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第736回例会1974・1・8（火）曇　が0・27

火曜　日12時
鶴岡市本町二丁

所　鶴岡市馬場町
長　安藤足助　幹

QT言mefornくtion
「今　こ　そ行動　の　と　き」
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重要文化財
旧西田川郡役所

○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　　74．24％

修正出席数　　　　61名

確定出席率　　92●42％

欠　席　者

風間君、板垣君、五十嵐（三）君、高橋（良）君
田中君、三井（健）君、小野寺君、斎藤（信）君

谷口君、佐々木君、小松君、津田君、高橋

（辰）君

メークアップ

笹原君一仙台RC

阿宗君一新庄RC

山本（正）君、高橋（艮）君、佐藤（衛）君、
中野（重）君、嶺岸君、三井（徹）君、菅君

小野寺君、鈴木（善）君、富樫君
一鶴岡西RC

Oビジター

斎藤五郎八君一温海RC
工藤武樹君、半田茂弥君、菅原松雄君

佐藤成生君一鶴岡西RC

○点　　鐘 安藤会長

○国歌斉唱

○お正月ソング「一月一日」

○お誕生月おめでとうございます

会員お誕生

海東与蔵君、三井健君、男網末松君、

佐藤伊和治君、吉野勲君、板垣俊次君

奥様お誕生

五十嵐とし様（三郎）、完網恵美子様、

中野悦子様（重次郎）、谷口美代子様、

高橋美津子様（正太郎）、津田満里子様

高橋時子様（辰美）

〇年間皆出席者

14年間皆出席　　　張　　紹淵君

13年間皆出席　　　三井　　徹君

13年間皆出席　　　嶺岸光書君

2年間皆出席　　　今野成行君

012月125％出席者　　6名

風間君、安藤君、石黒君、黒谷君、中江

君、高橋（正）君
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012月100％出席者　50名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、

張君、森田君、長谷川君、早坂（源）君

佐藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、

市川君、飯自君、山本（正）君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、今

野君、高橋（良）君、海東君、田中君、

金如君、佐藤（衛）君、上林君、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、大川君、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、佐藤（友）君、

小松君、手塚君、中野（清）君、富樫君

薮田君、高橋（辰）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

本年度の初例会を行います。年末にも申

し上げましたが緊急事態下、石油危機、物

不足、或は物価の異状な値上りという何か

重苦しい先の見えないお正月を迎えたわけ

でございます。又この分3・4月をピークにし

て何が出るか分りませんし、加へて16日か

らは電力15％制限、26日に春斗第1波が始

まるということで、年が明けても次々と悪

条件が出て来ている様でございます。若干

期待出来るのは総理大臣を初め各大臣或は

各政党の代表達が夫々国際的に動き出しま

してそれがどういう結果を蘭らすかという
一経の望みというのが現況だろうと思いま

す。

そこで我々職業奉仕を本旨とするロータ

リアンとしてはこの辺に活動の種があろう

と思いますので残された半年はこういう時

勢をふまえたロータリー活動に精進して参

りたいと思います。具体的な活動計画の補

正、修正其の他は何れ1月アッセンブリト

の時に各委員会のご意見を徹し進めて参り

たいと思います。

次に今日の月例理事会は色々協議事項も

沢山ありますので今日でなく日を改めて行

う予定にしております。

次に今日は年の始めでございますので今

年の寅年のおめでたい方をご紹介申し上げ

ます。山本正君、中野清吾君、飯自祐倍君

張紹淵君、三井徹君、大川喜一君以上6名

の方でありますので拍手を以てお祝いして

頂きたいと思います。尚プログラム委員会

ではこの万々に夫々のスピーチをお願いし

たいとの事でございますので左様ご承知を

お願い致します。年末にも非常に楽しい、

奇技な、しかも有益な会員スピーチがござ
いましたが、今日もこの様なプログラムで

すので楽しみにしてスピーチをうけたまわ

りたいと思います。

次に前半期会計の決算と後半期の補正予

算につきまして会計の森田清治君より後程

ご説明頂きます。

次にこれは幹事にご報告を願うことだと

思いますが鶴岡R・A・Cより1月例会場変

更について次の様なお知らせが参っており

ます。

記

1月例会場変更について

（茂木久美子さんお別れ会）

ト　日　時　昭和49年1月9日（水）

午後7時より

2．場　所　芝　　楽

3・内　容　午後7時～7時30分　例会

午後7時30分より

茂木久美子さん（荘内病院）
お別れ会

4．会　費1，500円

以上でありますがロータリアン多数のご出

席をお願いしたいとのことでございます。

次に出席委員会の方で前半期の出席のト
ータルを出して下さいましたのでご覧頂き

たいと思います。60％以下というのは大変

問題がありますので、この辺の処をお含み

の上お互いに励し合い後半年の出席を、前

半91・79％の成績を更に上げて、知り合い

を広め、ロータリーの活動を活発にしたい

と思います。



○幹事報告　　　　　　　　薮田副幹事

1．会報到着

東京RC　村上RC

2・例会変更

ィ．山形RC

と　き　1月9日17時30分

ところ　囁　月

ロ．山形西RC

と　き　1月14日17時

ところ　囁　月

と　き　1月28日18時

ところ　東急プラザホテル3階

ハ．上山RC

と　き　1月11日16時

ところ　葉山温泉　古窯
こ．長井RC

と　き　1月8日17時

ところ　丸万旅館

3・認証状伝達式

富士見RC（長量県諏訪郡富士見町）

と　き　5月19日12時

ところ　カゴメ鰯富士見工場

登録料　7，000円

4．第358地区年次大会

ホスト　池袋RC

と　き　3月16日　9時

ところ　京王プラザホテル

登録斜　7，000円

参加締切1月末日

5・仮事務所設立案内

（1月2日　市庁舎火災の為）

相馬RC

ところ　相馬市中村字長町1の5

只野石油株式会社内

○地区大会について

大会委員長　金井勝助君

地区大会終って丁度2ケ月になり、もう

仕事も全部終ったと思っておった処今日偶

々早坂ガバナーが私の前におられ、とんで

もない話だ、まだまだ仕事があるんで非常

に不勉強であるとお叱りを受けました。何

事かと聞いて見ましたら記録がまだ出来て

いないそうです。従来記録公報委員会でや

って下さったわけですが、小野寺君がご承

知の通りご病気で入院中ですのでどうして

も遅れ勝ちだということです。それで先程

副委員長の佐藤伊和治君と石黒慶之助君に

ご相談しまして、今回編集委員会を別個に

造りそこで早急に編集して貰うことに致し

ました。委員長には石黒慶之助君、委員に

は斎藤得四郎君、新穂光一郎君、黒谷正夫

君、三井賢二君、この5名の方にお願い致

します。尚従来の記録公報委員の方からも

ご協力をお願いしたいと思います。以上ご

報告を申し上げご諒解をお願い致します。

○会　　計　　　　　　　　森田清治君

上半期決算書について

当クラブの上半期の仮決算をご報告申し

上げます。お手許に配布しておきました印

刷物をご覧頂きたいと思います。半期決算

額が書いてございます。その隣りが対比増

減となっておりますが△印がまだ予算未達

成ということでございます。この中でご注

目願いたいのは職業奉仕100％予算達成、

それから親睦活動委員会の残が64，000円し

かございません。

次に会費の納入でございますけれども66

名中65名となっております。それで会員の

増強関係も乗だ2名だけですのでこれから

増強委員会の方から犬鷲斗して頂かないと

目標の560万の予算が達成出来ません。そ

れから地区からの助成金としまして新たに

4万を計上しております。

大体以上でございますがどうぞ各委員会

ではこの裏をご覧になって頂いて残る6ケ

月の間に最大の活動をやって頂きたいと思

います。

以上に引続き修正額についても細部に亘

り森田会計のご説明があり、終って会長よ

り会員に諮りました処全員異議なく原案通

り承認されました。



0親睦活動委員会　　　　　中江亮君

スマイルについて

只今会計からご指摘ありました様に親睦

活動のスマイルのやり方が非常に低調で誠

に申し訳ございません。

それでこの前一寸申し上げましたが一部

の方からご指摘ありましたのでご説明申し

上げます。何時かご家族の方にとスマイル

ボックスをお上げしたのですが、それは堅

苦しいお気持でお考えにならないで、飽く

迄も私共例会場其の他の行事を通してスマ

イルをやっておる私共会員の気持を家族の

中に拡げて頂きたいという軽い気拝でお願

いしたいと思います。決して強制とか抵抗

とかをお感じにならないでご協力を願いた

いと思います。額については特にご制限申

し上げてはおりません。よろしくお願い致

します。

尚スマイルの活動が非常に低調であると

いうお話でありましたので年頭で誠に申訳

ございませんですが、新春のテレビで非常

に立派に放談、対談をなされました佐藤伊

和治君と手塚林治君に第一弾としてスマイ
ル頂戴出来れば有難いと思います。次に先

程会長さんからご紹介ありました寅年生れ

の皆さん、これは中国でも日本でも大変良

い年だそうでございます。そういう意味に

於てこれからスピーチついでに隣りにボッ

クスがありますのでよろしくお願い致しま

す。今スマイルを頂かないと又12年後にな

りますのでどうぞよろしくお願い致しま

す。

○スマイルボックス

佐藤伊和治君　　新春のテレビ対談

手塚林治君　　新春のテレビ対談

山本　正君　　寅年生れ

大川喜一君　　寅年生れ

○会員増強委員会　　　　　長谷川悦郎君

会員増強について

お手許に「新会員の推薦は如何にする

か」という黄色の印刷物を差上げてござい

ますが先輩がこういう立派なものを作って

下さいましたので利用させて頂きます。先

程会計の方からお話がありました様に会員

増強の面ではまだまだ成果があがっており

ませんので今後少くともお一人一人位づつ

のご推薦をお願い致します。適当な方のあ

り次第この用紙にご記入の上私か事務局山

下さん迄ご提出願います。

○スピーチ（寅年）　　　　山本　正君

私は家内の父親から「お前は虎でない、

猫だ」と言われた事がございまして今会長

さんの言われた若くて威勢のいい寅ではな

いかも知れませんので困った事だと思って

おります。

実は年末に海東委員長の方から去年アメ

リカに行きましたのでその話をやれと言わ

れておりましてそれは大体腹心算をしてお

りましたけれども、今日突然に寅の話が出

まして寅年の抱負かなんかと思いますけれ

ども何分突然の事には弱く顔も真赤でござ

いますし、酒のお蔭で心臓もどきどきして

いる状態であります。

私年末に休みましたので其の時の会報を

見ましたら何人かの方々がご自分のお仕事

と石油ショックに関連するお話をしておら

れましたけれども私もここ2、3年はずう

っと若い女の方のファッション向の外に着

る織物（洋服）を合成繊維で作っておりま

した。ご多聞にもれず合成繊維の原料が石

油であるという為にその影響が大変強く現

われておりまして、どうも寅年はいいとお

っしゃいましたけれども非常によろしくな

い、暗い年の出発となったわけでありま

す。

まあ鉄綱とか或は合成紙経を作るメーカ
ーとかいう一番根元の企業は品物が出来な

ければ、皆はしいものですからその品物の

値段を上げて経理の遣繰りをつけるという

事が出来ますけれども、私共の仕事は生憎

とそういう事が出来ません。それで高い糸
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を買って今度それを売る為にに直接売るの

ではなくて大口に纏めて商社に渡すわけで

ございますので商社の方で値上げを認めて

呉れなければ通らないわけでございます。

それで丁度サンドイッチの様になりまして

大変やりにくい仕事をこれから当分やらな

ければならないわけで、自分の年の出発と

してほ誠にうまくないことであるなあと思

っているわけでございます。

ただ一つ私としまして幾らかなりとも明

るい希望を持てますのはもう一つ新しい仕

事をやる予定をしていることでございま

す。それは中央工業団地に新しい工場を建

てまして縫製の仕事をやる予定で着々進め

ております。これも可成前から手を打ちま

したので今の処建物だけが遅れておりまし

て機械は全部12月中に買い込んで揃いまし

た。人の募集をしましたらこれも当初非常

に心配しておりましたけれども誠に順調に

応募して呉れましたので、昔使っておりま

した古い工場で今迄倉庫と使っていた場所

を急拠明けましてこの1月7日から仕事を

始めたわけでございます。

まあ折角私の会社のトップの連中が私に

与えて呉れました仕事ですので今年は何と

か軌道に乗る様にやって行こうというのが

私の抱負といえば抱負と言えると思いま

す。そういう事でございますのでよろしく

お願いしたいと思います。

寅年のスマイルを兼ね開業のスマイルを

させて頂きます。

○スピーチ（寅年）　　　大川喜一君

私先程会長さんから申されました通り明

治35年生れで今年72の寅でございます。

虎は日本にいない動物ですが昔から掛軸

或は屏風とかその他色々虎を書いたものが

ありまして虎は日本人に親しまれた動物の

様であります。又12支には何れも誓え言葉

とかそれにからんだ迷信がある様ですが、

わけて虎が一番多いのではないかと思いま

す。一般的に知られているのは、虎は死す

とも皮を残す、人は死すとも名を残す、そ

の他大事なものは虎の子、虎の巻、それに

強い者同志が龍虎、危い処を逃れるのを虎

口を逃れる、おっかなびっくりが虎の尾を

踏む様な感じがする。それに又虎穴に入ら

ずんば虎児を得ず、これは事業に非常にか

らんだ言葉だろうと思います。それに多分

泉山氏が大蔵大臣の頃と思いますが大酒飲

みのことを大虎といゝこれは古くからあっ

た言葉ではないと思います。

次に迷信ですが庄内では寅の日に香桑を

やらない、鶴岡では寅の日に葬式は出しま

すが酒田では出さないそうです。私の会社

の常務が一昨年亡くなった時どうしても寅

の日に葬式しなければ都合が悪いと思い、

お寺の和尚さんに「鶴岡ではなんともない

が酒田では寅の日に葬式をしないのはどう

いうことか」と聞きましたら何等根拠はな

いので施主さえよかったら構わないという

事で寅の日に葬式をやりました。処が矢張

り年寄とか色々な人の蔭口があったそうで

す。迷信は何の根拠もないのですがこの様

な事もありますので暦に寅とかそういうも

のをなくした方が良いと思います。

私実はロータリーに入ってから何年かな

るものですが、何時も自分の当り年の年男

が何かやらされることを思い、寅について

何かないかなあと思っていたら12月末の読

売新聞の少年少女欄に、来年の千は寅であ

り、寅について色々書いてありました。こ

れは良いものがあるとそれを見て来たので

すが今日は時間がありませんのでこれで終

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．－般質問

37　地区大会の決定はは国際ロータリー

を拘束しますか？

香。地区大会は立法威弘ではありませ

んが国際ロータリーに対して決定や立

法を勧告する決議を採択し、地区の重

要問題に関する推奨案を採択すること

が出来ます。

2．一般質問

38　地区大会には誰が出席すべきであり

ますか？

地区内の全ロータリアン及びその夫人

はこの大会に出席するよう奨励される

べきです。
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会員豪族ご紹介
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佐藤衛君のご豪族

我が家は一姫二太郎　長男（高1）次男（中

1）長女（小1）妻、私と五人家族ですが

毎日家庭生活での主役はなんといっても一

人娘の律です。父親に似てウニイトはクラ

ス一番との事です。その娘の七五三のスナ

ップです。

佐藤順治君のご豪族

前列左より　妻・貴美子、孫・順久、小生

後列左より　長男・雅昭、長男の妻・龍子

納豆のあまり好きでない小生が納豆崖から

嫁を貰い、入浴の好きでない長男には温泉旅

館から嫁が来た次第。

でも今では小生納豆が大好物になり、長男

も入浴がだんだん好きになっている様で矢張

り縁は異なもの味なものと云える所以の一つ

か。

まだ小さい孫が笑いの中心であり、固軍の

目であることは世間並みと思われる。


