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会　日　火曜　日12時30分
会場　鶴岡市本町二丁目　ひさご
務所　鶴岡市馬場町
長　安藤定助　幹

QT富mebrn〈tion
「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　　数　　　　67名

出　　席　　数　　　　49名

出　　席　　率　　71．64％

前回の出席
前回出席率　　85・29％

修正出席数　　　　64名

確定出席率　　94・12％

欠　席　者

阿宗君、阿部（裏）君、安藤君、佐藤（昇）君、

石黒君、五十嵐（三）君、金井君、薮田君、
佐藤（衛）君、嶺岸君、三浦君、三井（健）君、

安藤君、張君、森田君、早坂（源）君、佐

藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、市川君
飯自君、五十嵐（伊）君、高橋（艮）君、今

野君、海東君、田中君、佐藤（衛）君、上

林君、窯谷君、小花君、小池君、中野

（重）君、吉野君、嶺岸君、三井（徹）君、
三井（貿）君、三井（健）君、菅君、大川君

中江君、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、佐藤（友）君、谷口君、高橋

（正）君、小松君、手塚君、津田君、中野

（清）君、富樫君、薮田君、進藤君、高橋

（辰）君、山本（正）君

大川君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）○点　鐘　　　　　鈴木副会長
君、高橋（辰）君、栗谷君

メークアップ

吉野君一鶴岡西RC

阿宗君、阿部（公）君、田中君、佐藤（昇）君、

津田君一年次大会

09月分出席率
9月分150％出席　小野寺清君

9月分・125％出席　石黒慶之助君、五十嵐

三郎君、金井勝助君

09月分100％出席　　　　51名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（案）、風間君

○ロータリーソング　「奉仕の理想」

○会長報告　　　　　　　鈴木副会長
1．五十嵐一郎君ご逝去。

悲しいお知らせをしなければなりません
かねて入院加療中の五十嵐一郎君がご看

病の甲斐もなく一昨日（7日）朝5時頃
ご逝去されました。誠に哀惜に堪えませ

ん。

思えば昭和38年11月入会以来10年の長

きにわたり理事、各委員長として奉仕の

誠をつくされ、クラブの為に又ロークリ
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アンとしてご尽痺下さいました。本当に

惜しい方をなくしました。

弦に皆様と共に謹んで黙蒔をさゝげ、
ご冥福をお祈りしたいと存じます。

黙　　　　　蒔

尚、早速幹事と共にお悔みに参り、ご

蚕桑と生花を供えて参りました。お葬式
は10月11日（明後日）午前10時半より蓮

台院に於て行われますのでご会葬下さい

2．地区大会盛況裡に終る。

会員並びにご家族の皆様本当にご苦労様
でした。1年にわたる労苦こゝに報いられ

友情溢るゝ、アイデアに富んだ誠に行き

届いた立派な地区大会として参加者一同
に喜ばれ、賞讃され盛況裡に終了いたし

ましたことは誠にご同慶に堪えません。

これ備えにコ・ホストクラブ及び商工会

議所、青年会議所、RAC、IC、ボー
イスカウト、その他諸機関、諸商社の協

力は申すに及ばず特に会員各位並びにご

家族、加えて会員事業所の皆様打って一

丸となっての献身的なご努力、ご協力の

賜と探く深く感謝申し上げます。
P．Ⅰ会長ビル・カーター氏のターゲ

ット「今こそ行動のとき」を遺憾なく発

揮出来たものと確信し、誠に欣快に存じ
大会委員長以下役員、委員をつとめられ
た会員の皆様に対し探甚の敬意と感謝の

意を表します。
あと残された会計、記録にも全員の協力
を以て一日も早く整理完成に努め有終の

美をおきめたいと存じますのでよろしく
お願いいたします。

3．地区大会に於ける受賞

本地区大会に於てクラブ及び会員が次の

通り栄誉の受賞をされました。

（1）ポールハリス・フェロー

早坂源四郎君、張生妹さん（張君の
奥様）斎藤栄作君

（2）ポールハリス・準フェロー

小花盛雄、三井徹君、石黒慶之助君

（3）米山記念奨学会功労賞

張紹淵君
（4）ロータリー財団優秀クラブ

第1位1，200％　鶴岡クラブ

（5）10年間100％出席者

石黒慶之助君、新穂光一郎君

（6）記念ゴルフ大会に於て会員多数入賞
れましたので親睦活動委員長より発

表願います。
4・R．Ⅰ会長代理ジャック・プライド氏

よりクラブへ記念のことば。

R．Ⅰ会長代理ジャック・プライド氏

より来訪の記念に次のような色紙が贈ら

れましたので披露いたします。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
卜　会報到着

八戸RC東根RC　東京RC石巻RC

2．例会変更

材）酒田RC

と　き10月14日を17日に

12時30分より

ところ　両羽食堂

回　酒田東RC
と　き10月11日17時30分より

ところ　相馬屋
3．三笠宮股下より煙草6箱頂戴致しまし

た。

その内県警の方々、鶴岡西RCに夫々1

箱宛差上げました。残り4箱を当クラブ

会員にお分け致します。（1人当り3本）
4．先般地区大会の節バナー交換クラブは

次の通りです。（20クラブ）

師の浦RC、福島北RC、保原R C、
平東R C、白鷹R C、京都乙訓RC
二本松RC、八日市RC、静岡東RC、

富岡R C、常盤R C、内郷R C、

会津坂下RC、朝日RC、勿来R C、

浪江R C、平東R C、大江R C、

桐生RC Eagle HawkRC、

○ご挨拶　　　ガバナー　早坂源四郎君
久し振りで例会に出て参りました。大会

の席上でご挨拶致しましたけれども改めて

今日参上致し皆様の非常に献身的なご努力
に敬意を表しますと共に厚くお礼を申し上

げます。
私も昨日から気が抜けた様になりました

が公式訪問もまだ半分一寸でありまして25

位残っていると思います。これから又気を

引締めて行脚をしなければならない状態で
あります。

7日に大会が終りまして私が終始会長代

理の接待をし、大会委員長が宮様のご接待
をするという打合せのもとで居りましたが



奥さんが太っており殊に前に手術をしたせ
いで足が悪く、山はどうしても難しいとい

うことで取り止めました。もっとも1ケ月

以上の長旅が続いており、又年をとってお

られますのであまり無理をさせない方がよ
いということて亀屋さんの宿舎に参りまし

た。

非常に立派な大きな部屋でゆっくり話合い
をしたのですが、その時ジャックプライド

さんから「今度の大会で君は何が一番よか
ったと思うか」ときかれましたので私は第

1はシソポジ㌧L－ムとそれからその中の会

長代理との質疑応答、次は三笠宮殿下の講

演であり、3番目は体育館における昼食会
であると言ったら彼も之に同意しておりま

した。その後でロータリークラブの名誉会

員であるプリンス三笠がこの大会にプレゼ
ントした事は国際ロータリーにとって非常

に名誉なことであると言っておられまし

た。今度の大会は非常にグッド・カンファレ
ンスであったと申し述べておられました。

今朝関ガバナーに電話しました処彼は踊
る元気で今日は十和田を観光するそうで

す。幸い天気に恵まれ非常に良かったと思
います。

又「お前は秋田の地区大会に是非出て来い」

と言われましたので私は「忙しいから行け

ない」と言いますと彼は一寸寂しそうな顔

をしておりましたので、私家内と一緒に日

曜日の朝秋田の地区大会に出席することに

致しました。実は私来週の月曜日から長井
上の山、白鷹等を訪問し、引続き会津に行

くことになっておりますのであまり行きた

くなかったのでした。

彼ジャックプライドさんは16日秋田発の

飛行機で東京に行き、間もなく羽田空港よ
り帰国すると思います。

1週間も一緒になりますと良く分りますが

私の拙い言葉も良く分り、頭も非常に良い

方と思います。やさしくそしてロータリー

学の誼奥を極めている様な気が致しまし

た。特に職業奉仕に関しては一つの卓見を

持っており勉強している様です。

私あまり偉い人に接したことはないけれ

ども彼と1週間を共にしまして、彼の人

格、それからロータリーに対する非常に探
い教養と申しますか、考えておられるとい

うことに私自身勉強させられました。簡単
でございますがお礼のことばと共に近況の
一端をご披露申し上げます。

○こ挨拶　　地区大会副幹事高橋正太郎君

3日間の大会も無事終了致しました。特
にその3日間は私の言動が本当に気にかゝ

ったと思いますけれどもお許しを願いたい

と思います。どうも有難うございました。

次に石黒大会幹事からの伝言がありますの
で読ませて頂きます。

金井委員長は宮家にお礼言上の為本日上

京しております。石黒幹事は県の歯科医師
会の役員会で山形に出ております。全会員
の絶大なご奮斗に依り大会も先ず大過なく

終了致しました。誠にご苦労様でした。心か

ら厚く厚くお礼を申し上げます。大会本部
として誠心誠意細心の注意を以って努力し
た心算でありますが、いざ実行となります

と種々な矛盾や突発的な事態が起り、執行
に当った副幹事、各委員長を初め各委員の

方々に多大な迷惑をお掛け致しました。大

会幹事として申し訳なくお詑び申し上げま

す。本会は終りましたが残務整理にまだま
だ重要な仕事があります。お疲れでありま

しょうが各委員会では準備企画された資料

或は実行に当てられたメモ等整理され、後
日の記録の資料として保管下さる様お願い

致します。後日活動報告書を作りたいと考
えます。本大会の最大の収穫はシンポジュ
ーム、記念講演ではなく、クラブ会員の和

合、協力だったと考えます。私共は最大の

奉仕を行って最大の利益をかちとったと思
います。

○親睦活動委員会　　　　　中江亮君

1．10月26日庄内地区クラブ親睦ゴルフ大

会を実施致します。

詳細は書面を以てご通知申し上げます
から多数ご参加下さい。

2．10月28日当クラブ会員親睦磯釣大会を

実施します。詳細は森田清治君よりご
説明あります。

3・近日中会員及び家族慰安親睦会を実施

すべく計画中であります。詳細決定次
第お知らせ致しますので多数ご参加下
さい。



○親睦磯釣大会について　　　森田清治君

日　時10月28日　午前8時（雨天決行）

産業会館前よりパスで出発する。
場　所　吹浦～小砂川間

審　査（1）時刻　午後6時

（2）場所　ひさごや
（3）方法・目方（魚の種類に関係

なし）

（4）賞品1位～10位

（5）審査委員長　森田清治
懇親会　審査終了後ひさごやにて行なう。

○スマイルボックス

早坂ガバナー　　　　　大会盛会のお喜び
小花大会副会長　　　　ク

三井賢二大会会計　　　大会雛壇の役員

佐藤忠大会S．A．A　　ノク

小池繁治地区幹事　　　ク

高橋正太郎地区副幹事　ク

進藤誠一君　上の山の会員から殿下のご講

演の録音のテープを依痍さ
れ、そのお礼として頂戴した

ものをスマイル

新穂光一郎君10年間100％出席表彰

小花盛雄君　ポールハリス　準フェロー

表彰
張　紹淵君　米山記念奨学会功労者表彰

○社会奉仕委員会　　　　　三井徹君
先日鶴岡駅に対する奉仕を予め予報申し

上げましたが、大時計の寄附、叉時計の処

に「時間を守りましょう鶴岡ロータリーク

ラブ」という文字板を入れました。それか

らロータリー傘、タクシー乗場のテントの

整備、これを全部地区大会2、3日前に完
了致しました。ご覧になって頂きたいと思
います。

これにつきまして駅に最初折衝して下さい

ました上林一郎君、デザインなどを引受け

られました佐藤昇君、時計をお世話下さい
ました五十嵐三郎君のご努力に対して厚く

お礼を申し上げます。

○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君

張　　紹淵君
山本隆男君

1一般質問

8・新しいロータリー・クラブを結成す

るのは誰ですか？

普通関心を持つロータリアンが地区ガ
バナーの特別代表として、その地区ガ

バナーの監督の下にこれを行なうので

あります。

結成集団は正式な申込書が国際ロー
タリー中央事務局によって受取られ且

つ確認されてから国際ロータリーの会

員として、加盟を認められるまでは仮
ロータリー・クラブと呼ばれるのであ

ります。

2　一般質問

9・私のクラブは近隣の都市へのロータリ
ーの拡大を援助することが出来ます　　）

か？

出来ます。各ロータリークラブは近隣の

都市の中でどこに新しいクラブの設立
が有望であるかを心得ていなくてほな

りません。

そして地区ガバナーの承認を得た上で、

その監督の下に、はたしてこれ等の都

市にロータリー・クラブをつくって成

功するか香かを決定するためにこれら
の都市の調査を行なわなければなりま

せん。

会員豪族紹介　　　　　弟　網末松君


