
第751回例会1974・4・30し火）晴　が0・42

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　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrnくIion
「今　こ　そ行動の　と　き」

天神祭の化物

木星の出票　数　65名　　　○ロータリーソング「我等の生業」

出　　席　　数　　　　53名

出　　席　　率　　81．54％

前回の出席
前回出席率　　69．23％

修正出席数　　　　59名
確定出席率　　90・77％

欠　席　者

阿宗君、五十嵐（三）君、進藤君、三浦君、

佐藤（衛）君、三井（貿）君、菅君、斎藤（信）君

佐藤（昇）君、笹原君、鈴木（弥）君、津田君

メークアップ

笹原君～仙台RC

薮田君～新発田RC

佐藤（衛）君～温海RC

阿宗君～新庄RC

阿部（案）君、安藤君、森田君、佐藤（順）君
山本（隆）君、進藤君、高橋（良）君、嶺岸君

中野（清）君、三井（健）君～鶴岡西RC

Oビジター

桜井清君、羽板田正吉、佐藤勤一君、

原田行雄君～鶴岡西RC

鈴木正作君～新発田城南RC

○会長報告

1・早坂ガバナーより例会出席奨励の要請

当地区の3月平均出席率87．91％にて全

国20地区の最低であった。ロータリーに

おける出席の重要性は既に承知の通りで

厳寒のそして小さいRCの多い北海道や

近くは小国RCの如く豪雪の中に閉ざさ
れメークアップも思うようにならないク

ラブでも好出席率を維持している事も考

え、出席率99％を目標に出席奨励に精進
されたい。

2・メモリアル・コントリピューターの承

認先に張紹淵君のご好意で故三浦岩治郎

君、故池内方平君を追悼しロ∴－タリー財

団に多額の寄附されましたが、R．Ⅰ会

長より両君の名を以て「メモリアルコン

トリピューター」として承認された旨承

認状と共に張君に感謝の礼状が参りまし
た。

3・理事会決議事項

先週の例会後の理事会において最近県

内RCのチャーター等に出席が極わめて

少くなったのでロータリーの友情にも反
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するので今後新しい会員から順に都合を

勘案し乍ら会長より指名し最少限2名宛
祝賀に派遣することとし、その経費はク
ラブ負担とすることにし、若し2名以上

出席の場合は2名分の経費を出席者に均
等配分することにした。

4・朝の観桜、公園清掃盛況樫に終る

去る28日、新しい試みとして地域並び
に市民に密着した、皆が行動する社会奉

仕として早朝の観桜勇々ロー∵ダーアクト

インターアクト、ボーイスカウトにも呼

びかけ家族共々公園の清掃奉仕を行った

ところ約100名の参加を得て和やかな中
に清々しい朝のひとゝきを過ごしまし

た。

尚、上野三郎君のご好意でパン、牛乳
を沢山寄贈され、朝食のとってないロー
ターアクト、インターアクト、ボーイス

カウトに大変感謝されました。

5・市民プール見学と第9回東北地域春季

水泳競技大会（スイミングクラブ競泳

会）激励、公園清掃奉仕の帰途会員五十

嵐伊市郎君、風間慶三君の力をつくして
おられる市民温水プールを見学し8時30

分より開会の東北各地のスイミングクラ
ブより集った青少年の発測たる競泳大会

を激励した。急速な素晴らしい成長、そ
して誠に強い鶴岡スイミングクラブの大

会新記録続出の力泳に恐嘆した。
6・鶴岡ライオンズクラブCNlO周年記念

式典に列席、去る21日（日）羽黒山頂の

霊域歴史博物館大ホールに於て挙行され
た鶴岡ライオンズCNlO周年記念式に招

待されクラブを代表し会長が出席しまし
た。

山伏ホラ貝の開会ファンファーレに始

まり厳粛の裡に和やかに式典が進行され

大会委員長杉本一郎氏（初代会長）の1b

年を経過したクラブに敬虔な反省と生気
を求めるためにあえてチャーターナイト

の行われたこの霊域を選び華美を排し本

大会を設営したと感銘疎い挨拶があっ
た。

「ライオンズの誓い」と＝われわれは知

性を高め友愛と寛容の精神を養い平和と

自由を守り、社会奉仕に精進する＝この

誓いによって10年間ひとすじに「住み良
い環境縁の奉仕」「心のふれ合う身近な

奉仕」「社会の各間に愛の手を」の3つ
を目標に精進され、その10周年記念アク

ティビュティに総額215万円の次の奉仕

をされた。

（1）鶴岡市老人福祉センターに緑の庭園

を寄贈

（2）出羽三山神社境内にベンチと版殻入

れの寄贈

（3）日本赤十字への献血運動に協力

匝）山形県有形文化財鶴岡カトリック教

会天主堂保存に協力
（5）社会福祉法人思思園老人ホーム及び

児童ホームに協力
ライオンズを理解する榛会を得、多数

のライオン世びにライオネスと親交を深

め得たことを感謝します。
7・来る6日職場見学及びチューリップ畑

観賞家族会既にご案内の通り来る6日親
睦委員会、職業奉仕委員会共同計画の中
央工業団地一青菜市場－レストランざく

ろ－花王石鹸一砂丘分場チューリップ畑

見学並びに観賞が行われますが多数参加
されるよう希望します。細部は委員会よ

り連絡があります。
8．インターアクト九州研修旅行記

ガバナースレター第11信に参加者夫々

の旅行記が掲載されておりますので是非

お読み下さい。
9．鶴岡高専インターアクト新会員目名入

会

去る27日今春入会した目名の歓迎会に

招待され三井徹地区Ⅰ・C委員並びに当
クラブ三井睡トC委員長始め上野委員
と共に参加しました新入会員目名の入会
の動機Ⅰ・Cに対する期待又、先輩Ⅰ．C
のこれまでの活動によって得た感謝など

各自に発表し顧問教官、ロータリアンも
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夫々にスピーチし有意義な感銘揮い会で
あった。

○幹事報告

（1）例会変更

ィ、会津坂下RC　5月7日　P・M5；00

法界寺（物故会員追悼式）
ロ、上山RC　5月3日　休会

ハ、鶴岡西RC　5月16日　P・M5：30

七内旅館（孟宗汁）
申込　5月10日まで

（2）認証状伝達式
ィ、小国RC　6月2日　A・Mll：00

登録料　￥7，000

山形県中央信用組合小国支店内
6月3日　親善ゴルフ大会

ロ、盛岡南RC　5月26日　A・MlO：00

登録料　￥8，000　岩手教育会館
ハ、郡山西ローターアクトクラブ

5月19日　A．Mll：00

登録料　￥2，000　郡山商工会議所

（3）地区大会案内

第367、368合同年次大会

（四国、兵庫）
10月・19日20日　神戸文化ホール

5月20日まで申込

（4）例会場事務局移転

小名浜RC新事務局
いわき市小名浜字本町27

七十七銀行小名浜支店
TEL O246－53－2221

例会日　毎遇金曜月

P．M O：10′〉1：10

（5）前会員長谷川悦郎君より御礼状到着
（6）会報到着　本荘RC

（7）鶴岡盲学校の研修行事について

例会終了後緊急理事会を行ないます

○最近の国会と雑感

国会議員　加藤紘一氏
0国会議員になって1年半程になりますが

卒直に感じて言えることは厳しいときに

代議士になってしまったという気符で一

はいでこの厳しさが訓練になり、あとで

よかったことになると思い現在は当選前

よりも毎日精神的に厳しく動きまわって

おります。
0物価について国会でも全てこの問題を中

心に取組んでおり物価高騰した原因は田

中総理大臣の政策上石油問題が端を発し
たものでありますが福田蔵相の思い切っ

た引きしめ、国家予算緊縮財政によって

固まりつつあり、やがては原油、石油価

格が決まり電力公共料金はじめ不自然な
物価も年内には経済合理制にとった新し
い価格体制がしかれるであろう、このた

びの経済変動は大都会と企業が得して農

村地帯の東北地方は全く損をした。東北
出身の国会議員としては大いに考えるべ
きである。

0国民春斗はは弱者を救うという名目でお

こなわれたが、これは国民を欺瞞したも

ので800万人程の総評だけの運動と思わ

れてはいけないと言う粉飾したものであ
って結局は大手企業、大きな労組が得し
てしまった。

。日中航空協定批准承認案件について党内

で論議をかわしておったが大平外相の取

極めようやく5月7日頃衆議員を通過し

参議員におくられる見通しである。
0鶴岡市のみなさんに提言、社会労イカ委員

会に嘱して医療費社会保険、国民年金、
身体障害者の問題に取組んでおりますが
あるとき仙台の国立療養所に訪問する機
会があってその時鶴岡出身の患者さんの

卒直な意見を聴取したところ身障者には
奇異な好奇な目がむけられて地元に行く
のはいやだと云っており、私達鶴岡市民

としてそういう貧しい人、身障者にはあ

たたかい心ずかいと楽しく生活の出来る

風土づくりをしてはしいものであり、ロ
ータリーの方々には奉仕活動の御指導を

特にお願いしたいものであります。

○ロータリー情報示説破

大川喜一君張紹淵君山本隆男君

クラブ奉仕
95、正規のクラブ、プログラムの外に、ど

うしたら毎週の例会を利用して会員に
ロータリーの計画について絶えず知ら

せることができるでしょうか？

例会の初めの3分乃至5分間を割いてロ
トタリーに関する時宜を得た情報→即ち



。その手続

0原則

0世界的な意義

。近く行われる重要な行事→を提供す

ることにします。

96、国際ロータリーからクラブの各委員会

に対して如何なる援助がなされます

か？

椚　毎年、新ロータリー年度の始まる以

前にクラブ会長から委員会用資料が配
布されます。

（ロ）「カタログ」（100－J）所載の他の

印刷した資料。カタログには印刷した
パソフレット、書籍、フイルムの外、

クラブの管理に必要な標準書式、カー

ドその他の供給品目が総て記載されて
おります。カタログは改訂版が毎年度
の始めに各クラブ幹事に送られます。

困・ロータリー創立記念日の如き特別な
行事のために新聞等に発表用として準
備されたニュース資料。

国　クラブのプログラムや活動について

説明した補足的資料。
97、質疑tt96’’において述べられた補足資

料とはどんなものですか？

主としてロータリー奉仕の各分野に関す
るロータリー情報資料であります。古い

資料を改訂したり破棄したりするに従っ
て新しい資料が定期的につくられていま

す。此等の資料は国際ロータリー出版物
日本語版カタログ（100－J）に記載され

てあります。補足資料は文献東京事務所

に申込次第各5部無料で送付されます。

それ以上の数量の注文に対しては若干の

代価が請求されます。
98、ロータリー諸手続を完全に理解するた

めの最高の資料は何ですか？

手続要覧（35－J）であります。これは

国際ロータリーに関する基本的事項を解

説した。方針や手続に関する参考書であ
ります。本書は国際ロータリー加盟全ク

ラブの実際の経験をまとめ上げたもので

あります。
99、ロータリークラブで使用できるロータ

リーの歌集がありますか？

あります。ロータリークラブ用歌集（英

語版のみ）には、英語国民の間で殊によ

く歌われているロータリーソングを載せ

ると共に、一般の歌の中からも特に斉唱

に適した歌を集めて載せています。
101、国際ロータリーの公式雑誌は何んです

か？
ロータリアン誌（THE RETARIAN）

です。これは月刊雑誌で、その編集出版

事務所は、イリノイ州エバストンに在り

ます。レビスタ、ロークリアと呼ばれる

スペイン語版は、スペイン語及びポルト

ガル語を国語とする国々で読まれていま

す。
102、その他にもロー∵ダリアソ連のために何

か雑誌が発行されていますか？

世界各地のロータリアン及びロー一夕リー

地区のグループが15カ国語に及ぶ23種の

地域的雑誌を出版しております。
103、「国際ロー一夕リ一・ニュース」とは何

ですか？

「国際ロータリー・ニュース」とは、国

際ロータリー中央事務局から毎月印刷発

行される公式の通信で、各ロータリーク
ラブの会長及び幹事に宛てて送られま

す。
104、クラブの他の会員も「国際口一夕リ一

・ニュース」を受け取ることができま

すか？

出来ます。一般の頒布を目的としている
わけではありませんが、1年分2ドルで

会員個人の予約を受付けています。
105、「公式名簿」とは如何なるものです

か？

公式名簿とは国際ロータリーによって年

1回発行される名簿であり、世界の全ロ
ータリークラブを列挙し、同時に各ロー

タリークラブの会長及び幹事の氏名、住

所、例会の場所、日時を記載していま
す。その外、国際役員並びに委員、その

他興味ある情報を載せています。
106、「公式名簿」はクラブ会員一般に頒布

する為のものですか？

その通りであります。ローークリアン特に

広く旅行する人はこの名簿を1部携行し
て出席補填をするクラブを見つけるのに

役立てるよう勧められています。この名

簿は各クラブ幹事から入手できます。し
かし公式名簿はロータリアンであると否

とにかかわらず、一切営業用の郵送名簿

として使用してはなりません9


