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顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

こ　ま　く　さ

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や

例会日　毎避火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鰯5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

払、紳助
ロータリーの精神を振るい起こせ

第763号　　1974・7・23（火）　（小雨）　No．4

⑳出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　76・47％

修正出席率　　　　64名

確定出席率　　94・12％

欠　席　者

阿宗君、安藤君、半田君、山本（陽）君、

海東君、田中君、佐藤（衛）君、嶺岸君、

小野寺君、斎藤（信）君、新穂君、中野

（清）君、富樫君、菅原君

メークアップ

笹原君一仙台R．C

薮田君一新潟R．C

進藤君一酒田R・C

石黒君一余目R・C

阿部（公）君、半田君、今野君、板垣君、

高橋（良）君、中野（垂）君、男網君、鈴木

（弥）君一鶴岡西R．C

⑳ビジター

伊藤善市君一束京城北R．C

上井秀夫君、佐藤勤君一鶴岡西R．C

本間儀左工門、斎藤五郎八君一温海R．C

⑳点　　鐘　　鈴木会長　12：30

㊨ロータリーソング（我等の生業）

㊨会長報告　　交換学生受入の件

く多ビジター紹介

⑳国際奉仕委員会　　今野君

命幹事報告
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印　例会時間変更　　東京日本橋R．C

8月中の例会（毎火）AM8：30～9：30

会場　パレスホテル

（ロ）大会案内

第361地区年次大会　岐阜県高山R．C

ホ　スト　高山R．C

コホスト　高山西R．C

ク　　　下呂R．C

l0月18．19．20．21

10月19日　第1日日10時～11時

登録　￥8，000

4＞ゲスト

鶴岡市水泳連盟理事長

佐　藤　祐　一　氏

鶴岡ロータトアクト前副会長

前　田　喜　久　氏

⑳　他　石黒君、高橋（正）君、伊藤善市先生

⑳ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主題

◎親睦活動委員会の任務の概要。

◎ロータリーの国際奉仕の要領。

◎国際奉仕計画の利用

◎ロータリーがあなたの為めにしてくれる

こと。

◎ttよりよき世界を創るために”

◎親睦活動委員会の任務の概要は、次のごつ

の重要な任務があります。

それは、①会員間の面識と友愛を増し、②
ロータリーのレクリェーシ三ン及び親睦の催

しに会員が参加することを奨励し、③クラブ

の一般目標の遂行に関して、会長または理事

会によって課せられる、いろいろな仕事をす

ることであります。

◎ロータリー国際奉仕の要領。

それは、①ロータリーの国際奉仕計画（パ

ンフレット706）と公式名簿を利用します。

③国際奉仕計画に、文通や協力したい項目の
クラブ名がのっています。自分の文通したい

クラブ名を求めます。⑨次に、公式名簿を見

て、求めるクラブ名を探せば、そこには、会

長と幹事の名が戴っています。会長宛に文通

すれば、必らず返事が来ます。と云うのは、

国際奉仕計画にのっているクラブは、熱心に

国際奉仕活動を協力希望しているクラブであ

るからですし

◎国際奉仕計画の利用。
パンフレット706の国際奉仕計画の国際的

な関心事項が5つあります。①通信、②プロ

グラム、③組み合わせクラブを求めたいこと

や、④青少年交換をしたいことや、⑤世界社

会奉仕をしたいと云うことが登録されていま

す。そして、毎年このパンフレットの終りに

付いている。登録用紙をR・Ⅰに送って、新

しく登録するようになっています。

◎ロータリーがあなたのためにしてくれるこ

と。

それは、①ロータリーは、あなたに、毎週
一回、地域社会の市民生活の横断面との緊密

な接触の機会を与えてくれます。②ロータリ
ーは、あなたに、あらゆる種類の職業界の指

導者たちの見解を知らせてくれます。③ロー

タリーは、あなたに、他人への有益な奉仕の

機会を与えてくれます。そして結局それは大

きな満足感を与えてくれることになるのでは

ないでしょうか？。④ロータリーとは、いわ

ば、友情に根ざした親交ということになりま

す。（詩ロータリーは、同僚に対する、あなた

の知識を深めてくれます。そして他の人々を

知るようになります。⑥ロータリーは、自分

のことを忘れさせる力を持っています。それ　＼＿．／

ほ、結構なことではないでしょうか。と米国

のニコL・一一ヨーク州のニコ」．－ヨーク・クラブの

スポークスが云うています。

◎ttよりよき世界を創るために”のスライド

・セットは、ロータリアン達に世界社会奉仕

プログラムの情報を提供するためのものであ

ります。

（裏世界社会奉仕の最も重要なことは、援助

を受ける側と援助をする側との両方のロータ

リアン達を協力参加させることであります。

せ次に、R・‡の世界社会奉仕の資料調整室



＼＿／／

の資料に登録したり、③多くのクラブでは、

国際奉仕計画（パンフレット706）を利用す

るのであります。その中の協力を希望してい

る一覧表をみて、クラブ相互間の連絡文通を

するのです。④この二つの方法によって、全

世界の各地域社会の福祉がわかり、その関心

事項がわかります。⑤次に如何にしたら、同

じ地球上にいる同胞である、開発途上国民達

が、原始的な生活から近代化するのを助ける

ことが出来るかを、ロータリー精神を振るい

起して、⑥我々の技術を彼等に分も合うこと

です。その分かち合う仕方を実際に教えて下

さっています。

⑪スピーチ

鶴岡水蓮理事長

佐　藤　祐　一　氏

恒）鶴岡水蓮について

0大正年間、内田正練、千尋兄弟による水

府流の普及
0羽根田梅太郎氏の極東オリンピック優勝

。地元の中学、地元出身の大学生の中央で

の活躍。

湯野浜の五十嵐伊市郎氏

（ベルリン予選）

以上の様な歴史の中に、その流れを受け

て現在まで至っており、大なり小なり影響

により今日の水蓮がある事。

この歴史の中に、1人1人が異口同音に

願っておった事は、ttプールが欲い”とい

う事に集中しておった。

◎47年インターハイ開催により市民プール完

成

U水連の意見としてその施設建設について

飛込みプール施設の廃止、屋内プールの

。47年9月　学童（5・6年）水泳教室の

開催。
047年12月～48年3月　冬期ト1－ニソグ

実施。
048年3月　鶴岡スイムクラブ発足。

048年5月　48年度学童水泳教室再開。

048年度県中学大会、東北中学選手権大会

山形県選手権。

048年度　学童水泳教室

社会人水泳教室

盲学校水泳教室
身体障害者水泳教室

。48年12月　ハワイ遠征。

049年3月　練習開始。

つ49年4月　水泳教室

（学童4・5・6年）

049年5月　社会人・ママさん水泳教室開

催（社会53人、ママ28人）

。盲学校　7月低学年（1・2．3年）水泳

教室

母と子の水泳教室　8月予定
08月　昨年度世界チャンピオンチーム、

サンタクララ、アクアメイズ、シ

ンクロチーム8名と日本選手6名

を招待し、シンクロナイズドスイ

ミングを中心として市民の見て、

楽しむ水泳大会を企画して市民全

体（1，500人位）から夏の一夜を

楽しんでもらう計画である。
。3時－4時

シ′ソクロ

4時－5時半

市民総体水泳競技（学区対抗）

6時水泳教室
・学童の古式泳法の披露

・社会人、ママさん教室わ会員の披露

・スイムクラブの変則リレー

建設。
。水蓮の意見を重要視された市当局により　　㊨市制50周年記念

屋内プールが完成、水蓮の責任発生。　　　　　サマー・スウィム・フェスティバル
。インターハイの成功裡に終了。　　　　　1．日　的

0ハワイアウレアスイムクラブ（ミ　ソ会　　　　このサマー・スウィム・フェスティバル

長）の来訪　　　　　　　　　　　　　　　は、市民総体の一部門である水泳競技と、
0学童交換親善大会の開催。　　　　　　　水中にて美技を競い合い水中バレーと言わ



れるシンクロナイズ・ド・スウィミングを

主とし、小学生による古式泳法又、プール

サイドでは競技の合間花笠おどり、ハワイ

アン・ウェスタンバンドの演奏、模擬店等

を配し、市制50周年記念として一日を市民

のみなさんより心より楽しんでいただくこ

とを目的とするものである。

2・主　催　鶴岡水泳連盟

後　援　鶴岡市、鶴岡市教育委員会、
鶴岡市体育協会

8月18日（日）

約80万円（別紙）

①（1）水泳競技（市民総体）
（2）シソクロ

（3）古式泳法（中学生）
匝）ママきん教室デモンストレーショ

ン′

（診（1）花笠おどり

（2）ハワイアン・ウェスタン競演

（3）模擬店

6・観覧呼掛対象

（1）一般市民　（2）市内各学区学童

（3）水泳教室（一般も含む）

（4）近県及び県内水泳関係者

PRの方法　市広報、教育委員会より校長会

NHK、YTS、日報、他の記

者クラブえ、市民総体（学区）

敬老会（町内）

※シンクロナイズ・ド・スウィミソグ、今回

釆鶴するチームはワールドチャンピオンチ
ームで、それに日本チームのトップクラス

を配したものです。

㊥各地のロータリークラブ紹介シリーズ

（会報委員会編集）

（2）第351地区妹背牛ロータリークラブ

妹背牛ロータリークラブ事務局
北海道雨竜郡妹背牛町419番地
妹背牛商工会　TEL2025

私達のロータリークラブについて、御紹介

致します。私達のクラブは、昭和42年1月18

日認承されました。発足当時の会員数は24名

初代会長は山田昇一郎君（衣料小売）、現会

長は森川栄三、現幹事は大西幹男君です。今

期の活動主目標はtt会員増強”に置いて居り

ます。今期の予算は約1，580，000円、過去ざこ

は特記すべき活動はありませんでした。会報

の発行部数は50、会報編集上の悩みはありま

すが、具体的な解決方法はありません。名誉

会員は1名、会員外に対するP．Rは、町報

に当R．Cの活動を掲載してもらって居りま

す。インターアクト、ローターアクトクラブ

は現在ありません。

親睦活動は、次の様なことを行って居りま

す。

（舟　9月にはソフトボール大会

㈱12月にはクリスマスパーティー

炬）1月には新年会

（功　5月には観桜会

以上を家族と共に行って居ります。

次に私達の町の概略を御紹介致します。

妹背牛町は人口約7千（6月末現在）で、交

通機関は由館本線妹背牛駅、国道は12号があ

ります。尚国鉄の急行、特急等は、一切停車

致しません。位置は滝川（根室本線始点）と

留萌本線始点漆川の中間にあります。バスは

中央バスがあります。

当地の主産業は、此の地方が米作地帯です

ので農業で、主産物はやはり米です。皆様御

存知の石狩川も近くにあります。

此の地方にはttもせうしよいとこ’’と云う

民謡があり、9月15日には妹背牛神社秋の例

大祭が行われます。公共施設は屋外プールの

他目立ったものはありません。電話の普及率

は90％、今回の参院選の投票率は86・87％で

した。

水泳連盟理事長より原稿を頂き、感謝
申し上げます。尚、スピーチ等には、要
旨で結構ですので、原稿を会報委員会に
お渡し下さいます様．重ねてお願い致し
ます。御協力下さい。

tt訂正のお願い”

－会報N仇3W

1974・77・9（火）（雲）→1974．7．16（火）（量）の

様に訂正厭います。

＼ヽ－／

暗
算
門

日

予

部

3

　

4

　

5


