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第718回例会1973・8・28（火）暗Ⅳ0・9

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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebr爪〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」 羽黒山の山伏

○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

風間君、山本（隆）君、五十嵐（一）君、海

東君、金井君、小池君、三浦君、三井

（健）君、中江君、斎藤（后）君、笹原君、
高橋（正）君、津田君、中野（清）君、薮田
君、進藤君

メークアップ

高橋（辰）君一酒田東RC
阿宗君一新庄RC
新穂君一温海RC
長谷川（悦）君、板垣君、今野君、海東君
黒谷君、嶺岸君、完網君、富樫君

一鶴岡西RC

Oビジター

菅原松雄君、石原武君、東本敏直君、
小林忠康君、工藤武樹君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　　安藤会長
1．年度開始2ケ月間の活動成果は素晴らし

い。

年度開始2ケ月、例会も9匝トを重ねまし

た。「今こそ行動のとき」を目標にその成

果は素晴らしいものがあります。目下取纏
めておりますので何づれ発表いたします。

2．地区大会まであと40日、さあ今こそ行動
のとき。

地区大会まであと40日（正味38日）で

す。お手許に配布した示標を参考に地区大
会委員として、又ホストクラブの委員とし
て夫々の任務に向ってベストをつくして行

動しましよう。

3．張紹淵君が米山記念奨学会より「米山功
労者」として表彰。

ガバナー月信でご承知のことと思います

が、この度張紹淵君が米山記念奨学会に多

額のご寄附をなされ、同会より「米山功労
者」としてその栄誉をたたえられました0

4．病床の友の容態
ィ、池内方平君

その後患部に若干の腫などあり、退院

時予想された好経過でなく、大へん気を
もんでおられました。

ロ、五十嵐一郎君

その後の経過もはかばかしくなく、若干
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左膜に床ずれも出て苦しんでおられまし
た。

以上のお2人には副会長と共にクラブを

代表し、御見舞金を贈り懇ろにお見舞して
参りました。会員皆様によろしくとのこと
でした。
ハ、三浦悌三君

意外にお元気で、火傷は大変なもので
したが独りで起臥、歩行もされ、片手で
タバコも点火し、喫うまでになっておら

れました。

以上3君の一日も早いご快癒をお祈りい

たすと共にご看病の奥様方のご苦労をお察
しいたします。

最後に私のことでございまして、ご披露

申し上げるべきかどうか迷った様なわけで

誠に複雑な気拝でございます。と申します
のは此の度第二次支那事変以降大平洋戦争

終了迄の軍籍に於ける勲功に対し、一時中

断されておりました叙勲が再開されまして
図らずも私が「勲五等瑞宝章」を賜りまし
た。ご披露を申し上げます。

○幹事報告 小松幹事
1．会報到着

石巻RC　東根RC
2．バーナー到着

戸田RC
3．例会変更

酒田東RC

と　き　8月30日（木）18時

ところ　御園別館
4・‾　地区大会仮登録の締切りほ8月31日にな

っておりますのでよるしくお願いします。

5・東京世田ケ谷RCより「10年の歩」を贈

呈されました。
6t　新会員　山本　正君

同君については去る8月7日皆さんのと
ころに入会の異議申立てについての印刷物

を配布しましたが一人の異議申立者もあり

ませんので正式に会員資格が認められまし

た。推薦者の完網末松君よりご紹介、山本
正君のご挨拶をお願いします。

尚、山木君の委員会所属は親睦活動委員

会に決定しましたのでよろしくお願い致し
ます。

○新会鼻の紹介

山本　正君

推薦のことば　　　　　男網末松君
新会員の山本君をご紹介申し上げます。

山本君は大正15年3月福井県の勝山市に生
まれまして昭和23年3月京都大学工学部機

械工学科を卒業され、翌年松文産業に入社

致しました。爾来今日に到っておりますが
その間昭和42年に取締役に就任、昭和45年

6月（3年前）鶴岡工場長として赴任して

来たのであります。趣味、その他について
はご本人よりお聞き願います。

簡単でありますがご紹介申し上げます。

○山本新会員のご挨拶

ただいまご紹介に預りました山本でござ
います。

ごらんの様に年も若いし、何分にも当地

に参りましてまだ3年にしかなりませんの

で色々不慣れなことも沢山あると思います

が入会させて頂きました以上は会発展の為
にも大いに努力したいと考えていますので

よろしくお引廻しの程をお願い申し上げま

す。

趣味は無趣味でありまして、色々なこと

をやりますがさっぱりものになりません。

写真を擬したり、熱帯魚を飼ったり、レコ
ードの観賞等もやりましたが、目下の処は

車を運転してドライブするのを唯一の楽し
みにして居ります。

私が前に住んでおりました福井県の勝山
という勉は大変な山の中で、しかも谷間で

あり、東と西は約1，000米位で両方とも山
に突き当る位の処であり、折角串を買いま

してもあまり出歩くことは出来ません。精

々仕事で福井とか金沢に行くとか位しか使

っておりませんでした。

庄内に参りましたら大変広いのでどこへ
でも走り甲斐があります。東に向って走っ

ておりましたら、いつの間にか北に向って

走っているという様に大変な広さでありま

す。お蔭様で休みで畷ある度に精々ドライ
ブをして楽しんでおります。

どの趣味一つとりましても仲々これが趣

味でございますと申し上げるものになりま
せんので、まあ無趣味に近いとご了解頂い

た方がよろしいかと存じます。

簡単でございますが今後共よろしくお願
い申し上げます。



○ローターアクト委員会　　阿部褒君
本年度計画事項の説明

昨年はお蔭様でローターアクトクラブが

結成され、認証式迄こぎつけることが出来
まして大変有難うございました。

今年は愈々活動しなければならないとい

うので会員が夫々検討して1ケ月程前に実

行計画をたてた様です。

先ず委員会としては7月7日、8日の2

日間遠刈田蔵王ハイツで東北地区のローーク
ーアクトクラブの大会に、こちらから8名

参加致しました。非常に有効だったと思い
ます。それから8月に入り、市の観光課か

ら掃除道具等を買って貰い、由良海岸（海
水浴場）のゴミの清掃奉仕を致しました。

尚本年度の事業計画は人形劇をやりたい
と思います。指人形、あやつり人形、影絵

芝居等先ず最初一つづつ作り、施設の老人
ホームを訪問し、そこで話し合いをしたい

と思います。これは成るべく早く実行した
いと考えています。9月5日に舞台の幕等

皆揃える予定です。
それから御承知の様に市の公園に緑の森

を作っていますが、そこに小鳥が来る様な

実のなる木、例えばガマズミ等を植えるこ

とです。10月から11月頃秋の植樹の時青年

諸君が奉仕することになっております。

次に国際奉仕の方では古切手を集め、ネ
パール等に送る為もう集め始めています。

青年諸君がその中皆様にお願い申し上げる
ことと思いますが各会社等に参りました手

紙等ありましたら、切手の処を切り取りま
してローターアクトの方にご寄附願えれば

大変有難いと思います。尚その時は青年諸
君がご連絡申し上げ、又裁きに参りますの
でよろしくお願い申し上げます。

次に親睦委員会ですが、青年諸君の中の

社会奉仕委員会とか国際車仕委員会とか色
んな委員会がありますが、それぞれの委員

会の活動がスムーズに実行出来ます様に各
委員会毎にミーテング等をする計画をして
おりました。

社会奉仕委員会では先日他の会員も誘っ
て8名程鳥海山に登り、どんな人形劇をし

たらよいか等話しておりました。私もそれ

について行き、山に登らせられ、かなり疲

れましたがローターアクト委員会はそんな

ことをしております。

尚ローターアクトクラブの会合は毎月第

1、第3水曜日午後7時から青年センター

の2階で開いております。それで私達クラ
ブの委員の人達はなるべく参る様にしてお

りますが、一般の皆様方も何日ということ

はありませんが、何とかご都合をつけられ

青年諸君のやっている処をご覧になって頂
きたいと思います。そうすれば青年諸君も

励みが出て、活動もどんどんやる様になる
と思います。どうぞおいで下さる様お願い

申し上げます。

○国際奉仕委員会　　　　　新穂光一郎君
本年度計画事項の説明
1．姉妹クラブ、マッチトクラブとのより以

上の親交、会員訪問海外クラブとの交流及
び来訪海外ロータリアンを歓迎する。

2．地区大会を中心に地区内交換学生及び研
修生などを招待する。鶴岡在住の留学生を
例会へ招待し、スピーチなど依頼する。

3．国際理解、ロータリー財団等の週間行事
実施に協力する。

4．地区の方針に従いつつR．A・C及びⅠ・C
の海外TOURの支援態勢を固める。並び
に青少年交換計画も前向きに考える。

5．ガバナーの方針を支援する意味で、積極

的に外国語（特に英語）を取り入れる。
6．新たに近隣海外ロータリークラブとの交

流を、あらゆる機会に推進したい。

○ロータリー財団委員会　　　谷口晴敏君
本年度計画事項の説明
1．会員及び地域の人々、特に大学、高専、

高校等にロータリー財団情報を提供する。
これは文献等を揃え、その中から必要事

項を要約して配布する方法があると思われ
ますがまだ実行しておりません。

2．財団寄附を奨励する。

当クラブはポールハリスフェロー、準フ
ェロー等非常に優秀な成績ですが、更に皆

様のご協力で拡げていきたいと思います。
幸いにして先般石黒先生が準フェローの

手続きをおとりになられ、ご寄附を頂戴し
ております。ご報告申し上げると共に感謝
致します。

3．財団利用資格者を調査する。
これについてはガバナーから「調査する

のみならず、これを実行に移す様努力すべ
きである」とのご指示を頂いた次第です。

4．ロータリー財団週間行事のマンネリ化を

改め、有益にして興味ある企画をする。
これは新鮮味をそそる様な企画を考えて



います。第1案として当クラブのみならず

地区内の利用者の方々の体験談、その後の
感想等を拝聴する機会を持つ計画です。

これについては三井先生からご協力を戴
くことになっております。
最後にこの計画書につきまして次の様なご

指導を頂きました。
あるクラブでは昼食を財団の資に、月に何

回か節約し、これを財団の寄附に廻すことだ
そうです。当クラブでも全員が参加する様な
計画をたててはどうかということです。

これは非常に重要な、意義あるご指導と拝
聴し、石黒委員にも会長さんにもご相談、並
びにご意見を拝聴しましたが、これは委員会
で実行すべきであるとの結論に達しました。

そこで委員会として皆様にお願い申し上げ
是非実行したいのは毎月の第1例会日に財団
ボックスを設置し、皆様全員より財団寄附を
お願いすることであります。金額については
一人何円という窮屈な考え方でなく、皆さん

のポケットに有り合せのコイン、例えば煙草
のつり銭とかその額は問いません。兎に角額
よりも全員が気軽に参加出来ることに意義が
あると思います。9月から早速実行致します
のでご賛同の上よろしくご協力下さいます様
お願いを申し上げます。

○地区大会について

地区大会幹事　石黒慶之励考
先般は地区プログラム委員会で、又一昨詠

はガバナー、現会長とお会いしてプログラム
の大綱が決定致しました。

しかしこのプログラムの内容を例会で申し
上げるわ桝こはゆきませんので、各委員会を
早急にお開き願いたいと思います。その委員
会に私共が参上し、少人数の処でご説明申し
上げるのがいいと思いますのでよろしくお願
いします。出来得れば今日から来月上旬位迄
の間に、今の大会の委員会がどっかで開催さ
れている様にしたいと思います。又皆さんの
中にはご自分の部署をお忘れの向きもあると
思い、退会者を除いた新会員を迎え入れた、
新しいメソバーでの委員会の構成をお届けし
ました。尚各委員会におきましては、大変ご
無理とは存じますが期日も切迫しております
ので、計画書を9月10日位迄纏められ、私迄
ご提出願います。
実はRI会長代理さんの日程がきまりまし

た。9月30日仙台でバトンタッチを受けま

す。お帰りになるのが大会の翌日で10月8日
です。それ迄の8日間は本地区で受持つこと
になりました。旅館も予約契約で一杯になっ
ており大変心配しましたが、最初の3日間は
ガバナーがご一緒して蔵王とか、磐梯とか向
うの方にご案内し、鶴岡においでになるのが

10月4日であります。10月4日から3日間は

温海温泉のグランドホテル、最後の7日は亀
屋さんにお願いし、翌8日に秋田の方へバト
ンタッチという事になります。ガバナーも大

変神経をお使いの様です。
次に各委員会では兎角委員長さんがお一人

でお働きになっている様ですが、各委員は責
任を分担され、どの会員も遊んでいる会員と
か、眠っている会員のない様にして頂き、こ
れから1ケ月しかありませんので大いに張切
って下さい。それには先ず委員長さんより各
委員に対し、分担の任務を割当てて頂きたい
と思います。
尚委員会を開催しましたらその席で新しい

プログラムの詳細をお渡ししますから、その

節は万障お練り合せの上必ずご出席下さいま
す様お願い致します。
今後は8月31日を以て登録を締切りますが

仲々集りません。仮登録も7月末で締切りま
したが3分の2位が精々でして、後の3分の
1は電話で督促してもまだ来ない状態ですb
プログラムを作る上に、又人員を把握する上
で非常に苦労しています。それを大体半月位
待ちまして9月15日には登録人員も全部把桓
したい予定であります。
来月4日に三笠宮家に参上致しまして、官

様のご日程の詳細を確定したい考えです。
以上大体の計画やら、私共の要望を申し上

げました。よろしくご協力をお願い申し上げ
ます。

○スマイルボックス

叙勲　勲五等瑞宝章　安藤足助君

j Oロータリー情報委員会　　　大川喜一君

張　紹淵君
山本隆男君

1・規則に関する問題
幽／くスト・サービス会員は下記以外、会

員としての他のすべての権利、特典を有
する。
ぴ）バスト・サービス会員は職業分類を

代表するものではない。
2・手続に関する問題
朗　各地区におけるRIの管理役員は。

何　ガバナー。
3．手続に関する問題
国　国際ロータリーの立法機関は。

伺　規定審議会。
4・手続に関する問題
餉　RIの実務上の役員は。

伺　事務総長。
5・手続に関する問題

錮　クラブ役員と委員会委員長の合同会議
の名称は。

材）クラブ協議会。


