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例会　口　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
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「今　こ　そ行動　の　と　き」

天神祭の化物

○出席報告

本日の出席

会1員　　数　　　　67名

出　‾席　　数　　　　44名

出　　席　　率　　65．67％

前回の出席
前回出席率　　79・10％

修正出席数　　　　62名
確定出席率　　92・54％

欠　席　者　　′′、、

阿宗君、風向君、半田君、山本（隆）君、

飯自君、山本（正）君、石井君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、高橋

（良）君、海東君君、嶺岸君、佐々木君、
三浦君、小野寺、斎藤（信）君、佐藤（伊）君

笹原君、佐藤（友）君、津田君、中野（清）君
富樫君

メ←クアップ

佐藤（忠）君一酒田東RC

中江君一酒田RC、進藤君一小国RC

薮田君一仙台RC

風間君、森田君、五十嵐（三）君、小池君
三井（健）君一鶴岡西RC

Oビジター

五十嵐喜美雄君、佐藤勤一君
一鶴岡西RC

○点　　鐘 安藤会長

○国歌斉唱

○ロータリーソング「奉仕の理想」

○お誕生月おめでとうございます

会員お誕生
阿宗文雄君、阿部裏君、張紹淵君、
石黒慶之助君、上林一郎君、小野寺清君

高橋良士君

奥様お誕生

安藤美智子様

〇年間皆出席者
15年間皆出席

11年間皆出席

5年間皆出席
3年間皆出席
3年間皆出席
1年間皆出席

1年間皆出席

小花盛雄君
早坂源四郎君
手塚林治君
佐藤順治君
市川輝雄君
山本隆男君
高橋良士君

05月150％出席者　　1名

阿部（公）君

05月125％出席者　　6名

阿部（裏）君、安藤君、佐藤（衛）君、

中江君、高橋（正）君、小松君　‘
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05月100％出席者　　46名

風間君、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、山本（正）君、石黒君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、進藤君、今野君
高橋（良）君、海東署、田中君、金井君、
上林君、小花君、小池君、吉野君、′嶺岸

君、三井（徹）君、三井（賢）君、男網君、

菅君、小野寺君、大川君、斎藤（得）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、
手塚君、中野（活）君、富樫君、上野君、
鷲田君、薮田君．高橋（辰）君、三井（健）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1・6月定例理事会報告

（1）クラブ創立15周年記念日行事

来る6月9日はクラブ創立15周年記

念日に当りますので11日（火）例会に

於て次の行事を行います。
材）特別代表安在徹氏に感謝電報打電

伺　チャーターメンバー在籍6名に対

し、感謝状と記念品贈呈

再　チャーターメンバーの創立当時の

回想スピーチ

（2）会員及び家族リクレーション（荒沢

ダム新緑歓賞）日次検討

来る23日（日）実施予定のリグレー
ションは当日地区協議会出席者が10名

おりますので日次変更の希望もあり、
、・その件について例会で総意を求め決定

することにした。
2・ガバナー月信第12信の重要事剰こつい

て要約報告します。

（1）職業奉仕週間報告についてガバーの

所感

職業奉仕の在り方についてガバナー
の示唆に富んだ所感と特に報告の中で

興味ある福島RCの纏められた「ロー
タリアンの同業組合に関する調査」も

掲載されておりますので是非お読み下
さいこ

（2）石黒慶之助君次年度庄内分区代理に

任命
既に活発な活動に入っておられます

が正式に任命されましたので報告しま

す。誠にご苦労ですが格段のご健斗を

お祈り致します。

（3）地区協議会について

来る6月22日（土）23日（日）開催され

る地区協議会のリーダー、副リーダー
が決定し発表されております。石黒慶

之助君は広報の副リーダーを努められ
ます。又当日出席される各部門別の出

席義務者の委員長は既に会長より受け

取っておられる「委員会資料」を忘れ
ずに、又会長、幹事はその他「手続要

覧」「会長必携」「幹事要覧」を持参
する様注意されております。

（4）地区インターアクト年次大会

期日　7月25日（木）～27日（土）
2泊3日

場所　岩瀬農業高等学校（須賀川市）
（5）南米テリーConstitucion RCより

挨拶
上記のRC会長よりガバナーを通じ

ナショてルデーの祝賀行事として今年、J

は4月29日の貴国天皇誕生日を祝賀申

し上げるとの挨拶があり、こちらから

お便りや絵葉書を送ってもらいたいと
のことで、返礼の手紙に添え鶴岡の観

光パンフレナトを送る準備をしており

ます。

（6）ロータリー財団寄附額地区第2位

第1位の相馬RCは2，600％に飛躍
し、当RCは依然1，400％で第2位に

おります。年度内にもう100％は上げ

たいものです。会員各位の特段のご協

力をお煩いします。財団委員会で具体

的に推進願います。
3．小国RCチャーターナイト

去る6月2日（日）、小国RCのチャー

ターナイト（国際口一夕リー加盟認証状

伝達式）が挙行されました。心からお祝　ヽ－ノ
い申し上げます。当RCより山本正君、

進藤誠一君、新穂光一郎君、佐藤衛君、

菅原啓君の5名がお祝いに列席されまし
た。ご苦労様でした。

4．ローターアクト新会員推薦について

かねてお願いしておりますが、ロータ
ーアクトの会員の拡大が進まず苦慮して

おります。ガバナーも大変心配しておら

れますので、パンフレット「ローターア

クトとは？」を参考にご理解し、各職場

からの新会員推薦に一層のご協力をお願

い致します。



0幹事報告　　　　　　　小松幹事

1．例会変更　温海RC

と　き　6月10日16時より

ところ　滝の屋旅館（湯温海）
2，事務所移転　福島北RC

ところ　福島市栄町1－1（福島駅2階）

福島ステーノヨソビル株式会社内
3．認証状伝達式　長崎北東RC

と　き　6月28日13時より

ところ　長崎市民会館
4．第353地区年次大会参加者の申込締切

りほ6月10日ですから希望者はその期

日迄申込んで下さい。
5・会報到着

石巻RC、東根Rrつ、東京RC

O小国チャーターナイトの報告

新穂光一郎君
、　メンバーは先刻会長より報告ありました

5名で小国のチャーターナイトに出席しま

した。その時小国のバーナーを頂戴して参

り・ました。

小国は払初めてですが思っていたよりも

近く鶴岡から丁度2時間半位で着きまし
た。予定より早く着きましたので町の中を

見て廻りましたが非常に小さくて綺麗な町
でした。人口は14，000人位だそうで一口に

言えば緑と山と川にかこまれたユートピア

という自己宣伝がありました。それからブ

ナとシャクナゲとカモシカが町のシンボル

であるとも言っておりました。又町長さん

の話でしたが「私達はデッカイ自然と美し

い人情を大切に地域社会に拡めてゆく」と
いうことでした。

私達が見た印象としてほ災害の町という

感じでした。雪害があり、水害がありとい
うことで、季節はいいんですが矢張り陸の

孤島という感じはいなめませんでした。
12時から式が初まりましてガバナー、特

別代表、町長等のスピーチがありました。

中でも我がガバナーは歴代のIR会長のタ
ーゲットを出されまして「ロータリーとい

うものは愛が基調になってどういう風な考

え方でも幾分柔軟性のある考え方である」
ということを横文字を使って説明されてい

るのが印象的で皆さん感銘されている様で

した。

次に祝賀会の前にバスで40分間位周囲の

観光をしましたが、そこには矢張り災害の

爪跡が見られました。国道113号線ですけ
れども未舗装の処があったり、橋桁の折れ
た処があったり、殉難の碑等もありまして

矢張り災害の町だなあと思いました。

観光を終り3時頃からパーテ←でしたが

我々が大いに期待しておりました通り山菜

料理が沢山ありました。山菜はウド、ワラ
ビ、コゴメとハヤの空揚げなどでした。又

昨日、日本海カントリーで記念ゴルフ大会

がありまして参加しました。参加者は24、

5名位と思います。

兎に角小国は山あいに囲まれた締麗な町
であるという印象を軽く感じて釆ました。

○会員スピーチ

現在の株価について

菅　　　健　君

株価は経済の先見指標と言われているの
で御参考になれば幸です。

石油ショック以来下降していた株価は昨

年12月18日にダウ平均3，的8円をつけ上昇

に入り、5月31日ダウ平均4，772円をつけ、

814円の上巾となった。

これを買った資金は

①　土地投機資金
②　商品相場の資金
（訃　投信

④　個人資金
この不況の金づまりになぜ株価が上昇す

るか、株は国の経済の流れが大きく変った

とき先見性を発揮して大変化を見るS41年
2月の国債発行を行ったときに上昇に転じ

高度成長の先見をした。
今回は、石油危機以来資源不足となり今

までの物あまり経済から物不足経済へと変

化し、新しい価格体系が出来ることを見て

物あまり時代に日の目を見ない産業が日の

目を見る時代に入った。

金から物への転化、設備投資の出来ない

産業が良くなる化学、鉄・鋼等（素材産業
基礎産業）製品へ価格転化出来る産業が良
い。．

①　売り値上る－→企業利潤大きい。
②　設備投資の鈍化→償却負担減少、

金利負担軽減



叉一つは

資産の再評価問題が底に流れている例
評価益　　償却資産　土地

東京電力18，900億円　8，316億110，584億円

新　日　鉄13，258　　5，093　　5，165

日　一通　7，039　　　761　6，278

日　　立　6，259　1，367　　4，892

0親睦活動委員会　　　　　中江　亮君

酒田RCより「庄内地区RC親善ゴルフ
コンペ案内」が来ており、下記要領で実施

しますのでご希望の方は早目に事務局迄申

し込んで下さい。

記

日　時　6月12日（水）pM2：00スタート

場　所　官の浦カソトリークラブ

18Hストローークプレイ

；γ＝￥1，000（芸昌蒜フィーは）
ノ、こ／デ　ロータリーハンデでやること

賞　品　たくさんございます

○スマイルボックス

中江　亮君　ご長男が結婚式を挙げられ
ました。

誠におめでとうございます

○ロータリー情報示説板

大川喜一君

張　　紹淵君
山本隆男君

社会奉仕
124、社会奉仕とは如何なることですか？

社会奉仕とは、ロータリアンが個人と

して或は他人と共になす行為で、例えば

その都市に住んでいる他の人々に対する
思い遣りと、手助けとを体現するといっ

たような行為を言うのです。

例えば、その都市とその市民とに積極

的な個人的関心を持つといったような→

彼等の求めているものや、彼等の問題並
びにその解決策を研究したり、青少年に

積極的な関心を持ったり、自分の住む都
市と周辺の農村地方との間の善意を増進
させたりすること。

129、社会奉仕に対してロータリーはどうい

う方針をとっていますか？

1923年セント・ルイスの大会に於て決

議23－34として知られる「社会奉仕活動
に関するロトタリーの方針」が採択され

ました。その後の国際大会で何度か改正
されましたが、その大綱は次のようなこ

とであります。

その地域社会に何かなすべき仕事があ
って然もこれをなすべき他の団体がない

場合には、クラブがこれを取りあげ、

「社会事業」として育成するのが宜し
い」しかし既に、この仕事をする適当な

団体がある場合にはクラブはその団休と

協力してその努力を増強し、徒らに重複
した努力をしないようにすべきでありま

す。クラブは、もし最後までやり通す意

志と用意を持たぬ場合は、如何なる活動
をも支援しないことを要請されていま

す。
135、インターアクトとは何ですか？

インターアクトは、全世界に亘ってロ
ータリーが後援している奉仕と世界理解

に献身する青年達の組織体であります。

大学進学直前の4学年（ただし日本では

高等学校）に在学中の学生に入会資格が
認められています占

136、ローターアクトとは何ですか？

ローターアクトクラブは品性正しく、

将来の指導者たる素質を有する‘青年達

（年令18～28才）に、あらゆる職業にお

ける道徳的水準向上を鼓吹し、地域社会
に対する奉仕を通じて、指導力と責任あ

る市民性を育成し、且つ国際理解と平和

を促進する目的で組織されるものであり
ます。


