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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
会　長　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebrlktion
「今　こ　そ行動の　と　き」

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員　　教　　　　68名

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　77．94％

前回の出席
出　回出席率　　69．12％

修正出席数　　　　62名

確定出席率　　9日8％
欠　席　者

阿宗君、長谷川君、板垣君、石井君、五十嵐

（一）君、高橋（良）君、海東君、中野（重）君

吉野君、三浦君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君

鈴木（弥）君、中野（清）君、薮田君
メークアップ

市川君一米沢西RC

五十嵐（伊）君一千葉RC

山本君一温海RC

阿部（窯）君一余目RC

佐藤（忠）君一酒田RC

阿部（公）君、風間君、張君、板垣、嶺岸君
三井（徹）君、中江君、中野（活）君、高橋

（辰）君一鶴岡西RC

Oビジター

管原隼雄君一鶴岡西RC

○点　　鐘　　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング

「日本ロータリアンの歌」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

今日は委員会の報告もあるようですし、
私の方からもお話がありますし、今日は又

国際理解週間であり、国際奉仕委員会の方
でその行事の準備をしております。又地区

大会の関係も色々ある様ですので時間を少
し早目に始めさせて頂きます。

1．当クラブの地区大会における各日毎の

出席予定人員、及びご出席する奥様の服

装についての報告やら詳細な説明。

2．先般急報として葉書でご通知申し上ご

ましたが、会員の大川喜一君のお宅で不

慮の火災にあわれましたので取敢ず当ク
ラブからお見舞いを致しましたが、後程

その情況についてお話しがあるかと思い

ます。

3．鷲田克己君が腎う炎で非常な高熱を出

され、去る12日荘内病院に入院され、そ
の後の経過は良くお元気になられたそう

で皆様によろしくとのことでした9
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○幹事報告　　　　　　　小松幹事

1．会報到着

石巻RC　藤沢RC
Z．例会変更

ィ、山形南RC

第三例会日　午後6時　山交ビル7階
ロ、温海RC

9月24日を9月23日に変更

3．第360地区大会案内

ホストクラブ　名古屋南RC

と　き　　　10月20日～10月21日

ところ　　　　名古屋市民会館

○ご挨拶（火災について）　大川喜一君

今の度は皆様にとんだご迷惑を掛けまし
てはんとうに申し訳なく思っております。

クラブからは早速炊出しの寿司やらお見舞

いを戴きまして誠に有難うございました。

殊に寿司はあのどさくさまざれに手伝いの
人々の窟食に丁度間に合いまして一段と有

難く感じました。私もこういう時は食べ物
が一番という事を覚えていなければならな

いものだと思いました。
一代に火災を経験する人は何百人に一人

と思いますが、私もその一人になったわけ
です。火災の原因はまだはっきりしており

ません。火元の部屋にはまだストーブもあ

り．ませんし、火の気と云へば煙草の火だけ
です。、その部屋は若い連中が寝泊りしてい

る処で煙草は火事の30分前に契っておりま

すム私は今迄方々廻って見ておりますが煙
、草が原田ではないと思います。しかし漏電

ということにしても確固たる証拠がないの

で、結局警察では煙草が原因だということ

になろうと思います。

当日私は何時もの通り6時半に会社に行

き朝食の為往復し、2回目うちを出たのが

9時過ぎでした。10時10分前頃でしたがサ

イレンが鳴－りましたけれどもまさか自分の

うちが火事だとも思いませんし、又煙も見

えませんでし声。そうしている中に鶴岡工

高の前とか、私のうちだとかということが

分りましたので早速帰宅しました。私が帰
った時は火は消えたけれども全部水浸しで

しわ。・廊下は川と同じ様で、玄関は滝の様
でした。蒲団は田舎に持って行き乾して貰

いました。

それから僅かですが火災保険に入ってお

りましたので日本損害保険協会から登録損

害鑑定人の今井さんがこられ損害程度を見
ましたが、外から見ると大した事はない様
に思いますが中に入って見て「これはひど

い」ということでした。そして7割程度の

損害に見て呉れました。
私も70才を過ぎて何百人に1人という経

験をしましたが、昔の人はよい事を言った

もので「ないと思うな運と災難」といった

ものです。私もこういうことは無論あると

は思っても見ませんでしたが矢張り災難は

何時あるか分らないので、それなりの心構
えは必要なものとつくづく感じました。

次に保険のことですが市内南町に何十年

もおりましたが、その時と同額の200万円

しか入っておりませんでした。何もなかっ

たら何年たっても掛け金の掛損の様な気が

することと又外から火が来ても四方皆あい
ているので火事になる心配はないし、自分

のうちからは尚更火災等出す気もありませ

んのでいわば安心料という程度でした。今
こういう事になって見るともう少し余計入

っていたら助かると思いました。それで

「ないと思うな運と災難」ということをつ

くづく感じた次第です。
ほんとテにすみませんでした。

○親睦活動委員会　　　　　中江亮君

1．新穂光一郎君

新穂建築設計事務所創立15周年を迎え
ての記念祝賀会が去る15日産業会館で行

なわれました。おめでとうございます。

2．佐藤伊和治君

温海グランドホテル建設に当り金蔓興

業（株）より数千万円にのぼる資材を納
入され、併せて伊和治君が同ホテルの取

締役に就任されました。おめでとうござ
います。

3．心からのスマイル

小池繁治君、三井健君、上野三郎君、薮

田誠樹君、中江亮君

或る祝賀会に於て興がつのるに任せて

誰かのスマイルの一声でかなりのスマイ
ルを頂戴しました。

○スマイルボックス

大川喜一君、新穂光一郎君、佐藤伊和治

君、小池繁治君、三井健君、上野三郎君



薮田誠樹君、中江亮君

○ロータリーの友委員会　　　阿部　嚢君

ロータリーの友委員会からお願いを申し

上げたいと存じます。ロータリーの友委員

会からロータリーの友9月号をお読み頂い
てそれの感想のアンケートの用紙が10枚来

ております。大変恐縮ですが各テーブル2

枚づつお願い致します。
このアンケートには3つ書いてありまし

て例えば「日本近海の汚染の現状と対策」

というのを宇田先生が書いており　ます。

（2頁から8頁迄）それをお読み頂いてこ
んな文章はロータリーにはいらないとか、

感心したとか、簡単で結構ですからアンケ
ートにお答え頂ければ大変有難いと存じま

す。よろしくお願い致します。

○地区大会ゴルフ委員金　　　男網末松君

ゴルフ委員会から一寸お願いをさせて頂

きます。年次大会も逼迫して参りましたが
ゴルフの方も同様迫って参りましたので是

非皆様からもご努力をお願いしたいと思い
ます。

実は今度ゴルフ大会に参加されるビジタ
ーの方は70名です。それで法人無記名を何

とか皆様方からご支援、ご協力を頂きたい
と思います。

尚今申し上げました法人権のある方は、

阿宗水道さん、小池繁治さん、金屋興業さ
ん、亀屋ホテルさん、鶴岡建設さん、鶴岡

。信用金庫さん、笹原商店さん、温海佐藤組
さん、荘内銀行さん、荘内日報さん、荘内
三菱電機さん、殖産銀行鶴岡支店さん、つ

るや旅館さん、手塚商店さん、三井健さん
三井病院さん、山形銀行鶴岡支店さん、山

形相互銀行鶴岡支店さん、鶴岡日石さん
以上の方々が会員権をお持ちの筈であり

ますので大変恐縮でありますが、この次の

例会日ご持参願いまして山下さんの方へお

届け頂きたいと思います。

尚歯の浜の万は阿部公一さんに、又大山
の方は管原建材さんにお願いしておきまし

たが会員の方々も近くの法人無記名のある

方を何とか集めてご協力下さいます様お願
いを申し上げます。

○国際奉仕妻員会　　　　新穂光一郎君

海外旅行のハウツー

国際理解週間というのは実は9月15日を

含みますその週の例会日となっており、も

う一週間も遅れましたが、先週も仲々プロ

グラムが多かったので遠慮申し上げ、今週

にして賞いました。

RIの指示に依りますと国際理解週間に

は一番手取り早いのが海外旅行の話だそう

で皆さんの興味、その他を引きつける様な
スピーチをやれということです。

私も海外旅行のことは良く知らないんで

すけれども海外旅行で誰が何処へ行ってど
うしたか、山が綺箆だとか、建物が大きか

ったとか、海が探かったなどと言ってもし

ょうがないので、今日は海外旅行に行くに

はどういう様にして行けば良いのかという

ことを話して見たいと思います。実は皆さ

ん充分お分りになっており、こんな事今更

なんだということもあると思いますし、文

通に一寸聞きにくい面もあると思われます

が、国際理解週間ということで勘弁して下
さい。

先づ第一にパスポートを申請します。パ
スポートとはご存知の様に名前とか、本籍

住所、それから刑罰等がないかという事を
調べる為に外務省に申請します。最近は観
光旅行でも数次パスポートを貰える様にな
っております。昔ですと1回限りでしたけ

れども最近は6，000円支払へは誰でも数次
パスポートを貰えるという状態です。

パスポートを貰うと一諸に注射をしま

す。注射をする時それを記入したイェtj－
カードを貰いそれと同時にビザをと　り　ま

す。ビザというのは私最初入城許可証じゃ
ないかと考えたのですが、よく調べて見ま

すと入城許可証ではなく要するにパスポー
トに対する裏書きの様なものです。

ついでに入域許可証は又別に書類があり

国交のない場に行く場合、これを持って行
かないと入国出来ません。

昔は沖縄とか、最近は台湾かアプリケー
ションを持って行かないと入れない様です

その手続き関係を済ませたら日本円を銀行
で両替するとか、或は空港でも両替出来ま

すのでそのどちらかで交換する様です。
大体鶴岡から行く場合は天の川か鳥海で

上京し、朝の9時から10時位の飛行機に乗



るケースが多い様です。羽田空港に行って

間違うことはないと思いますが注意しなけ
ればならないのはドメステックニアーライ

ン（国内線）とインターナショナルェア←

ライン（国際線）の二つあることです。ド

メステックェアーラインで例へは大阪とか

札幌とかに行く処ですが、そこに入ります
とロビーが非常に広くてその中に各航空枚

会社がずらりと並んでおります。その中の

自分が予約しておる会社のフロこ／トに行き
一応航空券を望示して手荷物と小荷物に分

けます。
小荷物とは重量制限があって飛行機と積

んで貰う荷物です。身の廻りの品物は手荷

にして、オーバーナイト／ミッグを持って行

く様です。登録の折に塔乗券と小荷物の引
きかえ券（タッグカード）を貰います。小

荷物の重量制限はェコノミーで、20毎ファ
ーストクラスで30毎です。

その場所には自分の乗る飛行機の出発時

刻1時間30分前迄必ず到着する様旅行社か

ら指示されます。それから自分の乗る飛行

機会社の登録を済ませますとぶらぶら時間
をつぶし乍ら、或は日本円をドルに両替な

どして愈々搭乗に向うのですけれどもいつ

も行っている方でも行く順序に案外気がつ
かない場合がある様です。最初は防疫の方
に入るのですが、その時イェローカードを

チェックするのです。その次は税関です。

例へは外国製品をお持ちですかという様な

質問を受けます。もしその時外国製品を持
っておりましたら帰りに又変に欺われない

様申告した方がよい様です。

次に出入国管理官に行きますとパスポー
ト及び出国カードにチェックされます。

そこを無事通過しますと塔乗者の待合室に
入ります。尚出国の時にはェンバケーショ
ンカードを書いて入国の時にはデスェンバ
ーケーショソカードを書くのです。それが

両方併せて通常E・Dカードと言っている
様です。

最近航空待合室に入りますとその中に免
税点があるものですから、そこで酒を買っ
たり、香水とか外国製品を買うケースが多
い様です。渡航される国に依ってはお酒が

豊富でないとか、或は香水も余りない時に

限り便法上そうするのでしょう。そこで渡

航準備も一応全部終り、自分の乗る時間の

ご案内ある迄待っているわけです。

その時塔来者待合室にフライトスケジュ
ールというものがテレビに出て来ます。要

するに航空予定表が出て来ます。その時に
見落されないのは自分の乗る飛行機のフラ
イトナンバーです。それから出発時間、飛

行機の種類が並んで出て来ます。それから

目的地（ソールとかニューヨトクとかベル

リンとか）が出て来るわけです。その次に

出て来るのがゲートナン′L－です。このゲ
ートナンバーを見逃すと大変なことになり

ます。

例へは旅行社の方がついている場合は
問題ありませんが、乗る場合ゲートを間違
いまして、バスが迎いに来てそれに乗ると
ハワイに行く心算が、とんでもない中近東

に行ってしまう場合もあるわけです。それ

ですから時間も大事ですが機種が分ればい

いんですがゲートを間違わないことです。

飛行機に乗りまして目的地に着きますと

横上で配って呉れるのは入国カードです。

それを書くのには大して難しく考える必要

はなく書いてある処に書けばよいのです。

相手国に着きますと出る時と少し順序が違
います。最初に行くのが防疫で次は出入国
管理の手続きを終へ、最後に大抵税関を通
る様です。その場合国に依って持ち込んで
ならない物があるわけです。例へは麻薬、
刀飼、銃砲、宝石等は論外ですが、酒なん
かは一時預りをする場合が非常に多い様で
す。

まだ話したい事も沢山ありますが時間も
余りありませんのでこれ位にします。

○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．その他の事項に関する問題

餉　「国際奉仕予約購読」として広く行
なわれている計画とは。
（ロ）ある国のロータリアンが他国のロ

ータリアンでない人のためにするザ

●ロータリアンまたはレビスタ・ロ

ータリアンの予約購読。

2．その他の事項に関する問題。

帥　ロ【タ　ー財団は下記の目的のため
に設立された。
（イ）国際理解を推進するため。

3．その他の事項に関する問題。
廻〉1コークリー財団の資金は下記の方法

によって募金される。

“）個々のロータリアンの寄付。


