石　黒　慶之助

1．定款細則採択並びに役員決定

鶴岡ロータリークラブ　ローターアクト委員　安　藤　足　助

1・ローターアクトクラブ会長挨拶　　　　　　　　　　　　　会　長　大　中　敬　一

1・ローターアクトクラブ員自己紹介

1・目録並びにバッジ贈呈　　　　　　　　鶴岡ロータリークラブ会長　阿　部　　嚢

1・来　賓　祝　辞　　　　　国際ロータリー第353地区バストガバナー　安　斎　　徹

1・閉　会　の　辞

〔会員の自己紹介スナップ〕

分区代理　三　井　　徹

鶴岡ロト∵グリークラブ副会長　鈴　木　弥一郎

〔安斎バストガバナー祝辞〕



D鶴岡ローターアクトクラブ

発会式に当って＜

鶴岡RC会長　阿部　裏君

本日当クラブ多年の念願でありました鶴岡

ローターアクトクラブの発会式を挙行するこ

とが出来ましたことは、私のみならず鶴岡R

Cの会員全員にとりまして非常なよろこびで

あります。又安斎バストガバナー、桜井鶴岡

西RC会長、斎藤温海RC会長のご臨席をい

ただきましたこと、衷心より御礼申し上げま

す。

「汝、略しと嘆くか、何故自ら進んで灯を

ともさざるか」聖書の一節であります。現在

大人の中に「親子の断絶がどうの」「今の若

い者たちは何を考えて行動しているかわから

ない」等－特に今の若い人は批判はするが

自ら改めて実践する者は少ないと思っていら

れる方々が多いと思います。しかし、高校生

の中にこつこつと社会奉仕を実践している若

い人達がいることをご存知でしょうか。

この若い人々－高校生のボランテア活動

が主体でありますが、自らこつこつと小さな

ことを積みあげてこの世の中に灯をともす社

会奉仕を実践しているわけですが、高校を卒

業し就職あるいは進学することによって、せ

っかくこれらの奉仕活動もそのより所を失っ

てしまう場合が多かったわけです。

ロータリークラブは4年前から青少年プロ

グラムとしてローターアクトクラブの結成を

発表控奨したのほ、これら青少年のボランテ

アグループを結集して、奉仕活動のより所に

しようと意図したものでした。当地でもこれ

ら若き青少年の中からも次第にローターアク

トクラブ結成の気運がもりあがり、当鶴岡R

Cのローターアクト委員の熱心な指導援助に

より、今日のローターアクトクラブ発会に到

ったわけです。

では、ローークトーアクトクラブとは何をする

のか？　それは本日結成されたローターアク

トクラブの青年諸君がこれから決定すること

でありましょう。しかし、この発会式に至る

までに話し合われた中から

1．自己の向上を計ること。

職場は違っていても、人間として正しく

生き、その職場でどうしても必要な人物に

なるよう努力すること。

2．社会奉仕を実践すること。

自分たちは社会の中に生きている。その

社会に、出来るだけ奉仕しよう。自ら進ん

で社会自然環境を良くする運動を展開しよ

う。批判や指摘よりも実践活動を。

以上を主たる活動目標においております。

青年たちは夢をもち、自ら進んでこの世の

中に灯をともそうと、ここに結集したわけで

す。本日ご参集のロータリアンの皆様、ロー

ターアクト会員と共々「奉仕の理想」を求め

合いながら一緒に進み、立派な鶴岡ローター

アクトクラブに育ちゆくべく、心からなるご

支援を要請いたしたいと思います。

D鶴岡ローターアクトクラブ
の設立経過報告q

鶴岡RCローターアクト委員

石黒慶之助君

ロータリーでは、かねてより青少年問題に

強い関心を持っていますが、Roはractについ

ては1967年に青年に対する奉仕としての考え

で提案し、青少年委員会のプログラムとして



発表された新しい企画であります。以来数年

にして56ヶ国に1，200以上のRotaract Club

（RAC）、2万数千人の会員が出来ました。

わが第353区においては、3年前秋田県五城

目RCで初めてRACが誕生し、この1～2

年で福串、平、秋田、秋田港、山形西などの

クラブでRACが設立しております。

私共鶴岡RCは、明日の若い指導者と共に

奉仕活動を行なう有意義を認識し、RACの

設立を提唱することとなりました。昨年三井

賢二前会長は、ローターアクト委員会を新に

作り、その委員に早坂源四郎、三井徹、阿部

裏の3名を委嘱し、その調査研究に着手しま

した。

三井委員は、五城目RACの発会式に出席

したり、地区内各RACの設立状況の調査、

或は文献その也の資料の回収を行い、また阿

部委員は長年の間、市内のボランティア・グ

ループの育成につとめて来た経験をもとに、

多数の青年と接触LRACへの理解を深めて

まいり、更に早坂委員が次期地区ガバナーに

指名を受けてから一層その機運が高まり、委

員会の活動は活発になりました。

7月1日　阿部委員が鶴岡RC会長に就任。

市川幹事は会長の熱意を挺し、RACの設

立のため積極的に準備をすすめ、ボランテ

ア・グループを中心とした意慾的な青年た

ちと共にRAC設立の機運が必然的に盛り

上って来ました。

9月26日　RAC設立準備のためローターア

クト委員会を再編成し、委員長に阿部裏君

（現会長）、委員に三井徹君、石黒慶之助

君、安藤足助君、中山一三君、斎藤信義君

の6名を委嘱しました。

10月9日　委員会は他クラブの結成状況、定

款・細則の検討、クラブ会員へのアピール

の方法、会員候補者への説明会の持ち方、

などを協議しました。

10月17日　鶴岡RC例会において、RAC設

立の啓蒙スピーチ、並びに会員事業所より

の参加を呼びかけました。

10月25日　RAC会員供補者を青年センター

に集め、ロータリーの奉仕の理想とRAC

の性格内容などを説明する第1回設立準備

会を開催しました。

11月6日　青年セソクーにて第2回設立準備

会を開き、前回に引きつづきRACの内容

を説明し、定款・細則を検討し理解を疾め

ました。入会申込書受付を始める。

11月8日　青年センターにて第3回設立準備

会を開き、定款・細則を確認し、名称を鶴

岡ローターアクトクラブと称し、その他の

規約を検討し、会長に大中敬一君、副会長

に井上麗子さんを互選内定しました。

11月日日　鶴岡RC例会に会長並びに副会長

予定者を招待し、ロー一クリークラブの雰囲

気を参観してもらい、両君より謝辞を受け

ました。

以上の経過をもって本日の発会式を迎えた次

第であります。　　　　　　　　　以上

D鶴岡ローターアクト会員に期待するq

分区代理　三井　徹君

本日、鶴岡ローターアクトクラブの発会式

を挙行することが出来ました。当ローターア

クトクラブの誕生をご臨席の来賓、ロータリ

アン各位並びに会員諸君と共に心から祝福申



し上げます。この成果を得るまでにご努力下

さいましたロータリアン各位並びに青少年ボ

ランクリの皆様に対しまして探く敬意を表し

感謝申し上げます。

国際ロータリーは「奉仕の理想」をより強

く推進し実践するために、その活動の一つと

して青少年に対する画期的なプログラムを発

表しました。1962年実施されたインターアク

トクラブと1967年に実施されたローターアク

トクラブでありますノ

これは、従来間接的な方法をとっていたロ

ータリーの奉仕活動を、直接的なより積極的

なものにすることに踏み切ったものです。

平和な住みよい社会を作りたいと云う人間

の素朴な、しかも切実な願望を達成するため

に、イソクーアクト、ローターアクト、ロー

タリアンが直接手をとり合って活動して行こ

うと云うことであります。

今日、

世界のRCは

149ヶ国15，395クラブ　723，000会員

日本のRCは　1，134クラブ　57，002会員

世界のRACは

56ヶ国　1，293クラブ　25，860会員

日本のRACは　163クラブ　　4，127会貞

（当地区では五城目・平・山形西・秋田・秋

田港についで6番目に当クラブが設立された

わけです）

世界のインターアクトは

67ヶ国　2，954クラブ　64，988会員

日本のインターアクトは

243クラブ　　6，861会員

このように世界的に類をみない非常に特色

のある大きな組織を造りつつ、その上に個々

の力を結集して理想達成に邁進しようとする

のであります。

インターアクトはまだ高校生でありますか

ら、主として学校の中にあります。ロークリ

ーは学校の方針を尊重しつつ後援育成に努め

ております。しかし、ローターアクトは社会

人として直接ロー∵タリアンと手をにぎり合っ

て行動して参ります。

「奉仕の理想」の実現につきましては、そ

の考え方、実践の方法には多くの問題があり

ます。ロータリーは67年の歴史の中に、その

研究と実践を積重ねてきました。今後は更に

諸君の若い力を加えて、その名の示すように

積極的に活動して行きたいものと強く期待申

し上げます。

今後、先づクラブの運営に当りましては、

あくまでもお互に善意をもって解釈し合う心

からの融和親睦を計り、お互に愛称やアダ名

で呼び合うような仲間になって下さい。

次に、活動の面では会員一人一人がその原

動力であることを常に強く意識して下さい。

そして将来諸君がクラブから離れてからも、

社会の夫々の分野において「奉仕の理想」に

向って活躍していただきたいと強く希望いた

します。

ローターアクトの諸君は、ロー－クリアンを

良き先輩として、進んで慣れ親しんで話し合

って、先輩の体験した多くのものを頒けてい

ただくようにいたしましょう。

ロータリアンの皆様は、良き後輩のために

ご子弟同様に可愛がっていただき、これまで

の人生で得られた多くのものを頒け与えて下

さいますようお願い申し上げます。

最後に、ご臨席の皆様と共々に鶴岡ロータ

ーアクトクラブの発展を期待し、評途を祝福

申し上まげす。



態出席報告

本日の出席

会　　員　　数

出　　席　　数

出　　席　　率

前回の出席

前回出席率

修正出席数

確定出席率

欠　席　者

阿宗君、風間君、

平田君、池内君、

金井君、栗谷君、

（健）君、中山君、

63名

44名

69・84％

74．60％

53名

84・13％

長谷川（悦）君、芸網君

五十嵐（一）君、海東署

中野君、三浦君、三井

斎藤（信）君、佐藤（伊）

君、篠原君、佐々木君、富樫君

メークアップ

阿宗君一新庄RC

阿部（公）君、五十嵐（伊）君、佐藤（昇）君

手塚君一鶴岡西RC

中野君一遊佐RC

鬱ビジター

斎藤新作君、今野茂介君一温海RC

桜井活君一鶴岡西RC

安斎徹君一山形RC

D編集雑記q

「鶴岡ローターアクトクラブ誕生おめでと

う」ローーク仁一アクト委員会の特段のご苦労を

謝しながら、全員でワイングラスを合せて乾

杯．′　未成年者も同席との配慮か、「クラブ

例会とアルコール飲料についてのRIの方針

」にそってか－アルコール抜きの祝宴、盛

会の裡に終了した。

早坂ガバナーノミニーより宮城で東北ロー

ターアクトクラブ大会が明年開催される見込

ヽ＿ノ

衣との朗報が、若きローターアクト会員にも

たらされ、夢と期待をかきたてる。
一日も早く充実したローターアクトクラブ

に育つよう念願するものである。

鶴岡ロータリークラブ

例会日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町

商工会議所内

＜メモ＞…クラブ例会とアルコール飲料……

RIとしては、これについて何等公式の方

針は示していないが、酒類を食事の一部とす

る習慣のない国は、例会で酒類を供しない方

がよいと云う通説になっている。



合音も

THミァ尺誓監霊　感恥一軒てデブ
斎藤得四郎氏絵

第681回例会1972t12・5（火）曇　No．22

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた．該右ノ1．1β′′・乙川）信／
「も　う一度　見直そう」

露出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　　63名
出　　席　　数　　　　　　49名
出　　席　　率　　　　77．78％

前回の出衝
前回出席率　　　　69・84％
修正出席数　　　　　　50名
確定出席率　　　　79．37％

欠　席　者

阿宗君、早坂（徳）君、橋浦君、平田君、

三井（賢）君、中山君、斎藤（信）君、佐藤
（昇）君、篠原君、津田君

メークアップ

阿宗君一十新庄RC

長谷川（悦）君Ⅶ温海RC
風間君、海東君、三井（健）君、富樫君一
鶴岡西RC

終ビジター

帯谷義雄君、五十嵐卓三君一鶴岡西RC

諦司　　会　　阿部会長

池内君、五十嵐（伊）君、嶺岸君、三浦君、　㌍国歌斉唱

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



敲ロータリーソング　　「奉仕の理想」
浜お誕生月おめでとう
会員誕生

石井貞古君、鈴木弥一郎君、佐々木敏全
署、津田晋介君、鷲田克己君

奥様お誕生
五十嵐政子様（一郎君）、上林あい子様、
佐藤貴美子様（順治君）、鷲田清子様、森
田武子様

駁年間皆出席
3年間皆出席　　磨　萬江君
2年間皆出席　　富樫良書君

11月100％出席　　　　41名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、風間君
安藤君、張君、森田君、長谷川君、早坂
（源）君、佐藤（順）君、市川君、飯白君、
石井君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐
（伊）君、五十嵐（八）君、今野君、海東君、
青山君、上林君、小花君、小池君、嶺岸君
三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、
小野寺君、磨君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君
佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木
（弥）君、高橋君、小松君、手塚君、富樫君
鷲田君、薮田君

訣会長報告
11月28日正式に鶴岡ローターアクトクラブが

発足いたしました。これに至るまでローター
アクト委員会の委員の方々は勿論のこと会員
の皆様から色々とご後援をいただき有難うご
ざいました。心より御礼申し上げます。

式幹事報告
○例会変更
寒河江RC12月14日　PM5．00　伊勢巌

会議室
天空RC12月23日を12月22日　PM5．00

クリスマス家族会のため滝ノ湯
ホテ′レ

○会報到着
能代、長井、酒田、猪苗代RC

D定例理事会報告

01月2日の例会日の取扱について協議しま
した。法定休日ではないし当会場も2日か
ら営業されるとのことで新年会を兼ねて普
通通り例会を開催いたします。

○クリスマス家族会が12月18日開催されます
ので12月19日の例会を12月18日午後5時に

変更することを確認いたしました。
○大会が近い将来当地で開催される予定です

がその時当クラブのバナーの意味を添付し
てバナーの交換等を行うことになります。
そこで当クラブのバナーの意味を和英語で
作る作業を実現したいと思います。チャー

ターメンバーの方々に近くお願いしたいと

思います。
○各会員の職場から毎例会に1名出席同席し

ていただき一緒に昼食を共にすることを提
案いたします。これはロー－クリークラブの
広報にも役立ちますし職業奉仕の一面もそ
なえており、ロータリークラブの活動に職

場の中からも理解を深めていただきたいと
思って提案します。これに対して1名～2
名いずれにても可であることとして次の例
会から実施することとなった。

♭＝コこコボックス　　　高橋親睦委員長

佐藤伊和治君　カーウォッシュカナヤ開店
上野三郎君　軽食　喫茶　コブシ開店
新穂光一郎君　上記建物の設計責任者

本当におめでとうございます。

Dクリスマスパーテー家族会へのあさそいD

実行委員長　　鈴木弥一郎君
恒例のクリスマスパーテー家族会を下記の
要領で開催いたします。暫らくぶりの家族
会ですので特においしい料理を豊富に又楽
しく皆で楽しめるムード作りにプログラム
を工夫してお待ちしておりますのできっと
おたのしみいただけると思います。
どうぞご家族おそろいでお出で下さるよう
お待ちいたしております。

日　時12月18日（月）pM5．00～8．00

会　場　産業会館5階ホール
会　費　会員2，000円　ご家族1，500円

未成家族1，000円
プログラム

PM　5．00～5．30　例会（合同）

PM5．30～6．00銀婚式お祝

PM6．00～8．00クリスマス・パーテー

銀婚式　該当者
青山君、中野君、小松君、五十嵐八郎君、
三井健君、小野寺君、磨君、佐藤昇君　各
ご夫婦
当日は必ず奥様ご同伴のこと
この実行委員会　構成

委員長　鈴木弥一郎君
副委員長　原田行雄君
司　　会　市川輝雄君　高橋正太郎君
受　　付　大川喜一君、笹原桂一君、

摩萬江君、佐藤成雄君、菅原
松雄君

会場係　小松広穂君、中野重治君、青
山新生君、森田清治君、早坂
徳治君、手塚林蔵君

余　　興　三井健君（ピアノ）阿部正男君
会　　計　今野君
会場装飾　市川輝雄君
サンタクロース　阿部鶴岡RC会長

桜井鶴岡西RC会長



合音私

THミァ尺誓急設　感割りータ′／づラブ　斎藤得四郎氏絵

第682回例会1972・12・12（火）雨　No．23

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた．揚鉦・1．tん′∫乙川）人．／
「も　う一度　見直そう」

宰出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　　63名

出　　席　　数　　　　　44名

出　　席　　率　　　69．84％

前回の出席
前回出席率　　　77．78％

修正出席数　　　　　54名

確定出席率　　　85・71％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、風間君

早坂（徳）君、平田君、海東君、黒谷君、
三浦君、劣網君、中山君、斎藤（栄）君、

斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐藤（伊）君、

篠原君、谷口君、佐々木君、津田君
メークアップ

阿宗君一新庄RC

五十嵐（伊）君、嶺岸君、三井（賢）君、佐

藤（昇）君一鶴岡西RC

彩ビジター

小林忠康君、佐藤拡君、阿部正男君

羽根田正吉君一鶴岡西RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



謬ゲスト　戸川安華氏

祈司　　会　鈴木副会長

寂ロータリーソング　「我等の生業」

務会長報告　鈴木副会長

○去る12月8日恒例の歳末助合い運動に当

クラブも協力のため会長並びに幹事で

市社会福祉協議会
七窪思恩園
NHK

の三ヶ所にスマイルボックスよりの拠金で夫

々壱万円づつ寄附金を持参し大変感謝されま

した。

蓼幹事報告

○会報到着

東京RC、村上RC、新発田RC
O例会変更
山形RC　12月20日　RM5時30分　丸久

クリスマス家族会のため

山形西RC12月18日　PM6時

山形グラソドホテル

クリスマス家族会のため

山形南RC12月19日　PM5時　山交ビル

クリスマス家族会のため

山形北RC12月21日を12月23日　PM5時

産業会館　クリスマス家族会のため
仁賀保RC12月17日　PM3．00

0認証状伝達式予告12月30日迄申込
369区備前ロータリークラブ48年4月22日

県立備前高等学校
〇第681回例会で1月2日の例会日の取扱に
ついて通常通り開催する旨の理事会決定を通

告しましたが本日緊急理事会を開催し日本で
は1月1日から3日までほ法定休口となって

おりますので前回決議を取消して1月2日の

例会は休むことにします。

♭川　と荘内q

スピーカー　戸川安孝允生

本年度斎藤茂吉賞受賞

私達が小さい時に地理の時間におそわった

ものに、川というものは文化をはこぶ大きな

役割りをする。川の流域或は川と港の接衝点
には大きな都会がひらげ、そこには、はなや

かな文化がひらかれる。その例として大阪市

であるとか堺市だというふうにきえており．【ま

す。荘内地区の川の流域にはかなりたくさん
の村落や都会が形成されております。最上川

と日本海が接する酒田には昔から北廻船の寄

航などで非常に荘内地方に大きな文化をもた
らした酒田港があります。しかしながら川と
いうものが逆に文化をへだてる役割を果す面

もあることに案外気がつかないでおりました

が、その後川の流域について色々のことを調

査しておりますと川というものが上流と下流

との間の文化の交流には非常に大きな役割を

果していることは疑いないことですがたとい
どんな小さな川でも川が1本あると向う岸と
こちら岸の間では人の往来もはばまれたり、

当然に文化も大きいへだたりをもたらしてい

る場合があるということに色々な例で気がつ

いてまいりました。

例えば、これを最上川に例をとってみます
と東西田川郡と飽海郡の関係でありますが、

大体250年程酒井公が荘内においでになって
以来一つの領土として同じ酒井藩政の中で繁

栄を続けてきた地区でありながら文化的にみ
ると色々とちがっている面があることに気が

つくのであります。例えば言葉でありますが

田川地区の言葉と飽海地区の言葉では単語そ
のものには変りないとしても言葉の調子一エ

ソトネーションーがかなり違っております。

最上川の北の方一口に川北といいますが、川

北の方に行きますとかなり秋円の万言に近い
ものがあるように考えられます。もう一つこ

この言葉はかなり元気があるといいますか、

活発な言葉を使いますが田川地区の言葉は非
常に情がこもっていると云いますか、人の感

情にうったえる力が強いと云いますか、何ん

となしに話しかけられていてその言葉の調子
が非常にあたたかいと云う感じがするようで

あります。これは非常に卑近な例でありまが
ミおばこ節勺を歌っても田川地区でうたって

いるおばこ節と酒円で歌っているおぽこでは

かなりもふし七が違う面があったようであり

ます。昔の民謡をききおぼえておりますとそ

ういう点がどうして同じ荘内の中にありなが

ら遵うんだろうか、嚇子ことばでも、田川地

区はコバイチャと云い酒田は＝ノベイテと云

う。チャとテはたいした違いはないと考えら

れますがやはり言葉の成育を考えますとそう
云う違いが出てくるには色々な生活上の相異

があるんだなと云う感んじがします。これを

＼＼ヽ■－／



非常に極端な例で申し上げますと、最上川の
対岸に粕谷沢と云う部落があります。この部

落に小さな川が流れております。川というよ
りも堰と云った方が良いかもしれませんが、

その堰1本を境にして片方は最上郡に属し片

方は飽海郡に属す。そして片方は酒井領であ
り、片方は新庄の戸沢領と云うことでこの2
つの部落、たった1本の小さな堰でありなが

ら人々の生活感情の上で非常に隔りがある。

余り仲がシックリしていないと云うふうに感

んじられるのです。
ではなぜ川と云うものがそんな風に文化を

おしへだてているのだろうか？　もう一つ近

いを申し上げますと、かつては向酒田と云い

酒田市がそちらにあったんだと云われている

宮浦ですが、宮浦に行くと酒田と非常に違う

生活面をもっている。現在の酒田は市街地に
なりましたし、宮浦の方は漁村的な傾向があ
ると云う所からそう云う違いがくるかと簡単

に考えてしまいますが、色々なものを探ぐっ

て行くとどうもそれだけで解決のつかないも

のがあります。実は昭和37年に文部省で荘内

地方30ケ部落を対象にして毎日の生活につい
ての調査を実施したことがあります。この調

査で気付いたことは宮浦と云う所はあんなに

酒田にも近いし、酒田との問に県営の渡船が
ひっきりなしに往復しておりますし人々の往

復もはげしい。にも拘らず飽海郡的な傾向よ
りもむしろ田川地方的な傾向が強い。そして

もう一つはあんなに酒田に近い所にありなが

ら非常に辺地的傾向をもっている。辺地的傾

向と云うと妙なことですが、昔荘内地方の農

家なんかで寝部屋に藁をひいてその上にムシ
ロをおいて寝たと云う例がかなりあります。

相当豊かな家でもそう云う寝室をもっていた

家が非常にたくさんありました。所で37年の

調査時に、やはり藁を寝室にしいている家が
まだ2～3軒残っておりました。非常にモダ

ンな家を新築した所で新らしい寝具エバーソ

フトですが、しいていた家がありましたが万

年床的慣向を非常に強く残しておりまして子

供が寝小優なんかたれてもその上をポロでふ
いてすませると云うことを続けておりました

ために買ってからわずか2年目と云うのにそ

れがゆかにコビリついてしまいこれを取りの

ぞくにもなかなかはがれない。スコップをも

ち出してやっとといった現場に行き合せまし

た。昭和37年の時点でもまだ古いものが残っ

ていた。ここから更に足をのはして黒森に行

ってみましたら票森にも2～3軒藁をひいて

寝室にしている家がありました。そう云う風
にあそこは最上川の河口のもっとも広い所で

昔から酒田と非常に渠い関係をもっていなが
らそう云う市街地的な影響を余り受けていな
い。一体そういうふうな文化的な相異はどう

して起ってくるのだろうか？　色々これを考

えてみるにこれは最上川の流域だけでなしに

赤川の流域を考えてみても橋と云うものがか
かったのが明治以後になってからで明治以前

は最上川にも赤川にも橋はなかった。その橋

がないと云うことが人間の交流をさまたげる

非常に大きな原因になっていたと云うことに

気が付いたのであります。これがだんだん橋
が多くかけられ現在最上川に50近い橋がかけ

られておりますが、しかも次々と橋がかけら

れるようになりつつありますが、それにも拘

らず川向うとこちらでは非常に仲が悪いし子

供同志が非常に対立感情をもっていさかいを
する。学校に行ってもなかなかその間の子供
の感情の融和がとれないと云うふうの例をき

く場合があります。
これは由良の例ですが、由良の海水浴場側

と漁村的傾向をもっている海浜センターのあ

る所よりもっと三瀬側による所になりますが

その間を小さい川と云えない川があります。

所が学校にかよっている子供が物の考え方や
生活態度と云うものが違う点があると云うこ
とを由良の小学校の先生からうかがいまして

我々が案外気がつかない所にそう云う色々な

問題があるんだと云うことをしみじみと考え

させられました。そう云う点をもう一つ赤川

を例にとって考えてみますと、赤川の左岸地

帯と右岸地帯ではその部落の鎮守様の祭神を

呼ぶ名前が非常に違う。そして祭神のご本家
とされているお宮がかなり違う。例えば赤川
の右岸地帯にまいりますと新山神社がありま

すが、所が左岸地帯にまいりますと新山神社
と云うものがほとんどなくて河内神社、大里

神社とか云う神社がある。この神様の基はど
こかとだんだん探ぐって行くと左岸地帯の方

は大鳥湖、大鳥の所に相模神社と云うお宮が

ある。この神社は曾我兄弟の仇討ちでうたれ
た工藤祐経の弟に工藤大学と云う者がおって

あの事件のあと鎌倉にいづらくなり新潟県に
のがれ新潟県から大鳥部落に移ってきて大鳥

部落の開祖になったと云う伝説があり、この



工藤大学が鎌倉から逃げてくる時に自分の家
の氏神である相模明神をお守りしてきた。そ

のお宮が相模神社だと云うことで大鳥三部落

がこれを氏神としている。この相模神社をご

神体（ご本家）としている部落が非常に多い。
所が右岸地帯の万に行くと湯殿山をご本山と
してそれを新らしく部落の開発の時に部落開

発の守り神としてお祭りしたので新らしい山
の神社岩新山神社と云ったと云われている例

が非常に多い。これは赤川の同じ水系にあっ

て農地開発にどうしても川の水が必要であ

る。川を恵んで下さるその川を司さどる神様
をその部落の鎮守の神様とするとなってくる

わけで右岸地帯は湯殿山を水源と考える考え

方が非常に強い。左岸地帯は大鳥潮を水源と
して考える考え方が強いと云うことからそう

云うふうなことになったんだと思われます。

立岩部落あそこは朝日村になりますが、あの

部落のそばに最近までふもとにありましたが

その後山の上に移りました現在の赤川神社と
云う立派なお官があります。赤川神社のご祭

神はダムになりました。八久和の部落の守り

神とされています高安神社と云うお宮があり

ます。これは高安山と云う山がありこの高安

山の山の神を高安神社にお祀りしてありま

す。八久和がダムになって全戸移転の時にこ
の鎮守のお宮を中心にしてこの部落を去った

者は年1度はここに集まってきてお祭りをし
ようではないかと云うことで東北配電でも非

常に甚力して小さいけれどもかなり立派なお

官をたててそこに高安の神をお祀りしており
ます。所がこの神様が赤川神社のご神体の基

になると云うことで赤川流域では一つの違っ

た例が出てきます。この赤川神社の氏子区域

と云うのが非常に広い地域に広がっていて、

かつては田川地区全域にわたって信者区域で

ありこの神社で春と秋に御札を配っていた。
この御札は水の守り神様であり田の守り神様

であると云うことで家々ではその御札が配ぼ

られてくるのを待ちのぞんでいたと云うケー

スがあったのでした。これが赤川神社が山上

にのぼり赤川水利組合がこの祭りに力を入れ

るそれと反対に氏子がこの神社の御札を余り

受けようとしなくなった。こう云うふうな変

草が起ってくるのも川の水に対する人々の考
え方が変てきたと云うことと関係があるので

はないかとそんな気がします。川の流域に色
々な文化が栄えております。例えばこれは非

常に小さい川でありますが和名州地区一羽黒
山の山麓から余目の方にかけての一体の所で

す。この辺にはこの川の流域に獅子踊一五匹
の獅子が入りみだれて舞うと云う踊りが非常

にたくさん残っております。所が川の左岸地

帯と右岸地帯では獅子の頭の構造が違う。そ
して同じ様な獅子頭をかぶっていても踊り万

が違う。そう云う例もあります。

そう云う例をだんだん探って行きますと私

は川のもっている意味をもっと探く考えてみ

る必要があるのではないかと考えながらそこ

から荘内文化と云うものを考えてゆく手がか

りが得られるのではないか。そう考えて最下

研究を進めておる次第です。

‾　＝　二　三　二　店＿三一　二　一；・二　で　T
も

笹

、－′一・．一　・一・ノー・＋へ・・－　　　L L　■′　　．・　／∴

＼　）



、を言え

THミァ尺誓監霊感割り一汁ラ7　斎藤得周郎氏絵

・1＼　て　　く、　　、＼　一　・、・　、　　－　　　　　■　　　　　－　　　　　▼　　－　▼　　　　　　　　　・　　一　　一　　・　一　　　　　　　　　　一　　一・　▼　1　▼　　一　一■・

第683回例会1972・12，18（月）雨　N。．24

鶴岡・鶴岡西ロータリークラブ

合同クリスマス家族会

場　所　鶴岡産業会館5階　午後5時よ　り
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「もう一度　見直そう」
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鶴岡ロータリークラブ、鶴岡西口一一クリー

クラブの合同クリスマス家族会は12月18日午

後5時30分より鶴岡産業会館5階ホールに於
いて開催された。家族会に先きだち合同の例
会が5時10分阿部会長の点鐘でなごやかな雰
囲気の中で開始、ロータリーソング「奉仕の
理想」を全員で声高らかに合唱。

阿部会長より「本日の楽しい家族会に多数
の会員とそのご家族の御参加をいただき本当
に有難うございます。みんなで楽しい一夕を
すごしましょう」との挨拶に続いて今年銀婚
式を迎えられた青山君、中野君、小松君、五
十嵐八郎君、三井健君、小野寺君、磨君、佐
藤昇君らのオシドリご夫妻に会長より銀盃の
贈呈が行なわれた。ここで例会を終了し、鶴
岡西ロータリークラブの阿部正男君の指揮で
三井健君ピアノ伴奏による「聖しこの夜」の

聖歌を全員で斉唱、ついで出席会員最年令者
石寺龍象君の音頭で乾杯．′　家族会の開幕と
なった。阿部会長、桜井鶴岡西RC会長それ
ぞれサンタクロースに扮し、子供たちにサン
タの贈物をおとどけする。家族会は高橋名司
会の調子に合せて次第に盛りあがりをみせて
行く。子供達も始めのハニカミがとりのぞか
れ会場の中を手を結び走り廻る。エレベータ
ーを上り下りして楽しむ。会員たちも老いも

若きも童心に返って、ソロで歌い、ジュェッ
トで和す。長唄の披露あり、子供達だけの合
歌あり、余興の頂点は市川幹事の名調子の日
本調西洋踊．′　親睦と友愛の輪をしっかりと
結び合うように「手に手つないで」の全員の
フィナーレの大輪舞、歌を和しながら～回り
ながら～螢の光のメロデーにのって、楽しい

家族会を散会した。「又逢う日まで」

＜目で見る家族会風景です。写真の見出しは皆さんでつけて下さい＞

敲出席報告
本日の出席　　　　前回の出席

会員数　　63名　　前回出席率69．84％
出席数　　52名　　修正出席数　　50名
出席率82．54％　　確定出席率79・37％

欠席者　平田君、池内君、石井君、五十嵐
（三）君、小花君、中山君、斎藤（信）君
篠原君、佐々木君、津田君、富樫君

メークアップ　阿宗君一新庄RC
阿部（公）君、阿部（案）君、風間君、
海東君、谷口君一鶴岡西RC

誌ゲスト　加藤紘一夫妻
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例会　日　火曜日12時30分
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態出席報告
本日の出席
会　　員　　数

出　　席　　数

出　　席　　率

前回の出席
前回出席率
修正出席数
確定出席率

欠　席　者

（昇）君、篠原君、谷口君、佐々木君
メークアップ

五十嵐（三）君、小花君、富樫君
一鶴岡西RC

74・60％　　　　　8ビジター

82．54％

55名

87．30％

谷内昭治君一留萌RC
菅原鉄之助君、田官長二君一温海RC
五十嵐正雄君、菅原隼雄君一鶴岡西RC

甑会長報告
阿宗君、風間君、早坂（徳）君、橋浦君、平　　012月18日の合同家族会開催に当りまして皆
田君、池内君、青山君、三浦君、岩網君　　様のご協力を感謝申し上げます。お蔭様でに
中山君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤　　ぎゃかな良い会をもつ事が出来ました。その
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際に募金をお願いしました所総額で32，346円
になり翌日幹事と一緒にNHKに寄贈してま
いりました。

○先般ローターアクトクラブが結成されまし
たがRIよりその認証状と会員券が送付され
て来ました。いずれ認証式を行うことになり
ますがローターアクト会員と相談して日程を
定めたいと思います。
○オーストラリヤのストーウェルより美しい

カレンダーがまいっております。

○今迄分区代理の方々にクラブより旅費らし
きものは何も差上げておりませんでしたが、
理事会で相談して今後は形式的で少ない金額
ですが、一部分旅費のたしにしていただくよ
うに決定いたしました。本日三井分区代理に
お渡ししたいと思います。

闇幹事報告
○会報到着
石巻・石巻東・天童・八戸東・八幡・郡山R
C

O年次大会申込
羽田RC　3月24日

○チャーターナイト申込

松本西RC　5月5日
銚子東RC　4月14日
○ガバナーを送りだすイソクーシティミーテ
ングが4月7日天章温泉舞鶴荘で開催するこ
とに決定いたしております∩当クラブがホス
トクラブでその企画設営登録など現理事役員
が主として行いますが皆様のご協力をお願い
しますn

O本日新会員として推せんされた方々が所定
の手続きを経ましたので、会員の皆様に氏名
を発表します。もしも会員の中で新会員の入
会に反対される方がありましたら、書面でそ
の反対の理由を具して理事会宛10日以内にお

送り下さい。

Dおしらせ
－＜地区大会の準備について＞－

地区大会幹事　石黒慶之助
鶴岡クラブは誕生14年にして早坂君をガバ

ナーノミニーに指名受け、明年度15年目に、
ロータリーの最大行事たる地区大会を当クラ

ブでお受けすることになりました。このこと
は私共ロータリアンにとってまことに名誉な
ことで全員喜んでお受けしたいものです。
地区年次大会は私共は今まで参加すること

だけで、受け入れたことはなかったわけです
が、その準備は大変なものです。普通は約2
年前にガバナーノミニーが決定しその準備に
十分時間をかけて行けるわけですが、今回は
地区の分割問題があり1年間繰り上げられ、
次年度直に行わねはなりません。地区の分割

決定を待っていては日時がなくなりますので
今から準備を進めねは間に合いません。

去る10月27日大会役員が選衡され、11月14
日例会で大会委員長、副委員長、大会幹事、
副幹事並びに地区幹事、副幹事など発表され
目下早坂GNを中心にその方々で大会考想を
錬っているところであります。
大会設営の基本方針として、印象的なもの

鶴岡色らしい特徴を持たせるためには、
（1）全クラブ員の意志を具現し、全員を動員

し叡智を集めること
（2）大会は最高の歓迎を現わすこと
r3）経済的に最大の効果をあげること
を目標に致したいと考えます。
○期日は明年10月10日（火）11日（祭日）の

2日間

○会場は鶴岡市文化会館、体育館、青年セン
ターを本会場とし部門別協議会は産業会館　〉
商工会館、荘内銀行、信用金庫、山形相互
などのホールを予定している。

○役員、委員の人事は、コホストの問題と関
連するので原案は煮つまって居りますが、
もう暫ぐ供重に協議を重ねはなりません。
ホストクラブ会員は全員役を持って頂くこ
とになっています。

○大会予算について、目下過去の大会につい
て研究していますが
収入面は　地区大会人頭分担金

登録料（会員、家族）
ホストクラブ負担
コホストクラブ負担

寄付金
であり、これを以って全経費をまかなあわば
なりません。

過去の大会の実情を検討し鶴岡大会におい
ても全会員より相当な負担金をお願いせねば
ならないようです。

これを如何ようにして拠出するか当クラブ
の現RC理事会で御審議の上、全員で御討議
し決定して頂きたい。何ずれにしてもこれか
ら皆様の絶大な御支援をお願い致します。物　＼－〉
心両面の御協力だけでは無く、貴重な時間を
割き、体を張っての御努力を期待して止みま
せん。

今後の予定として
1月下旬に役職分担の発表、

2ケ月間考想を錬って頂き
月中に仮プログラムの作成完了したい

貼旦24名ン晶云品表芸ミ‾テング〉
地区行事に協力し新年度より実際の行
動に移ります

7月1日より大会案内書発送
詳細な準備予定或は大会準備状況などは決

定次第例会の席を利用して御報告いたします



を言え

THミF誓監霊　感覇わータ′／づラブ　斎藤得阻郎氏絵

第685回例会1973．1．9（火）しぐれ　No．26

あ　け　ま　し　て

おめでとう　ございます

ことしも「もう一度見直して」進みましょう

鍔出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　63名

出　　席　　数　　　　45名

出　　席　　率　　71・43％

前回の出席

前回出席率　　74．60％

修正出席数　　　　49名

確定出席率　　77．78％

欠席者

阿宗君、阿部（公）君、風間君、森田君、

平田君、池内君、五十嵐（三）君、五十嵐

（一）君、金井君、嶺岸君、三浦君、中山

君、磨君、斎藤（信）君、篠原君、小松君

富樫君、薮田君

メークアップ

阿宗君一新庄RC

風間君一鶴岡西RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



謬ビジター

田宮長二君一温海RC

後藤勇一君一酒田RC

羽根田正吉君、半田茂弥君、菅原隼雄君

工藤武樹君、庄司満君、原田行雄君

鶴岡西RC

彩会員お誕生月

海東与蔵君、三井健君、劣網末松君

佐藤伊和治君

奥様お誕生月

池内俊様、五十嵐とし様（三郎君）

岩網恵美子様、中野悦子様、谷口美代子様

高橋美津子様、津田満里子様

杉年間皆出席

13年間皆出席　張　紹淵君

12年間皆出席　三井　徹君

12年間皆出席　嶺岸光書君

12年間皆出席　鷲田克己君

1年間皆出席　今野成行君

12月100％出席　　　45名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、風間君、

安藤君、張君、森田君、長谷川（悦）君、早坂

（源）君、佐藤（順）君、市川君、飯白君、石黒

君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐

（一）君、五十嵐（八）君、今野君、海東署、田

中君、金井君、上林君、小花君、小池君、中

野君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三

井（健）君、小野寺君、大川君、磨君、斎藤

（得）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、

笹原君、鈴木（弥）君、高橋君、小松君、手塚

君、富樫君、上野君、鷲田君、薮田君

蓼会長報告

新春あけましておめでとうございます。

私、会員の皆様に一々ご挨掛こ参ずるべき所

でありましたが略させていただきました。本

例会は年度の始めでありますので、当クラブ

の益々の発展と会員相互の親睦、健康を祝し

て乾杯したいと思います。

全員で　乾杯．′

○南米のニカラカ地雷の擢災者に対してお見

舞を各ロータリークラブより拠出したらどう

かと云う提案が安斉パストガバナーと地区の

世界社会奉仕委員長よりもたらされておりま

す。当クラブとしての取扱いについて、当ク

ラブの国際奉仕委員会に付託いたしますので

委員会でご協議願います。

○今回始めてですが、アジア地区選出の国際
ロータリー理事を選出することとなりこの侯　　）

補者が10名選出されております。その中で各

侯補者の順位を定めて欲しい旨の通知が入っ

ております。理事会で討議しましたが、当ク

ラブとしての順位の決め方を小花君、張君、

早坂君の3名に一任したいとの理事会の結論

となりました。会員のご賛同をお願いしま

す。

嘉幹事報告

○会報到着

八戸RC、東京RC

O例会変更

山形RC　1月10日　PM5時30分

囁　月　新年会

山形南RC1月16日　RM5時30分

囁　月　新年会
○チャーターナイトの仮登録申込

三島西RC、富山西RC

O定例理事会報告

（1）新年に入り年度も後半に移ってきたわけで

すが4月のインターシイテーミーテング、鶴

岡西クラブの主催する地区協議会、地区大会

の準備等の大きな行事が待ちかまえておりま

す。何卒会員の充実したクラブ活動の協力を

お願いします。

（2）新会貞選衡について、夫々の手続が終りま

したので各推選者にその旨通知いたしまし

た。

（3）庄内分区の会長、幹事会議が1月19日産業

会館第1会議室で開催されます。



「地区大会協力の件」

「インターシテーミーテングの件」

「遊佐クラブに交換学生が来るに当りそれの

協力の件」

など三井分区代理を中心にして色々協議した

いと思います。

桓）先日巌岸君の御母堂が急逝されまして12月

30日会長幹事で会葬してまいりました。クラ

ブより盛花を添えましたのでご了解下さい。

（5）本日の理事会に地区大会幹事であります石

黒君をオブザーバーに加え協議した件ですが

地区大会を開催するに当り会員皆様のご協力

をお願いしなければならない。具体的には大

会補助分担金と当クラブより選出します、早

坂ガバナーノミニーに対する餞別を含めて会

員1名当り金25，000円の特別追加負担をお願

いしたい。負担の方法を大会運営委員会にて

検討した結果、一括でなく今年後半会費に

5，000円を加算して35，000円来年前半、後半

会費加算10，000円で夫々40，000円づつ会費の

増額として徴収したい旨の結論となりまし

た。そこで定款の一部変更となるため次の例

会を臨時総会に変更し、この提案の賛否をと

り決定したいと思います。（尚今回の増額部

分には大会に於ける会員と奥様の登録料が含

まれております。

♭生き甲斐について

新らしい　年のはじめに　みんなで
ゆっくり　考えてみませんか

スピーカー　佐藤　忠君

最近のテレビなどに「生き甲斐」という言

葉が出てきます。若い者達が集まっての討論

の中で「あなたの生き甲斐は何んですか」又

は老人のお集りの中で「あなたの生き甲斐は

何ですか」の場面を時々みられることがある

と思います。この質問は余り中年層に向かっ

てほ出ないで、若い人達か老人の層に集まっ

ている傾向がみられます。

「あの世には持って行けませんよ．′」これ

はロータリーの友11月号中に掲載されている

文章の表題ですが、この中に「生き甲斐」に

ついてくわしく説明しておりますので若干紹

介いたします。

この文章は米国の著名な心理学者である

marston氏が書いたものですが、或る時彼は

2，997人の人々に「あなたの生き甲斐は何ん

ですか」とアンケートを出して集約しました

ら、回答者の大多数94％の人々が「将来に何

んらかのユートピアが待ち受けていることを

期待して、ただ現在に耐えている」ことがわ

かったと云っています。そ℃て彼は「可哀想

な人達である．／　彼等は明日の思惑のために

今日の現実を無駄にし、素晴らしい現在の余

興に退屈して、、もっとよいショーの開幕を待

っている人々が多い。だが結局はそれらの人

々は待ちぼうけに終るだろう」と語りこのた

とえとして「かつて私は、健康そうで裕福な

主婦に＜あなたの生き甲斐は何んですか＞と

たづねたことがある。すると彼女は＜夫が停

年退職し、子供が1人前になるまで我慢でき

きいすれば、安楽になれると思い、その日が

来るのを楽しみに生きています＞と答えた。

ところがやがてその日がきて、夫が退職し、子

供が結婚したとたん彼女は身も心もぺしゃん

となってしまった。一彼女は今神経障害に苦し

められている。夫砂ため子供のために家庭に

あって仲いていたときに、毎日、の生活をもっ

と価値あるものとすることが出来たかもしれ

ないのに、彼女はただ我慢の日々を過してし

まっただけなのだ。その日がすぎ去ったとき

彼女がかねて夢見ていた将来は無に帰してし

まったわけである」彼は又旅行を例にとって

次の様にいっている。「金がたまるまで、あ

るいは子供が大きくなるまでといって、旅行

を将来に延ばしている人々の数は驚ろくほど

多い。しかし実際にはそれまで待つ必要はな

いのだ」と

前者の例として「金と暇ができるまで旅行

を先にのばしていた男が叔母の遺産が入って

きたのでく念願の世界旅行が出来るな＞と云

われると彼は＜うんできるがこの金を投資に

まわせば、退職して海外で暮せるだけの財産

が出来るかもしれない＞と将来に目がくらん



で現在を見失う癖がしみこんで結局は旅行を

やらないですごしました」

後者の例として「実によく旅行する家族が

いたが彼等には財産はない。夫婦と3人の子

供で8年も使った古い自動車で5回も米大陸

を横断している。彼等は貧乏だが自分達がい

ま最もしたいことを、貧乏を理由に先にのは

すことはしない。旅をしたいと云う彼等の願

望はやがては消え失せるかもしれない、がし

かし数々の旅の思い出は、彼等の生活をいつ

までも豊かにすることだろう」と語っていま

す。そして結びに「人間が抱くいろいろな願

望のなかで思いたったら、すくuさま真剣に実

行しなければならないものは教養を探めたい

と云う願望である」と。米国の心理学者ウイ

リアム・ジェームスは＜誰でもある程度は、

知識を緩めたいとか、音楽あるいは絵画の素

養を緩めたいという気持をもっている。1日

10分間を詩作や瞑想に費やす。1週1～2時

間を音楽の勉強にあてる。そしてそれを長い

間続ければ、豊かな実りが結ばれることにな

る。しかし現実には、人間は毎日の雑事に追

われ自身のもつより大きな可能性を葬る墓穴

を掘っているのである＞と。

「明日起るかも知れないことに、自分の注

意を切換えても、現在から脱け出せるわけで

はない。好むと好まざるとに拘らず人間は現

在に生きている。だが将来に持ち越せるもの

が一つだけある。それは今日をどのように生

きるかという知識である。この知識は毎日の

現実の中に生きることによって得ることがで

きるものだ」と語り終えております。

私これを読みながら探く考えさせられまし

た。そこで私なりに「生き甲斐」について考

えてみました。「生き甲斐」とは、きまった

国定的なものではないと思います。例えば、

戦時中に御国の為に名誉の戦死をとげ、靖国

神社の御魂となることが「生き甲斐」であっ

たと思います。終戦時以降は仕事を起し復興

に努力することが「生き甲斐」でありまし

た。現在は物きすぎる国民とかで如何に余暇

を利用するかなどが問題となっております。

叉人間一生を通じ若い時から年をとるまで

「生き甲斐」が変らないと云うことはないと思

います。これらからみて「生き甲斐」という

ものが時代時代の流れの中に、人間が成長す

る流れの中に変るものがあるとすれば、その

根元は何かという疑問がわいてきます。私は

それは教育社会、家庭自然の諸環境によって

変わってくるのではないかと思います。

生き甲斐は変るかも知れませんが「あの世

には持ってゆけませんよ．′」と云う言棄はま

ちがいありません。あの結びの言葉のように

今日は今日、明日は明日のために今日を犠性

にし、将来に夢みることのない人生を生き甲

斐をじっくり考え生活してゆきたいもので

す。

〔第681回例会におけるスピーチより〕

＼ヽ＿／



合音も

THミァ尺；ご荒び三笠万感卵サトアラブ
斎藤得四郎氏絵

第686回例会1973．1．16（火）くもり　No．27

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市属場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

ム府．揚毎′：1．張〝′　∩仰人．／
「も　う一度　見直そう」

碑．脚紳クタユ紳コ，脚∠声押一柳∠声1ク㈱卿騨㈱紳一子軸㈱≠＝ユ㈱

坊出席報告

本日の出席
会　　員　　数　　　　63名
出　　席　　数　　　　45名

出　　席　　数　　71・43％

前回の出席
前回出席率　　71・43％
修正出席数　　　　54名
確定出席率　　85・71％

欠　席　者

阿宗君、橋浦君、平田君、池内君、金井君

（賢）君、岩網君、中山君、大川君、斎藤
（伊）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、篠原君
佐々木君

メークアップ

阿宗君一新庄RC
薮田君一米沢RC
磨君一温海RC
阿部（公）君、森田君、五十嵐（三）君
嶺岸君、小松君、富樫君一鶴岡西RC

彩ビジター

菅原隼雄君、菅原松雄君一鶴岡西RC

青山君、黒谷君、中野君、三浦君、三井　彩ゲスト　伊庭礼治氏

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



簸司　　会　阿部会長

膨ロータリーソング　「我等の生業」

斡会長報告

〇本例会に新会員として、中野清治君と青野

勲君をお迎えしております。のちほどご挨拶

をいただきたいと思います。

○南米ニカラグア国の首都マナグア市の地震

被害に対して世界社会奉仕の見地から安斎徹
バストガバナーと佐瀬亘世界社会奉仕担当よ

り要請のありました義損金の取扱について当

クラブの国際奉仕委員会で討議していただき

当クラブより金壱万円を送りたい旨の結論と

なりました。

孝幹事報告

○例会変更

山形北RC　1月18日　PM5時30分亀松閣

新年クラブ協議会のため

山形西RC　1月22日　PM5時30分囁　月

新年クラブ協議会のため

〇第358地区年次大会　登録申込

羽田RC　締切1月25日まで

○ラヤークーナイトご案内

肥後大津RC　5月3日　大津小学校

○年次大会予告

青森、秋田地区年次大会10月13、日14日

秋田県民会館

○事務局の山下君の伯母様が死亡されました

のでクラブより盛花を献じたいと思います。

♭臨時給会く

く定款変更年会費の変更の件

72～73年度後半35，000町　73～74年度前半

40・060円　後半40・000円に増額する件＞

本件に反対される会員の動議提案を求める旨

の幹事の発言に対して、反対意見出ず全員一

致で本件採択された。

D新会員の紹介

○中野　清吾君〔ナカノ　セイゴ〕

推薦者　安藤足助君

生年月日　大正3年3月4日

自宅　　　鶴岡市本町二丁目8－7

会社　　　株式会社　鶴岡日石　取締役社長

職業　　　石油販布

奥様　　　中野ふみ子様

ご結婚　　昭和16年1月21日

経歴　　　早稲田大学商学部卒

山形県石油商業協同組．合理事

趣味　　　釣り　旅行

○吉野　勲君〔ヨシノ　イサオ〕

推薦者　上林一郎君

生年月日　昭和4年1月12日

自宅　　　鶴岡市山王町9－15

会社　　　有限会社　木村屋　専務取締役

奥様　　　吉野英子様

ご結婚　　昭和29年4月11日

ご家族　　吉野英三郎様　65才

吉野よしの様　64才

吉野隆一様　18才

吉野俊二様　16才

吉野晶子様　13才

経歴　　　明治大学政経学部卒業

鶴岡菓子同好会所属

趣味　　　釣り　ゴルフ　旅行

Dスピーチ「庄内の現状の将来」

住友商事酒田事務所

所長　伊庭礼治氏

伊庭所長は酒田に来て1ケ年余になられ

た。それらの事情から、庄内の現状とくに鶴

岡の現状については、時間の都合もありふれ

ないで「住友商事酒田事務所は一体どのよう

な仕事をやっているのか」「今住友商事はど

う云う考えで、どういうことを日本並びに世

界に行なおうとしているのか」「こん後庄内

はどう云う風に変るであろうかを直感的感

覚」で話を進められ有意義であった。



合音ら

THミァ尺誓監霊感覇セ一汁アラブ
斎藤得四郎民絵

第687回例会1973・1．23（火）くもり　No．28

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた．揚々了十偏〝∫∠∩。人．／
「も　う一度　見直そう」

汐出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席
修正出席
確定出席

欠　席　者

阿宗君、安藤君、長谷川君、橋浦君、平田君
池内君、五十嵐（一）君、海東君、金井君

黒谷君、小池君、嶺岸君、三浦君、三井
（健）、中山君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君
佐藤（昇）君、鈴木（善）君、笹原君、鈴木
（弥）君、篠原君、高橋君、薮田君

メークアップ

黒谷君一束京大森RC
阿宗君一新庄RC
三井（貿）君一鶴岡西RC

搾ビジター

奥村知介君一習志野RC
菅原鉄之助一温海RC
佐藤徳一君、菅原隼雄君、工藤武樹君、
石原武君、東本敏直君一鶴岡西RC
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留司　　会　阿部会長

務ロータリーソング「手に手つないで」

好会長報告

01月19日　産業会館会議室で庄内地区8ク

ラブの会長・幹事会議が、三井分区代理を中

心として開催されました。議案は、地区大会

のときコホストクラブとして庄内各クラブ協

力願いたい旨提案し、ご承認をいただきまし

た。又遊佐クラブにオーストラリアのビクト

リア州より交換学生がきておりますがその受

入れの件、4月7日ガバナーノミニー壮行会

を天童で当クラブホストで挙行いたしますの

でそれらも打合せました。

沼幹事報告

○会報到着

白鷹・東根・能代RC

O例会場の変更

鶴岡西RC　2月9日　PM5時30分

まつえ荘　クラブ親睦会登録料1，500円

酒田東RC1月25日　PM6時　相馬屋

新年会　登録料3，000円

○チャーターナイト　おしらせ

花巻北RC　5月13日　花巻温泉公会堂

○年次大会　おしらせ

第357地区年次大会　3月11日・12日

浦和埼玉会館

01月20日早坂ガバナーノミニーと高橋君と

一緒に天童RCの例会に出席し、4月7日の

会合の協力要請を行って了解をとりつけてま

いりました。只当日当クラブがホストで会場

の設営から運営を全部行ないますので次の会

員義務出席者としてご協力願います。

会長、幹事、副会長、小池君、三井（賢）君

高橋君、上野君、橋浦君、薮田君、田中君

○後期35，000円の会費を早目に納入お願いし

ます。

○事務局の山下君より先般亡くなられました

おばさんの香典返しの意味を兼ねてスマイル

を頂戴いたしました。有難うございます。

○新会員となられた吉野君、中野（清）君の委

員会所属はご両名S．A．Aに所属を決定しま

したので発表いたします。

○今週は「雑誌週間」です。

Dスピーチ

「雑誌若い力」について

小花盛雄君

雑誌週間にちなんで雑誌若い力を中心とし

て話を進められた。特に世界に働く青少年の

ために郷土のニオイを送る運動として各会社

のカレンダーをそれら青少年に送ろうではな

いかの提案がなされ、事務局にお互にとどけ

よう、との結びとなった。

♭ロータリー情報

「ロータリーで一番大切で心臓部と云あれる

のはどこでしょうか。誰ですか」

ロータリアン各自が夫々心臓部です。自覚

してロータリーのためにつくすよう希望し

ます。



食言粗

THミァ尺誓監三霊感珂セサトデブ　斎脚郎氏絵

第688回例会1973・1．30（火）くもり　No．29

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠βたし笈如月し／瞳の∠00Åノ
「も　う一度　見直そう」

箪出席報告

前回の出席
前回出席率　　63．08％
修正出席数　　　　52名
確定出席率　　80・00％

欠　借　着

阿宗君、阿部（公）君、風間君、長谷川君
橋浦君、平田君、池内君、五十嵐（三）召

金井君、崇谷君、中野君、嶺岸君、三浦君
中山君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君、笹原君
篠原君、谷口君、富樫君

メークアップ

安藤君一山形南RC
薮田君一米沢RC
阿宗君一新庄RC
高橋君一天童RC
海東君、栗谷君、小池君、嶺岸君、三井（健）
君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君一鶴岡西RC

ミニヒシター

帯谷義雄君、佐藤拡君一鶴岡西RC
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影司　　会　阿部会長

蓼ロータリーソング「奉仕の理想」

瑳会長報告　国際ロータリーニュースより

○インターアクト又はローターアクトクラブ

を提唱すれば、ロータリークラブにどんな効

果をもたらすか？　ある調査で300を越える

提唱クラブがこの質問に応答しその82％が青

年たちとの提携はなし甲斐のあることだと表

明しています。そしてそれは

○青少年と年輩層との間に心のつながりを作

りだしたが、それが相互間の問題と見解をよ

り良く理解し合う出発点となるものであるか

ら、それは個々のロータリアンとその所属ク

ラブが対地域社会の企画、特に青少年奉仕事

業により積極的に取組むための刺激としての

役目を果してきたことを明示している。

○提唱のインターアクト又はローターアクト

クラブと協力して計画を遂行したロータリー

クラブはたくさんあるが、その成功は青年た

ちの才能、精力そして熱烈な実行方法に負う

ところが多かった。このような協同の努力が

モ誇りとヾ成し遂げたと云う意識を産んだの

だ。

○提唱は余り又はぜんぜん効果はなかったと

述べた16％のロータリークラブは、ほんのわ

ずかな会員しか実際に参加しなかったことを

表わしていた。

青少年との緊密な提携によってこそクラブ

活動は活発化するものである。と云う見解が

出されました。当クラブはインターアクト、

ローターアクトクラブを共にかかえておるわ

けですが、全員が参加する中で共に活動を活

発にして行くよう更に努力をお願いします。

○浮田君　新居落成スマイル　おめでとう。

抜幹事報告

○例会日時場所の変更

酒田RC　　2月7日を2月10日に新年会

PM6．00　湯ノ浜　つるや一泊

遊佐RC　　2月6日を2月3日2時

節分会のため　吹浦海禅寺

2月13日　職場見学　3時

吹浦東北泉酒造場

寒河江RC1月25日　PM5時20分

クラブアッセンプリーのため

2月1日　PM5時30分

交換学生歓送迎会

ともに　伊勢屋会議室

鶴岡ロータリークラブ殿

遊佐ロータリークラブ

幹事　佐　藤　哲　弥

交換学生の受入について

毎度格別の御芳情にあづかり厚く御礼

申し上けます。処で当クラブ懸案の交換

学生の受入でありますが予定どうり1月

20日無事に着地いたしました。1月23日

より県立遊佐高等学校の1年生に入学致

しております。今後何かと貴クラブの御

世話様に相成ることと存じますがよろし

＼、－ノ



くご指導賜りますようお願い方々御報告

申し上げます。尚ミスウェソデイは毎月

第1例会日に当クラブ例会に出席するこ

とになっておりますので申添えます。

〔交換学生の紹介〕

名前　ウエソデイ・エリザベス

ホールデンソソ

年令16才6ケ月

趣味　絵画、音楽、ピアノ、ギター、

水泳、ヨット

将来の設計、希望

大学では社会学を専攻し教育社会

福祉のために役に立ちたい

ロータリー交換学生の役目

オーストラリヤの親善大使として

国際間の親善と理解を挺めるため

の認識に努め最善をつくして義務

を果します。

他のロータリークラブでオーストラリ

ヤの事についてお話が出来ますか。

どのようなグループにでも喜んでお

話をいたします。　　　　以　上

○鶴岡西クラブよりの依頼

昭和48年6月23日、24日の両日行なほれます

第353地区地区協議会に於いて下記の件貴ク

ラブより御引受け下さる様特段の御配慮をお

願い申し上げます。

記

し　食事委員、交通委員会の一切及び救護

1．部門別協議会に於ける四部門の記録【切

以　上

この件について明31日鶴岡西クラブと打合

せを山王蘭で行います。幹事、小池君、高橋

君、三井（貿）君、とで出席しますが他の会員

の参加をお願いします。

♭新会員の紹介

○菅　健君〔スゲ　タケシ〕

推薦者　五十嵐八郎君

生年月日　大正12年9月19日生

自宅　　　鶴岡市家中新町2～20

会社　　　荘内証券鶴岡支店　支店長

奥様　　　菅美千代様

ご結婚　　昭和27年11月21日

お子様　　菅かおり様18才

菅均様　　15才

ご出身校　県立鶴岡工業高校

趣味　　　多才

○佐藤　衛君〔サトウ　マモル〕

推薦者　佐藤伊和治君

生年月日　昭和7年11月27日

自宅　　　鶴岡市千石町7－32

会社　　　株式会社　温海佐藤組

代表板締役　鶴岡営業所所長

職業　　　建設業

奥様　　　佐藤晴子様

ご結婚　　昭和31年12月2日

お子様　　佐藤武夫君15才

佐藤正晴君12才

佐藤律様　　5才

ご出身校　日本大学工学部建築課卒業

趣味　　　麻雀、ゴルフ、その他



♭スピーチ

「全国経営者大会セミナーに

参加しての所感」

小池繁治君

このセミナーに参加して3日間のことを全

部報告しかねますので、その中で特に印象に

のこった事柄を申し上げます。丁度3日目に

ベトナム和平が発表され、それと呼応するか

のように各講師とも激動する今後の世界の中

に於ける日本と云う課題で講演されておりま

した。今迄ですと日本の国内については物を

豊富にして豊かな国にするのだ。なるのだと

ばかりに専念しすぎて来たのではないか。今

後は国際的理解のもとにやってゆかなくては

いけない。と云うのが基本でありました。一

般に今迄は物質が主体であり物を豊かにすれ

ば良いのだとばかりに物質を中心としておい

つめて行った先が－ムナシサ－として返

って来ている。心をおき忘れてきた失敗を反

省してゆこうとしておりました。

尚、川端康成がノーベル文化賞を受賞した

時「美しい日本と私」でなくて「美しい日木

の私」と題して「と」ではなく「の」で講演

されたことを禅宗の山田さんが言葉のもつ意

味を含んで話をされておりました。「先生と

生徒」「生徒と先生」この「と」は対立感情

を表現する。「先生の生徒」「生徒の先生」

と云う立場で考える方が良いのではないかと

語られておりました。

又「プロとアマ」の違いは何かの対談の中

でプロは休むことを知っていると答ておりま

した。おいつめられた時、勝とうと思ったら

必ず負ける。これ以上一歩もひけないのだか

らこれ以上悪くならない様な手だてを考え

る。あせってもっと良い手を使う気持ではな

くてこれ以上悪くならないよう・－逆説的です

が休むこと－をプロは知っておると云ってお

り、結果は勝つ道につながると云っておりま

した。

以　上

＼　）



◎令書も

魂

THミァ尺誓急設　鹿沼ヤータ・づラブ
斎藤得四郎民絵

第689回例会1973．2．6（火）くもり　No．30

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた．笈右ノ1．1ん′∫　りnL／
「も　う一度　見直そう」

警出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　67名

出　　席　　数　　　　52名

出　　席　　率　　77．61％

前回の出席

前回出席率　　70．15％

修正出席数　　　　56名

確定出席率　　83・58％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、長谷川（悦）君、早坂

（徳）君、平田君、飯白君、池内君、五十嵐

（伊）君、斎藤（栄）君、谷口君、斎藤（信）君

篠原君、中野（清）君、富樫君、薮田君

メークアップ

佐藤（息）君一酒田RC

阿宗君一新庄RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



五十嵐（三）君一温海RC

阿部（公）君、風間君、長谷川（悦）君、黒

谷君、嶺岸君、富樫君一鶴岡西RC

怒ビジター

佐藤成生君一鶴岡西RC

露司　　会　阿部会長

肇国歌斉唱

彩ロータリーソング　「我等の生業」

粟お誕生月　おめでとう

D会員お誕生

早坂徳治君、五十嵐八郎君、斎藤得四郎君、

笹原桂一君、篠原一郎君、谷口暗敏君、津田

晋助君

D奥様お誕生

海東幸子様、金井百子様、小野寺桃枝様、

大川晴子様

霧年間皆出席

4年間皆出席　三井　健君

1月100％出席　　43名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（嚢）君、安藤君、

張君、森田君、長谷川君、早坂（源）君、早坂

（徳）君、佐藤（順）君、市川君、飯自君、石井

君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、

五十嵐（八）君、今野君、海東君、田中君、上

林君、柴谷君、小花君、小池君、嶺岸君、三

井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、小野寺

君、摩君、斎藤（栄）君、佐藤（忠）君、鈴木

（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、高橋君、小松

君、手塚君、津田君、富樫君、上野君、鷲田

君、薮田君

撃会長報告

○ヒュ．・一ストンで行なわれました世界大会の

報告並びに写真が到着しておりますので回覧

いたします。

麗幹事報告

○会報到着

郡山。石巻・酒田・会津坂下・村上RC

O男鹿RClO周年記念式典のおしらせ

6月3日　男鹿市立体育館

○認証状伝達式

長野県　中野RC　5月27日　中野市民会館

鬱定例理事会報告

03月20日午後6時30分より産業会館でロー

タ←アクトクラブ認証状伝達式を挙行いたし

ます。よって3月20日火曜日の例会は例会場

並びに例会時間の変更となりますのでおまち

がいのないようにお願いします。

○中山一三会員より退会願が提出されました

ので慎重に審議いたしました。ご本人の健康　、．／

上のこともあり、理事会では退会もやむを得

ないものと判断し承認いたしましたので報告

いたします。会員の皆様くれく、、れも健康に留

意されますようお願いします。

○中山一三会員の退会にともなって委員会の

所属に若干の変更を生じました。

出席奨励委員長に中山会員に代り三井健君を

委員長にSAAより手塚林治君を出席奨励委

員に変更指名を決定いたしました。尚、菅君



佐藤（衛）君の所属はSAAといたします。

♭新会員の紹介

佐藤友吉君〔サトウ　トモキチ〕

推薦者　森田清治君

生年月日　大正4年5月8日

自宅　　　鶴岡市大宝寺町10の24

会社名　　株式会社佐藤工務店代表取締役

＼＼、＿■′

奥様　　　佐藤鷹子様

ご結婚　　昭和18年10月5日

ご家族　　佐藤三江子様

佐藤友和様

鈴木　博様

鈴木佐喜子様

鈴木高夫様

鈴木紺也様

趣味　　　すべて仕事

♭伝　言　板q

早坂ガバナー　ノ　ミニー

（1）はじめに「地区分割」のことです。

1月26日ガバナーのもとにRIのスチュワー

ト事務総長より「RIの理事会は3分割案を

承認したが、但しヒックマン会長が各クラブ

宛にこの地区分割案に対して異存があるかな

いかの手紙を出す。それに対してこの手紙の

日付から45日間の問に異存の数が過半数を越

えなければ正式に完全にこの案は承認成立し

たことになる。この地区3分割にともなう出

来事や行事等は完全に承認されて以後のみ有

効である」と云う意味の電報がとどいており

ます。これで大体3月10日前後には正式に地

区分割は承認されることになると予想されま

す。

（2）4月7日天童の舞鶴荘で開催されますイ

ンターシテーミーティングについてでありま

すが、その前日4月6日です。ロータリー財

団奨学生の選考が始まります。当クラブの張

君が地区の委員ですので当日午後1時選考委

員会が開催される予定です。尚、7日の午前

中村上先生が地区大会の概要を相談しておき

たいとのことで石黒君、小花君、張君、三井

（徹）君よろしく予定しておいで下さい○

（3）地区協議会の件については、鶴岡西クラ

ブがホストクラブです。1クラブより9名と

して、570名程の出席となり会場宿泊等大変

なことです。鶴岡クラブとして強力にノミック

アップをしてやらなければ協議会は成功しな

いのではないかと思われます。協議会が成功

しなければ地区大会の成功に多大の影響を与

えるものと思われます。まず地区大会の準備

も必要ですがその前に西クラブを強力にバッ

クアップして地区協議会の成功のために行動

を起こして欲しいと思います。

（4）地区大会のことですが当初10月10・11日

の予定でしたが今段10月6・7日に開催すべ

く日程だけを決定いたしました。

私事となりますが4月20日頃鶴岡を出発し

米国のレークプラシッドでの教育を受け、ス

イスでの世界大会に出席して5月26日頃帰鶴

する予定です。地区大会の準備を始め、何事

につけこの期間は私は何も出来ない状況です

ので皆様にすべてをお願いして行くことにな

りますのでよろしくお願いします。只地区大

会での討議事鄭こつき昨年5月RI理事会で
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次のテーマを各地の地区大会で論議すべきこ

とを要請されておりますので、石黒地区幹事

が参考にされますよう申し述べておきます。

①　今後10年間にロータリー活動に影響を及

ぼすと思われる問題点

②　新らたにロータリーに入会を希望する人

の魅力は何んであるか

③　他の力を借りないでロータリーが地域社

会に影響を及ぼすものは何か。どう云う活

動があるか

④　ローータリーとローターアクトとの問題点

は何か

⑤　ロータリーの職業奉仕は如何にあるべき

か

以上で地区で起こっている状勢についてお

伝えしておきます。

＼J／



◎各級

硯

T”ミァ雪ぎ荒び三笠苦痛和一タイヤラブ
斎藤得四郎氏絵

第690回例会1973．2．13（火）くもり　N。．31

例会日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた，義人〝1．1ん′，∠り扉．／
「もう一度　見直そう」

箪出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　67名

出　　席　　数　　　　44名

出　　席　　率　　65．67％

前回の出席

前回出席率　　77・61％

修正出席数　　　59名

確定出席率　　88・06％

欠　席　者

阿宗君、阿部（裏）君、風間君、飯白君、安藤

君、早坂（徳）君、平田君、池内君、石黒君

五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、薮田君、青

山君、黒谷君、嶺岸君、三浦君、斎藤（栄）君

斎藤（信）君、佐藤（忠）君、篠原君、谷口君

津田君、佐藤（衛）君

メークアップ

阿宗君一新庄RC

・
会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



薮田君一米沢RC

阿部（公）君、長谷川君、飯自君、五十嵐

（伊）君、中野（清）君一鶴岡西RC

鮮ビジター

斎藤繁雄君一村上RC

菅原隼雄君一鶴岡西RC

薔司　　会　鈴木副会長

霧ロータリーソング「我等の生業」

霧会長報告　鈴木副会長

○次期クラブ役員選任について1972年規定審

議会で「クラブ会長の選任については、会長

第1副会長（次年度会長）、第2副会長（次

年度会長）を定めることが出来るが、クラブ

の事情により第2副会長は定めなく　ともよ

い」と採択されております。当クラブの次期

の役員を今月中に定める必要がありますが、

それの選任について従来より指名委員会を設

置し、そこで選任する方法をとってまいりま

した。今年度は如何なる方法をとるか全員に

諮ります。～今年も全員従来通り指名委員会

に委任することに賛同する。～

よって次会より次の会員を指名委員に指名

し、2月20日の例会を当クラブの総会に切替

えることに決定します。

指名委員会メンバー

三井賢二君、小池繁治君、三井徹君、石黒慶

之助君、斎藤得四郎君、早坂源四郎君、阿部

会長　　　　以上7名

尚、本日例会終了後指名委員会を開催しご

選考をお願いします。よってその結果は2月

20日の総会の席上に発表してもらいます。

滋幹事報告

○会報到着

村山・八戸・東京各RC

O例会時間変更

山形北RC　2月15日　PM3時

ボーリソグ大会のため

ファミリーボール　PM6時

例会　産業ビル6F

O認証状伝達式

第373区芦北RC　5月20日

芦北町立体育文化センター

02月20日午後6時よりひさごやに於て新会

員を対象にしてファイヤサイドミーティング

を実施します。新会員歓迎会も兼ねますので

多数のご出席を希望します。親睦委員会、情

報委員会の共催です。会費1，000円

○国際ロータリーより352・353地区内の地区

3分割案に対して異存がある場合は本書簡の

日付から45日以内にスチュワート事務総長宛

捉出せらたい旨の通知が入りました。

○来る2月23日はロータリーの創立記念日で

す。プログラム委員会で特段の計画をたてて

下さい。



各級

THミァ尺誓監霊感覇わータ・／づラブ、
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斎藤得四郎氏絵

第691回例会1973．2．20（火）あめ　No．32

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠¢たし笈毎月し／瞳の∠00々ノ
「も　う一度　見直そう」

畿出席報告

本日の出席

会　員　数
出　　席

出　　席

前回の出席

前回出席
修正出席
確定出席

65・67％

54名

80．60％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、長谷川君、早坂（源）君
橋浦君、平田君、池内君、五十嵐（八）君

中野（垂）君、三井（貿〕君、岩網君、大川君
斎藤（信）君、篠原君、菅君

メークアップ

安藤君、五十嵐（伊）君一山形RC
阿部（賽）君一余日RC
阿宗君一新庄RC
薮田君一米沢RC
飯自君、石黒君、嶺岸君、佐藤（息）君、
佐藤（衛）君一鶴岡西RC

説ビジター
佐藤昭古君、斎藤順君、五十嵐甲之助君
本間毅君一温海RC

礪

会
報
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ご
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－年　次　総　会－

阿部会長は、ロータリークラブ細則の定め

る所により次年度の会長、第一副会長選任の

ため当クラブの年次総会の開催を宣言する。

つづいて指名委員会の委員長である斎藤得四

郎君より指名委員会の審議結果として

次年度　会長　　　　安藤足助君
ク　　第1副会長　鈴木善作君

ク　　幹事　　　小松広穂君

を指名する旨報告された。

全員拍手をもって賛意を表わし、総会を終

了した。

♭次期会長就任挨拶　　　　安藤定助君

去る地区大会役員選考会議の席上、突然次

期会長の内示を受け又先週例会後の次期会長

副会長選考会議に於て正式に指名決定とのお

知らせを受けました。只今は総会の御決議に

より正式に御指名を受けたわけであります。

此の間私は一言の抵抗もせず指名決定と共に

潔よく就任を決意しお引受けすることにいた

しました。かく申し上げますと如何にも自信

あり気に且つは小生意気に受け頼られること

と思いますが、決してそうではありません。

私お蔭様でロータリー歴13年有余ヶ月を重

ねることが出来ましたが、もとより知才徳識

その分ではなく、時間的にも相変らず殆んど

休日もなく毎日10～12時間労助の職業奉仕に

徹した毎日であり、しかも3年前に大手術を

し張先生に一命を救っていただいたものの体

力も半減いたし無理のきかない身となり、到

底その任に堪えることが出来ないことは私自

身最もよく承知しております。特に来年度は

地区最大の行事である地区大会の開催を引受

けなければならないことはご承知の通りであ

ります。しかし、内示を受けました時、息の

音の止まる思いをすると同時に、頭に浮び、

耳に響いたことは、あの創立当時のこと、当

クラブの創立を親身になってお世話下さった

特別代表安斎徹先生のマバクキをしながらロ
ータリーを切々と説かれるお姿、そしてシワ

ガレタあのお声でした。それは「ロータリー

の役員・委員は能あるなしで決められるので

はない。会員である限り誰でもが代るがわる

1年交代で何時かはやらなければならぬの

だ。そしてロー一タリーを動かすための歯車の

かみ合った歯がその年の役員委員なのだ。そ

れだからかみ合った歯車即ち役員委員はロー

タリーをよりよく廻すためにベストをつくし

て1年間努力をすることだ」そして「ロータ

リアンはみんなに頼まれたこと或は指名され

た時は断わってほならない」この2つのこと

でした。又考えてみれば、私も初代幹事以来

折りにふれてそのことを真正直に受けつぎ皆

様方に強く要請し、この13年有余誰一人とし

て辞退されたことのなかったことを思えば、

その責任も痛感いたした次第であります。こ

れが一言の抵抗も試みず指名御決定に従った

経緯であります。

幸いに大先輩の鈴木善作君がこころよく副

会長をお引受下さいました。又鋭気発測、誠

実そのものの小松広穂君が幹事として補佐し

て下さることになりました。まことに心ずよ

い次第であります。

この上、心を新らたにし、身の修練と心が

けベストを尽す覚悟でございます。

何卒、会員皆様方の格別のご支援ご協力を

お願い申し上げます。　　　　　　以　上

D次期第1副長挨拶　　　　鈴木善作君

（次次期会長）

ロータリー歴　昭和34年12月　入会

先日、斎藤得四郎君と市川幹事が電話でこ

れからたちよりたいがどうだと云われたので

地区大会の役割についてだろうとたかをくっ



ておりましたら、斎藤得四郎先輩が来宅一声
モ次期第日副会長モにきまったので承諾せよ

とのこと。それだけではなしに自動的に次次

期会長をひき受けることになるときいて再度

びっくでした。5年程前にもこんな話がもち

あがったのでしたが私の妻が逝くなったため

にその職任につかないですんだのですが、今

回は何もない。おひきうけするにも私自身そ

の任ではないと再三にわたり申し上げたので

すが、なかなかお帰りにならない。しかも安

藤次期会長からも一緒にぜひやって欲しいと

云われる。歯車がかみ合ってと云われました

がはたして私の歯車にギヤが果たしてあるか

どうかすりへってしまって、かみ合わないの

ではないか。大変に心配で夜もねむれず、困

却してしまったのであります。しかしながら

ロータリーは、たのまれたらことわってほい

けない、の不文律を思いうかべて、微力では

ありますが、お引受けすることにいたしまし

た。皆様方のご協力をお願いしてやみませ

ん。

D次期幹事　　　　小松広穂君

奥様　小松久子様

SAAとして大活躍

入会1971．6．15

自宅　鶴岡市本町二

丁目1の16

会社　K．Kマルトミ

代表取締役

生年月日　大正9年

3月13日

柱会長報告

○ヒューストン国際大会で改正となった「ロ
ータリー・クラブ定款」が到着しました。改

正点を申し上げますと

改　正　前l改　正　後

第5条

第9節　シニア・ア

クチブ会員
－自分の自由意思

で、書面を以て幹事

に通告することによ

ってシニア・アクチ

ブ会員になることが

できる。

6粂　役員及び理

4節

第5条

第9節

－及びバスト・サ

ービス会員は、自動

的にかつ直ちに、シ
ニア・アクチブ会員

となるものとする。

第6条

第4節　各役員は本

クラブ細則の定むる

ところに従っセ選挙

されるものとする。

会長に関して別段に

規定ある場合を除

き、（従来までの本

文の前に追加する）

（新規に挿入する）

会長はその就任する

年度直前の2年前に

随時選挙されるもの

とする。選挙された

者は、会長として奉

仕するロータリー年

度の7月1日に就任

し、選挙された任期

中叉は後任者が選挙

され且つ適格となる

まで在任するものと

する。就任する年度

直前の2年間に選挙

された会長エレクト

が理事でない場合、

その就任の直前1年

間は、職権上の理事

第
事
ケ
第



各役員及び各理事
は、－（従来通り）

第8条　会員身分の

持続

第5節

本クラブの例会に欠

席した会員は誰で

も－

以下を訂正する－

（欠席した日の直前

6日間のうちどの日

か、欠席した当日又

は欠席した日の直後

6日間のうちどの日

かに）

として理事会の構成

員となるものとす

る。

第8条

第5節

欠席した日の直前の

本クラブ例会の定例

の時刻から欠席した

日の直後の本クラブ

例会の定例の時刻ま

での間に

尚、正式なものを会員の皆様にお伝えする

ことが出来ると思います。

宗幹事報告

○会報到着

藤沢・八戸東・能代各RC

O例会変更

新庄RC　　3月2日　PM12．30

一茶庵分店　移動例会

寒河江RC　2月22日　PM　5．30　伊勢屋

クラブ社会奉仕フォーラムのため

○認証状伝達式

東京武蔵村山RC　6月16日

日産自動車村山工場スポーツセンター

○地区協議会の特別顧問として石黒慶之助君

が委嘱されました。ホストクラブを援助して

コホストクラブとの連絡を密にする役目です

が皆んなで協力し合って行きたいものです。

○山形テレビの青山新永君が栄転されますた

め退会の申し出がありました。後任の進藤誠
一君を代りに入会推せんしたい旨の申し出も

ありました。所定の手続をふみまして本日の

緊急理事会で承認するはこびとなりました。

よって10日間以内に進藤君の入会に異議ある

方は事務局に書面でご提示お願いします。

ト2月23日はロータリー創立記念日です

情報委員会からモスライドモで、新入会員

のために、ロータリーの歴史から始まってロ

ータリーとは何か、をわかりやすく学習しま

した。

ロータリーはロータリー本部のものではな

くてロータリ7ン個人、個人のためのもので

あることを、再認識いたしましょう。

）



THミァ尺誓監霊感恥－”ラブ　斎藤得四郎民絵
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第692回例会1973・2．27（火）くもり　N。．33

例会日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠βたし笈如月ノ瞳の∠00Åノ
「もう一度　見直そう」
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珍出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　66名
出　　席　　数　　　　45名
出　　席　　率　　68．18％

前回の出席
前回出席率　　77．27％
修正出席数　　　　58名
確定出席率　　87．88％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、篠原君
張君、早坂（源）君、早坂（徳）君、富樫君

橋浦君、平田君、池内君、五十嵐（三）君今
野君、黒谷君、小花君、三浦君、磨君、斎藤
（信）君、佐藤（昇）君、新穂君、中野（重）君

メークアッフ

阿宗君一新庄RC
阿部（公）君、早坂（源）君一酒田RC
長谷川君、五十嵐（八）君、三井（資）君、
菅君一鶴岡西RC

忽ビジター

斎藤繁雄君一村上RC
半田茂弥君、羽根田正舌君、帯谷義雄君

一鶴岡西RC
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態司　　会　鈴木副会長

泣ロータリーソング「我等の生業」

騒会長報告　鈴木副会長

○親睦委員会と情報委員会の協催による新入

会員をむかえてのファイヤサイドミーテング

を去る20日盛大に開催し有意義のうちに終了

いたしました。

○青山新永君が本例会を最後に山形に転出の

ため退会されますのでご挨拶をいただきたい

と思います。

青山新永君より

「本当にみじかい期間ではありましたが当ク

ラブの一会員としてやらせていただきました

ことを厚くお礼申し上げます。何もわからず

先輩各位のご指導をいただき、もっと本当は

とどまってやって行きたい気持ちで一杯です

が、転勤では止むを得ず退会させていただく

ことになりました。今後ともよろしくご指導

のほどお願いします」

房幹事報告

○会報到着

郡山・石巻・長井各RC

O認証状伝達式

えりもRC　5月27日

○イソクーシティミーティング

4月8日　天童滝ノ湯ホテル当クラブホスト

○地区協議会に当クラブより支援する委員長

会員についての発表

救護委員会　委員長　斎藤栄作君

食事委員会　ク　　三井　健君

交通委員会　ク　　鈴木（弥）君

記録委員会　　ク　　小野寺椿君

会場委員会　嶺岸君、磨君

〔尚、委員については先般地区大会用の委員

の構成表により、割りふりとなります〕

鶴岡西クラブを強力にバックアップしてゆ

きたいと思います。

D「ロータリー入門書」講読のおすすめ

前原勝樹′ミストガバナー著作の入門書です。

このもはじめにモの文章は

「かってコソ・ウェイ会長は〔ななたはロ

ータリアンですか、それとも唯の会員です

か〕と問いかけています。こんな皮肉な質問

が出たのは、会員の数は増加したが、その割

にはロータリアンがふえていないと考えたか

らではないでしょうか。私が新米のころ、先

輩にいろいろ質問すると〔だんだん判るヨ〕

とだけの答えで、事実ロータリーが何である

かなかなかわかりませんでした。そんな訳で

すから、ガバナー・ノミニーの指名を受けた

時は文字通りアワテてしまい、青くなって先

輩にきいて廻り、また頭痛鉢巻で定款細則と

坂組まなければなりませんでした。そんなこ

とで私は私なりのローータリー観を持つことが

出来ましたが、忙しい会員諸君にこれを求め

ても無理な話でもあり、〔だんだん判るヨ〕

では折角入会してもイヤ気がさして、例会欠

席、遂には退会という破日にもなりかねない

と案じられます。あえて〔ロータリ　ー入門

書〕などというものを書いてみる気になっナー



所以であります。〔入門〕ほすべからく正門

から堂々と入るべきで、裏門からではこまり

ます。あるいは私がこれが正門だと信じてい

ても、ベテラン1コ一一クリアソや、ロータリー

学者の方々からみたら脇門くらいのところか

もしれません。しかし、富士登山にも吉田口

も師走口もあるように、迷わずその道を進め

ば、やがてご来光が仰げるはずです。私は勇

気をもって〔前原口］をご案内いたします。

どうぞ私のあとについてきて下さい」と続き

ます。入門料500円を添えて事務局までお申

込み下さい。

♭1974～75年度ロータリー財団奨学生募集〆

切り目が1973・3・15．最終受付日となっており

ます旨三井分区代理より発表あり、多数の参

加のため尽力されるよう要請があった。

♭鶴岡高専インター7クトクラフ情報

安藤足助君

鶴岡高専のインターアクトクラブで48年度

の役員と活動予定表がきまりましたので報告

します。（学年は47年記入）

会　長　　宮崎清作君　～2B～

副会長　　本間　貢君　～1E～

幹　事　　横山隆弘君　～1C～

運　営　　佐藤　滋君　～1E～

奉　仕　　伊藤　誠君　～1A～

国際理解　近江　有君　～1A～

会　計　　今田　武君　～1E～

－48年度活動予定表－

4月　新入生歓迎会、討論会

5月　おもちゃの病院、鶴岡大山公園の清掃

新聞作成

6月　廃声回収、年次大会研修会

ロータリー地区協議会協力奉仕

7月　年次大会、図書整理

8月　年次大会参加

9月　年次大会反省会（討論会）新聞作成

ボランティアの集い

10月　芋煮会、ロータリー地区大会協力奉仕

学校祭参加

11月　廃品回収

12月　役員改正、新聞作成、図書整理

1月　新年会、討論会

2月　図書整理

その他　海外交換学生又は他クラブとの交換

会などを計画

餞次年度理事発表　　　　安藤足助君

順不同ですが、阿部裏君、三井徹君、五十

嵐一部君、新穂光一郎君、市川輝雄君、鈴木

善作君、安藤足助君　以上7名で理事会を構

成したいと思いますので理事のご承認を各位

に求めるものです。全員賛成で新理事は確定

した。

尚、副幹事として薮田君を全員の合意の上

で承諾した。

／忘二ァクトクラブ認承状伝達車

二　＿＿∴＿∴‾二
年センターで開催するよう変更いたしたいと

思います。尚、明細は後日発表します。



♭地区大会における諸事おしらせ

大会幹事　石　黒　君

地区大会時において大会テーマ、大会カラ

ー、記念講演及び講師、記念事業等で皆んな

の意見をすいあげて、庄内色豊かな、鶴岡大

会をより意義探いものにしたいものです。参

考のご意見がありましたら大会幹事叉は事務

局までご提出お願いします。

＼　J



告言え

THミァ竺禁。三笠音感恥一汁アラブ
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斎藤得四郎民絵

第693回例会1973．3．6（火）くもり　N。．34

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠βたし品々2月．ノ瞳の∠00Åノ
「もう一度　見直そう」

彪出席報告
本日の出席
会　　員　　数　　　　68名
出　　席　　数　　　　52名

出　　席　　率　　76．47％

前回の出席
前回出席率　　68．18％
修正出席数　　　　58名
確定出席率　　87．88％

欠　席　者

（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤
（昇）君、篠原君

メークアップ

張君一東京北RC
早坂（源）君一酒田東RC
阿宗君一新庄RC
阿部（公）君、阿部（塞）君、五十嵐（三）君
今野君、黒谷君、小花君、磨君、佐藤
（昇）君、新穂君、富樫君一鶴岡西RC

珍ビジター
小林忠康君一鶴岡RC

阿部（公）君、早坂（徳）君、橋浦君、平田君　　毅ゲスト
池内君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、　　　東北電力株式会社
黒谷君、嶺岸君、三浦君、磨君、斎藤　　　　　　山形支店次長　塩谷繁蔵氏
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％司　　会　阿部会長

筍国歌斉唱

彩ロータリーソング「奉仕の理想」

クお誕生月おめでとう

♭会員御誕生月

長谷川悦郎君、五十嵐伊市郎君、小松広穂君

大川喜一君、斎藤栄作君、斎藤信義君、

佐藤昇君、佐藤忠君、手塚林治君、中野清吾君

D奥様御誕生月

早坂保江様（徳治君）五十嵐甲様（伊市郎）

嶺岸豊子様、斎藤貢様（栄作君）

佐藤晴子（衛君）

♭2月100％出席　　50名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（塞）君、安藤君、

張君、森田君、長谷川君、早坂（源）君、佐藤

（順）君、市川君、飯自署、石井君、石黒君、

五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（八）君

今野君、海東君、田中君、金井君、上林君、

小花君、小池君、吉野君、嶺岸君、三井（徹）君

三井（賢）君、三井（健）君、小野寺君、磨君、

斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、笹原君、鈴木

（弥）君、佐々木君、高橋君、小松君、手塚君

中野（清）君、富樫君、上野君、鷲田君、薮田

君、佐藤（衛）君、菅君、佐藤（友）君

ク会長報告

本日、新会員として進藤君と板垣君をおむ

かえ出来得たことを心より観迎いたします。

会員の方々と友情と奉仕の理想で一日も早く

結び合い、とけ合っていただきたいと思いま

す。

拶幹事報告

○会報到着

村上、山形、山形西、山形南、山形北各RC

O例会変更

村山RC　3月6日　例会700回記念

PM6・00　東根藤の湯

山形南RC　3月13日　創立1周年記念

PM6．00　山交ビル

○認証状伝達式

第355地区馬頭小川RC　6月10日

県立馬頭高校

○国際ロータリー在日財務代行者佐藤喜一郎

名で適用相場変更についての通知がまいりま

した。

1・財団寄付に適用される相場は3月1日以

降1ドル270円と致します。

2．1人頭分担金、ロータリアン誌購読料、

その他国際ロータリー本部に支払うべき債務

につきましては6月末まで従来通り、1ドル

300円と変りませんので申し添えます。

D新会員の紹介

○推せんの言葉　　　　　高橋正太郎君

進藤誠一君をご紹介いたします。進藤君は

昭和10年7月3日天童に生まれ、山形に養子

においでになられた方です。千葉商大をご卒

業になっております。ご家族は5名で御子様

は2名。前に昭和35年から38年までの3ケ年

間山形新聞の鶴岡支局に勤務されたことがあ

ります。昭和44年山形テレビが設立されます

と直ちに、新会社にうつられ、本年3月1日

付で前の当クラブの会員でありました青山新

永君の後任として、支社長として就任された

方であります。ご趣味をおたずねしておりま

した所、薮田君が良く存知ておりまして「マ
ージャン」だけは進藤君とは、なるべく手合

せをさしひかいた方が血圧に良いのではない

かとのことであります。が多才のご趣味を持

ち合す方であります。良き会員をご推せん申

し上げて光栄と思っております。

一・1モ進藤会員ごあいさつや一・一

「只今ご紹介にあずかりました進藤です。何

も末だわかりませんが、今後よろしくお願い

します」



○海東与蔵書すいせんのことば

板垣俊次君をご紹介申し上げます。板垣君

は昭和4年1月5日鶴岡市大字平田の生れで

あります。昭和20年旧制鶴岡中学校を卒業し

盛岡高等農林専問学校に入校されましたが、

途中より山大農学部に転入され、山大農学部

農芸科学科を第1回目卒業生として卒業され

ております。その後東北テックスに入社され

40年にそこをやめられ、41年から双葉町にあ

ります庄内カラー現象所に入られ現在代表取

締役として活躍されております。

仙・一七板垣会員ごあいさつミ十一1・－

「只今ご紹介にあずかりました板垣です。何

分にもロータリーの趣旨がわからず入会のお

すすめがありましたが柳に風と受け流してお

りましたが、趣旨やら目的未だ不明のままに

今般入会するはめになってしまいました。先

程この例会場に入りましてすわっておりまし

た所、今から18年程前にごやっかいになりま

した阿部先生（現会長）からご紹介を受ける

ことになりましたのも何かの御縁ではなかろ

うかと思っている次第であります。往時阿部

先生よりおそありましたことは大半は忘れか

けてはおりますが、今後入会後は先輩の言わ

れますことなどは素直に引受けて実行して行

きたいと思っております。よろしくご指導を

いただきたいと思います。

尚、本日入会されました進藤君、板垣君の

委員会所属は理事会の決定に従いSAAとし

ます。

Dスピーチ

「電力需給の現状と将来について」

塩谷繁蔵氏

はじめに東北に於ける電力の需要と供給に

ついてお話し申し上げます。東北電力は昭和

26年発足しましたがその当時東北7県で使用

いただいた電気の量は30億キロワット時、最

大電力80万キロワットでこの80万キロワット

は主として、水力発電所に依存していたので

あります。その後28年たった46年度東北7県

でご使用いただいた電気の量は260億キロワ

ット時、最大電力で420万キロワットであり

最大電力では昭和26年の5倍強となっており

ます。この46年度の実績は45年末から続いた

不況下のもので、今後の景気の回復で将来大

きく伸びるものと考えられます。（只電力消

費量は40年度から45年度まではコンスタント

に9％の毎年の伸びを占していたが45年不況

下で産業用の大口電力低下のため46年度は45

年度並みの消費であった）5年後の52年度の

予想は46年度実績の1．6倍の消費を予測して

おります。

火力発電所の建設に際しては、準備から運

転開始まで大体4年くらい期間が必要であり

ます。このために長期的な電力需要の見通し

をたてて、その時点で電力の不足がないよう

に4年前から工事に着手して行かなければな

らないわけです。このような長期の見通しに

立って、最近東北電力は新仙台火力1号機35

万キロワット46年8月）秋田2号磯（35万キ

ロワット47年2月）八戸4号機（25万キロワ

ット47年8月）を夫々運転開始しましたが、

引続いて新仙台2号機（60万キロワット）秋

田3号機（35万キロワット）をそれぞれ48年

49年度に運転開始させるため現在鋭意建設に

努力をいたしております。50年以降になると

毎年60万キロワット前後の需要が増えてゆく

のではないかと思われ、その見通しに対処し

てゆかなければならないわけであります。

以上が東北7県の現況でありますが、次に

山形県内の現況を少しお話しいたします。

山形県内で消費させる電力はその7割がご

家庭用、事務所、ビルなどの民生用需要で

す。これは景気の停滞とは関係なしに、毎年

10％以上の伸びを示しているわけで、このよ

うな需要の旺盛な伸びを反映して、産業用を

含む全体でも過去6年間で9％台の高い伸び
を示し、46年度で約40万キロワット、47年度

推定で43万キロワットに達すると思われま



す。そして将来の山形県の需要の動きは、消

費水準の上昇と産業の発展をもとに大きく増

加して、60年頃には今の3～4倍の規模にな

るんではないかと予想されます。このような

需要に対して、山形県の供給はどうなってい

るでしょうか。主として水力発電系で、八久

和発電所など23ヶ所18万3千キロワットと県

営発電所9ヶ所の6万6千キロワット合せて

約25万キロワットの供給設備です。しかもこ

れはすべて水力ですので、夏の渇水期には10

万キロワット程度しか発電出来ない場合がま

まあり不足分については、秋田、宮城、新潟

の三県から受電して県内の需要を満たしてい

る実情であります。

しかし、今後増大する需要に対して水力に

よる出力の大きい発電所を山形県内につくる

ことは難しく、又県外からの受電増加に頼る

事も限度があり、良質の電力を供給する上で

好ましいことではありません。したがって良

質で豊富な電力を供給する為にはぜひとも新

規電源として火力発電所が必要となってきま

す。
この需要に対応する供給力と云うものは地

域の電力需要の動向に合せて需要地の近くに

建設することが必要でこれほとりもなはき

ず。良質の電力を安定して且つ経済的に供給

する上で必要なことになるわけである。しか

も需要地に発電所を建設すると云うことはそ

の地域の発展にもつながると考えられるわけ

です。

火力発電所は毎日水と油を大量に使用しま

す。特に油（1，400んβ／35万Kw1日）は大量

に消費するので、最近つくられている大容量

の火力発電所は池をあげる港がどうしても必

要となるのです。

私共が酒田に火力発電所をつくることを計

画いたしましたのも酒田に立派な港がつくら

れることになったからで、私共は大きな期待

をもってここに進出することを決めた次第で

あります。

以　上

金具消息　　　　張　君

先日東京に上京した折に池内会員を御見舞

してまいりました。左の腎臓が少し弱ってい

るので入院中ですが3月1杯で帰れるのでは

ないかと云っておりました。皆様に元気でお

るからと伝言するように云われてまいりまし

た。

〔おしらせ〕

4月17日（火）早坂ガバナーノミニーの壮

行会を行いたいと思います。豪族を含めた壮

行会でいわばクラフ家族会みたいなもので

す。親睦・SAA両委員会の共催・例会を変

更して夜を予定しております。時間、場所は

後程連絡しますが日時を予告いたしておきま

す。
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第694回例会1973・3．13（火）くもり　N。．35

例会日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠再寺．為れ十td〝∫∠。。人．／
「もう一度　見直そう」
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「鶴岡ローターアクトクラブ認証状伝達式のご案内」

かねて当クラブ青少年奉仕の一つとして当地域の社会職業及び国際奉仕に興味をもつ18才か

ら28才迄の青年男女に呼びかけ、ローターアクトクラブの結成を提唱して乱、りましたが、幸

いに去る47年11月28日、鶴岡ローターアクトクラブの結成を見ることが出来、この度国際ロー

タリーより正式に認証せられ、その認証状伝達式を下記により挙行することになりました。鶴

岡ロータリークラブ会員の全員のご臨席を期待いたします。　　　　　　（会長より）

期　　日　　昭和48年4月22日　日曜日

会　　場　　鶴岡市青年センター

登　録　12：00より　　　　　　　登録料1，000円

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



彪司　　会　鈴木副会長

彩ロータリーソング「我等の生業」

彪会長報告

本日阿部会長が山大の卒業式のため副会長

代って会長報告を行います。

先日1月23日の例会で小花委員長の提唱で

海外派遣隊員に郷里の香りをとカレンダーを

送る運動を行いました所、青年海外協力隊事

務局の小野正美氏より次のハガキが寄せられ

ております。

前略この度早速カレンダーをお送りいただ

きありがとうございました。

たまたまこの3月末に出発する隊員が70数

名ありますので丁度よかったと喜んでいると

ころです。ありがとうございました。

小花先生によろしくお伝へ下さい。

取急ぎお礼まで申し上げます。

㌶幹事報告

○例会変更

山形RC　　3月14日　PM5．00

丸久例会場

山形北RC　3月29日　PM6．00

産業会館平安の間

酒田RC　　3月21日祭日の為休会

○認証状伝達式案内

第369地区　総社RC　6月3日

吉備路風土記の丘

第373地区　菊池RC　6月16日

菊池体育館

○会報到着

東京、遊佐、会津坂下、藤沢、各RC

O第4回県年少スカウト交歓大会開催後援依

頼が日本ボーイスカウト山形連盟よりありま

した。これは3月25日、26日に山形連盟主催

庄内地区主官にて、鶴岡市を会場に県内の年

少スカウト（小学校3年～5年）が集い親交

をはかり、今後のスカウト活動の発展に寄与

したいのが趣旨で開催されるものです。

♭委員会だより

SAA委員会では次の様な手順で今後の運

営を行うことに決定いたしております。

新入会員の方もだいぶふえられまして心か

らお祝い申し上げます。例会場の設営もそん

なに時間がかからず、お互いにいそがしいと

存じますので2班に分け時間の節約をしたい

と思います。当番例会日担当班の方はなるべ

く12時まで集合し設営にあたって下さい。担

当班以外の方は例会時間10分前までなるべく

集合して下さい。

第1第2週例会日

早坂（徳）、中野（重）、佐藤（友）進藤

中野（清）各委員

第3第4週例会日

森田、板垣、佐藤（衛）、菅、吉野各委員

第5遇例会日（5月のみ）

全員

整例会終了後のあとかたずけほ全員でやりま

しょう。

整例会以外の行事により例会場の変更がある

時は、その都度ご連絡申し上げます。

小松SAA委員長より

D＝コ＝コボックスq

嶺岸光害君　ご長女　短大ご入学おめでとう

佐藤　衛君　ご長男　南高ご入学おめでとう

頸出席報告

本日の出席

会　　員　　教　　　　68名

出　　席　　数　　　　46名

出　　席　　率　　67．65％

前回の出席

前回出席率　　76．47％

修正出席数　　　　56名

確定出席率　　82．35％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（塞）君、風間

君、安藤君、長谷川（悦）君、板垣君、橋

酒君、平田君、池内君、五十嵐（一）君、

＼ヽ－ノ
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五十嵐（八）君、海東君、吉野君、三浦君

斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、

新穂君、篠原君、佐々木君、津田君

メークアップ

阿部（公）君、五十嵐（伊）君。嶺岸君、

磨君一鶴岡西RC

〟ビジター

阿部正男君一舞岡西RC

／／／

♭10月択／7日鶴岡での地区大会にむかって

すべての活動が始動しはじめております。3

月11、12日、第357地区年次大会が浦和埼玉

会館で開催されましたし、当クラブより石黒

君、高橋君、安藤君、新穂君を派遣し、参考

事項を目でみて来ていただきました。

石黒君には総括と大会の特殊性を

高橋君は大会の管理運営の特徴

安藤君はシンポジューム

新穂君には会場の装飾設営を

夫々の研究テーマーで出席していただきまし

た。特に浦和の年次大会を選んだ理由としま

して、その年次大会の案内によれば大会が非

常に短時間の中で終了すると云うこと。普通

今までの常識からいって3時間は短縮になっ

ているのではないか。不文律ですが、大会は

大体9時間以上かけることになっているのに

それのスレスレの時間帯で進行しているよう

だ。しかも案内やらプログラムは大変要領よ

くまとまっている。部門別協議会をやめてシ

ンポジュームとして2時間かけている。都心

に近いので有名人の参加が多いだろうしそれ

をどのようにさばき運営してゆくか、これら

を参考のためにみてきて欲しい、と云うのが

浦和の大会を選んだ理由であります。

○石黒地区大会幹事の報告

会場は当地の文化会館よりも若干広いよう

ですが、附属の周囲が非常に広いために懇親

会や食事や打合せに大変に便利であったよう

です。登録者は私共は大体700名前後ですが

357地区は2，500名程度、その中には来賓89名

（勿論RI会長代理ご夫妻、シンポジューム

のパネラーとして345地区台北の王ガバー375

地区ソールの現ガバナーも含まれています）

地区外から9クラブ65名、千葉県45クラブ

802名埼玉県45クラブ1，506名、当日登録者

30名、合計2，494名この大会の特徴と思いま

したこと。

ト　当地区の大会に行きますと観迎アーチだ

の色々な装飾が立派にありますが、今度は外

部の装飾は一切だめだと云うことで極めて簡

素でありました。駅のメンストリートの横断

幕に大会のご案内が出ており、両側の電柱に

日の丸の小旗とロータリー旗の小旗をクロス

して立て会場まで続いていただけで大きなデ

コレーシ／ヨンの装飾は一切ありませんでし

た。

2．ステージの上の配置ですが今回は100名

ほどあがっておりました。ガバナー、ホスト

クラブの役員は勿論ですが、分区代理各クラ

ブの会長は全部あがっております。地区外の

バストガバナーは全部ステージの下です。ガ

バナーのご婦人も勿論離れてステージの下、

ご夫妻でステージの上はRI会長代理ご夫妻

だけ現に地区で活躍している役員のみをステ
ージの上にあげております。

3．プログラムです。

第1日目は正午から5時30分まで

第2日目は9時30分から12時まで、そして部

門別協議会をやめて3時から5時までシソポ

ジュムを行っております。テーマは「今後10

年間のロータリーのあり方」で2時間、安藤

君よりくわしい報告があると思いますが、総

括リーダーの直前ガバナーを中心にバストガ
バナーを2名づつ、そのわきに青年会議所の

理事長やらローターアクトの代表、市の助役

等ロータリアンでない講師が20名程おられま

した。2時間で20名のパネラーでは多すぎる

のではないかと思ってきました。

4・予算は大体34，000，000円程度です。

5・体操の竹脇先生が5回にあげてインター

バルを利用して体操をやりました。ユーモア

たっぷりな、私達に適した体操を指導された

のが印象的でした。



6・ポールハリスの劇をテアトルの団員がや

っていました。余興やら食事やら謝礼をきえ

てまいりました。

7・最後にRI会長代理のお話の中から感ん

じましたことをお伝えします。

世界のロータリークラブの数やロータリー

アンが年々増加しているのは大変よろこほし

いと云うことと財団から感謝の言葉として財

団91年間、昨年の上昇率は40，3％でしかも世

界のロータリアン1人平均4．8ドル日本だけ

をとってみるとロータリアン1人平均19．1ド

ル大体4倍ほどになると云うことでした。

8・会長代理へのお土産について大変に気を

つかっていたようです。大阪では日本製カメ

ラと真珠をご婦人に357地区ではお揃えの腕

時計とヨロイの模型を考えていたようです。

○高橋大会副委員長報告

点鐘につづいてロータリーソング形通りの

進行ですが、ソング「日本ロータリアンの歌

」これが非常に印象的でした。

ふしは、皆さんご存知のものです。

「オクマジャクシは　カェルの子

ナマズの　子では　あるまいに

それが　なにより　しょうこには

やがて　手がでる　足がでる」

これが曲による替歌です。次に歌詞を続け

ますので歌ってみて下さい。

〔日本ロータリアンの歌〕

曲はbBattleHymnoftheRepubIicモだ

そうです

1・われら日本のロータリアン

1つの仕事をする時も

真心こめて考える

これは誠か　真実か

2　われら日本のロータリアン

1つの奉仕をする時も

深くみつめて考える

これは　みんなに　公平か

3　われら日本のロータリアン

1人の友との交際も

好意を寄せて考える

これは　友情を　深めるか

4　われら日本のロータリアン

1つの歯車まわすにも

広く見まわし考える

皆の為になることか

・受付での引渡記念は実に質素なものでし

た。

・大会カラーはピンクでした。

・埼玉県の県花はサクラソウです。それを図

案化して大会記念タバコを出しておりまし

た。

・服装は統一して高嶋屋にオーダー4万円で

全員が着ておりました。
・食事は三食とも内容を異にしております。

・懇親会は実にサッパリしたものです。ビー

ル5本に酒5本それにツマミそれだけです。

・牛乳は紙製のもの

・お茶は駅で売っているものを連続使用

・コカコーラだけがのみ放題。

・奥様は余り見当りませんでした。青年会議

所の諸君らが特に外部で協力しておりまし

た。
・実に表彰をふんだんに行っておりました。

・タスキ腕章なしです。タスキはSAAだけ

只ホストクラブ員はワッペンをつけておりま

した。

・運営に実にうまく要領よく行ったと思われ

ます。尚くわしくは各部門別のご協議の中で

発表させていただくことにして以上報告いた

します。 ＼＼－J
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第695回例会1973・3・20（火）くもり　No．36

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠（．た．該か了1．′侵〝，∩仰人．／
「も　う一度　見直そう」
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汰出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名
出　　席　　数　　　　52名

出　　席　　率　　76．47％

前回の出席

前回出席率　　67・65％
修正出席数　　　　56名
確定出席率　　82．35％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（案）君、安藤君

長谷川君、早坂（徳）君、平田君、池内君
中野（重）君、三浦君、三井（賢）君、斎藤
（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤
（忠）君、篠原君

メークアップ

新穂君、安藤君一浦和RC
阿宗君一新庄RC
阿部（嚢）君一酒田RC
阿部（公）君、長谷川（悦）君、五十嵐（八）君
海東署、吉野君、板垣君一鶴岡西RC

窃ビジター　　中川富勝君一山形西RC
工藤武樹君一鶴岡西RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
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影司　　会　　鈴木副会長

機ロータリーソング「手に手つないで」

班会長報告　　鈴木副会長

○早坂ガバナーノミニーご夫妻はアメリカの

レークプラシッドで行なわれるガバナー研修

の為に渡米し、引き続いてスイスのローザン

ヌで行なわれる国際大会に出席されるわけで

すが4月19日頃鶴岡を出発されます。当クラ

ブは勿論当分区としてもはじめてのガバナー

をお送りする訳であります。4月17日火曜日

例会場と例会時間の変更を行いまして早坂ガ

バナーノミニーご夫妻の壮行会を盛大に行い

ご激励いたしたいと思います。この詳細は幹

事から申し上げますがご夫妻のために特に家

族会という形式をとりたいと思いますので出

来るだけ多数ご出席下さるようお願い申し上

げます。

蛍幹事報告

○会報到着

八戸・米沢・能代各RC

O例会変更

寒河江RC　4月5日12．30サンヨー食品

会議室　会員事業所見学のため

温海RC　　3月26日を3月27日12時15分よ

り滝ノ屋旅館に変更

酒田東RC　3月22日　PM6．00　玉勘

送別会のため

04月17日　早坂ガバナーノミニーご夫婦の

壮行会を兼ねて、当クラブの例会の例会場並

びに例会時間の変更を申し上げます。

4月17日　火曜日　鶴岡産業会館5階ホール

登録午後6時　点鐘6時30分

登録料　会員、ご家族共に1，500円

特に奥様のご同伴を歓迎します。

尚、壮行会司会は高橋親睦委員長に一任しま

した。

D＝コ＝コボックス

五十嵐一郎君　ご息女ご結婚されました。

おめでとうございます。

♭浦和の年次大会に参加して

新穂光一郎君

先例会で石黒地区大会幹事と高橋副幹事に

より報告ありましたものに追加するものはな

いとは思いますが、大会に参加してまいりま

した関係上、私なりに感んじてまいりました

浦和大会の印象をお伝えします。

1・シンポジュームのことです。シンポジュ

ームとは何んのことか分からなかった次第で

す。会場に行きますとパネラーがたくさんな

らんでいて、フロアーとステージとで、かけ

合いで討論・座談する。パネル・デスカッシ

ョソと何んら違いがない。良い点は多くあり

ましたが私なりにちょっといただけないと思

いましたのは、パネラーの数が余りに多すぎ

ると云うことでした。このため発言されるこ

とが分科会と違って散健になってしまい、テ

ーマであります「10年後のロータリーはどう

なっているか」－これも大変なテーマです

が、このテーマとデスカッシきソがかみ合わ



ない、と云う印象を受けてまいりました。

この中で青年会議所の会員が「教育につい

て自分は教えるとか教わるとかは出来ませ

ん。只青少年を育てるにはその中にとびこん

で行かなければ出来ないと思います。私はこ

こ一年程でJCを卒業しなけれでならないこ

とになりますが、その後は皆様と同じくロー

タリークラブに入会して奉仕活動をしたい」

と非常に素直にJCとロータリーとの結び付

きを発言されたのが頭に残って帰ってまいり

ました。しかも東京の周辺のせいか、発言の

中に英語が生まのまま出てくるのが奇異でし

た。ノーブルとかノーマルとかインフォーマ

ルとかと云った言葉がパネラーからも一般の

発言者からもひんぽんに出ておりました。

この中で非常におもしろい問題が一つあり

ました。

「ロータリークラブはェリートであってほ

ならないのだ」と云う意見と「最近のロータ

リーは昔の社会のトップよりも中産階級にう

つっているのだからもうちょっとェリートで

ありノーブルでなければならない」と云う意

見がかみ合わず結論が出ませんでしたがおも

しろいと思いました。

2・Rl会長代理のすわっていられた席の机

の上に小さなスウェーデンの旗がのせてあり

非常に目立って良いと思いました。私達の大

会にもRI会長代理がおいでになると思いま

すが、その方の国旗を置くことは良いことだ

と思ってまいりました。

3．この大会で大会委員の人員が非常に多か

ったと思います。これは自分たちだけのクラ

ブでは大会は出来ないと云うことでコホスト

クラブの協力、青年会議所又はこれらの関係

している団体、ボーイスカウト等のすべての

協力がなければ大会が出来ないことを云って

いるのだと思います。

4．感動的でありましたのは、物故会員の黙

とうが式典の始めに行なわれた時でした。

黙とうを行っている間エレクトーンによる

演奏がひくく流れる中で詩の朗読が行なわれ

たことが非常に感動的でした。

以上報告いたします。

♭アイデア　募集q

地区大会総務部会　張紹淵部会長

私地区大会での総務部長をおおせつかりま

した。浦和の大会にご参加の方々のご報告は

一つ一つ大変に参考になります。

私は私なりに地区大会はどうあるべきかを

考えておりますが。地区大会で一番大切なも

のはモあったか味のある大会にすることもこ

れにつきると思います。

ロー－クリアンだけあっまっても男だけでは

殺風景だ。そこでご婦人も一緒に出席してい

ただいて和やかさを入れてもらう。大会で色

々な勉強も必要なんだろうが、それよりもロ

ータリーは世界で一つの大きな家族なのだと

云うものの考え方、そして叉夫々の地区地区

も又一つの家族なんだ。しかも一番小さな核

になる一人一人のロータリアンの家庭のみん

なが一人一人集まってきて－家庭的なあっ

たか味のある会合にもってゆけたら－私は

大会は成功だと思います。



どこでも色々お金をかけて豪華にやってい

るようですが鶴岡での大会にはどうもむいて

いないようだ。この家庭的なあったか味をど

のように出して、みんな楽しくあつまり易く

する工夫をプログラムしたら良いと思いま

す。

これはあくまでも私見でありますので色々

なご意見が夫々あろうかと思います。石黒

地区大会幹事からも、大会カラーのこと大会

テーマ、記念講演、記念事業のことで色々ア

ンケートの集約をいそいでおられるようで

す。

会員一人一人が自分で地区大会を演出する

ような心がまえで気安すくご意見をよせてい

ただきたいと思います。

＼、一・叫・／
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第696回例会1973・3・27（火）くもり　N。．37

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠e蒼【品々2月し／瞳の∠00Å／
「も　う一度　見直そう」
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予出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　68名
出　　席　　数　　　　55名

出　　席　　率　　80．88％

前回の出席

前回出席率　　76．47％
修正出席数　　　　60名
確定出席率　　88．24％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、平田君、池内君、

五十嵐（－）君、五十嵐（八）君、摩君、斎藤
（栄）君、斎藤（信）君、笹原君、篠原君、
津田君、富樫君

メークアップ

阿部（裏）君一酒田東RC
佐藤（忠）一酒田RC
長谷川君一温海RC
阿宗君一新庄RC
阿部（公）君、安藤君、三井（賢）君、佐藤
（昇）君一鶴岡西RC

∵‾ビジター

羽根田正吉君、菅原隼雄君一鶴岡西RC

会
報
は
ご
家
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み
ん
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形司　　会　　阿部会長
影ロータリーソング「手に手つないで」
蕾会長報告

ヒックマソ会長は「奉仕の前進を要請」し
ております。それは年度の前半期を終えたヒ
ックマソ会長が、奉仕の四大部門におけるロ
ータリーの実績を検討し、全会員がその前進

を継続させるように奨励しておられます。就
中、会長は全会員がそれぞれ一人の若い職業
人をロータリーに入会させ、地区大会へ同行
することを提案されております。今後考慮し
てゆきたいと思います。
○飯島ガバナーが353地区各RCの公式訪問
を終えられての所感を述べておられます。
第10信のガバナーマンスリーレターを一読

して下さい。

○橋浦君が栄転のため退会されます。当クラ
ブのためにご努力いただきましたこと、感謝

申し上げると共に苫小牧においでになりまし
てもロー一夕リー精神の昂毅にご尽力いただき
たいと思います。
○恩恩園の園舎が改装になり会長として臨席
いたしてまいりました。非常に立派な園舎で
子供たちもよろこんでおりました。この立派
な建物を設計されたのが当クラブの新穂君で
す。感謝状を受賞されましたのを記念してス
マイルされておりますので発表させていただ

きます。
彩幹事報告
○会報到着
塩釜東・白鷹・八戸東・上ノ山各RC
C）例会場変更
山形RC　例会場移転　3月28日より

毎週水曜日　丸久松坂屋新店舗8F
O第4回県年少ボーイスカウト交換大会が3
月25、26日開催され当クラブより5千円の補
助を行いました。
♭357鞄区大会シンポジュームに参加して

安藤定助君
牛田利一ガバナーはジェネラル・シソポジ

こし・一一ムについてのプログラムの中で

「このたび国際ロータリー理事会は特に我
々の地区大会のために5ヶ条の討議項目を通

告してまいりました。すなわち
1・貴国或いは貴地区において向う10年間に
ロータリークラブのプログラム又は活動に影

響を及ぼすと思われる最近の傾向は何か。又
これらの発展により要求される新しい奉仕分
野は何か。
2・ロータリークラブ会員を誘置するものは
何か。
3・ロータリークラブが自己の地域社会を暮
し良くするために独立して出来ることは何か
4・ロータリークラブのインターアクト及び
ローターアクトクラブに対する関係如何。

5・ロータリーの職業奉仕を進展する方法。

この5つであります。即ちヒックマソ会長
は激動する1970年代に於いて免角、観念的且
つ形式的であり、又空虚でキレイ事の羅列に
すぎなか
地域社会
はならぬ

ったロータリー運動
に密着したロークリ
と強い願望を示唆し

を反省し実際に
－運動でなけれ
てきたわけであ

ります。
本日は青山総括リーダー司会のもと当地区

の前バストガバナー、台湾の王ガバナー、韓

国の李ガバナー及び地区内のベテランロータ
リアン、学生代表、地域代表まで参加して2
時間にわたる討議を行います。そして全参加
ロータリアン及びその家族よりの発言もおお

いに観迎いたしますので結局は大会参加者全
員による一大討論会となる予定です。本企画
の成功か否かは、以上の目的からみて、真に

時代に適合したロータリー確立のためにはど
うしたら良いかと云う真剣な発言が得られる
かどうかにかかっております。我々はこよな

くロータリーを愛します。この激変する時代
をこえて、たくましく成長してゆくロータリ
ーのために、本大会全参加者によりこのシン

ポジューム助成せしむるよう皆様のご協力を

切望いたします。」とあり、5つの中から最初
の問題をかいつまんで「これからの10年間の
ロータリーについて」のテーマで始まりまし

た。
このシンポジュームについての私見ですが

壇上から方々のご意見は実に立派なご意見で
たくさん出されましたがそれだけ反面大会参
加者からの声が割りあい少なかったようです
し、又出す暇がなかったようです。このため
にこのシンポジュームは選らばれた特定の人
々の討論会と云った形となり、せっかくの地

区大会の全参加の中のシンポジュームにして
はちょっとものたりなさを感んじました。こ

れをどのようにするか、来るべき私達の地区
大会までに皆んなで討論してみる必要を感ん
じました。特にリーダーの指揮如何によって
実るか実らないかがきまるように感んじます
♭おわか九のごあいさつq　　橋浦勝久君

このたび北海道の苫小牧に転勤することに
なりました。45年に鶴岡にまいりまして丁度
3年間お世話になったわけです。生来の不勉
強のため皆様に多大なるご迷惑をおかけいた
したことについて、さるに当り非常に心苦し
く思っております。しかしながら皆様方から
およせいただきました心温たたまる数々のご

支援、ご指導をうけまして非常に感謝にたえ
ない次第であります。新任地にゆきましても
皆様からご指導を受けました一つ一つをよく
そしゃくしながらこんごとも努力してまいり
たいと思っております。みなさまがたのご健
康とクラブの今後の益々ご発展ならびに今年
度予定されております地区大会が成功裡で開
催されますようお祈り申し上げます。

＼＼＼－
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第697回例会1973・4・3（火）はれ　No．38

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠（ノた．足付十1．ん′∫£「血．／
「も　う一度　見直そ　う」
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軍出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席

前回出席率　　80・88％
修正出席数　　　　60名
確定出席率　　88・24％

欠　席　者

張君、長谷川君、早坂（徳）君、平田君、

池内君、五十嵐（三）君、五十嵐（一）君、
五十嵐（八）君、田中君、三浦君、大川君、
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、笹原君、谷口君、
中野（活）君、薮田君

メークアブプ

阿宗君一新庄RC
阿部（公）君、五十嵐（一）君、靡君、富樫君
一鶴岡西RC

招ビジター

小林忠康君、佐藤拡君、工藤武樹君
一鶴岡西RC

官用敬遠君一鳥取北RC

会
報
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ご
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傍点　　鐘　　阿部会長

拶国歌斉唱

形ロータリーソング「奉仕の理想」

紹お誕生月　おめでとうございます。

会員ご誕生

飯白祐倍君、今野成行君、新穂光一郎君、

進藤誠一君

奥様ご誕生

阿部悦子様（公一君）、市川芳子様、

小花春子様、磨美麗様、笹原郁子様

態年間皆出席　更に頑張りましょう。

13年間皆出席　　安藤足助君

13年間皆出席　　鈴木善作君

10年間皆出席　　石黒慶之助君

8年間皆出席　　佐藤　　忠君

7年間皆出席　　阿部　　裏君

5年間皆出席　　上林一郎君

4年間皆出席　　小野寺　清君

3月100％出席　51名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君

張君、森田君、長谷川君、早坂（源）君、佐

藤（順）君、市川君、飯白君、石井君、石黒

君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、今野君

海東君、田中君、金井君、佐藤（衛）君、上

林君、黒谷君、小花君、小池君、吉野君、

嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井

（健）君、完網君、菅君、小野寺君、大川君

靡君、斎藤（得）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）

君、新穂君、鈴木（弥）君、谷川君、高橋君

小松君、手塚君、中野（清）君、富樫君、上

野君、鷲田君、薮田君、佐藤（友）君、板垣

君、進藤君

D＝コニコ・ボックス　　高橋親睦委員長

○酒田市の新井田川べりに4月1日オープン

しました東北一のホテル「酒田グリーンホテ

ル」鉄骨7階建客室65、このホテルの竣工を　、）

中心に当クラブの会員の中から夫々かかわり

あいのある方々が、ニコニコとお祝事をご申

告されましたので報告いたします。

佐藤　　忠君　当ホテルの代表取締役として

酒田グリーンホテルをどうぞ

ご利用下さい。

新穂光一郎君　当ホテルの設計管理をいたし

ました。

磨　　萬江君　酒田グリーンホテルの食堂を

引受けております。酒田の中

国飯店と同様ご愛顧下さい。

又私の息子東北医科大学を無

事卒業いたしました。

佐藤　　衛君　酒田グリーンホテルの主体工

事を請負い無事完成

小池　繁治君　私も酒田グリーンホテルの取

締役に就任いたしました。

三井　　健君　毎日三井農場より出ます鶏卵

生きの良いものだけを酒田グ

リーンホテルにおとどけして

おります。

上野　三郎君　合同食品よりパンをおとどけ

しております。

＼－ノ



早坂源四郎君　エレベータトを納品いたしま

した。

みなさん本当におめでとうございました、私

も自己申告いたします。

高橋正太郎君　ご長男が無事県支庁舎勤務に

決定し昨日辞令をいただきま

した。

】盛会長報告

○飯島ガバナーから「地区ガバナー指名公式

要請」がまいりました。RI第353地区ガバ

ナーノミニー那波伊四郎君が今般肺炎を併発

し入院加療中のため現ノミニー職を辞退する

旨の届出が3月20日あり、又国際協議会への

出発が4月20日と切迫しておるのでRI細則

第13条第5節再項、（H項後段の規定を適用し

て3月23日にRl理事会の認可を得て、下記

の者を第354地区ガバナーノミニーとして宣

言し国際協議会に出席いたさせたいと思いま

すのでぜひご承認下さい。4月7日までに当

ガバナー事務局までご返事下さい。

ガバナーノミニー指名者　　閑　孝三君

花輪RC所属初代会長　湯瀬ホテル社長

当クラブとしては賛成である旨通知してお

きました。

〇第353地区ガバナーノミニー事務所開設の

おしらせ。

事務所　鶴岡市上畑町5の4

荘内三菱電糠南販納内

TEL O235【22－2790

地区幹事　小池繁治

鶴岡市本町1の7の46

TEL O235－22－1040

地区資金委員長　風間慶三

鶴岡市馬場町6の8

TEL O235－22－0109

会計長　上野三郎

鶴岡市馬場町1の17

TEL O235－22－0456

追而　7月1日よりガバナー事務所に自動的

になることを申し添えます。

D早坂ガバナーノミニーより　会長報告の補

足説明として

RIの事務総長より3月20日付で地区分割

を正式にRIでは承認した旨の公文がガバナ

ーノミニーの下にとどき、再度ガバナー受諾

の決意を新らたにしているとの感想を述べら

れた。そして4月1日に事務所を設置し専従

として今年採用された上村純子さんを紹介さ

れた。

－一上村純子さんより－

私　一生懸命に　がんばります。

ロータリアンの皆様と　一緒に　働いてゆき

ます。

そして　私に　色々なことを　お教えて下さ

い。

欝幹事報告

○会報到着

石巻RC、郡山RC

O例会変更

寒河江RC　4月5日　PM12．30



山形銀行寒河江支店

村山RC　4月12日　PM12．30

村山市民会館

優良従業員表彰式のため

○チャーターナイトのお知らせ

大洗RC　5月27日　日曜日

大洗町立南中学校

○かねて病気のため欠席されておりました篠

原一郎君より健康上の都合で例会に出席出来

かねるため退会届が出されておりました。理

事会でやむを得ないものと思われ受理いたし

ました。このため委員会の中で雑誌委員会の

委員長に斎藤得四郎君を指名いたしますので

お引受け下さるよう要請します。

Dスピーチ「スリランカに旅して」

天徳寺　宮川敬道住職　鳥坂北RC

1月13日から26日まで現在のスリランカ一

七イロンを経てインドにまいりました時にし

みじみと感んじてまいりましたことをお話し

します。私達がまいりました使命は昨年スリ

ランカの国宝の仏舎利（お釈迦さまのオコ

ツ）が3リュウあるそうでその中の1リュウ

を福井県の永平寺一私共のご本山にいただ

いたその答礼使節の名で30人程の僧俗一体の

団体が向うにまいったわけであります。両家

とも大統領総理大臣とおあいし握手を交して

まいりました。彼の地に分いります時私共の

同輩はほとんど背広に袈裟がけで行きまし

た。あちらはモクランという色－茶色にち

ェつと黒みがかった色が尊ばれるということ

で私はモクラン色のうすいコロモを作り白い

モソペをはき同色の袈裟をかけて行ったわけ

です。私は団長ではありません。団長は資格

相当に紫のコロモに金ぴかの袈裟をつけられ

て行ったわけですが、彼の地に行きましたら

もてるのは私一人です。モクレンの色が尊ば

れるので紫やピカピカ色の袈裟はむしろ軽べ

つ祝されておりますし、ましてや背広に袈裟

がけでは僧侶としての取扱いを受けられない

のでした。

私はふだんはナマグサで酒ものむし沙婆の

事のすきな和尚ですが如何に僧形の姿が尊い

かと云うことをしみじみと味わってまいった

次第であります。しかも海外に一度出られた

方はご経験なきったことと思いますが大使館

の屋上に日の丸がヒソボンとひるがえってい

るのを見た時の感動、もう言葉に表わせない

感激をおぼえたものでした。

それから水道の水を安心してのめるのは日

本だけだと云うことです。両国では絶対に水

はのむなと云うことでした。水はのめぬので

内緒でビールはと思いましたがそのビールも

まずくてのめたものではありません。ただ幸

いにもくだものが豊富でうまく、1週間酒も

のまず医師のお世話にもならず帰ってきまし

た。この旅行の中から私は日本人に生まれた

と云う有難さと、私は袈裟コロモを身にまと

う身分に生まれあわせたという有難さをしみ

じみと感んじ、これからは心を入れかえて良

い坊さんになろうと思っているものでありま

す。

＼ヽ＿．′



◎合音ら

Tけミァ竺禁U三笠苦痛卵一汁アラブ
斎藤得四郎民絵

第698回例会1973・4．10（火）はれ　N。．39

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた，笈か・1．侵〝一とり。人．／
「も　う一度　見直そう」

浪出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名
出　　席　　数　　　　44名
出　　席　　率　　66．67％

前回の出席

前回出席率　　74．24％
修正出席数　　　　56名
確定出席率　　84・85％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、風間君

森田君、早坂（徳）君、平田君、飯自君、
池内君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、
五十嵐（八）君、金井君、三滴君、磨君、斎藤
（信）君、佐藤（昇）君、手塚君、津田君、中野
（清）君、薮田君、進藤君

メークアップ

五十嵐（→）君一束京王子RC
田中君、薮田君一天童RC
張君、長谷川君、五十嵐（三）君、中野
（清）君一鶴岡西RC

浪ビジター

菅原隼雄君、佐藤成生君一鶴岡西RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



診司　　会　　鈴木副会長

彩ロータリーソング「我等の生業」

D会長報告

4月7日土曜日に国際ロータリークラブ第

353地区インターシティーミーテングが天童

の滝の湯ホテルに於て当クラブがホストクラ

ブで盛大に開催されました。議題については

（1）352、353地区再編成の件〔地区3分割の

件〕
（2）354地区ガバナーノミニー交替、宣言の

件354地区ガバナーノミニー郡渡四郎氏は肺

炎のため辞退いたしました。RI細則第13条

第5節再項、（H項の後段によりRI会長の認

可を得て閑孝三氏を354地区ガバナーノミニ
ーとして宣言する件

（3）中間会計報告

（4）地区資金追加予算承認の件

（5）地区資金改正の件

以上の議題を出席会員全員で熱心に討論いた
してまいりました。その直後に早坂ガバナー

ノミニー及び関ガバナーノミニーご両名共々

近日中に渡米されますのでこれ又盛大なる壮

行会を開催し記念品等の贈呈がありました。

D幹事報告

○会報到着

天童RC　東京週報

○例会変変

山形南RC　4月17日　PM6．00

山交ビル7F　観桜会開催のため

○認証状伝達式のおしらせ

枕崎RC　5月13日　枕崎市民会館

旭川南RC　6月24日　ニュー北海ホテル

04月24日は例会700回目に当ります。会場
のひさごやさんに記念品を初代会長の小花君

等のスピーチ等を入れてお祝いしたいと思い

ます。

〔いろは　座右訓〕

い　一切衆生悉有併性

ろ　論より体験
は　拍手に踊らされるな
に　二度と生まれてこない

ほ　傍にライバルなし
へ　平和とは忍ぶこと

と　時を呼吸する

ち　ちりが積って命とり

り　理屈より態度

ぬ　盗人のへりくつ

る　瑠璃でなくても磨く

を　幼な児・花・小鳥
わ　割り切りたがるも煩悩

か　癌とも握手

よ　慾が慾にだまされる

た　足るを知る

れ　歴史は人間愚劇
そ　損は悟り　得は迷い
つ　置きはわき見から

ね　眠ればみな善人

な　怠けはほろび
ら　ランプには戻れない

む　無理押しはたたる

う　内に光なければ外は暗黒
い　イデオロギーも阿片

の　能なきを恥とせず

お　応所無速

く　空は虚無ではない

や　病は命の貸借対照表

ま　負けたふりせよ

け　現代人は宇宙の孤児
ふ　悌限に涙
こ　子供に勲章大人は坐禅

え　永生とは脱落身心
て　天地刻々新陳代謝

あ　悪人なし悪業あるのみ
さ　砂漠から予言者
き　気違いと争うな

ゆ　唯我独尊だれでもが
め　名誉慾で坊主も地獄

み　未来は妄想
し　心臓も預りもの

え　永劫とは今の刻々

ひ　微笑は世界語

も　燃えるな光れ
せ　ゼロがバランス

す　捨て　坐り　開ける

〔ザ東京ロータリアン　長瀬富邦氏
提供転載〕



◎今寺も

THミF誓監霊　感恥ータ′／づラフt●　斎藤得四郎民絵

榊′¢＝＝二がこと′タフべ二二二ノ1＝ごン＼÷べこと／‾。＝一ナぺこγ亡＝ノセナここ＝ノ亡二一一rt′曲′rごニーナこちらr＝＝＝で√こキ了に声㌔七戸㌔㌔モニタヒ＝ござ⊂クモとダ摘＝ビ≦㍉クモとク碑♂モミク穐クビ搾ヨ

第699回例会1973・4・17（火）くもり　No．40

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠βたし笈如月U／瞳の£00Å／
「も　う一度　見直そう」

モ｝しぎ㌧′年ノつ＿一一二〇ノ戸1イーノウノここも一ござ‾′二＼′一二、／瑚▼ニラノ瑚一一一二つノニ＝ちダ♂卿ごr▲弼二で二一一ン映＝碑㍉ミグご≦ゴ脚▼ゲ≒∠ここ≠1Jミミと戸♂〆己とクヒニ＝勇碑

早坂ガバナーノミニー夫妻渡米壮行会

場　所　産業会館5階ホール　6時30分

会
報
は
ご
家
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な
で
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み
ま
し
ょ
う



駁点　　鐘　阿部会長

憩国歌斉唱

騒ロータリーソング「奉仕の理想」

課ゲスト紹介
温海RC¶日下部肇君、佐藤昭古君、

菅原鉄三郎君、藤谷隆君、今野義介君

鶴岡西RC一佐藤成生君、羽根田正吉君、

阿部正男君、大川俊一君、帯谷義雄君、

桜井清君、半田茂弥君、菅原隼雄君

泣歓送のことば　阿部会長

今夕、鶴岡公園の夜桜は九分ざきの姿で雨
にしっとりと濡れながら美しく咲いている頃

と思われます。この時、早坂ガバナーノミニ
ーご夫妻歓送のために当クラブのロータリア

ンのみならず温海ロータリー、鶴岡西ロータ

リークラブのロータリアンの方々もご一緒に

ご参集いただきこの壮行会が開催出来ました
こと心より感謝申し上げます。

早坂ガバナーノミニーには私が今更ら申し

述べるまでなく、鶴岡ロータリークラブでは

前から非常にご熱心に私共をご指導して下さ
っておりまして、大変に失礼な言い方である

かもしれませんが－ガバナーノミニーは色

々な事項を緻密に計画性をもち順序たてて実

行なさる方で私共が忘れておりますロータリ
ーの諸事をその都度ご指摘を受けて私共は非

常に有難く思っておりました。そんなことを

地区のバストガバナーの万々が良くみておら

れて「こういう人にぜひガバナーになっても

らいたい」と思われたことと思います。そこ

でノミニーになられ今度はいよいよアメリカ

に渡られることとなるわけですが、おうかが

いしますとアメリカでのガバナーとしての研

修はかなりキビシイものがあるやにきいてお

ります。おいそがしい日程が続々とひかえて
いるものと思います。しかも使われる言葉が

英語、英語、風土風俗の相異等が多く日本に

おられますよりも非常におつかれになり気苦

労だろうとご推察申し上げます。お身体をく
れぐれもご大切にして下さい。鶴岡では私共

早坂ガバナーノミニーの帰鶴を心まちにして
おりますし、その外に地区のロータリアンの

人々がみんなお帰りをお待ちし来年度のご指

導を期待しているわけでありますからお元気
でアメリカに行かれお帰りになって欲しいと

思います。

私などが先輩に当る早坂ガバナーノミニー
に歓送の辞を述べるのは大変におこがましい
のですが、心から歓送の言葉を申し述べ私共
の今後のご指導をお願い申し上げ米国でも充

分にこ健康に留意下さいますようお祈り申し
上げます。

元気に行って来て下さい。

♭早坂ガバナーノミニーにクラブよりご餞別
を贈呈します。

Dボールハリスフェロー覚の伝達

早坂ガバナーノミニーは今般ロータリー財

団に1，000ドルを寄贈せられ、ポールハリス

フェロー賞を受賞せられました。

♭早坂ガバナーノミニーより謝辞

挙行していただき、しかも只今は心のこもっ
たご餞別までを頂戴いたしまして心から御礼

申し上げます。私はこのような壮行会はほじ



めてかと考えておりましたがやはり兵隊の時

も壮行会を受けたことを瞬間想い出しまし
た。と申しますのはポールハリスフェロー賞

を受賞した時です。私も軍隊で勲互等の勲章

をもらっておりますので勲章をもらうのも私

は2度目であります。どうも有難うございま

す。

私若い頃にここにおります妻と一緒になり
一度で良い海外旅行をしたいものだと話し合

ったことがあります。昭和の7～8年頃だと

思いますが、その当時は安月給とりの身分で
だめ、それからはまもなく戦争でこれもだめ

終戦後は鶴岡にご厄介になりましてからも貧

乏畷なし－ついついその機会を失しており

ました所今回はからずも海外旅行が出来るよ

うになり、家内に対する永年の責務を果し得
ますことはこれ偏にロータリーのおかげだと

思って心からよろこんでおる次第でありま

す。私よりもここに粛然としております家内
の方が嬉びが深いのではないかと思っており

ます。私は何事につけ億劫なたちでありま

す。国内旅行をするにも非常に億劫な人間で
あります。それが始めての海外旅行をする。
とにかく億劫さが先にたちます。

23日飛行機でサンフランシイスコ、それか

らシカゴ、シカゴのRIの本部に2～3日滞

在し、それからバッファロー経由してワシン

トンに入り、ワシントンを半日程見学してこ

こ」・一一ヨークに行き、ここに2～3日滞在して

5月1日にレークプラシッドに行きます。こ

れはバスで約7時間かかります。そこで勉強

がはじまるわけです。5月9日まで勉強しな

けれほなりません。此頃RIの本部からチョ
コチョコ手紙がまいります。その一つは世界

社会奉仕課長からで「お前の来るのを待って
いるゾ、そして会議の時にはお前の組合せの

良いような地区を本会議場で両脇にならべる
から5月5日の午後の日には充分それらの人

々と話し合ってくれ」おそらくオーストラリ

ヤの278地区のガバナーノミニーではないか

と思っております。あっちは日本語は分から

んしこっちは英語を良くしゃべれんし果して

話がつくかつかないか。さいわいに穴沢バス
トガ／ミナーがご一緒ですので少しく安心して

おります。又青少年課長より「充分に話し合
いがしたい」と云ってきております。もう向

こうでは手薬煉ひいて待っているようです。

先日ヒックマン会長より公文で「レークプラ

シヅドに来て勉強するのを我々は非常によろ

こんでいる」と激励の手紙の最後に私信で

「心をひらいて来い」「色々なことを考えず
に白紙で来てくれ」「そして学べ」「そして

サービスするために帰れ」とありました。私

は在来ロー－タリーとはこんなものだ。こうあ

るべきだ、なんかを余り頭の中に考えないで

頭を空にして来い、無にして来いと云ってい
るのだなと解釈いたしました。佐藤伊和治さ

んがロータリーの友7月号に私に餞の文章を

書いて私を紹介するのだと云うことですがそ
の最後に「君はガバナーになっても悠々たる

気特をもって……」とありました。ヒノクマ

ソ会長と同じようなことを云われていると感

んじた次第です。

私も、これからの勉強で幸いにガバナーに

なりましても、やはり余りコセコセしないで

悠々たる気を持とうと思っているのですが根
が少々短気な方なので、やはり先輩から私に

対する非常に良いご指導のお言葉を頂戴いた
したと思っている次第であります。健康の方

は数日前に高橋正太郎君と湯ノ浜ゴルフ場に

まいりまして久し振りでクラブを握りまし

た。アウトの4番、ロングコースで私はパー

プレイをなし高橋君をリードしていささか彼

をあわてさせた事を報告しまして私の健康の

証とします。
元気で頑張ってまいります。

元気で行ってまいります。

形幹事報告

○会報到着
東根・山形・山形西・山形北・鹿児島RC
O例会変更
天童RC　　4月14日（土）PM6・00

社会奉仕のため舞鶴山清掃
のち舞鶴会館

4月21日（土）PM4・00

観桜会　天童民芸館

山形北RC　4月19日（木）PM6・00

観桜会　産業会館6F
酒田東RC　5月3日（木）

憲法記念日のため休会
八幡RC　　4月21日（土）PM7・00

観桜会　観音寺町　活栓亭

山形RC　　年月18日（水）AM8・30

火力発電所見学
PM5．30　観桜会のため四山楼



04月22日、鶴岡ローターアクトクラブ認証

状伝達式が青年センターで飯島ガバナーをお
むかえして開催されます。

＞早坂ガバナーノミニー　日程表

小池次期地区幹事

4月20日

4月21～22日

4月23日

4月25～27日

4月28日

4月29～30日

5月1～9日

いなほ2号で鶴岡出発

東京滞在
羽田発15時35分　パンア／ミリ

カソ航空でサンフランシイス

コに

シカゴRI本部

ワシ′ソトン

ニューヨーク

レークプラシッド

5月10～11日　ロンドン

5月12日　　　ジュネーブ

5月13～17日　ローザンヌの国際大会

その後ローマ、ペリー、′ミリー経由で

5月26日　　17時15分羽田着

5月28日　　】1時川分鶴岡駅着

形出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　52名

出　　席　　率　　78．79％

前回の出席

前回出席率　　66．67％

修正出席数　　　　58名

確定出席率　　87．88％

欠　席　者

阿宗君、平田君、池内君、五十嵐（一）君
五十嵐（八）君、海東君、三浦君、大川君

佐藤（伊）君、笹原君、佐々木君、手塚君

薮田君、斎藤（得）君

メークアップ

進藤君一新潟東RC
薮田君一山形東RC
阿宗君一新庄RC
阿部（裏）君一天童RC
阿部（公）君、森田君、飯自君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、金井君、佐藤

（昇）君、手塚君、中野（清）君一鶴岡西RC

摩君1酒田RC

O懇親会

早坂ガバナーノミニーご夫妻の壮行会をか

ねた例会が鈴木副会長の閉会の辞で終了する
と直ちに高橋親睦委員会に司会がバトンタッ
チ。ロータリーソング「我等の生業」の合唱

のあと小花盛雄初代会長の音頭で「乾杯」

「早坂ガバナーノミニーご夫妻のご健康をお

祈りして！

興いちだんとのり　よろこびの「祝宴」は
つきず　語り合う時の流れは達し

金井地区大会委員長　宴のくぎりとて

声高らかに　万才三唱
出席者全員で手をつなぎ　腕をふり　まわ

りながら歌を和す　ロータリーソング「手に

手つないで」

元気で　健康で　行ってらっしゃい　米国に
「奉仕のために」

そして一日も早く　お帰り下さい　鶴岡に

「奉仕のために」
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Tけミァ尺誓霊。三霊感卵サ／づラブ
斎藤得四郎氏絵

第700回例会1973．4．24（火）くもり　No．41

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　甲岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠βたし笈如月し／瞳紗∠00Åノ
「も　う一度　見直そう」
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祝　第700回例会

鶴岡ロータリークラブのあゆみ
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内部に火を燃やせ、 自身をト市体育館前に4つのテスト

灘蓋等喜≡≡…芸…≡震襲う
ン、クラブとクラブ、

ロー－タリーに生きよう　　　　　　姉妹クラブ締結

1962L佐藤伊和勘三井賢二

1963L池内方平唇音郎

19641斎藤栄作l新穂光一郎

1965－張　紹淵

19661早坂源四郎

嶺岸光吉

笹原桂一

行動強化と継続性
京‾京ラサークラブとなり鶴
岡西RC誕生、交換学生ア
イリン嬢を受け入れる
鶴岡西高校にインターアクロト∵タリー言。良き世界を語禦二乗場壁選

ロータリアンとしての

あなたの資格を効果的に1967仁斎藤袴四郎l佐藤　忠

19681石黒慶之助1三井　健L参加し敢行しよう

19691三井　徹】三井　健

1970r小池繁治

19711三井賢二

上野三郎

検討し更新しよう

隔りを取り除こう

高橋正太郎弓善意はまずあなたから

19721阿部　裏l市川輝雄弓もう一度見直そう！

19731安藤足助】小松広穂

1974極木善作

彩点　　鐘　阿部会社

汐ロータリーソング「我等の生業」

彩会長報告

○鶴岡ロータリークラブのロータリー財団に

対する％が900％になりました旨の通知が入

りました。尚、早坂君がフェローになられま

したので大体1．100％になる予想だそうです。

○橋滞君よりお礼状到着
○鹿児島西ロータリークラブ会長牧田健二氏
より葉書がまいりました。

拝　啓

春の季節を迎え貴クラブの皆々様には益々
お元気でお過しのことと思います。当クラブ

も会員80名となり全員楽しく元気でやってお

ります。3月22日当クラブ創立10周年記念式

典（創立38．3．23）を極めてささやかに行い

育用事寄贈
10周年記念史刊行

高等工業専門学校に
インターアクト結成

スポンサークラ

温海RC誕生
鶴岡公園に噴水三基寄贈
オハイオ国際親善合唱団
寒準＿肝一＿＿

鶴岡ローターアクトクララ
結成日．28早坂氏ガバナー
ノ　ミニーとなる　インター
シティミーティング開催
地区協議会開催

l地区大会開催

まして全員ともども喜びを分ち合った次第で

すが兄弟クラブの鶴岡クラブへの御案内を申
し上げようと思いましたが何分遠方ではあり

ますし、また極めて簡素にという方針で式典
ご参加の御案内を申し上げませんでした。心
にのこりながら何か記念品でも差上げたらと

の意見で、理事会の承認を得ましてこの度真

にささやかではありますが薩摩焼の花瓶をお

送りいたしました。こ笑納下されば幸甚に存
じます。どうかクラブの皆々様へもよろしく

お伝え下さい。今年度は念願の外部拡大を活

掛こ進め2クラブが誕生いたしました。認証

状伝達式も近く相変らず多忙です。では皆様
のご健康をお祈り申し上げます。　敬具

04月20日早坂ガバナーノミニーご夫妻は元

気に鶴岡駅をいなほで出発されました。

04月22日日曜日午後1時より鶴岡ローター

アクトクラブの認証状伝達式が鶴岡市青年セ
ンターで挙行されました。飯島ガバナー県内



ロータリークラブ会長、秋田、福島のロータ

リークラブ会長並びに秋田港・秋田・五城目
・山形のローターアクトの会員が参加して新

らしく誕生した鶴岡ローターアクト会員を夫
々はげましてくれ盛大でした。鶴岡インター

アクトの会員も一生懸命にお手伝をして協力

してくれておりました。これも皆さんの日頃

のご協力の賜と感謝申し上げます。

♭本例会は第700回目の例会日です。ロータ
リークラブは例会と共にあります。云いかえ

れば例会はロータリーであると云っても過言

ではないと思います。一回一回の例会の積み

重ねが今日の鶴岡ロー一夕リークラブをあらし

めた所以だと思います。例会をもう一度見直

し初心にかえってこれからの当クラブを益々

繁栄させようと思うのも有意義なことと思い

ます。本日第700回目の例会に当り損得を度

外視して鶴岡ロータリークラブのために700

回と云う膨大な例会をつづけて下さいました
「ひさごや」さんにクラブ員全員の感謝の気

持ちをこめて阿部会長より記念品を添え表彰
いたしたいと思います。「ひさごや」さん本

当に有難うございました。

（記念品は一輪挿花瓶10ケです）

♭創立会員で700回当ひさごや例会場にご出

席されました会員に新らしい当クラブのバナ
ーを添えて表彰いたします。

小花盛雄君　　阿部公一君
安藤足助君　　津田晋介君
斎藤栄作君　　海東与蔵君

Dニコ＝コボックスq

村上ちとせ様　　祝700回例会

700回ひさごや例会場

皆勤賞

D幹事報告

○会報到着
酒田・能代・石巻東・石巻・郡山各RC
○例会変更

遊佐RC 4月24日（火）　観桜会のため

PM6・OD　料亭富士屋

東根RC　　4月24日（火）

金婚銀婚会員祝賀　PM6・00

常盤屋

新庄RC　　4月23日

観桜会（カド焼大会）正午
最上公園

寒河江RC　4月26日（土）観桜会
PM6．00　伊勢屋

山形西RC　4月30日　例会休日

○創立10周年記念式典
6月3日　男鹿RC　男鹿市立体育館で

○年次大会のおしらせ
四国367区10月20日（土）21日（日）

高知市高新ホール

Dはじめの頃の鶴岡ロータリー
クラブの想い出q

初代会長　小花盛雄君

当クラブは昭和36年6月9日創立したわけ
です。その後直ちにやることはチャーターナ

イトでした。チャーターナイトをやるために

いそいで会員を、はじめの26人から多くの人

々に入会してもらってチャーターナイトの準

備にかかったわけです。その頃まだ庄内にロ
ータリークラブはないし県内にもチャーター

をやるクラブはない。さてどうするかと思っ

ておりましたら札幌南ロータリークラブがチ

ャーターナイトをやると云う案内があったの

で急拠そちらの方に行ってチャーターナイト

のやり方をつぶさに見学して釆たわけです。

その時の想い出話ですが、札幌南のチャータ
ーナイトがとどこうりなく終りまして最後の

鐘をカーンとならしましたら当時のガバナー

真崎健夫先生のご夫人の模子さんが壇上から
トットットッとおりてこられて私の前に立た

れ「あなたは鶴岡ロータリークラブの会長で

しょう。あなたの方からまだ出席報告がとど
いていない、どうしたのでしょうね」との質

問。まことに鳩が豆鉄砲をくったようなもの

でビックリしてしまいました。と申しますの

はその当時のガバナーは北海道、東北全部を
一人で廻っておられてしかも現在のような事

務局とかしっかりとした委員会の構成などは

なかった時代で、真崎先生は良妻賢母な櫻子

夫人と1人の愛娘のおじょうさん、おそらく

事務局はこの3人でやられたのではないかと

思います。

小
安
斎
阿
津
海

）



当時は来るものは全部英語、私の所、幹事
の所にくるのも英語、ロータリーのロの字も

わからず、さっぱり何をして良いか五里霧中

なのに送りこまれるものは全部英語、真に閉
口したものでした。幸いにも私共のクラブの

生みの親であります安斎徹先生が特別代表で
山形から毎例会かかさずおいでいただき子供
のような私達を手をとり足をとってご指導し

て下さったわけで、これには私共今考えてみ

ても本当に有難くて頭が下がる思いです。な
かなか出来ないことです。庄内地方ならばと

は思いますが山形から毎週毎週一年間続いた

わけです。それでどうやら私共のクラブもロ
ータリーの骨組みと云うものを安斎先生によ

ってがっちりと柱をたてられ土台をピッチリ

と組まれたと云うのが非常に今日にも大きく

影響しているのではないかと思います。

最初にもどりまして兎に角もチャーターナ

イトをやったわけです。誰も何もわからな
い。何をして良いのかも分からない。そんな

中でチャーターナイト一つのことを目的とし

て実行委員会を組んでやったわけです。その
スケジュールは初代幹事の安藤さんがたてて

下さって何々委員会はいつまで何々をやる。

印刷はいつまで等こまい所までやっていただ

きました。しかも有難いことにあてられた委

員の方々は与えられた通り動いて下さいまし
た。この大会の当日などほご夫人は全部ご出

席いただき手だすけをしていただきました。
この庄内の一二の実業界の実力者の方々がご

自分でお掃除の道具をもって会場をきれいに
し陳列をしたわけですが、これをみたご家族

奥様方はビックリしてしまい「うちのオトウ

サンが掃除の道具をもったのをはじめてみ

た。」これぐらい一致団結－家族会員一つ
の心となってチャーターナイトをやったわけ

です。それかあらぬか全国から集まって下さ
いましたお客様からは非常によろこんでいた

だきました。阿部公一さんのご厚意であの亀

屋ホテルの大ホールを解放していただき最後
の懇親会は湯ノ浜で全員を車でお送りしての

大懇親会。フィナーレは炭坑節を輪になって

踊ってその歓を尽したわけであります。当時
松本市長、ガバナー、バストガバナー夫々手

をとり合って炭坑節を踊り本当にあったかい

心の交り合うチャーターナイトであったと思

います。自分ながら成功だったと思っており

ます。あの心のふれ合いと云うものが充分に

全国のロータリアンに分ったのではないかと

思っております。創立時代のチャーターナイ

トの事ども思い出すままにお話し申し上げて

700回目の例会をお祝いしたいと思います。

形出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名

出　　席　　数　　　　45名

出　　席　　率　　68．18％

前回の出席
前回出席率　　78．79％

修正出席数　　　　56名
確定出席率　　84．85％

欠　席　者

阿宗君、風間君、早坂（源）君、早坂（徳）君

平田君、池内君、五十嵐（三）君、五十嵐

（一）君、五十嵐（八）君、海東君、金井君
栗谷君、三浦君、大川君、磨君、斎藤（信）君
佐藤（忠）君、笹原君、佐々木君、中野

（清）君、薮田君

メークアップ

阿宗君一新庄RC

薮田君一米沢RC

海東署、手塚君一鶴岡祖RC

波ビジター

石原武君、佐藤拡君一鶴岡西RC

Rゲ　スト

村上ちとせ様
三井安弥氏
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第701回例会　1973．5．1（火）は　れ　N。．42

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠（ノた，嵐行十有〝∫∠りnA．／
「もう一度　見直そう」

彪出席報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐（八）君、黒谷君、嶺岸君、三井

本日の出席　　　　　　　　　　　　　（徹）君・三浦君、磨乱斎藤（信）君・笹

会　員　数　　66名　　　　　　原君、佐藤（友）君

出　　席　　数　　　　52名

出　　席　　率　　78．79％

前回の出席
前回出席率　　68．68％

修正出軒数　　　　55名
確定出席率　　83・33％

欠　席　者

阿宗君、早坂（源）君、平田君、池内君、

メークアップ

慶君一酒田束RC

佐藤（忠）君一酒田RC

薮田君一山形RC

阿宗君一新庄RC

五十嵐（三）君、海東君、金井君、黒谷君
中野（清）君一鶴岡西RC

早坂（源）君一外国RC
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鍔点　　鐘　阿部会長

啓国歌斉唱

餞ロータリーソング「奉仕の理想」

形お誕生月　おめでとうございます。

会員ご誕生

阿部公一君、市川輝雄君、金井勝助君、

小花盛雄君、三浦悌三君、中野重次郎君、

佐藤友吉君

奥様ご誕生

石黒常様、黒谷貞子様、上野和子様、

板垣喜美子様

彩年間皆出席

3年間皆出席　　長谷川悦郎君

4月100％出席　　51名

阿宗君、阿部（公）君、阿部裏君、安藤君、張

君、森田君、長谷川君、早坂（源）君、佐藤

（順）君、市川君、飯白君、石井君、石黒君、

五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、今野君、海東

君、田中君、金井君、佐藤（衛）君、上林君、

栗谷君、小花君、小池君、中野（重）君、吉野

君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井

（健）君、男網君、菅君、小野寺君、磨君、斎

藤（栄）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴木

（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、高橋君、小松

君、手塚君、中野（清）君、富樫君、上野君、

鷲田君、薮田君、佐藤（友）君、板垣君、進藤君

形会長報告

○早坂ガバナーノミニーよりのたより（1）

4月26日　シカゴパーマホテルにて

4月23日サンフランシスコ着

4月25日夕刻シカゴ着、本日RIを訪問しま

した。鶴岡出発の節は皆様から歓送会やら亦

駅までお見送りいただき有難うございまし

た。エバンストンの事務局では事務総長は生

憎病気のため入院中で次長と極東部のヘッド

のヤング氏をはじめ関係者一同に面接、局内

を見学しました。ユパンストソRCの例会に

出席しました。時差と環境の変化でいささか

とまどいましたが大分慣れてきました。両名

とも元気で居りますからご安心下さい。会員

の諸兄によろしくお伝え下さい。

○鹿児島西ロータリークラブの創立10周年に

当り姉妹クラブである当クラブにさつま焼の

花瓶を送る旨ご連絡をいただきましたが本日

送られてまいりましたので披露いたします。

紹幹事報告

○会報到着

仁賀保・釜石RC

O例会変更

鶴岡西RC　5月11日（金）PM6・00

湯田川七内　登録料1，500円親睦会を兼ねて

〇本例会は創立当初の例会の模様をフイルム

に収められておかれた張先生の提供で「ある

日の鶴岡ロータリークラブの例会」と「酒田

ロータリークラブとの合同懇親会のことど

も」の2巻をみて往時をしのんでいただきた

いと思いますQ



D新会員の推薦に関する氏名発表

次の3名の方々が会員候補者として推薦さ

れ、所定の手続きを経ましたので氏名発表致

します。

若し会員の中で下記会員候補者の入会に反

対される方がありましたら、書面でその反対

理由を具して理事会まで（幹事宛）10日以内

にご送付下さい。

伊　藤　義　雄

東北電気工事㈱鶴岡営業所々長

（電気工事）

高　橋　良　士

宮原病院副院長　（外　　科）

山　本　　　隆

明治生命鶴岡営業所々長

（生命保険）

D連　絡　板q　　高橋正太郎君

○きたる年次大会での部長、副部長、委員長

会議を5月10日6時30分より産業会館で開催

します。各役員の方々ご出席下さい。各委員

長より新らしいアイデア構想のご発表を期待

しております。

○昨年ゴルフで「ネコネコ会」と云うのがあ

りました。ハーフで1ケのOBをネコネコす

るところからの名称でしたがこの会を発展的

に解消して鶴岡ロー－タリークラブのゴルフ愛

好者全員を会員として隔月1回親善ゴルフ会

を親睦委員会主催で開催したいと思います。

5月14日（月）12時スタートで第1回目の大

会を開催します。事務局まで申込み下さい。

♭「或る日の例会」の映画をみてq

－創立当初昭和35年2月2日の例会記録一

市川輝雄君　作る

あれやこの　今は昔13年前

所は同じ　ひさごや　の

例会場に　つどえるは

初代会長　小花君

その他の面々　30余名

すべてが未知のことなれば

もの珍らしく　難しく

標準定款　片手にし

手続要覧　首引きながら

ただひたすらに　かすかなる

光明めざし　いざゆかむ

バナーを　屏風に　飾りかけ

席順札を　配りたる

昔の慣わし　なつかしや

登録料は300円

点鐘なれば　皆立ちて

「奉仕の理想」を歌いけり

あやしげなれど　それなりに

声高らかに　狭かりし

例会場に　どよもせり

「生気を与えよ　身につけよ

友愛の橋　まず　かけよ」

熱弁ふるう　会長の

目標高し　ターゲット

小花、早坂、津田、安藤



谷口、鈴木、池内

斎藤、小池、鷲田、張会員

顔ぶれ　今に似たれども

あまりに若き　面影は

別人かなと　疑えり

会長報告に引きつづき

誕生祝う　スマイルの

ニコニコボックス　人気者

金　いくぱくか　知らねども

その名も　ゆかし　「百万両」

あゝ　そのかみの　ひさごやの

テンプラの味　汁の味

いささか太りし　張君の

遠因　すでに　ここにあり

入会したての　NHX

局長　大竹　博君

テレビについて　スピーチを

一席うてば　神妙に

聞く会員の　私語もなく

げに　例会の模範たり

点鐘前の　寸暇みて

ロータリーソング　もう一度

「我等の生業」　練習す

ああ　友愛の輪を　つなぐ

鶴岡ロータリークラブに　栄光あれ



㊥を言え

THミァ誓霊。霊感和一タイヤラブ
斎藤得四郎民絵

第702回例会　1973．5．8（火）はれ　No．43

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた．笈か・ノ1．′瞳〝，£仰人．／
「も　う一度　見直そう」
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罷出席報告

本日の出席

会　　員
出　　席

出　　席

前回の出席
前回出席率
修正出席数
確定出席率

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、風間君、長谷川（悦）
君、斎藤（栄）君、早坂（源）君、早坂（徳）君、

平田君、池内君、五十嵐（伊）君、五十嵐
（八）君、今野君、三浦君、三井（賢）君、佐藤
（忠）君、中江君、斎藤（信）君、笹原君、佐藤
（友）君、小松君、津田君、鷲田君、薮田君

メークアップ

阿宗君一新庄RC
嶺岸君、三井（徹）君、中江君、佐藤（友）
君一鶴岡西RC
早坂（源）君一外国

影ビジター

石原武君、石寺龍象君、帯谷義雄君、

阿部正男君一鶴岡西RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う
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節点　　鐘

坊ロータリーソング「我等の生業」

♭会長報告

（⊃米国のェバーンストンRCより早坂ガバナ

ーノミニーが例会に出席した旨のメークアッ

プ通知がとどきました。

○酒田の相馬市長より、酒田市制40周年を記

念して日本都市学会を酒田で開催いたしま

す。期日は5月18、19日です。なるべくご多

数の方々がご参集下さいとのことです。

♭幹事報告

○会報到着

東京・村上各RC

O例会変更

酒田RC　5月16日（水）12．30

酒田グリーンホテル

新庄RC　5月11日（金）12．30

三光舎　2F

酒田東RC　創立5周年記念式典内祝の為

5月24日（木）12・30　酒田産業会館　3F

O認証状伝達式のおしらせ

366区大阪大淀RC　6月23日　土曜日

ホテルプラザで

○仮クラブ設立のおしらせ

365区京都西南RC

例　会　火曜日12．30～13．30

例会場　京都ステーションホテル

D早坂ガバナーノミニーよりの近況（2）q

小野寺清君より4月29日付の航空便での早

坂ガバナーノミニーよりの近況報告が発表さ

れた。米国でのご感想ご批判などがおりまざ

っており、公文朗読発表のあと5月10日付荘

内日報に掲載の上はば広く庄内一円に発表さ

れる予定である旨の報告がなされた。

D盆栽の話q　　三井安弥氏

元　宮内庁勤務

神奈川県盆栽会理事

最近は国際的、国内的に大変な盆栽ブーム

であります。むしろ国内よりも日本趣味に興

味を持つ外国人に非常なブームをきたしてお

るようです。常日頃国際感覚の持主であり国

際人であられるロータリーの方々に盆栽とは

どういうものか正式に理解しておいて欲しい

と思います。今でこそ盆栽はその言葉のまま

に外国にも通ずるようになりましたが昔は

「鉢の中に植えた小さな木」とか云って盆栽

の説明をしていたものでした。盆栽をローマ

字で書いて万才と良くまちがわれて閉口した

こともありました。今は盆栽は生のままで外

国に通じますがことに川端康成さんがノーベ

ル賞を受賞した時の記念講演に「美しい日本

の私」の中で東洋画庭園華道を論んじた講演

の中にその美の凝縮したものが盆栽であり盆

石であると云われたことが世界内外の関心を

呼んで益々ブームになったようです。盆栽を

辞典でみますと「鉢植え」とあります。しか

し盆栽の概念は「鉢植え」とは違うのだと云

うことです。「鉢植え」とは植物を鉢に植え

たものであるけれども主として花とか実とか

葉っぱとか部分的な美を観賞するものが鉢植

えであります。謂わは鑑賞植物とか云うもの

「オモト」の類、「盆栽」は一部分が美しい

きれいだと云うのではなく樹木なりそこに植

えられた草なりの全体の姿、その実を鑑賞し

て自然の美を想定する（オモイオコス）そう

云うものを云います。葉っぱが美しいから良



いと云うのではなくて樹木の全体の姿がどう

かと云うのが問題なのです。

盆栽は世間に誤解されていることが多くあ

ります。その誤解を2～3といておきたいと

思います。

（1）盆栽はすぐ枯れるから困まる。

－盆栽は水さえかけておいてもらえばそ

う枯れるものではありません。正月贈物

の盆栽など家の中に入れっぱなしにされ

るので枯れるのです。なんでも自然です

から外において水をかけてもらわないと

困ります。生きているのですから。

（2）盆栽は金がかかって困る。

－なるほど文化財のような立派な盆栽も

あります。何百万円もするものもありま

す。書画とちがっていつかは枯れるもの

を何んであんな高くとは思いますが現実

売買されております。しかし金は余りか

けないで趣味とまごころさえあれば充分

たのしみうるものです。それが一つの知

恵でしてどんな楽しみ方も出来るわけで

す。

（3）場所がないから盆栽は出来ない。

－東京のアパート住いにある誤解です。

豆盆栽をやればせいぜい3尺四方あれば

充分に相当に出来るし楽しめるはずで

す。楽しむ気持ちがあれば出来ます。

¢）盆栽は曲りくねっていておもしろくない

＜不自然でおもしろくない＞

－徒然草の中に後醍醐天皇の北條氏討伐

に加わって43才で佐渡に流され殺された

日野資朝と云う公家のことがのせてあり

ます。この日野資朝が盆栽が好きだった

らしい。

京都に東寺と云うお寺があります。お

寺ですからカタワの人々、足のまがった

手のまがった乞食など多く集まっており

ました。或る時資朝はその東寺に雨やど

りをしておりました。初めのうちは色々

なかあった形のものがいるのでめずらし

いと思ってみていた所が、だんだん見て

いるうちにいやな気持ちになった。そこ

で盆栽が好きなのもいかんのかと思って

家に帰り盆栽をみんなすててしまった。

盆栽はかたわでも何んでもあり　ませ

ん。自然の木が曲りくねっているのは白

然に抵抗しないからあのようになるので

す。風にふかれれば曲るし、雪が降れば

倒れる。曲げ方が悪るければ困るが曲げ

方が良ければ良いので－一曲げ方の問題

であって曲がっているのはかたわでもな

んでもない。

（5）良く盆栽は老人の仕事だと云います。

－今盆栽をやっている人には若い人、ご

婦人の間でたくさんの方々が行っており

ます。だいいち、あんなにおもいものを

年とってからもてるものではありません

し毎日水をかけるのでも年をとってから

は大変です。ハリガネをかけて曲げるの

でも相当の力がいります。老人の隠居仕

事だと云ったのは昔若い人を自由に使う

ことの出来た時代に金が充分にある方が

やっていたのでそう云われたものでしょ

う。盆栽は非常に長くかかります。老人

の仕事では間に合わないのです。

＜第700回例会で集録したものです＞



♭充填未充填識業分苧表について＜

海東職業分類委員長

クラブ細則によりますと新年度に入ったらすぐに充填未充塀職業分類表を作成し未充填職業

について極力会員の増強を計るよう努力すべしと定めてあります。昨年7月に会員に提出いた

しましたがその後会員の異動がかなりあり、しかもシニアアクチブ会員資格の明確化がクラブ

細則の変更で行われておりますので48年4月1日で分類表を作成し次年度の職業分類委員会の

参考に供したいと思います。

関連職業分類グループ別　　　　48．4．1現在



五　十　嵐　三　郎

石　黒　慶　之　助

張　　　　紹　　　淵

井　　　　徹

安　　藤　　足　　助

佐　　　藤　　　　忠

板　　垣　　俊　　次

阿　　宗　　文　　雄

嶺　　岸　　光　　書

小　　池　　繁　　治

小　野　寺　　　清

科　　医

科　　医

耳　鼻　科　医

精　神　科　医

電気板金業

精油製品小売

燃料油小売

石　油　配　布

楽　器　小　売

写真器材小売

人　物　写　真

商　業　写　真

配　　　　　管

印　　　　　刷

平　版　印　刷

書　籍　小　売

新　聞　発　行

美術展覧会

水産物配布

魚　　市　　場

食料品乾物小売

米　穀　配　布

パ　ン　製　造

配　　布
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名　誉　会　員

シニアアクチブ会員

48－4－1現在

（元分類　電気技師）

（ク　　事務所什器備品小売）

（ク　　木材配布）

（ク　　牛乳配布）

ク　　化粧品配布）

ク　　写真印刷）

ク　　網織物製造）

（ク　　電気器具配布）

（ク　　商業銀行）

（ク　　大学）

内科医）

外科医）

電子装置製造）

海　　東　　与　　蔵　（ク　　商コ∵会議所）

五　十　嵐　伊　市　郎　（ク　　体育協会）

正　　　会　　　員　　　　51名

シニアアクチブ会員　　　15名

計　　　　　　　　66名
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㊥今寺も

THミァ誓霊。三霊感卯一汁アラブ
斎藤得四郎民絵

第703回例会1973．5．15（火）はれ　No．44

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠βたし笈如月しル昌の∠00Å／
「も　う一度　見直そう」

杉出席報告
本日の
会
出
出

前回の

65名
43名

66．15％

前回出席率　　65．15％
修正出席数　　　　55名
確定出席率　　84．62％

欠　席　者
阿宗君、風間君、森田君、早坂r源）君、早坂
（徳）君、平田君、池内君、五十嵐（三）君、五
十嵐（伊）君、海東君、吉野君、嶺岸君、三井
（徹）君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、斎藤
（信）君、佐藤（伊）君、谷口君、佐々木君、小

松君、富樫君、薮田君
メークアップ

鷲田一東京東江戸川RC
佐藤（忠）君一酒田東RC
薮田君一仙台RC
阿宗君一新庄RC
阿部（公）君、長谷川（悦）君、五十嵐（伊）君
三井（賢）君、中江君、小松君一鶴岡西RC
佐藤（友）一温海RC
早坂（源）一外国

顔ビジター
今野義介君、佐藤昭吾君一温海RC
菅原松雄君、石原武君、小林忠康君、
工藤武樹君、松田善三郎君、半田茂弥君
羽根田正吉君一鶴岡西RC
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形司　　会　阿部会長

班ロータリーソング「手に手つないで」

紹会長報告

○David S．Alexa－lderより写真が送られて

まいりました。

この写真は早坂ガバナーノミニーが新年度

の国際ロータリー会長ウイリアムC．カータ

ー氏と交歓しておられるところを撮ったもの

です。

尚、下記の報道記事が荘内日報社に記載さ

れ広く一般に広報されております。

当市のロータリー会員

国際ロータリーの

次期役員に選挙さる。

当市で電機器具を販売している、荘内三菱

商品販売社々長、早坂源四郎氏は、本日、ス

イスのローザンヌにて開催中の国際ロータリ

ー年次大会において、当地域の国際ロータリ

ー役員に選挙された。早坂氏は、149カ国に

加盟クラブを有する国際ロータリーの1973～

74年度地区ガバナーとして選挙された345名

の新役員の一人である。第353地区のガバナ

ーとして地区内59有余のロータリークラブの

指導統轄に当られる。同氏は昭和35年以来の

ロータリアンで1万5千有余の加盟クラブの

一つである鶴岡ロータリークラブの会員であ

り同クラブの元会長である。

国際ロータリーは14人の理事によって運営

統轄されるロータリー・クラブの連合組織の

ことである。その理事会構成員のうち6名は

本日、2年の任期をもって選挙され、他の6

名の理事には、あと1年の任期がある。この

12名の理事と会長（英国ロンドンのウィリア

ム・カーター氏）及び次期会長（米国フロリ

ダ州のウィリアム・ロビンス氏）をもって理

事会を構成する。

これらの理事のほかに、国際役員として選

挙されるのが地区ガバナーである。ロータリ

ー創立後、7年経った1912年（昭和元年）、

現在の地区組織の前身となる機構が設置され

た。今日の地区数345、ロータリークラブ数

1万5千有余に比べ、当時は8つの地区に50

のロータリークラブが散在していた。会員数

も約5千人余りしかなかったのが、現在は75

万に達しようとしている。

地区ガバナーが指導統轄するローークリーク

ラブは一業種1人を原則として、その地方の

職業人でもって組織されるものである。各会

＼、＿ノ



員には、クラブ、その地域社会、また国際的

な分野で奉仕するという、一つの共通した目

的のもとに結ばれている。世界各国でロータ

リアンは毎年、延べ何千万にも及ぶ時間を、

よりよき世界を築くために奉仕している。

地区ガバナーは、世界中のロータリークラ

ブ並びにロータリアンを親睦のきずなで結ぶ

役割を果たす役員である。地区ガバナーは任

期中に、担当地区内の全クラブを、少なくと

も1回訪問し、各クラブの役員と協議し懇談

し、クラブや地域の発展、向上に役立つ指示

を与えることになっている。各地区には平均

42のクラブがあり、ガバナーにとって今年が

多忙な年となることは確かである。

スイスローザン′ヌ（5月17日）発信－

烈幹事報告

○会報到着

八戸東・石巻東・石巻・郡山・東根各RC

O例会変更

上山RC　5月18日を5月20日12・30に

岩沼市荒沼に、家族会のため

村山RC　5月15日を5月17日19・00に

東根、尾花沢、村山3区合同例会

尾花沢クラウンボール

村山RC　5月29日17．00村山市場沢山の寺

○認証状伝達式のおしらせ

366区高槻東RC、八尾東RC合同伝達式

6月16日（土）大間閣

○仮クラブ設立のご挨拶

促東京港南ロータリークラブ

例会日　水曜日12・30～13・30

例会場　ホテル・パンフイク東京

東京都港区高輪3

スポンサークラブ

東京品川ロータリークラブ

4月19日創立総会

○池内方平会員の近況おしらせ

池内会員は、病名「股のつけねリンパ腺に

種ヨウ」のため

国立ガンセンター11病棟12号室

TEL O3－542－2511

に入院加療中ですが5月中旬退院の見込みと

のことです。

一日も早く全快の上、例会に元気でご出席

下さるようお祈りしたいと思います。

○ローターアクト東北大会開催のご案内

ホストクラブ　仙台大学R・A・C

スポンサークラブ　柴田RC

l．会　場　宮城県刈田郡蔵王町

遠刈田温泉　蔵王ハイツ

2．期　日　昭和48年7月7日（土）

7月8日（日）

3．日　程　第1日日　7月7日

登録12時から

全体会議　分科会

第2日日　7月8日

全体会議　特別講演　観光蔵王

大河原駅前14．00　予定　解散

4．出席義務者

幹事、社会、国際、職業奉仕

各委員長及び会長

5．登録料　宿泊料共2，000円

（ローターアクト会員）



6．その他

ローターアクト委員長はじめロータリアン

の方々のご多数のご参加を得まして、ご指導

ご鞭撞下さるよう重ねてお願い致します。登

録料は、お一人5，000円（宿泊料を含む）で

す。

○五十嵐八郎君より鶴岡魚類株式会社の社長

退任にともなう退会届が出されております。

理事会で受理いたしましたことを報告いたし

ます。

♭卓話「市政閑話」　　　白井市長

当クラブの名誉会員であられる白井市長よ

り48年度の鶴岡市予算と国や県の公共予算配

分の大略について

・国道112号線の改修工事月山第一第二トン

ネルの着工でかねて目標とした昭和51年度

までに高速道路に準んじた立派な道路が完

成し庄内産業経済の大動脈の役割を果たす

見通し。

・赤川の河床低下、内川、大山川の改修

・赤川上流に大ダムを建設する調査費

・赤川河畔に河川公園を着工すること

・大宝寺の都市計画道路と合せて三侶橋の改

修に着工

等、国県の公共予算市自体の公共予算からみ

た鶴岡市の将来の展望について詳細に数字を

あげられ、おもしろくたのしい有意義な説話

であった。

♭あしらせく

安藤足助次期会長

○早坂ガバナーノミニーよりお便りをいただ

きました。

－カーター次期会長のターゲット「今こ

そ行動の時」AJime for Actionをお送り

します。6月1日よりこのターゲットに向っ

て新理事準備し、7月1日に活動に入れるよ

うにして下さるよう要請いたします。

○インターアクトの新らしい腕章が出来まし

たので鶴高専に送ります。

ヽ＿＿／



各級

TNミァ誓監霊　感割り－タ・づラブ
斎藤得四郎民絵

第704回例会1973．5．22（火）はれ　No．45

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠√ノた，笈如1．1ん′∫乙川）人．／
「も　う一度　見直そう」

㌶出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　軒

前回の出席

欠　席　者

阿宗君、張君、長谷川君、早坂（源）君、
平田君、池内君、田中君、嶺岸君、三井

（徹）君、三浦君、斎藤（信）君、斎藤（信）君
佐藤（伊）君、笹原君、津田君、富樫君、
板垣君

メークアップ

五十嵐（伊）君一酒田東RC
阿宗君一新庄RC
坂田君一米沢RC
風間君、森田君、五十嵐（三）君、海東君、
吉野君、嶺岸君、谷口君、小松君、富樫君

一鶴岡西RC

早坂（源）君、三井（徹）君、斎藤（信）－外国
詔ビジター　梶田信順君一京都東RC

工藤武樹君一鶴岡西RC
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謬司　　会　阿部会長

露ロータリーソング　「手に手つないで」

♭会長報告

○当クラブと鶴岡西RC、加茂水族館の共催
で鶴岡盲学校の生徒さんたちの旅行を水族館

まで21日実施いたしました。私も行ってきま

した。生徒は小学生で40余名、教師10余名、

父兄が5名の参加でした。生徒は全体で視力
が弱い子供たちのため水族館で親切に手でタ
コや魚をさわらせて感触で動物の実体をたし

かめて有意義な催しでありました。特に校長

先生よりクラブの皆様によく御礼をお伝えし
て欲しいとのことでした。

D幹事報告

○会報到着
天童RC

O例会変更
山形北RC

山形北RC

山形RC

5月24日　木　PM6．00

産業会館　6F
5月31日　AM11．00

家族会のため
山銀官町支店前出発　万松寺
5月30日　PM6．00　囁月

クラブフォーラムのため

○認証状伝達式のおしらせ
山形ローターアクトクラブ認証状伝達式

6月24口（日）12時

山形県勤労者福祉セ∴／タ一

〇6月23・24日地区協議会について鶴岡西R

Cより案内がまいりました。義務出席者は安

藤次期会長、小松次期幹事、鈴木次期クラブ
奉仕委員長、五十嵐（一）次期職業奉仕委員長
三井（徹）次期社会奉仕委員長、新穂次期国際

車化委員長以上です。

○新会員の推薦に関する氏名発表

次の1名の方が会員供補者として推薦され

所定の手続きを経ましたので氏名発表致しま

す。

若し会員の中で下記会員候補者の入会に反
対される方がありましたら書面でその反対理
由を具して理事会まで（幹事宛）10日以内に
ご送付下さい。

高　橋　辰　美

日本生命保険相互会社　山形支社
荘内営業部長（団体保険）

－新会員の紹介－

○高橋良士君

推せんのことば　　　　小花盛雄君

高橋君は昭和26年鶴南高を卒業し東京医科
大学、仝大学院を経て昭和39年医師資格を取

得、昭和42～43年小児外科の研究を命じられ

て西ドイツのブレーメンの小児科病院の小児

外科教授レーパイン教授について研費をつま
れてまいりました。帰国後母校の模外科の講
師になられ小児外科・消化器外科を専門に担
当されました。が昨年宮原病院が医療法人に
なります時に理事・副院長としてその創立に

参加、尽力されたわけであります。昨年着任
来小児外科と云うことで患者が多くつめかけ

その中で非常にめずらしい例の手術を執刀、

成功された例を申し上げてみますと
・小腸無神経節症　小腸に色々な神経節があ

るわけですがそれがない赤ちゃんを生後2日

日に手術され小腸を切断されたのですが現在

元気で育っておるそうです。
・肛門の閉鎖されている赤ちゃん　生後1日

目の子、2日目の子を夫々手術され、みんな

元気だそうです。
・生後2円目で十二指腸潰瘍がレントゲンで

確認された赤ちゃんの治療をされているそう
です。

これらでもお分りのように小児外科として

随分研銃をつまれた方だと云うことがお分り
のことと思います。お孫さん等にもしもご必

要の事などありましたらどうぞとご掟せん申

しあげてご紹介とします。

－高橋会員のごあいさつ－

只今ご紹介をいただきました高橋です。今
般小花先生のご抵せんで本会に入会させてい
ただくことになりました。誠に光栄に存じま

す。末だ若輩未熟でありますので何分よろし

くご指導いただきたいと思います。

【履歴書】
生年月日　昭和7年6月30日

ロ宅　鶴岡市神明町6－17

会社　医療法人　宮原病院・副院長
奥様　高橋多恵子様昭和11年3月21日生
ご結婚　昭和37年12月5日

お子様　高橋典子さん　9才

高橋由至君　　3才



ご出身校　東京医科大学　大学院

趣味　ゴルフ、カメラ

○山本隆男君

推せん者のことば　　　黒谷正夫君

山本隆男君は昭和7年9月29日の生れです0

自宅　鶴岡市山王町1－38

会社　明治生命保険相互会社　鶴岡営業所長
奥様　山本律子様
誕生日　昭和4年10月16日

ご結婚　昭和33年5月13日

お子様　山本宗隆君　　14才

山本由美子さん12才

山本希美子さん10才
ご出身校　弘前大学文理学部卒

ご趣味　ゴルフ

前会員でした橋浦君の後任の方です。ご紹

介を終ります。

一一山本隆男君のごあいさつ－

ご紹介いただきました山本です。北海道の

釧路に3月まで勤務しており、4月から当地

にごやっかいになっております。とかく私の

仕事などは皆さんにキラプレがちなのですが
こういう社会奉仕活動を通じて何んらかのお

役に立ちたいと思っております。未だ土地不

案内にて今後色々お世話になることと思いま

すがよろしく御原瓢、します。

♭卓　話　「み仏の心」

法然院　梶田信順貫主

私は京都東RCの会員で職業分類は仏教で

す。私、僧侶ですので何か有益なお話が出来
そうなものだとおおもいでしょうが、いたっ

てロべたです。或る時私は末寺の和尚に頼ま

れまして、秋のお彼岸の読経にまいりまし

た。田舎の寺でしたので高座に上がりまして

お説教をしておりますと私の目の前を蝿がウ
ロウロして非常にわずらわしい。説教を終わ

り控室に帰り、フトその時のことを思いだし

て

「説法の　師をあなどりて　秋の蝿」
この俳句が浮びました。私は幼時より俳句

を愛好し今もホトトギスに自らの心を句によ

んで出しておりますが、この句のように私は

いたってロべただと思っている次第です。

仏法の事を少しく申し上げます0
「菩薩戒経」というお経があります。これは

一つのいましめを書いたお経でありますが、

その中に十戒が書いてあります。
1殺生戒　　人を殺していいけない

2　倫盗戒　　物を盗んではいけない

3　邪淫戒　　よこしまな男女の愛をして
はいけない

4　妄語戒　　嘘を、いつわりを云ってほ
ならない

5　コ酒戒　　酒を売ってはならない

6　ジサンキク戒　自分をほめて、他人をそ
しってはいけない

7　セッシ／ユウカ罪　法を説えている人をそ
しってはいけない

8　ケントソ戒　物おしみなしてはいけない

9　シソギ戒　怒ってはいけない

10　ヒホウ戒　仏をそしってはいけない

しかし、この十戒をまもると云うことは大

変なことでなかなか出来ませんCが、やはり

戒を保っていると非常に心が、いつも清浄に
なります。大体、仏教と云う教えは一口に云

って「悪いことはしない。良いことをする」

そして「自分の心を清める」と云うのが仏の

教えであります。やはりこの十の戒を守るこ

とによって自分の心が清浄になるのです。
ここに、ロータリー精神を換言すれば「心

を清浄にする」と云うことが一つのロータリ
ー精神ではなかろうかと思っております。し

かし「行なう」と云うことは「云うが易く行

なうほ難し」であります。
－●　●－■　■－●　●－1●－●　■－一・・●　●－

孟子は「気は心をうつす」と云っておりま

す。居る場所によって人間の気持は変ってま
いります。私は色々な例会に出席いたしてお

りますが、こんなに和やかな雰囲気の例会に
メ【クしたのは始めてであります。従って親

睦と云う意味に於ても非常に効果的だなと思
いました。これが即ち「気は心をうつす」で

あります。置る場所によってその気持ちにな
るのです：。

－●　●－　　●●　－，●一－■・■・．・■　●－－■■　●－・■　●一・・・・．‾

私のクラブは今年ホストクラブになりまし

て相月21～22日京都の国際会議場で365地区

の地区年次大会を行います。その翌日10月22

日は京都3大祭のジダイ祭があります。〔5

月15日葵祭、7月17日砥園祭〕どうか、お暇が



ありましたら私達の地区大会においで下さ
い。

少しく私事を申し上げます。
仏教で法を説くのを説教と云います。一般に
は口で説きます。この説教にも色々あり　ま

す。
・ユーゴウ説法　依心伝心で心から心へと伝

えること
・シソゴウ説法　身で行なうもの

・ショウゴン説法　所謂「気は心をうつす」

です。お寺にまいりまして

非常に美しくショウゴソさ

れておる、その前に座ると

何んだか極楽へ遊びに行っ

たような気持を起します。

私の寺はショウゴン説法です。他の寺と非

常に遣いますのは仏様のことを非常に丁重に
おかざりしております。「みせる」のではな

く「拝んでいただく」ようにしております。

私のお寺はお金をとって一般拝観はさせてお

りません。勿論国宝もあります。

「仏様をおかざりしている所は、どんなに

丁重におかざりをしても良い。しかし自分ら
の生活は非常に質素にせよ」教えの一つで

す。私の寺では一切金らんを着ない非常に質

素な生活をしています。住職は茶色の衣に茶
色の袈裟、一般修業僧侶は黒衣です。日々の
生活はきびしい掟がありそれを守っておりま

す。蚊がとんでくる、ピシャリと殺してはい

けない。衣でフワリとはらい、慈悲の心をも
ってはらい、と教えております。変ったお寺

であるとご記憶下さい。もしも京都におこし
の場合私のお寺においでになり「みせていた

だけませんか」と云われますと、弟子が玄間

でお断りいたします。「おがませていただけ

ませんか」と云われますと丁重にご本堂に案

内しお座敷の方も見ていただく風にしており

ます。お寺は「おがむ所」「手を合わす所」

で「見る所」ではないことをご記憶下さい。

最後に私の寺は京都の銀閣寺のすぐとなり
で法然院と云います。今から700余年前に法

然上人が一応念仏教が広まり、70才を越えら

れた時に静かに隠棲してそこで念仏を申そう
と云うことで隠棲された所であります。

〔編集子よりお詑び　この卓話の中のカタカ
ナの部分について一部誤りがあるかもしれま

せんので、この点お断りしておきます〕

）



を言え

THミァ尺誓監霊感覇七一タづラブ　斎藤得四郎民絵
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第705回例会1973．5．29（火）くもり　N。．46

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

∠rノた，品行十′tん′∫∠「血．／
「もう一度　見直そう」
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儲出席報告

本日の出驚

会　　員

出　　繁

出　　張

前回の出蕎

前回出　語
修正出　害
確走出膏

欠　街　着

阿宗君、河荒く公〕君、阿部（褒）君、風間君
早坂（短）君、平田君、池内君、海東君、

男網君、菅君、斎藤（得）君、斎藤（信）君、佐
藤（伊）君、富樫君、薮田君、板垣君

メークアップ

張君一束京北RC
阿宗君一新庄RC
板垣君、遊佐RC
巌岸君、富樫君一鶴岡西RC
三井（徹）君、早坂（源）君、斎藤（得）君

一外国

彷ビジター

桜井清君、阿部正男君、松田善三郎君

菅原隼雄君、小林忠康君一鶴岡西RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
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霧司　　会　鈴木副会長

霧ロータリーソング　「我等の生業」

欝会長報告　鈴木副会長

○早坂ガバナー′ミニーご夫婦は元気で5月
28日帰鶴され、本日早坂ガバナーノミニーお

つかれの様子もなく例会にご出席下さいまし

た。本例会は早坂ガバナーノミニー帰鶴歓迎

例会であります。尚三井先生も世界大会にご
出席されお元気にお帰りになられました。

書幹事報告

○年次大会　仮申込受付

第356地区年次大会　9月12日～13日

群馬県水上町　ホストクラブ　水上RC

第361地区年次大会10月13日～14日

小松市体育館　ホストクラブ　小松RC

O適用相場等の変更について

明和48年7月1日から始まる上半期の適用相　3．ポールPハリス先生幼少の困窮時代の劇
場、人頭分担金、ロータリアン誌購読料につ

き、下記の通り国際ロータリー本部より連絡

がありました。

記

1．人頭分担金　　　　1人当　￥1，G60

2・ロータリアン誌購読料

1口当り　￥　398

3・ロータリー財団寄附に

適用さかる相場1ドル当り　￥　265

♭帰鶴報告q

1ケ月ぶりに元気で帰られた早坂ガ／ミナー

ノミニーより、時差により感覚未だもとにも

どらずとの前置きで日本と米国とヨーロッパ

の相違とかレークプラシッドに於ける研修風

景、観光事業に徹しているスイスのこと。西
ドイツの復興等のことどもを楽しく話され帰

鶴第一声を発しられた。
又世界大会に参加された三井徹先生も帰ら

れ世界大会の事、特に先生のご専門でいられ
る人口問題、そしてヨーロッパに於ける性問

題の取組み方などの意見の交換をされて帰ら
れ、素人にも判り易く説明、報告がなされ
た。

○ファイヤサイド　ミーテング

ロータリー情報委員長　張　紹淵

ロータリー情報週間を下記により設定いた

しました。もう一度、もろもろの項目を見直

し学習いたしましょう。

場所　国道七号線　白鳥ドライブイン

第1日日　6月5日（火）午後6時30分

1・標準ロータリークラブ定款

2・推奨クラブ細則

3．一般演題

4・ロータリアンの育成について（スライ

ド）

第2日日　6月6日（水）午後6時30分

1．クラブ奉仕

2．一般演題

3．ロータリーへの入会を歓迎（スライド）

第3日日　6月7日（木）午後6時30分
卜　職業奉仕
2・今度はあなたのイカく番だ（スライド）

（神戸東ロータリークラブ米正先生提供）

第4日日　6月8日（金）6時30分

1．社会奉仕
2．新しい視点に立って（スライド）

第5日日　6月9日（土）

1．国際奉仕
2．地球上の同乗者として（スライド）

以上のプログラムを設定いたしました。

全会員の積極的な参加をお願いします。

早坂ガバナーノミニーの帰鶴を心よりおよろ

こび申し上げます。

「奉仕」のご指導を期待いたしております。



㊥を言え

THミ子誓霊感感和一タ′／づラブ
斎藤得四郎民絵

第706回例会1973・6・5（火）はれ　No．47

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

会　長　阿　部　　嚢　　幹　事　市　川　輝　雄

∠eたし品々e月し／瞳の∠00Åノ
「も　う一度　見直そう」

懲出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　67名

出　　席　　数　　　　47名

出　　席　　率　　70．15％

前回の出席
前回出席率　　76．12％

修正出席数　　　　61名

確定出席率　　90．14％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、森田君、長谷川君

早坂（徳）君、平田君、市川君、飯自君、
池内君、五十嵐（一）君、田中君、佐藤（衛）
君、三井（徹）君、中江君、斎藤（得）君、

斎藤（信）君、佐藤（忠）君、佐藤（友）君、

佐々木君、手塚君

メークアップ

鈴木（弥）君一酒田東RC
薮田君一米沢RC
阿宗君〝新庄RC

阿部（公）君、風間君、海東君、菅君、富

樫君、板垣君一鶴岡西RC
斎藤（得）君一外国RC

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



野点　　鐘　阿部会長

彷国歌斉唱

彩ロータリーソング　「奉仕の理想」

班お誕生月　おめでとうございます

会員ご誕生

阿宗文雄君、阿部嚢君、張紹淵君、石

黒慶之助君、五十嵐一郎君、上林一郎君

小野寺清君、高橋良士君

奥様お誕生

安藤美智子様、長谷川敏子様

年間皆出席

14年間皆出席　　小花盛雄君

10年間　ク　　　早坂源四郎君

4年間　ク　　　手塚林治君

2年間　ク　　　市川輝雄君

2年間　ク　　　佐藤順治君

5月100％出席　　42名

阿宗君、阿部（裏）君、阿部（公）君、風間

君、安藤君、張君、森田君、長谷川君、

早坂（源）君、佐藤（順）君、市川君、飯自

君、石井君、石黒君、五十嵐（三）君、五

十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、今野君、海

東君、金井君、佐藤（衛）君、上林君、栗

谷君、小花君、小池君、中野（垂）君、吉

野君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君

三井（健）君、菅君、小野寺君、大川君、

中江君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）

君、佐藤（友）君、高橋（正）君、小松君、

手塚君、中野（清）君、富樫君、上野君、

鷲田君、薮田君、板垣君、進藤君

鍵会長報告

○理事会の報告を申し上げます。

白鳥ドライブインの佐藤仁太郎氏を新会員と

して推せんされ理事会で承認となりました。

推せん委員会でよろしく手続き下さい。

06月23、24日鶴岡で開催されます地区協議

会の件ですが、義務出席者以外の会員の万々　　一＼

も積極的にご出席ご参加いただけますようお　　）

願いします。

06月9日が当クラブの創立記念日です。

12日の次の例会で小花初代会長より当時のお

話をお願いします。

○張君の奥様張生妹さんがロータリー財団に

1，000ドルご寄附下され当クラブの％アップ

にご協力いただきました。心よりお礼を申し

上げます。

○新会員の高橋君、山本君の委員会所属はS

AAといたします。

彩幹事報告　　三浦副幹事

○市川幹事のご母堂がなくなられました。

ご葬儀は6月7日11時鳥居町正覚寺で行な

われます。クラブより盛花を献花いたすこと

にします。

○会報到着

酒田・新発田RC

O例会変更

新庄RC　6月8日（金）家族会のため湯野

田の能登屋に変更

温海RC　6月11日（月）クラブ協議会のた

め6月11日午后4時滝の湯旅館に



変更

○仮ロータリークラブ設立案内

仮朝日RC　設立案内状

例会日　水曜日12．30～1．30

例会場　大丸屋（西村山都朝日町宵宿1178）

02376－（7）－2155

0第8回英語討論コンテスト申込

6月17日まで

○京都東ロータリークラブより年次大会仮登

録について　〆切日　6月20日

0361区年次大会案内一部訂正について

大会宿泊料5，000円は税・サービス料別と云

う訂正が入っております。

烈＝コニコボックス

石黒慶之助君　6月1日は石黒君の60回の誕

生日（還暦）です。偶然にも

同日、長男慶一君（在米国）

に長男が誕生され二重のおよ

ろこびです。

D雑　　感

早坂ガバナーノミニー

ェバンストンRCの例会に出席いたしまし

た時、その例会のやり方が変っておりまし

た。

私共は2～3分おくれて行きましたがもう

食事中です。私共も指定の席に着いて食事を

始めました。が会場を見ますと会長のそばに

婦人が一人おるし外のテーブルにやはり3～

4人がおられる。これは私共のパーテーが夫

人同伴で行ったものですから、クラブとして

夫人を加えたのだろうと思っておりましたと

ころ、実際は当日のプログラムで家庭相談関

係の問題をとりあげてその寸劇をやるその俳

優の方々でした。そしてその俳優はプロでな

くて、家庭相談所の職員の方々でした。その

寸劇は非常にうまくてプロだと思ったくらい

でした。なかなか熱情があっておもしろいも

のでした。丁度例会場はホテルの食堂で地下

にあり、中央に高く舞台が作られていてそこ

で行なわれたわけです。最近の家庭内におけ

る二人の娘を中心にした夫婦の争いを家庭相

談所の職員がそれを色々うまく指導しておら

れる。要するに社会問題を取り上げた寸劇で

した。

この寸劇の前にクイズがありました。余り

ロータリーに関係のないクイズだったようで

す。これがうまく当りませんと1ドルのペナ

ルテーを出さなくてはならない。それが仲々

おもしろい。解答者は会長にあてられると実

に緊張して端から見ていると実に愉快に感ん

じましたが。

こう云った変ったプログラムを取り入れて

おります。繰返しですが、食事は時間前から

始めていたのではないかと思います。食事が

終りますと会長が鐘をたたき、私共を一人一

人紹介し始める。ビジターの紹介です。クイ

ズが始まりクイズが終ると寸劇が始まる。ロ

ータリー本部のお膝元のエバソストロン、ロ

ータリークラブですので、これがスタンダー

ドなプログラムではないかと私は思いま　し

た。このように例会に寸劇を取り入れている

ロータリー－クラブは日本には無いと思いま

す。



以上の事の中から我々も若干何かを取り入

れても良いのではないかと思います。何も取

り入れられないと云うのなら何かほかにおも

しろいプログラムを考えようではないか。そ

うしなければロータリークラブの例会は昔か

らやってきたことをそのまま受けついでいる

だけで、おもしろいことは無いものではない

か．／。これは私共ノミニーの一致した考え方

であります。

研修会での最後に各ノミニーが感想を述べ

ようと云うことになり、私は、非常に感んじ

ました感想を次のように発表いたしました。

－ヒヅクマソ会長は協議会の司会者であ

る。それも文字通りの司会者で具体的に云う

と「昨日の婦人の会合には非常に参加される

方が少なかった。ぜひ、国際親善のためにこ

れに出来るだけ多数出席するようにとかSA

Aが気合いを掛けるような事を話の始めにや

られる、私はこれをみて、日本の大会などは

ガバナーはおっとりと構えて、こまい諸事お

しらせなどは副幹事がやっている。所がヒッ

クマン会長は諸事お知らせまでやる。とにか

く胃頭に日本ではSAAか、副幹事がやるよ

うな諸事おしらせをヒヅクマソ会長がやる。

報告を受けたことを自分で完全に理解して皆

んなに訴える。

私はこの事は米国の実力主義と云うのか能

力主義と云うのか非常に強く感銘を受けまし

たのでこの点を感想として述べてきたと共に

日本でも少し受け入れなければならないので

はないかと思っております。

それから、語学の必要性をつくづく感んじ

＼　J

てまいりました。「話す」「ききとる」これ

なくして日本人が、世界の国際舞台で外交に

せよ通商貿易、商取引にせよ何も出来ないの

ではないかと思ってまいりました。エパン

ストソRCよりバナーをいただいてまいりま

した。鶴岡クラブのバナーをあちらの幹事宛

に私おくっておきました。



合音も

THミァ誓霊感癖恥サトアブ　翻四郎民絵
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第707回例会1973．6．12（火）ほれ　N。．48

例会　日　火曜日12時30分

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内

ム府，通人■P・・・1∴侵〝∫∠り∩人．／
「も　う一度　見直そう」

汰出席報告

本日の出語

会　　員

出　　軒

出　　帝

前回の出南

欠　跨　老

阿宗君、早坂（徳）君、山本君、平田君、飯自
君、池内君、石井君、五十嵐（三）君、五十嵐

（一）君、海東君、黒谷君、三井（徹）君、三浦
君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（昇）君、
佐藤（友）君、谷口君、富樫君、薮田君

メークアップ

三井（徹）君一八幡RC
阿部（公）君、佐藤（忠）君一酒田東RC
阿宗君一新庄RC
森田君、長谷川君、市川君、飯自君、田
中君、佐藤（衛）君、中江君、佐藤（友）君
手塚君1鶴岡西RC　斎藤（得）君一外国

駁ビジター
佐藤拡君、菅原松雄君、菅原隼雄君、
羽根田正吉君、阿部正男君一一鶴岡西RC
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溶司　　会　阿部会長

説ロータリーソング　「我等の生業」

態会長報告
○ロータリー財団への寄附が当クラブ1000％

達成した胃の表彰状が到着いたしましたので
回覧いたします。

○市川幹事のご母堂様が逝去されましたので
クラブを代表して会長がお悔みと葬儀に参列

し、深く哀悼の意を表してまいりました。

8幹事報告

○会報到着
能代・村山・東京・郡山RC
O年次大会のおしらせ
370区12月8日、9日　福島市民会館

369区10月6日、7日　福山市民会館

368区10月20日、21日　洲本市民会館

○認証状伝達式のおしらせ

鎌ヶ谷RC　9月16日12・00～13・00

東京グランドパレスホテル

○例会変更

村山RC　東沢公園清掃のため　AM7・00

6月12日　楯岡東沢公園日の出食堂

6月26日　最終例会の為　PM5．30

楯岡村山ショッピング食堂

寒河江RC　6月17日（日）家族慰安会のた
め　AM9．00出発　月山志津

鶴岡西RC　6月22日（金）地区協議会打合
せのため　PM6．00　鶴岡物産館3F

山形RC　6月30日（土）PM5．30

1965年マチッドディストリクト委員長

テーラー氏歓迎会開催のため

丸久松坂屋BF　会費2，000円

遊佐RC　6月26日13．30分に変更

交換学生ミス・ウェンディの両親来遊の

た姥）

尚、ミス・スェソデーの両親の滞在日程表は

6月26日（火）AM10時　秋田空港着

PM1時30分　遊佐RC例会出席

例会終了後役場、高校挨拶廻り
土門医院宿泊

6月27日（水）庄内の観光案内

AM10時遊佐発一酒田市立体育館一出羽

大橋一書宝寺（昼食）一羽黒山一PM6

時30分帰走夕食　土門医院宿泊

6月28日（木）ミス・ウェンディのホストハ

ウスの土門医院宅で独自の計画

6月29日（金）酒田発AM7時19分発月山1

号で福島県二本松へ

○ロータリーソング「日も風も星も」が東京

世田谷ロータリークラブ創立10周年記念式典
の2月10日に発表されました。作詞楠木憲吉

氏、作曲古閑裕而氏で共に東京世田谷ロータ
ークラブの会員です。第358区鈴木達雄ガバ

ナーの推せん状と共に曲がおくられてまいり

ましたので披露します。尚推せん状には次の

ような言葉が添えてありました。

「ロータリーソングを例会でうたうのは、

例会を和やかにしようという目的がありま

す。従って私は、童謡でも民謡でも楽しい、

和やかな雰囲気のでる歌をうたっても良いと
思います。

このたび世田谷ロータリークラブで非常に

近代的な明るいロータリーソングを作りまし

たので是非お歌いくださるようおすすめいた

します。　　　　　　　　　以　上」

○私事ですが、今般母の死去に際してはクラ
ブより多大のご香料をいただき心より感謝申

し上げます。スマイルさせていただきます。

♭二コ＝コボックス

阿部　裏君　山形大学の名誉教助になられま
した。おめでとうございます。

♭昭和34年6月9巳が当クラブ誕生の日です

創立記念例会として小花初代会長より設立当
時の苦労話やら、会員家族らの強い結び付き
やらを楽しくお話しされた。

D新役員委員長会議開催のおしらせ

安藤定助君
73年度新役員委員長の皆様本当にご苦労様

です。カーター新会長の「今こそ行動の時」
のターゲットも示され、6月23～24日には地

区協議会が行なわれます。この時にあたり新
役員委員長のアヅセンブリーを下記により開

催いたしますのでご参集下さい。
1．日　時　6月18日（月）16時30分

2．場　所　ひさごや

3．時　間1時間半

4．会　費1，000円

尚、6時より72年度役員委員長と業務引継懇
談会を開催いたしますので今年度役員委員長
も必ずご参加下さいますよう要請します。

D張情報委員長より6月5日より9日までの

情報週間に会員の積極的な参加によって有意

義に終了した旨の御礼が申し述べられた。
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