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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

Q甘言meforll〈t盲on
「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　　　　46名

出　　席　　率　　68・66％

前回の出席
前回出席率　　71・64％

修正出席数　　　　65名
確定出席率　　97・01％

欠　席　者

風間君、安藤君、長谷川（悦）君、高橋（正）
君、中野（清）君、教田君、谷口君、山本（隆）
君、板垣君、五十嵐（三）君、高橋（良）君、佐
藤（衛）君、上林君、小池君、三井（徹）君、三
浦君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（忠）
新穂君、笹原君

メークアップ

佐藤（昇）君、大川君一鶴岡西RC

阿宗君【新庄RC

阿部（裏）君、安藤君、石黒君、五十嵐（三）
君、金井君、佐藤（衛）、黒谷君、嶺岸君、三
井（俸）君、斎藤（栄）君、佐藤（伊）君、教田
君、高橋（辰）君一年次大会

○ビジター

樋野一君一新庄RC

O点　　鐘　　　　　　　鈴木副会長

○ロータリーソング「我等の生業」

○会長報告　　　　　　鈴木副会長
1．地区大会参加の来賓、クラブロータリ

アンより絶讃の礼状到来。

村上、飯島両バストガバナー並びに八日
市RC及び藤沢RCの旅河君等々より地区

大会参加について絶讃と大変お喜びのお便
りが到来しております。

地区大会幹事より紹介申し上げます。

2．第6回4クラブ2会議所親善ボーリン

グ大会並びに懇親会参加。

来る10月18日（明後日）午後3時30分よ

り「ミナミボール」に於て鶴岡商工会議所

商業部会青年委員会主催、鶴岡RC、鶴岡
西RC、鶴岡ライオンズ、朝陽ライオンズ

鶴岡青年会議所、4クラブ2会議所の親善
ボーリソグ大会が開催され、又午後6時よ

り産業会館5階ホールで親睦会が開催され
ますので、大会には別に指名された5名の

選手、親睦会には出来るだけ多くの会員が
参加され親睦を深められたい。

細部は親睦委員会よりご案内いたします。
3．例会時間及び場所変更と地区大会慰労

並びに家族会ご案内。

来る23日（次週火曜日）の例会時間及び

例会場を変更し、地区大会慰労並びに家族

会を開催いたしますので別紙ご案内に依り
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多数ご参加下さい。
細部について幹事よりご連絡いたします。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事
1・例会変更

（イ）当鶴岡RC

会長報告にありました通り来る23日の
火曜日の例会及び家族会の細部は次の様
に実施致しますのでよろしくお願いいた
します。

記

期　日　昭和48年10月23日（火）
午後4時（例会時間変更）

場　所　新茶星　大広間（例会場変更）
要　領　①　クラブ例会

（参　いも煮会（家族会）
服　装　野外いも煮会に出掛けるような気

軽な平装
会　費　不要（クラブで慰労）
その他　①　地区大会参加の会員、家族、

お手伝いの方は勿論、同大会に
参加出来なかった会員、家族の
方も家族会ですから是非多数参
加下さい。

②　日時がありませんので出欠通
知を折返し投由下さい。準備の
都合上10月22日午後5時締切り
ます。

尚　当日S．A．Aは親睦活動委員会に協力
して下さい。

回　鶴岡西RC
日　時10月26日午後6時

場　所　湯野浜　いさごや旅館
登録料1，500円

再　温海RC
日　時10月22日午後5時

場　所　関川　金澤屋旅館
登録料　2，000円

2．会報到着

八戸東RC　　村山RC

3．その他

ィ、ロータリーダイアリーの申込み。
ご希望の方はお申込み下さい。

代金は約800円。
ロ、会員名簿20部ありますのでご希望の

方は事務局よりお受取り下さい。
代金は1，000円

ハ、前回例会の場合もそうでありました

けれども最近例会に欠席する場合の欠
席届けが励行されておりませんので賄
の方に非常な無駄が出る様ですので、
欠席の場合は成るべく前日迄事務局に
連絡下さる様特にお願い申し上げま

す。

○ご挨拶　　地区大会委員長金井勝助君

今回の地区大会が非常な成功裡に何事も
なく終えましたことは誠にご同慶に存じま
す。その間皆々様から非常なご努力、ご協
力、ほんとうに骨身を惜まないお働きを願
いまして不束かな委員長も無事その役を終
えさせて頂きましたことを厚く感謝申し上
げます。

実は両殿下が駅に行って汽車にお乗りに
なった時、私の任務は終ったと思いまして
山下女史に総てのバッジをとって貰いまし
た。しかし考えて見享卓上真襲りお礼に行
かなければならな七′ぐと思いまして翌々日宮

様のお宅に画、致しまt■た。そしてロー
タリーからお上げしたお土産品、ご存知で
もあり患′しょうが、妃殿下には絹織物一
疋、それからこゝの名産の焼鉄10把、それ
からいづめご1つ、その他山形県、鶴岡

市、′その他からお上げしたお土産品を全部
お届け致しましてお礼に行きましたのです
が、丁度両殿下はご不在でしたので竹中事
務官からおきゝして、玄関にあります記帳
台帳に記帳して参りました。記帳の文句は
「お成りお礼」と書くのだそうです。
それで「お成りお礼、ロータリー地区大会
委員長金井勝助」と記帳して参りました。

これで私の役目は全部すみました。その
間皆々様には大変お世話になりましたので
心からお礼を申し上げましてご挨拶と致し
ます。

○地区大会参加の来賓各位の礼状について

地区大会幹事　石黒安之幼君
一ヶ年に亘る私共の真剣な努力を講重ね

た大会が大過なく終りましてほんとうにゆ
っくりしたことゝ思います。今迄かってな
い鶴岡RCの協力というか、和合というか

他のクラブから色んな賞讃の手賞が参って
おります。その中代表的なものを一寸申し
上げます。飯島さんからほお葉書ですけれ
ども「一致協力、立派に敢行された一　とい
うことに対し敬意を表するという　もので
す。村上さんからほ「今迄かって東北でな
かった素晴らしい会合であらた」というお、誉めの言葉を頂戴しております＝お小言は

一つも書いてございません。

ガバナーノミニーになられました高坂知

甫さんから来たお礼状を読んで見たいと思
います。
以下全文

冠省
此の度は近来稀に見る立派な年次大会で

ほんとうに感謝致しました。



一年有余に及ぶ皆様方の御努力が実を結ん

だものと心から敬意を表します。
一番感じた事はクラブの会員皆様が一人と

してブラプラしている人がなく、一様に眼
が輝きこ我々はこの中から熱気の様なもの十㌦す。会の運営も亦見事なもの
でした。そしてプライドさんが何度も云っ
た様に、きびしい緊張の中にもなごやかな
「笑い」が絶えずあった事、心がなければ
とてもあの様にはいかないと思います。明
後年は山形になるわけですが、我々のクラ
ブではとてもあれ程心のこもった行事は出

来ないのでないかと今からもう心配して居
ります。併し立派な模範を示して戴いたわ
けですから大いに参考としたいと考えて居
ります。宮様の御講演も立派なもので、今
回の大会の大きな収獲だったと思います。
プライド会長代理のメッセージも極めて独

創的で今迄のどの会長代理よりも酷い感銘
を受けました。又夫人もあの調子で絶えず
みんなをくつろがせてくれました。
此の事は貴クラブにとって大きな幸せでし
たね。
会長代理はどんな人が来るか全く運次第で
すからね。幸運は努力のもとに訪れると申
しますからこれも亦結局貴クラブ会員一同
それに奥様方の精進のたまものでしょう。
何はともあれ今回は私にとって貴重な体験
であったと同時にロータリアンである事の

其の幸福感をシミジミ味わせて戴きまし
た。厚く御礼を由し上げます。
何卒会員御一同様によろしくおえ下さ伝い

草々
その他、平やら福島から役を持たない会

員からも色々お礼状を頂戴しております。
皆様のご努力が実を結びましたことを私も
喜んでおります。どうもご苦労様でござい
ました。

○親睦活動委員会　　　　　中江亮君
1．10月18日

親善ボーリング大会並に懇親会
鶴岡、鶴岡西の2ロータリークラブ、鶴

岡ライオンズ、朝陽ライオンズ、鶴岡青年
会議所、以上5のクラブを以て例年行われ
て、おりましたソフトボール親善大会をや
めてその代りボーリング大会を実施するこ
とになりました。細部は次の通りです。
（イ）主　　催　鶴岡商工会議所商業部会青

年委員会
（ロ）参加団体　鶴岡RC、鶴岡西RC、

鶴岡ライオンズ、朝陽ライ
オンズ、鶴岡青年会議所

再　日　　時10月1靴　午後3時30分より

何　場　　所　ミナミボール

㈹　参加者　各クラブより5名以上の出
席義務者を出すこと。
当クラブからは次の5名の方が出席し
ます。
佐藤昇君、佐藤衛君、黒谷正夫君、小
花盛雄君、今野成行君
尚その他にご希望の方は遠慮なく事務
局にお知らせ下さい。

N　親睦会　①時間同日午後6時
②場所産業会館5階ホール

2．10月23日

地区大会慰労並に家族会
この件につきましては先程幹事より細部

のご説明がありましたので省略致しますが
お手許のプリントをよくお読み下さいまし
て成るべく多数ご参加下さい。

3．10月26日

庄内8クラブ連合親睦ゴルフ大会。
この大会は次の様に実施しますから多数

ご参加下さい。

ぴ）場　　所　湯野浜カントリークラブ
伺　集合時刻　8時30分
銅　スタート　9時
国　登録料1，000円
㈹　賞　　品　分区代理賞其の他盛沢山
再　懇親会　詳細は次の例会日にお知ら

せ致します。
4．10月28日

親睦磯釣大会
森田清治君より説明あり、細部は会報第

724回に掲載されております。

尚大会参加の会費は1，000位と思われます
のでよろしくお願い致します。

○ローターアクト委員会　　阿部裏君
R．A．C．の現状について

今月の14日から20日迄青少年活動週間だ
そうでござい遼すが、それにちなみまして
R．A．C．のこと、それから市内のボラン
テー活動のことをご紹介申し上げ、更にお
願いを申し上げたいと存じます。

実はR・A．C・の方はお蔭様で順調に進
んでおりまして会員も2、3名ふへる様な
話でございます。
そして日下は最上川の河口におります白鳥
の餌を集める運動をしております。籾だと
か、パンの層などの様なものです。それか
ら人形劇の人形の製作をやっておりますが
人形自身がまだ出来ませんのでご覧頂く
のはまだ先のことと思いますけれども、そ
の中練習も致しまして何かの機会に皆さん
からもご覧頂き励して頂きたいと思います

尚今日配布して頂きましたものの中に
「でごいち」がございます。これはRAC
の方で今度初めてプリントにして出すこと



に致しました。初めはこれで出発し、その
中タイプ印刷にするとか、或は一年に一回
は雑誌タイプにするかという計画がある様
です。毎月第一と第三の水曜日夜7時から
青年セ∴／クーで例会を行っておりますの
で、皆さんのご都合おつけ下さいまして随
時ご出席、お励まし頂ければ大変有難いと
思います。

次に鶴岡市内のボランテアの方をご紹介
申し上げますと、皆さんご承知のことと思
いますがインターアクトの方は高専の方と

大山の西高校と2つありますが先の地区大
会の時も両方共手伝って下さいました。そ
の他に高校の方ですと鶴岡北校に松ポック
リの会、家庭学院につくしクラブ、家政高
校に若竹の会、南高校に青い鳥の会、手を
つなくや会などがあります。そしてご承知の

様に一年に一度づっ鶴岡学生ボランテアの
集いを致しております。今年の分は9月10
日に青年センターで実施しました。それも
かなり盛会で、夫々今後の活動の方針など
話しておりました。
何れも社会奉仕でありますので夫々のクラ
ブで独自の活動をしている様でございまし
た。しかし横のつながりを結ぶのが難しい
ことでございますので、矢張り今後共口一
タリークラブあたりでインターアクトを中

心にし、横のつながりのボランテアの集い
を開催して頂く様∈抵導願へねは太変看難
いと存じま安ら／‾

今度お願いの様なことですが、先般例会
の庫裏長さんから、今後ユネスコの方にも

′援助する様理事会で決定したいというご報
′′告をききましてユネスコに関係しておりま

す私としましては大変有難く存じました。
ユネスコをご存じない方が多いことと存じ

ますが、ユネスコ子供学校を昭和24年から
鶴岡では開いております。それは小学生を
対象にし、4年、5年、6年生で毎週土曜
日の午後2時から公民館で小供学校の授業
を開いております。そして今年が25周年に

、、なります。それを卒業しますと中等部、そ

攻上は高等部、それを卒業して就職などし
て市内におりますのがユネスコ・バンドリ

研究会というのがありまして、それが中心
となってローターアクトクラブなんかも結

成出来る様になったと思います。
先日三笠宮様のご講演がありました時、

インダスの古代文化のお話がありました。
そのインダスで発掘されました古代都市の
遺跡、あれをユネスコで応援活動すること
になったそうでロータリアンの皆さんにも

宜しくご後援願いたいと官様がお話しした
そうです。

ユネスコの方では国内の社会奉仕も致し

ますけれども国際奉仕の方をより重点的に
やっております。それはユネスコの目的が
世界の平和でありまして、外国の人と友達
になったり、その国の人達とお互いに知り
合いになり、より深く理解し合えればそれ
だけ戦争からは遠ざかるだろうという考え
があります様で、外国を対象に国際援助と
いうことを考えている様でございます。

ロータリーの方も目的は同じ様なもので
しょうと私なりに考えますが、何れ機会が
ありました折、インダスの古代文化の保存
の為のご援助を頃ければ大変有難いと存じ
ます。そういうことは何れ会長さん、理事
会の方にご相談申し上げてから正式に皆さ
んにお願いを申し上げたいと存じます。
又ボーイスカウトなんかも非常に活動し

ております。それからスポーツ少年団は毎
日曜日各小学校で一生懸命練習しているそ
うでございます。そういうものも矢張り青
少年の体育部面の活動であろう　と思いま
す。鶴岡はご承知の様に文化都市と言われ
るだけあって、色々な面で青少年も活動さ
せて頃いている様でございます。
尚将来共ロータリーの方からもご後援を是
非お願い申し上げたい様に存じます。
ご報告を申し上げるためにお願いを申し上
げ恐縮でございました。これでおあらせて
頃きます。どうも有難うございました。

○スマイルボックス

金井地区大会委員長　大会盛会のお喜び
＼　石黒地凶大会幹事　　大会盛会のお喜びと

10年間100％出席の表彰

阿部嚢君　ロータリーの友10月号52頁に立
派な文章とお写真が載っており
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
10．仰新たにロータリークラブを設立す

る場合、創立会員は最少何名必要
ですか？

回新設クラブ加盟料金はいくらです
か？

材）正会員20名
画100ドル（アメリカ合衆国貸幣で）

2．一般質問
日．スポンサークラブは如何なる資格を持

っていますか？

通常、特別代表の属するクラブのスポ
ンサーとなり、次のような任務を行な
う責任を負うのであります。

ぴ）特別代表が新しいクラブをうまく結
成出来るようその立案実行を援助する

（ロ）新設クラブの初期の発展を援助する
困・ロータリー運動の一単位として発展

するよう新クラブを指導する。


