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■ビジター・ゲスト紹介

羽根田正吉君、大川俊一君、半田茂弥君、菅原隼雄君、原田行雄昇一鶴岡西R．C

佐藤昭和君、今野徳市君、清野正利君一温海R．C

■会員及び奥様誕生祝

＜会員誕生＞　6名

栗谷正夫君、嶺岸光吉君、森田清治君、中江亮君、佐藤順治君、清水重雄君

＜奥様誕生＞　8名

飯自安江さん、小池英さん、諸橋やす子さん、中野ふみ子さん、中村すず子さん、斎藤信子さ

ん、富樫貞さん、薮田淳子さん

虹皆出席表彰

＜年間皆出席＞

15牢間皆出帯：海束与蔵君　　　　5年間皆出席：小松広穂君

12年間皆出席：五十嵐三郎君　　　　4年間皆出席：森田清治君

＝年間皆出席：鈴木弥一郎君　　　4年間浮出帯：角田　　博君

7年間皆出席：小野寺清君

＜6月148％出席＞　2名

佐藤順治君、鈴木弥一郎君

く6月120％出席＞　9名

石黒君、小松君、中江君、新穂君、佐藤（宇）君、上野君、山本君、早坂（源）君、三井（徹）君

＜6月100％出席＞　47名

皆川君、阿部（公）君、阿部（賽）君、安藤君、張君、飯自君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、市

川君、板垣（俊）君、海東君、玉城君、風間君、黒谷君、小花君、小池君、今野君、嶺岸君、三

井（賢）君、三井（健）君、三浦君、森田君、角田君、中野（垂）君、中野（清）君、小野寺君、石川君

斎藤（得）君、佐藤（忠）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、鷲田（幸）君、笹原君、板垣

（広）君、菅君、鈴木（善）君、横山君、手塚君、富樫君、薮田君、吉野君、山口君、中村君、迎

田君、菅原（辰）君、丹下君

も会長挨拶　　鈴木弥一郎君

前年度のクラブ年次総会に於て副会長の御指名を受仇合せて次期会長の御推薦を戴き、感

激と同時に全く困惑致しました。ロータリーに御世話になって10年余りになりますが、極めて

勉強不足で御座いまして、今年は自分の大きい試練の年と考えて居ります。

私は薬剤師で御座いまして、ささやかな職業奉仕をつづけて居りますが、己に皆さん御存知



のように医療保険制度の抜本改正による大変革の時期に遭遇して居り、誠にきびしい中に会長

を御引き受け致しましたので、果たしてこの大役を果たし得るか非常に疑問に思いますが、こ

れまでの自分のったない体験と、先輩諸氏の温い御友情と御指導に御すがり致しまして、一生

懸命努力する覚悟で御座いますのでよろしく御掛、申し上げます。

今年度R・Ⅰマンチェスター会長は「奉仕・ロータリーは私は信俸する」（Ibelievein

Rotary）というテーマで私共にメッセージを送られました0即ち、ロータリーアン各自の職能

を尊重高揚し・奉仕することは・ロータリアンの使命であると職業奉仕を強調されて居りま

す。我がクラブも創立18年を迎えますし、75名の会員を靡し・着実にその輪を拡げて居ります。

本年度はすでに御承知の通り交換学生の受け入れを初め、インターアクト、ローターアクト

の型空室多ノこ空ヱ三二全里堅空家話等目白押しの行事が控えて居りまして、岳様方の力

強い御協力により、及ばず乍らその責務を果たして行きたいと念願致して居ります。従いまし

て今年度クラブ活動の重点として、R・Ⅰ会長のメッセージにありますように、職業奉仕の具

現は勿論のこと、青少年の育成指導に、又国際親善に友情と相互理解を深めるための親睦活動

により一層の友の輪を拡げて行きたいと思います。

∫会長報告

去る7月1日に第1回の理事会を開催致しました。その決定事項を御知らせ申し上げます。

尚、細則変更も御座いますので本日の例会を後礎総会に切り替えさせて戴きます。

①本年度予算案審議‥この後で会計の佐藤理事より予算案の説明が御座います。

②常任委員会及び特定委員会の所属変更について‥先般の地区協議会に置きまして平松

ガバナーの御了解により青少年委員会を設置することになりました。これも細則変更

になりますので後程御計り致します。

常任委員長　　　‥理事山本正君、但し特定委員会委員長兼務と致します。

青少年奉仕委員会委員：諸橋政積君

会員選考委員長　：佐藤　忠君、同委員風間慶三君
ロータリー財団委員長：斎藤栄作君、同委員　玉城俊一君

親睦活動委員会　：丹下誠四郎君

S・A・A　　　　：清水重雄君

③今年度クラブ名誉会員は、昨年同様鶴岡市長白井重贋氏、金井勝助氏。

④例会の進行上・会長・副会長不在の場合直前会長、直前会長不在の時は理事の年上順

に進行を計る0尚、幹事不在の場合は副幹事が之れに当たる。

⑤理事会の定数について過半数（5名以上）を以って議決する。

⑥本年度51年度クラブ預金の指定は山形殖産銀行鶴岡支店に御願いします。

■幹事就任御挨拶　中江　亮君

第11代会長三井敬売生の掛こ入会させて頂いてこの方、幾つかの委員会の仕事を経験し、又

数々の思い出もあ。ましたがどれ一つ拾って見てもさしたる働きもせず7年の歳月が経ってし



まいました。

そんな私に幹事をやれと指名された鈴木会長及びその筋のお方は、かなり冒険好きな方々と

思われてなりません。
t㍉忙しいから駄目だ”と言う言葉はロータリアンの禁句とされ、拒まない事がロータリアンの

不文の律であると八方逃げ口を塞がれた今では、大蛇に狙われた雨蛙は惨めなもので、之が因

果と言うものとあきらめるしかありません。

扱て幹事の仕事についていろいろむづかしい事が書かれていますが結論的に言って私はベア

リングになりたいと思います。

ロークリーが大きな歯車であり会長がその中心の軸であるならば、私はその間にあって摺り

廻される無作為のベアリングでありたいと思います。何故なればそれは単に廻転のための不可

欠な部品に過ぎず目立たぬ存在だからであります。

友情と言うロータリーの原点に立ちかえり、クラブを若返えらせたいと言う鈴木会長の御方

針に合せ、クラブ管理の主体である理事会の決定に従って、各委員会の活動のお仕事をお手伝

い致したいと言うのが私の精一杯の気拝であります。

幸い上野三郎次期会長が次年のために温存しておられる佐藤順治君と言う最良質部品を申し

訳ない言葉でありますが、スペアとして向う1年間無償で拝借する事に致しました。

加えて事務局のベテラン山下君の素暗しい才能と経験が私を助けてくれるなら、1年間の重

責に耐えて行けると計算しています。

任期中過ちも多々あるかと存じますが、会員の皆様方のご寛大な友情により善意のご指摘を

頂きたいと存じます。

最後に私のためにいろいろと幹事の手ほどきをして下さった佐藤忠直前会長、吉野前幹事に

深く感謝を申し上げ、そしてこの1年許りが夢の車に速く速く過ぎてくれるよう神に祈って私

の挨拶と致します。

■幹事報告

＜例会場及び事務局の変更＞

。事務局移転：郡山西・郡山東・郡山南・郡山北各ロータリークラブ

月　　　日：昭和51年7月1日より

事務局住所：福島県郡山市清水台1丁目1番23号　善導寺文化会館3階

TEL・（0249）23－0847

。例会時間・場所変更：山形西ロータリークラブ

と　　き：昭和51年7月12日（月）p・M5：30

と　こ　ろ：盾　　　月

0例会時間・場所変更：富河江ロータリークラブ

目　　時：昭和51年7月15日（木）p・M5‥30

場　　所：伊　勢　屋
。例会場及び事務局移家（昭和51年7月1日より）　三春ロータリークラブ

新例会場：東邦ま行三春支店2階大ホール



〒997福島県田村郡三春町字中町1

TEL．02476（2）2141㈹

新事務所：司法書士　岩崎和事事務所

〒997福島県田村郡三春町字八幡町27

TEL．02476（2）2462

0例会日変更：酒田ロータリークラブ

日　時：昭和51年7月17日（土）P・M12：30

場　所：酒田産業会館

∴　∵　●　●　－・－　∴　一　●　一一－　　－　　「

1米山奨学生名簿

薗白鷹、村上両ロータリークラブ会報（回覧）

膏西クラブ大川新会長挨拶

貴重な例会時間を借用して、御挨拶申し上げます。当クラブ創立10周年記念日（5月28日）

には皆々様多数お出掛け下さいまして有難く御礼申し上げます0無事式典を終了することが出

来ました。第11代会長として7月より就任致しました0何分ロ←一夕リー歴の極めて浅い者でご

ざいます。今後ともよろしく御指導頂きたく存じますO

tローターアクト新旧会長幹事挨拶

＜旧会長：進藤昇＞自分なりに一生懸命やって釆ました。御後援有難うございました0

＜新会長：五十嵐広一＞

現在までの仕事をより拡大して行きたいと存じます。

＜新副会長‥小野寺敏夫＞

＜新幹事：渡会一夫＞

■委員会報告

＜国際親睦委員会＞　　張　紹淵君

7月4日アメリカ建国200年の記念日に当たるので委員会名で、シルバースプリング及びニ

ュープランズウィックR・C他2つのR・Cに対してお祝いを申し上げておきました。

会員全員の写真を撮りたいと存じますので例会終了後少々の間お残り下さい。

＜インターアクト委員会＞　　中野清吾君

去る7月4日高専、工業高校、西高のインターアクトの共催で海浜清掃に参加しました。大

変きれいになり、観光協会、湯野浜温泉組合から感謝されました。



本日インターアクト地区大会の準備委員会を17；00より産業会館部会室で催しますので委員

はよろしく御出席下さい。予定は2時間程度と考えております。

金峰少年自然の豪視察と金峰登山へのおさそいく親睦活動委員会＞

先に御案内申し上げておきましたが、7月17日（土曜）新年度第1回行事として、金峰少年

自然の家視察と金峰登山を行いますので、会員は勿論御家族も是非御参加下さいますようお願

い申し上げます。

日時：7月17日（土）午後2時　産業会館前バスにて出発

視察：金峰少年自然の家（スリッパ御持参下さい）

登山：バスにて中の官まで

会食：中の官参拝後社務所で山菜料理、冷いビールで乾杯

下山：足に自信のある方は歩いて下山されても結構です。

登山口でバスが待っております。

ロ出席報告

会　員　数

出　席　数

出　席　率

阿部（公）君、阿部（稟）君、石井君、五十嵐（伊）君、玉城君

上林君、栗谷君、小花君、今野君、三井（健）君、森田君、

角田君、斎藤（信）君、佐藤（友）君、板垣（広）君、諸橋君

前回出席率

修正出席数

確定出席率

三井（貿）君、高橋（良）君一郡山西R．C

五十嵐（三）君、佐藤（友）君一温海R．C

薮田君一仙台R・C

阿部（公）君、板垣（俊）君、玉城君、風間君、嶺岸君、石倉君
一鶴岡西R・C　阿部（賽）君一外国R．C

電臨時総会

1・前年度決算報告～半田君（クラブ細則第5条第2節）

2・予算編成の主旨と会費増額の提案理由説明）

3・青少年奉仕委員会（常任委員会設置に伴うクラブ細則第7粂第1節変更の件

◎尚何れも万場一致で可決されました。

本
日
の
出
席

前
回
の
出
臍
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■ビジター・ゲスト紹介

旅河正美君一藤沢R・C

奥村知介君一習志野R・C

高綱博明君一山形R．C

加藤広君、斎藤福太郎君、佐藤成生君、原田行雄君一鶴岡西R・C

佐藤昭吉君一温海R・C

■会長報告

（1）阿部裏君がインドネシア共和国、ジャカルタ市で行われた国際シンポジウムより元気で帰

られました。

（2）去る7月1日本年度第1回のクラブ協議会が産業会館に於て開催、之により年間活動計画

が樹立されました。計画が実行出来ます様期待して居ます。

（3）当クラブ会員小花盛雄君が庄内病院に入院中でクラブに休暇の申請が出て居ります。尚、

今夜t一鳥海’’で上京、入院されるとのことです。会長・副会長、幹事でお見舞に参りました。

匝）ノルウェー女子合唱団受入れについて準備委員会を開催しました。

（5）ローークーアクトクラブが9日、鶴岡公園の美化のためにタバコの吸ガラを入れるための鉄

筒を寄贈し、尚スポンサークラブとして会長、副会長、副幹事、山本青少年委員長が激励に

参りました。

（6）本年度交換学生受入れについて鶴岡工業高校と正式に確認書を交わし、会長、幹事、国際

奉仕委員長の3名で御挨拶を申し上げて釆ました。

（7）地区の役員会が郡山で開催されました。その節高坂ガバナーを通じて早坂バストガバナー

に沢山のバナーを寄贈されました。バナーは次のクラブのものですので御紹介致します。郡

山西、狗江、山形南、福島束、柏、郡山北、モントリオール、及び本日のビジター奥村君よ

り習志野のバナーを頂きました。

（8）スマイルボックスの金額について次の通りになりましたので御協力下さい。

誕生祝：会員、夫人共2，000円

無届欠席：　　　　　1，000円

遅刻早退：　　　　　　　300円

■幹事報告

（1）例会日時、場所の変更

0例会日時、場所変更　　山形ローークリークラブ

と　　き：7月18日（日）P・M12：OC

と　こ　ろ：殖産銀行本店8F



0例会場所変更　　八幡ロータリークラブ

日　　時：7月14日（火）12時30分

場　　所：中央公民館

（2）会費納入について

年度初めに行事が混んで居りますので上半期分・（53，000円）を今月中に納入して下さい。

尚、3，000円は東京大会の負担金です。

（3）公式訪問が7月19日～20日ですが、19日は第2回クラブ協議会を兼ねますので委員長（不

在の時は代理）必ず出席されたい。

匝）北海道の地区連合大会に出席の方は出来るだけ早く申し込み願いたい。

〆切は8月10日となって居ります。多数の参加をお願いします。

■委員会報告

＜ローターアクト委員会＞　　市川輝雄君

（a）鶴岡公園に灰皿を10コ寄贈。

（b）ローターアクト地区大会の準備が進行中で大会のテーマ、分科会のテーマも日主的に考え

て居る様です。

（e）ローターアクトの例会は第1、第3水曜日P・M7：00青少年センターで開催されて居りま

すのでぜひ御出席下さい。

（d）ローターアクトクラブ小野寺君の報告

鶴岡ローターアクトクラブでは、去る11日（日）9時より鶴岡公園において、社会奉仕事

業として公園清掃美化の為、タバコの吸ガラ入れを設置致しました。

贈望式に当っては、市の北村建設部長外、ロータリアン立会いの上で鍬入れを行い、その

後全員で噴水前3、猿園前1、バラ園1、鹿図1、テニスコート1、築山2、鳥居前1、計

10基設置しました。御協力感謝致します。

＜ノルウェー女性合唱団について＞　　高橋良士君

（a）8月日日～12日　庄内分区で公演

（b）構　　成：20才台20名（内18名女子）

（e）業　　績：米国3回　中部ヨーロッパ等

（d）レパートリー：約100曲

（e）スケジュール：パンフレットの通り

（f）公演時間：1時間半程度

（g）民　　宿：鶴岡5組　西クラブ5組　希望者は申出下さい。

（叫　チケット：2，000円＝チケット10枚

（i）伊藤久美さんより絵ハガキが到着、帰国は8月10日頃



く国際親睦委員会＞　　張　紹淵君

先日委員会名で米国建国200年祭に対する祝電を打って置きました。

PERTH AM80Yより礼状が参りました。

＜親睦着動委員会＞　　丹下誠四郎君

金峰少年自然の家と登山について再度御参加をお願い申し上げます。

現在43名程となって居ります。多数の御参加をお願いしておきます。

＜出席委員会＞　　山口薦之助君

会　員　数

出　席　数

出　席　率

阿部（公）君、飯自署、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、玉城

君、上林君、風間君、栗谷君、小池君、嶺岸君、森田君、

斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐藤（友）君、笹原

君、石倉君、板垣（広）君、佐藤（宇）君、津田君、手塚君、

内山君

前回出席率

修正出席数

確定出席率193．15％

五十嵐（伊）君一酒田R．C

阿部（公）君、玉城君、今野君、森田君、角田君、栗谷君、

斎藤（信）君一鶴岡西R．C

佐藤（友）君一温海R．C

阿部（裏）君一外国R．C

1国際シンポジウムより帰って　　阿部　裏君

11日に帰鶴しました。目的は刑瑚礁の生物に関する国際シンポジウムでした。インドネシア

は初めてで2週間程英語ばかりで苦労しました。ジャカルタのホテルで研究発表会がありまし

た。又空いて居る時間には案内人を頼んで博物館やら泥棒市のようなところへ行って来まし

た。

水産研究所の所長や所員は若くて全く板もしい感じがし、又日本に対して大変好意的でし

た。日本のフイルム、自動車、バイク、電機製品もジャカルタで多く見掛けました。

現地の子供達がオーム貝の良いのを持って居り、買いたかったのですが互に言葉が通じない

ので、初め10ルビーを出したところこれはNO、次に50ルピー出すとこれは0Ⅹでした。

（50ルピー＝40円）6個程求めて参りました。大変楽しい旅行をして参りました。

本
日
の
出
席



CLUB BULLETIN
創立534・6・9　承認S34．6．27

武関ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

こ　ま　く　さ

鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
毎週火曜日　P・M12：30－1：30

鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235的5775

Se川ice．lbeli閃ein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第865号　　1976．7．20（火）（暗）　　No．3

－本日のプ　ログラム－

1．点　　　鐘

2．－ノータリーソング　tt手に手つないで”

3・ゲスト・ビジター紹介（会長）

4．会長報告

5・幹事報告

6．ガバナー紹介

7．平松ガバナー講話

8・委員会報告

（1）交換学生の近況について　　石黒塵之助君

（2）山形ローターアクト認証式に出席して

ローターアクト委員長　市川輝雄君

（3）スマイ　ル（親睦活動委員会）

9・出席報告

場
日
所

会
会
務

例
例
事

郎
亮

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



函ゲスト・ビジター紹介

田官長二君、本間毅君、斎藤新作君、佐藤昭古君　温海R・C

羽根田正吉君、菅原隼雄君、小林忠康君、加藤広君　鶴岡西R・C

函会長報告

去る17日、本年度第1回の会員家族会が親睦委員会の奉仕活動により、生憎雨天では御座い

ましたが、50余名の御参加を得まして和かに終了致しました。コースは、鶴岡市の近郊少年自

然の家及び金峰登山、金峰博物館の見学で御座いましたが、すぼらしい自然環境とユニークな

設備に驚たん致しました。中の官にて懇親会に移り和気あいあいの中に有意義な一日を送りま

した。親睦委員会の奉仕活動に淫謝申し上げます。

昨日（19日）平松ガバナーを御迎へして、本年度当クラブの会長幹事会次いでクラブ協議会

が会場住吉に於て行われました。平松ガバナーには終始熱心なる御指導頂き誠に有り難度う御

座いました。又各委員長には活発な今年度の活動計画の発表頂きました。何卒ぞ今後高度な活

動計画の運用を期待致します。

瞳幹事報告

・例会場変更案内

山形北R．C～7月29日を7月29日　P・M5：30～ホテルオーヌマにて

温海R・C～7日26日を7月21日～滝の屋旅館にて
・会報到着

藤沢R・Cより
・地区協議会に出席された四大部門及び青少年奉仕委員長の報告を次週に予定しているので

報告書と併せて御準備願います。

腎ガバナー紹介

・パラマウント硝子工業株式会社前取締役社長

・現郡山商工会副会頭

で平松ガバーの講話（要旨）

ガバナーより次の要旨の講演があった。

1・当R・Cは18年の歴史をもちガバナーも出して居られ、その活動はⅠ．C2クラブ、

R・A・Clクラブ、交換学生の受入れ3回を始め、ロータリー財団寄附1800％達成の輝し

い記録をもたれ、その他の活動に於ても温るる若さの中に地区内注目される活発な活動を

なされ、今更申し上げることもないが、出席だけは柳か低調気味でこの点一段の努力をお

願いしたい。

2・ガバナーは、公式訪問に於てロータリーについてお話をすることになっており、彼の地

に於てR・Ⅰ会長よりいただいた前後2回の講演及びブロック別の午餐会、夕食会等に於



ける演講を中心にお話をしたい。

1・あえてターゲットを作らない本年度会長の信仰に近い「奉仕」の理念について

2．ロータリーの原点について

3・職業奉仕について

以上極めて有益な講演があった。

瞳委員会報告

＜受け入れ交換学生について＞　　　石黒慶之助君

今年度わがクラブでは第3回日の交換学生を受け入れることになり、8月20日に羽田に到着

する予定であります。私が最初の受入れファミリーホームとなりましたので、地区よりいただ

いたYOUTH EXCHANGE PROGRAMを拝見し、本人との交信を行ったので、今まで判っ

た内容を要約して報告申し上げます。

私は一昨年Barbara Kramer嬢をお受けし、今回また交換学生をお受け出来ることをまこ

とに光栄と思い、家族一同楽しみにお待ちしています。

（BarbaraはN・J州のD・751．BerkeleyHeightisR．Cがスポンサーであり、姉妹R．C

New Brans wickR・Cのお世話であった）

今度来訪する交換学生はペンシルバニア州D・733Johnstown R・Cがスポソサーとなり、

地区の交換学生委員会のお世話によるものです。

名前はDiane MetaSchult2；、女性、1958年2月1日生れ18才。

住所は、古打云eidもlbergLane，Johnstown．Pa．15905U．S．Aであります。

（ペンシルバニア州中央高原の小都市）（Pa・728、730、735、737、741、743、745など

8Dあり）

高校3年生とありますがこの7月には卒業したのではないでしょうか。学業はAクラス、身

．吉・言ご∴∴∴∵・．．．．了．．∵∴∴∴ミ∴、
イキング、スキー、アーチェリー、モーターサイクルなどであり、将来は獣医さんとなり世界

の動物愛護に貢献したいと考えているようです。

Diane嬢の家庭状況は祖母、両親、兄弟の8人家族であり、父親DonaIdJ．SchultzはU．

S・Steel勤務の技師（EngineeringForeman）母親MaryAnnSchultzは就学前の子供達

に創作ダンスを教えている。祖母は自分で陶器を作り、それを販売する店を経営している。

Diane嬢は5人兄弟の2番目、兄Donaldは19才、弟Stephenは17才、妹Judith9才と

Elizabeth6才がおります。

彼女の便りには「鶴岡は一年中雨と雪のところと聞いている、セーターや防寒具をどうした

らよいか」と問い合せあり、苦笑しましたが折返し「鶴岡は人口10万の美しい農村都市であり

夏もあり、春もあるから心配ない」と教えてやりました。

またDiane嬢は春に乗馬中、馬から落ちて右手を骨折したので左手でタイプを打ってお便り

を書いているが鶴岡につくまでほ完全に治るとのことです。相当元気のよい子供のようです。

当クラブでは7月25日地区の準備懇談会に高橋委員長が出席されてから受入れ準備委員会を

開き、地区の方針に従い、具体的な体勢を決めると思いますが会員の皆様には国際親善への関
心を高め何卒よろしく御協力御支援をお願いします。

－◇－◇－

尚、Barbara嬢より近況の報せがありましたので回覧致します。



＜山形ローターアクト認証式に出席して＞　　　市川輝雄君

7月18日山形の殖産相互銀行本店において行われた山形女子短大R．A．Cの認証状伝達式に

列席して参りました。

提唱クラブは山形ロータリークラブで、クラブの25周年記念事業の一環として計画し誕生す

る迄短大側とじっくり可能性を検討し話しを進めてきたそうで、出席した山形クラブロータリ

アンの人数からみてもその熱意の程がうかがわれました。

18才～20才前後の山形女子短大ローターアクトは総勢22名で各テーブルに飾られた紅花の様

にフレッシュな若さに溢れていました。女子だけのR・A・Cは全国で3番目だそうです。

式の進行も厳粛な中に滞りなく終り、庄司′ミストガバナーの「ポールハリスの人間像」と題

した記念講演は、ロータリー創設者の彼とて決して聖人君子ではなく、むしろ生来欠点の多い

人間であったと話して一同に感銘を与えました。

懇親会の席上一緒に出席した鶴岡R・A・Cの3名も地区大会参加を呼びかけ当鞄のパンフレ

ットを配って大いにPRに努めました。

これで353地区のローターアクトは9クラブになった訳ですが、この日出席された諸橋前地

区ローターアクト小委員長の話によれば福島南ローークリークラブがスポンサーとなり6月16日

に10番目のロータ・－アクトクラブが結成されたとの事であります。

以上ご報申し上げます。

＜親睦活動委員会＞

スマイルを頂きました。

・中野重次郎君‥・同和火災を定年退職しましたが引続き同職に就くことになりました。

・佐藤友吉君…ガバナト同席のクラブ協議会欠席と工事の請負が決定しましたので。
・先に御願い申し上げました会員家族紹介文御掟出方重ねて御願い申し上げます。提出は

事務局へ。

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書きでも

可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

■出席報告

会　員　数■　　74名

出　席　数　　56名

出席率．■76・71％】者

阿部（裏）君、早坂（徳）君、五十嵐（三）君、海東君、玉城君

上林君、風間君、今野君、中野（活）君、斎藤（信）佐藤（伊）

君、佐藤（衛）君、笹原君、板垣（広）君、津田君、富樫君、

薮田君

前回出席率

修正出席数

確定出席率

憎軍話芸謂蕗嘉諾詭詣塞き要港詔
（友）君、石倉君、板垣（広）君、佐藤（宇）君、手塚君、内山
君一鶴岡西R．C
風間君一外国R．C

本
日
の
出
席

前
回
の
一
出
席
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CLUB BULLETlN
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品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

こ　ま　く　さ

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会目　毎週火曜日　P・M12…30－1；30

事務所　鶴岡市厩場町　商工会議所内
電　話　0235鋤5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川ice．lbeli椚ein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第866号　　1976．7．27（火）（暗）　No．4

－本日のプログラム－

1．点　　　鐘

2・ロータリーソング（手に手つないで）

3．ビジター・ゲスト紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．委員会報告

日）地区協議会　社会奉仕～三井賢二君

伺　地区協議会　クラブ奉仕～上野三郎君

¢う　地区協議会　国際奉仕～高橋良土君

巨）交換学生会議～高橋良士君

銅　親睦活動～佐藤正郎君

N　花笠祭について～鈴木善作君

川　出席報告～



疇ビジター・ゲスト紹介

羽根田正吉君、斎藤福太郎君、帯谷義雄君一鶴岡西R・C

池田好雄君一立川R・C

ロ会長報告
◎阿部公一君夫人逝去、7月27日密葬、8月18日葬式

＜ガバナーの書翰＞

鶴岡ロータリークラブ

会　長　鈴木弥一郎殿
幹　事　中　江　　亮　殿

拝啓　本月19、20日にはかねての約束に基づき、私待望の貴クラブ公式訪問を致しましたが、

会員各位のロータリー活動に真執に取組んでおらるる様を拝見し、大変喜ばしく思いました。
さて貴クラブは創立18年、古いにも拘らず活気に満ち、よく活動されており結構に存じま

す。各委員長に比較的若い人を充てたり、工夫されているのを感じます。既にインターアクト

2、ローターアクト1のクラブをスポンサーし、交換学生の受入れも3回目を予定され、財団

寄附も1，800％など、まことに立派で敬意を表します。只出席率の向上には更に努力され度く
亦会員の若返りに留意して下さい。
本年、Ⅰ・C、R・A・Cの大会を引受けられ大変ですが、宜しくお願いします。　　敬具

昭和51年7月20日

R・Ⅰ第353地区ガバナー

平　　　松　　　信　　　武

＜インターアクト地区大会案内＞

鶴岡ロータリークラブ

会長　鈴木弥一郎殿
国際ロータリー353地区ガバナー

平　　　松　　　信　　　武

地区インターアクト委員長

井　　　　　　徹

今年度インターアクト地区大会を下記によって行います。
インターアクト会員、並びに顧問教師、並びに貴クラブインターアクト委員長が当大会に参

加下さるようにご配慮賜り度く宜しくお願い申し上げます。

尚、その他のロータリアンの参加を歓迎致します。

記

1976～77年度353地区インターアクト年次大会

期　　日：8月20日、21日、22日　2泊3日

場　　所：鶴岡市善宝寺会館

昭和51年7月13日

鶴岡ローークリークラブ

会　長　鈴　　木　　弥　一　郎

インターアクト年次大会準備委員会

委員長　中　　野　　清　　吾



国際ロータリー第353区インターアクト第11回年次大会

御　　　案　　　内

冠省　本年度第353区インターアクト第11回年次大会を鶴岡工業高等学校インターアクトクラ
ブをホストとし、当クラブがスポンサーのもとに別紙要綱により開催することになりました。

記

1・日　　　時：昭和51年8月20日（金）～22日（日）

1・場　　　所：鶴岡市善宝寺会館（TEL O235－33－3303）

1・要　　　綱：別紙の通　り

1・登　録　料：ロータリアンお一人1，000円（但し宿泊の場合は1泊2，000円加算）

1・そ　の　他：参加申込は別紙参加申込書により8月3日必着にお願いします。

事務局は次の通りです。
㊦997鶴岡市馬場町11－63鶴岡産業会館

国際ロータリー第353区インターアクト第11回年次大会準備委員会

（TEL O235－22－5775　担当　山下）

＜ローターアクト吸がら入設置お礼の手紙＞

鶴岡ロータリークラブ

会　長　鈴木弥一郎殿
鶴岡ローターアクト

社会奉仕委員長　五　十　嵐

公園に吸がら入設置協力のお礼

さて、当クラブの50年度よりの継続事業でありました鶴岡公園への吸がら入設置は7月11日

貴殿の御協力により無事終了することができました。

＜内川清掃協力依頼について＞

鶴岡ロータリークラブ

会　長　鈴木弥一郎殿

昭和51年7月20日

内川を美しくする会
会　長　小　　花　　盛　　雄

内川の清掃美化運動の協力方お願いについて

御多忙の折とは存じますが上記計画に御賛同下され、多数の方々の御参加、御協力をお願い

申し上げます。
内川清掃実施計画

1・期　　　日：8月5日（木）　午前7時30分～11時30分

2・集合場所：鶴園橋左岸消防本部わき
3・清掃区間：天地橋～三次郎橋
4・参　加　者：

（1）内川を美しくする会　　　　　　　　　　　役員19名　委員39名

（2）市民憲章推進協議会（内川との重複を除く）　役員23名　委員34名

（3）協力町内会

＜中・高校英語弁論大会協力について＞

鈴　木　弥一郎殿
昭和51年7月22日

山形県英語教育研究会田川支部長

本　　　間　　　玄　　　良



昭和51年度田川地区中学校高等学校英語弁論大会について

本年度も恒例の大会を下記の要領で開催致します。

記

（1）名　　称：昭和51年度田川地区中学校高等学校英語弁論大会

（2）主　　催：山形県英語教育研究会田川支部
（3）日　　時：昭和51年9月18日（土）　午前9時～午後3時

毎）場　所：鶴岡市青年センター（予定）
（5）弁論形式：第1部　中学校（制限時間　〝5分）

第2部　高等学校（制限時間　7分1

＜財団1800％について＞

田幹事報告
・例会時間変更～寒河江R・C　8月5日　P・M5：30　伊勢屋

・事務局移転～小国R・C　7月1日より伊藤益多事務所

・会報到着～八戸R．C

・北海道大会出席確認申込
・ノルウェー合唱団入場券配布

固委員会報告
＜地区協議会社会奉仕＞　三井賢二君

リーダー　高橋与一P・G　　副リーダー　三井君、山ノ内君、諸橋君

社会奉仕の説明

社会は何を望んで居るか。
社会に役立つ人間を作ることが社会奉仕。

実　　例
・会津若松

クラブ創立20周年記念に市に120万寄贈すると3年間金庫に眠って居った。最近地元新聞

に掲載され問題になった。
・常　盤

湯の岳（5357花）ハゲ山。不用品の供出を求め、オークションにより之を販売、他の奉仕

団体にも呼びかけ1，000本の植樹を実施、各樹木に寄贈者の名札［芸を付ける。日下未完

成ながら、ハゲ山が緑に変化した。
・高　畑

地元の看板組合で（ゆっくり走ろう山形県）の交通標語を作成し、この請求をロータリー
クラブに要請され、クラブとして、もめて居る。

・勿　来

例会後有志によりマージャンをやり、勝者によりスマイル（年間20万～30万）

＜地区協議会クラフ奉仕＞　上野三郎君

リーダー庄司バストガバナー　副リーダー作田正治氏（郡山）の下に開催され次のことが

話し合いされた。
1t　地区協議会開催の時期について

2・クラブの年会費について

3．スマイルボヅクスについて



4・出席の向上について

5・会員の増強について

6・親睦活動について

7・ロータリー情報について

8・会報について

9．プログラムについて

＜親睦活動委員会＞　　佐藤正郎君

1．鶴信西友会ゴルフ大会B・B賞獲得　中野清吾君
2・お孫さんが誕生しました。お目出度う　高橋正太郎君

＜出席報告＞

会　員　数

出　席　数

出席率∃68．49％l老

阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君、早坂（源）君、半田君、
五十嵐（伊）君、板垣（俊）君、玉城君、上林君、風間君、栗
谷君、小松君、森田君、中野（重）君、中野（清）君、斎藤
（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（友）
君、富樫君、清水君、薮田君

阿部（裏・）君一酒田R・C
笹原君一仙台R・C
薮田君一気仙沼R・C
五十嵐（三）君、海東君、玉城君、今野君、中野（清）君、佐
藤（衛）君、板垣（広）君、富樫君一驚亀岡R・C

慧：
93・15％lクプl蔵置岩三九置盲：ノ岩

■会員家族の紹介

今回より会員による家族紹介文を掲載致します。第1回目は会長及び幹事の御協力で原稿を
頂きました。会員の皆様よろしく御協力の程お願い致します。

会員　鈴　木　禰一郎
鈴　木　須美子（妻）

結婚して41年、見合い結婚、いつの間にか孫達におばあちゃんと呼ばれる様になった。
一日中店の勤務に家事に極めて多忙。それでも最近寸境を見ては趣味を活かしアートフラ

ワーの作成を楽しんでいる。今年の春入院生活を送ったが御蔭げ様に最近はすっかり元気

になった様だ。我が家のやっぱり太陽だ。

鈴　木　　車（長男）　昭和11年生れ
明治薬科大学卒業後帝国臓器株式会社に勤務、昭和38年に帰郷、翌年職場で結ばれ結婚

して2児の父となって居ります。当社専務坂締役、本年5月迄市内宮原病院薬剤長として

勤務。鶴岡商工会議所青年委員会OB、只今店舗新築中にて目の廻るいそがしき。
鈴　木　益　江（長男の妻）　昭和　年生れ

現在当店化粧品部担当主任、大阪出身。最近漸く庄内弁にも慣れて来た様だ。職業奉仕
に専念。今後の大成を期待している。尚地元出身で御座いませんので知己が少いのでよろ

しく御指導下さい。

鈴　木　千　春（孫）　昭和40年生れ

此の頃入学した様に思われるが早くも6年生（第二小）になった。課外にバレー、ピア
ノ等を練習している。学校では園芸委員長なそうです。

鈴　木　草　生（あきお）（孫）　昭和42年生れ

第二小3年生、遊ぶ事は中々上手だ課外に水泳を練習している。時々生意気なことをい
って皆を笑わせている。

本
日
の
出
席



会員　中　江　　　亮
ササニシキに育てられて鶴岡に30年、現在酒田で中華料理の店中国飯店とその隣りに喫

茶の盾ボンジュールを経営、30代頃から10年余り磯釣りに凝り、その後はゴルフと言って

もハンデー25を低迷す。

中　江　道　子（妻）
東京産であるが疎開のおかげで結婚、これと言った長所はないが料理作りは素人離れ、

そのせいか客を招くのが好きです。

中　江　世　明（長男）
鶴岡生れ、朝場一小から中学、高校を東京で過し、東京医科大を終えて東京女子医大の

心臓血圧センターに勤務。子供の頃トンボも掴めなかったのが……。

中　江　牧　予（長男の嫁）
福井の歯科医の次女として生れ、青山学院大時代に知り合い卒業して結婚。華道が趣味

らしく、おとなしいのが取り柄。

中　江　令　子（長女）
鶴岡生れ、小学5年から東京で強勉。東京女子医大在学中。何もかも並であるが我が家

では理性派、スポーツはテニスとスキー、趣味お茶とお花。そろそろ売出しのP．Rを始

めたい。

中　江　朋　子（孫）
生後2ケ月の赤ん坊。出生時の体重4000gと言えば大きい方かも知れない。僕は毎日写

真を鞄に入れているが時々出して見るのが楽しみである。

FGovernor′sMonthly Letterより（JULY．15．1975．N。．2）

＜ノルウェー女性合唱団tlガンダール、ピケコール’’（20名）、日程について＞
1974年山形大学合唱団がノルウェーを訪問した際、非常に協力して呉れた事は未だに我々の

記憶に残って居り、彼等の家庭に滞在出来た団員は非常な感激を抱いて帰国した訳で、我が地
区では、こんな関係で山形県に重点を置き、福島県内では会津若松、郡山、白河の3都市に限
定した次第である。
彼等の来日日程が4週間の永きに亘ったので到底我が地区内だけでは消化し切れず、第349地

区（千葉県）、第330地区（愛知、長野の両県）のガバナー、関係／くストガバナー、各ロータリ
ークラブの御協力を得た事を深く感謝したい。

彼等の日程は7月22日大阪空港着後、神戸、大阪、名古屋、豊橋、飯田、松本、野尻滞、軽
井沢（交渉中）、千葉、勝浦の各地を経て、8月8日午後山形駅到着、以後、山形、村山、酒
乱鶴岡、米沢の各都市を経て、会津若松、郡山、白河と各地でロータリアンの家庭滞在と合
唱活動を行って8月20日午前羽田から帰国の途に就く訳である。
在日中、各地域での演奏活動以外にロータリー家族会、テレビ放映、特に8月16日の会津若

松市での演奏はNHE海外放送部に取材されて、北欧に放送される事になって居る。

＜1976／775地区連合年次大会へどうぞ＞

昭和51年10月2日、3日札幌市で国際ロータリー第350、351、352、353、354地区の連合年

次大会が開催されます。この適合年次大会には、ロノべ－トA、マンチェスターⅠ国際ロータリ
ー会長夫妻の出席が決定されています。ぜひ多数のロータリアン及び家族の方々のご参加を望

みます。5月25日現在、地区内の予備登録は633名です。

地区の番号の再編成が行われ、1977～78
年度から日本はD250～299になります。
我地区はD253となります。（マイナス
100番）亦、中国地方のD369は2つに分
かれ、岡山、鳥取、島根の3県がD269、

広島、山口の2県がD271となります。

＜会報訂正について＞

・No．1、No．2：beliveをbelieveに

・No・1：例会場変更　富河江を寒河江に

お手持ちの会報を御訂正願います。

（7月27日）
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CLUB BULLETJN
創立S34．6．9　承認S34．6．27

窮問ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

ほた　る狩　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12！30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235鰯5775

SerYice・lbelievein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第867号　　1976．8．3（火）（曇）　　No．5

－本日のプログラム－

1．点　　　鐘

2．　ロータリーソング

3・ゲスト・ビジター紹介

4・誕　生　祝

5．年間皆出席表彰

6・会長報告

7・幹事報告

8・地区協議会報告

社会奉仕部門第2（青少年奉仕関係）～山本正委員長

9・ローターアクト地区大会実行委員会報告～市川輝雄君

10・委員会報告

内川清掃について～三井賢二委員長

国際親睦写真を妹姉クラブに送る件について説明
ボーイスカウト野外大会について～安藤定助君

郎
亮

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



■ゲスト・ビジター紹介

岡本悦衛君一束京王子R・C

奥村知介君一習志野R・C

池田好雄君一立川R・C

阿部光男君、菅原松雄君、帯谷義雄君、五十嵐卓三君、羽根田正吉君一鶴岡西R・C

申誕　生　祝

＜会員誕生＞　安藤定助君、早坂源四郎君、三井徹君、三井賢二君

＜奥様誕生＞　風間慶子さん、三井章さん、佐藤奈津子さ、清水ミェさん、手塚峰子さん、

吉野英子さん

1年間皆出席

く年間皆出席＞

13年間皆出席　　五十嵐伊市郎君

＜7月175％出席＞　1名

中江君

＜7月150％出席＞　1名

鈴木（弥）君

＜7月125％出席＞　2名

上野君、山口君

＜7月100％出席＞　59名

皆川君、阿部（公）君、阿部（賽）君、安藤君、張君、早坂（源）君、半田君、飯自君、石黒君、五

十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、市川君、板垣（俊）君、海東君、玉城君、風間君、黒谷君、小池君

今野君、小松君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、三浦君、森田君、角田君、

中野（重）君、中野（清）君、小野寺君、石川君、斎藤（得）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤

（衛）君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、鷲田君、笹原君、新穂君、石倉君、板垣（広）君、菅君、鈴

木（善）君、高橋（正）君、高橋（良）君、横山君、佐藤（宇）君、谷口君、手塚君、富樫君、内山君

山本君、薮田君、吉野君、中村君、迎田君、菅原君、丹下君

宙会長報告

1・青少年委員会本年度事業としてボーイスカウトに天幕一張（6万円）を寄贈することに決

定した。

2・ノルウェー女性合唱団準備委員会の報告（合同例会西R．C）



3・内川の清掃参加運動について

4・年次大会出席

5・来る17日の例会にひさごやさんの御馳走を出します。

6・マッチド地区第680地区ロセンダール（会員22名）

第403地区リオピードレスR・C（会員153名）

7・張君より当クラブのバーナ20本寄贈についてお礼を申し上げます。

8・会員家族の紹介文の掲載に協力されたい。

■幹事報告

1．例会場、日時変更案内

新　庄　8月6日－8月6日

余　目　8月6日－8月6日

酒　田　8月4日－8月4日

鮎買矧娼二柑日昌〉
2・会報到着～石巻R・C

3・ノルウェー合唱団釆鶴合同例会

4・例会欠席の連絡実行

5・全体写真（会員、例会場にて）

P．M6：30～三光舎

P・M7：00～余目高工会館

P・M6：00～玉勘

P・M4：00～酒田産業会館

8月12日　P・M4；00　入場券　＠200×10

～実費配布

『地区協議会報告　　山本　正君

社会奉仕部門第2（青少年奉仕関係）

1・三井賢二君と共に出席しました。

2・三井君の報告を少々補足します。

3．リーダーは高橋バストガバナーでした。

4・青少年奉仕問題について

（a）新しくクラブの部門として考えて欲しい。

（b）目標としてはt世間に出て、すぐに役に立つ人を作るのが奉仕ではないかと考えている”

とのことでした。

（e）社会奉仕のチェクポイントとして

・地元社会の緊急な必要に応じているか。

・変化の激しい時代に備えているか。

・環境汚染等の難問にどう対処出来るか。

・社会で若人が最も欲求しているのは何か。

・地元の高令著に阻心をもっているか。

・資金の調達方法についてどう考えているか。

等の話がありました。



国ローター7クト地区大会実行委員会報告　　市川輝雄君

第3回R・Ⅰ353地区ローターアクトクラブ地区大会について
tt自然とのふれあい”　－あなたと語ろう奉仕の心－

〔分科会テーマ〕

11会長・幹事部門一－リーダーシップと自分とのふれあい

2．クラブ奉仕部門－クラブ仲間とのふれあい

3・社会奉仕部門－クラブと地域社会とのふれあい

4・国際奉仕部門－世界の友とのふれあい

5・職業奉仕部門－職業と自分とのふれあい

〔参加申込について〕

0参加申込は、右の申込書にてお申込下さい。

0申込書は、ローターアクトクラブとロータリークラブといっしょになっておりますので、

よろしくお願い申し上げます。

C参加申込書は、8月10日（火）に、当大会事務局へ必着されますようお願い申し上げます。

〔登録料について〕

0登録料は宿泊料込みで、ローターアクトクラブ会員1人3，000円

ロータリ　ーク　ラブ会員　1人5，000円

。登録料は、8月20日（金）まで、銀行振替にてお願い申し上げます。振替期日まで、必ずお

振替下さい。

振込銀行　鶴岡信用金庫本店

口座番号　普通預金皿．331967　鶴岡ローターアクトクラブ迄

■出席委員会

く出席報告＞

＿　∵　∴l∴

74各欠；早坂（徳）君、半田君、五十嵐（三）君、玉城君、上林君、風

l・間君、黒谷君、小池君、今野乱小松君、中野（清）君、小

前l前回出席率：68．49％

宣歪頭重

早坂（源）君、佐藤（忠）君一酒田東R・C
阿部（裏）君、五十嵐（伊）君、森田君一酒田R．C
薮田君一気仙沼R・C　佐藤（友）君一温海R．C

阿部（公）君、安藤君、半田君、板垣（俊）君、玉城君、黒谷
君、小松君、中野（重）君、中野（清）君、富樫君一鶴岡西R．C
風間君一外国R・C



＜内川清掃について＞　　三井賢二君

8月5日昨年同様内川の清掃を行います。集合場所は消防署脇、時間は靭7時半より11時半

頃までの予定です。

多数の参加をお願いします。

＜国際親睦委員会＞　　張　　紹淵君

前年度は写真を利用して海外3クラブに送りたいと考えています。前に全員で撮った写真に

ついて必要な方は申し出下さい。

＜第6回ボーイスカウト山形県野営大会（七窪会場）援助、激励について＞

社会奉仕青少年委員畏　山本　　正君

本年度当委員会の活動としてボーイスカウトの援助、激励を計画し、その一つに過去に寄贈

した天幕が衰損し、且つ組織拡大によって天幕不足のために、野外訓練に支障をきたしておる

現状なので、県大会を機会に天幕一張りを寄贈することにしております。第6回ボーイスカウ

ト山形県大会が、下記要領で開催されますので、その開会式に於て贈望することにしました。

会員多数御家族共々見学、激励をかねて御列席下されたくお願いいたします。

記

共　　　催　　日本ボーイスカウト山形県連盟、山形県教育委員会、鶴岡市教育委員会

主　　　管　　ボーイスカウト庄内地区協議会

日　　　時　　昭和51年8月6日（金）～8月9日（月）3泊4日

場　　　所　　鶴岡市七窪、地蔵清水キャンプ場

プログラム



・結婚記念日お目出度う　　　　会員一同

津田晋介・満里子御夫妻は、昭和35年8月結婚され、今年で16年を迎えます。今後も御健康

で、末永い御幸せをお祈り申し上げます。

・日本の8月について

1・こ　と　ば　葉月、弦月、萩月桂、月見月、雁来月

2．花ごよみ　　ゆり、月見草、はぎ、ききょう、朝顔

3・誕　生　石　　メノウ、サードニックス

4．8月のまつり

1日：川崎不動祭

3日：青森ねぶた祭

5日：秋田竿灯祭
6日：山形花笠祭

7日：仙台七夕祭、東京つくだ祭
12日：徳島阿波踊り

16日：京都・箱根大文字

17日：鶴岡荘内祭

24日：新庄祭

31日：羽黒山山伏下山行列

5・行事と歴史

1日：花火の日、明治座で冷房（S12）

3日：長野県松代に地震（S40）

6日：広島原爆の日、東京水ききん、給水制限（S39）

8日：関門第1トンネル自動車道開通（S19）

9日：長崎原爆の日（S20）

10日：相乗りタクシー制（S15）

13日：甲子園の全国中等野球実況初放送（S2）

15日：終戦記念日

17日：プロ野球初ナイターを横浜球場で（S23）

20日：N・H．E設立（T15）

21日：電送写真開始（S5）

23日：干天の大阪に蝶の大群（S14）

26日：東京千住お化け煙突解体
27日：原子の火、東海村に（S32）

28日：民間テレビ初の「日本テレビ」初放送（S28）

30日：大相撲東京秋場所番付発表
31日：富士山山じまい

＜会報委員会よりお願い＞
・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

＼－＼・・、－■一

）
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CLUB BULLETIN

創立534．6．9　承認534．6．27

歳岡ローウリ職
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

ほたる狩　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235台う5775

SerYice・‖elieve畜m R田的ry．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第868号　　1976．8．12（火）（はれ）　No．6

－本日のプログラム－

合同例会
1・点　　　鐘
2・合同例会宣言～鶴岡入ち．868　鶴岡西Aち．511

3・ロータリーソング～我等の生業

4．ゲスト・ビジター紹介

5．会長挨拶
6．幹事報告
7・出席報告（山口）（大屋）

歓　迎　会

1・挨拶紹介～高橋良士君
2・ホストの紹介～高橋艮土君
3・市長挨拶
4．早坂P．G挨拶
5．オーダソワーグル団長挨拶
6．乾盃～桜井分区代理

開　　　宴

退　　　場
7・閉会の挨拶～大川西会長

演　奏　会

1・会長歓迎のことば
2．市長歓迎のことば
3・記念品贈呈～市長から団長へ

～鈴木、大川両会長から団長へ

4・花束贈呈～団長と団員へ
5．開　　　演

郎
亮

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



国幹事報告

①　例会時間場所の変更案内

寒河江R．C～8月12日（木）の例会時間　P・M6：00～シマヤ前

山形R・C～8月11日の例会時間　P・M6：00～四山稜

山形南R．C～8月31日の例会場時間　P．M6：00～新山つり堀

山形北R．C′－8月19日を8月22日　P．M7；30～ホテルオーヌマ

温海R・C～8月16日を8月13日　P・M5：30～温海グランドホテル

③　認証状伝達式
別海ロータリークラブ（北海道別海町）

9月26日（日）～登録料　＠8，000

③　創立10周年記念式典案内
矢島ロー一夕リー　9月19日（日）～登録料8，000

④　諸　　　事

ホスト出迎時間　8：00

地区財団学友生～菊地敏君　9月4日～学友の集い

甘会長歓迎挨拶　　鶴岡R・C　鈴木会長

遠く海を隔た北欧の地よりはるばる当地を来訪されましたガンダールーピケコール女性合唱

団の皆さん、ようこそいらっしゃいました。私達ロークリアソは、此の壮挙と友好に対し衷心

より感謝と御喜びを申し上げる次第で御座います。又ローークリアンの皆様方には御多忙の所、

斯くも多数の御参会を頂きまして厚く御礼申し上げます。
今回は1泊2日の誠に短い交歓では御座いますが、世界の平和と国際親善を目的とし、日本

とノルウェー両国を中心とする友情のかけ橋は誠に有意義であり、此れを機会に御互いに国際
理解を深め、一層の交友を続け度いと考えるものであります。

本日は比の後、文化会館に於て音楽を通じて両国の交歓が行なわれることになって居ります
が、御存じの様にノルウェーは民族音楽の発祥地とも云うべき国でもあり、有名な音楽家、あ

るいは作曲家の発祥地とも云うべき国でもあります。その伝統ある音楽、楽しいハーモニーは

私達に深い感銘を与えることと思います。何卒最後まで御交歓、御声援下さいます様御節い申
し上げます。

尚、今回の合唱団受け入れについて、民宿を御引受け頂きましたロータリアン御家族に対し
ましては、此の席を御借りして厚く御礼申し上げまして私の挨拶と致します。

癒鶴岡西クラブ会長閉会挨拶　　大川俊一君

遠く北欧の国ノルウェーより、ガンダールーピケコール女声合唱団の皆様をお迎えした鶴岡
ロータリークラブ並びに鶴岡西ロータリークラブ合同例会を兼た歓迎会が終ろうとしています

わざわざこの鶴岡の地においで下さいまして、今宵のひと時を私たちに演奏をきかせて頂く

わけですが、私共は皆様の演奏を御期待申し上げております。
7月24日大阪に到着なされてから、衣食住の異なるこの国での旅行、演奏会には並々ならぬ

ご苦労があった事と存じます。これからも1週間ばかりの日程が予定されておりますが、どう

ぞ皆様お身体には充分気をつかわれて、こののちも楽しく、日本の夏をお過し下さい。

本日の演奏会のために、ご尽力を賜わった鶴岡、鶴岡西ロータリークラブのロータリアン並

びに温海、立川のロータリークラブに対し、またホームスティをお引受けになりました会員各

位に厚く御礼申し上げます。



これを機会に皆様とロータリアンとの個人的な友好を深めていただき、更にはノルウェーと

日本との相互理解を深め、国際親善をますます実効あるものにして参りたいものと念願するも
のであります。

これをもちまして閉会のあいさつと致します。有難うございます。

出出席報告

前回出席率

修正出席率

佐藤（衛）君一山形北R・C
笹原君、薮田君一仙台R・C
迎田君一山形南R．C
半田君、五十嵐（三）君、玉城君、黒谷君、小池君、今野君
小松君、中野（清）君、小野寺君、石倉君、板垣（広）君、内
山君、中村君、丹下君、諸橋君一鶴岡西R・C
風間君一外国R・C

†　鶴岡・鶴岡西合同歓迎会

＼　民族衣装で合唱する
ガンタール女性合唱団

←　土曜会合唱団

『ご　挨　拶　　鶴岡市長　白井垂暦

このたび、当地区ロータリークラブのお計らいで「ノルウェー女性合唱団」の皆様を木市に

お迎えできますことはまことに意義深く、ここに市民を代表しまして心から歓迎を申しあげま

す。



1974年、山形大学合唱団が、貴国を訪問いたしました際に、非常なご協力を頂いたとのこと

でありますが、お互いのこうしたであいは大変尊いものであり、そのえにしは大切にLなけれ

ばならないものと存じます。

合唱団の皆様には、約4週間にわたって日本各地を歴訪され、各地のロータリークラブを拠

点として親善交流を深められるご計画と聞いておりますが、音楽は万国の共通語と云われてお
りますように、皆様の美しい歌声は、きっと両国の心と心の結びつきを一層深めてくれること

と信じます。

ところで、お迎えする私達のまちは、古い歴史と、海に山、そして緑多い自然環境とに恵ま

れたところでございます。一両日という、短い滞在期間ではありますが、何卒この東北の一都

市の情緒をお汲みとり頂き、鶴岡市民との間に国際親善の灯をともしてくださるよう心から願
ってやみません。

最後に合唱団の皆様の清らかな歌声が、本市の隅々まで流れ、その環がひろがって行きます
ようにと願いながら歓迎のご挨拶といたします。

屯ご　挨　拶　　鶴岡ロータリークラブ会長　鈴木弥一郎君

ガンダール・ピケコ・－ル合唱団の皆さん遠く海を越えて北欧の地よりはるばるようこそいら

しゃいました。私達ロータリアンはこの壮挙に対し衷心より感謝と御喜びを申し上げる次第で

御座います。又ロータリアンの皆様方には御多忙の所多数御参会を御願い致しまして厚く御礼

申し上げます。
今回は1泊2日の誠に短い交歓では御座いますが世界の平和と国際親善を目的とする日本と

ノルウェー両国を中心とする友情のかけ橋は誠に有意義であり此れを枚会に御互に国際理解を

深め一層の交友を続け度いと考える所存であります。

此の度文化会館に於て珍らしい合唱団のコーラスが公開されることになって居りますが、何
卒ぞ盛んなる御交歓、御声援賜わります様に御願い申し上げます。

ノルウェー女性合唱団の演奏会は8月12日18時40分より鶴岡市文化会館で開催された。主催

は当クラブ外荘内8クラブであった。

当日は西クラブとの合同例会に続いて合唱団の歓迎会が行われ、席上ノルウェーの民族衣装
で3、4曲披露された。

当日は、花笠祭り鶴岡会場2日目と重なり入場人員が心配されたが、広報車の効果もあって
か約900名の入場者があった。

会長、市長の挨拶、記念品贈呈、そして演奏会が拍手の内に進行、中間に土曜会合唱団の合
唱があって一息ついた感じ。再び合唱、独唱、ピアノ独奏等があり終了。

会長、幹事外この日の準備に従事された会員諸兄大変御苦労様でした。　　　＜会報＞

＜会報委員会よりお願い＞
・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。
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戚岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

ほたる狩　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1！30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235吻5775

SerYice・lbeti糾ein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信幸する。

第869号　　1976．8．17（火）（はれ）　No．7

－本日のプログラム－

1．点　　　鐘

2・ロータリーソング　tt手に手つないで”

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6・委員会報告

（1）インター地区大会について叫中野清吾委員長

（2）交換学生帰国挨拶他　斎藤太一君、伊藤久美さん－小池繁治君

（3）8月24日　ひさごやの食事提供について－内山喜一委員長

毎）来鶴交換学生受入について－高橋良士委員長

7・出席報告

郎
亮

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
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閻ゲスト・ビジター紹介

ゲスト　斎藤太一君、伊藤久美さん

ビジター　長谷川音内君一山形R．C

足達一見君、長野正彦君、斎藤福太郎君、松田善三郎君、原田行雄君一鶴岡西R・C

本間留芳一温海R．C

圏会長報告

1・過る5日の日に内川の清掃の奉仕活動が全市を挙げて各町内会、諸団体の参加の下に執り

行われましたが、当クラブも社会奉仕委員会を中心に参加致しました。御参加下さいました

会員の方々誠に有り難う御座いました。

2・過る6日の日にボーイスカウト庄内地区協議会のホストによって、第6回ボーイスカウト

山形県野営大会が七窪に於て開催されましたが、当クラブの青少年委員会活動の一つとして

その援助、激励を計画しまして過去に寄贈した天幕が衰損し且つ組織拡大によって天幕が不

足して居りますので本大会の席上、天幕一張りを贈呈致しました。荒天の中、御参会を戴き

ました会員の方々に厚く御礼申し上げます。

3・過る12日にはノールウェ一女性合唱団ガンダールーピケコールを迎えまして鶴岡西クラブ

との合同歓迎会並びに文化会館に於ての演奏会には会員の皆さんの絶大なる御後援によりま

して盛況裡に終了することが出来ました事を厚く御礼申し上げます。中就民宿を御引受け戴

きました会員の方々準備委員の方々には心から御礼を申し上げます。

4・阿部公一君の奥さんの御葬儀が明日執り行われますので本日中江幹事と一緒にクラブを代

表して御くやみに参ります。又斎藤信義君の御母堂もなくなられました。ご葬儀は9月5日

で御座います。謹んで御悔み申し上げます。

田委員会報告

＜国際ロータリー第353地区インターアクト第11回年次大会出席について再度のお願い＞

昭和51年8月12日

会　　員　　各　　位

鶴岡ロータリークラブ

会　長　鈴　木　弥　一　郎

Ⅰ・C年次大会準備委員会

委員長　中　　野　　清　　吾



来る8月20日（木）午後3時より22日（日）正午迄の間、善宝寺会館に於て開催される上記

年次大会も間近かに迫りました。お蔭様でホ、スト鶴工インターアクトクラブの顧問教師を中

心とするⅠ・C会員一同の、献身的努力と準備委員会、R・C会員並びに事務局の協力により、

準備万端円滑に進捗し参加人員も120名を予定されるに至りました。

就きましては、先にも御案内申し上げておりますが、スポンサーの当クラブ会員各位の御参

加が現在のところ役員を除いて4名しかなく、スポンサーとしての面目が立たない状態にあり

ます。遠く勿来、須賀川、喜多方、福島地区からも他R・C会員の多数の御参加もありますし

第2日（21日）夕方には平松ガバナーの御出席もありますので、万障お繰り合せの上終日でな

くとも結構ですから、大会3日間夫々に短時間でも大会に出席され激励、援助の奉仕をなされ

、－ノ　　たく、再度お顧い申し上げます。特に第1日20日午後3時～4時半迄の開会式には、出来るだ

け多くの御出席を特段にお願いします。

臥予め予定のたたれる方は、先にお渡してある参加申込書を以て御申込みいただければ幸

いですし、或は電話又は口頭で事務局又は準備委員に御出下さっても結構です。何卒よろしく

御協力の程御願い申し上げます。

＜第6回ボーイスカウト山形県野営大会御礼について＞

鶴岡ロータリークラブ会長殿
昭和51年8月12日

第6回ボーイスカウト山形県野営大会（庄内地区）

大　会　本　部　長　佐　藤　寅　之　助

県副コミッショナー　今　　野　　登　　古

謹啓　時下益々御清祥のことと存じお慶び申し上げます。

ボーイスカウト活動には日頃特段のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、8月6日から9日まで第6回ボーイスカウト山形県野営大会を鶴岡市七窪地蔵清

＼一　　水キャンプ場にて開催致したところ、連日の雨の中の訓練でございましたが、地元並びに関係

諸団体より絶大なご協力をいただき、大過なく有意義に無事終了出来ましたこと心から御礼申

し上げます。今後共よろしく御指導、御協力賜りますよう御願い申し上げます。

とりあえず書面にてお礼申し上げます。 敬　具

1米国より帰国して

1・斎　藤　太　一

7月20日、交換学生としての期間を無事終了して帰国しました。ロータリークラブの皆々



様に厚く御礼申し上げます。留学中に感じたことを二、三申し上げてみます。

（a）人口4万の小都市で、昔のおもかげを残して居る都市でした。

仏）学校は日本の職業高校をまとめた様な学校で、私は最終学年に入りました。彼等は

一生懸命勉強するより、むしろ学校生活を楽しんで居る様でした。

（e）公衆のマナーとして互にぶつかったりした場合、即座にttすみません”と言う言葉

がよく聞かれました。

2・伊　藤　久　美

交換学生として、一年間米国に行って参りました伊藤です。私の滞在した町はコネチカッ

ト州の人口8千位の小さな町です。

（a）町が小さいので互に顔見知りで町で会うとすぐ話しかけてくれます。

（b）最初の頃、会話が苦手で、片手に辞書と云う有様でしたが、3ケ月になると一応話

せる様になり大変楽になりました。

（e）ホストファミリーは4回樫変りました。皆中流家庭でしたがロークリアソの家は一

軒だけでした。どの家庭も本当の娘の様に可愛がって頂きました。

（d）今帰って来てすぐ大人だ子供だと云あれるよりも、一年間学んで来たことを基礎と

して大きな人間に成長したいと考えて居ます。有難うございました。

■出席報告

阿部（公）君、早坂（徳）君、五十嵐（伊）君、上林君、今野君

斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（衛）君、佐
藤（友）君、鷲田君、新穂君、石倉君、横山君、谷口君、清
水君、山本君、菅原君、諸橋君

前回出席率

修正出席数

確定出席率

二一一∴‾‾
五十嵐（伊）君一山形R．C

鷲田君、横山君、富樫君一鶴岡西R．C

＜会報委員会よりお願い＞
・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席



CLUB BULLETlN
創立534．6．9　承認S34．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

ほたる狩　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235鰯5775

Se川ice・lbeHevein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第870号　　1976．8．24（火）（あめ）　No．8

－本　日のプ　ログラム－

1・点　　　鐘

2・ロータリーソング～我等の生業

3．ゲスト・ビジター紹介

ひさごや御主人挨拶
4・会長報告
5．幹事報告
6・ゴルフ、釣大会について～森田委員長

7・ボーイスカウト山形県連庄内地区協義会会長

佐藤寅之助氏より感謝状贈呈
8・ボ～イスカウト県コミッショナ～　今野登古（トコ）氏のSpeech

9・交換学生紹介～嶺岸委員長（高橋校長挨拶）

追加報告　高橋良士委員長
0．インターアクト地区大会について～中野委員長

1．ローターアクト地区大会について～市川委員長

2．阿部公一君～奥様葬式についてのお礼挨拶
3・スマイル～新穂君～設計の写真について

4・出席報告

郎
亮

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



由ゲスト・ビジター紹介

示間豊太郎君一温海R．C

阿宗健一郎君、林権之助君、加藤広君一鶴岡西R・C

奥村知介君一習志野R・C

E会長報告

1．去る20日より22日の3日間に亘りまして、353地区のインターアクト地区大会が東北の名

きつ善宝寺会館を会場とし、鶴岡工業高校がホスト、当鶴岡クラブがスポンサークラブとし

て盛大に開催されました。大会役員の方々準備委員会の方々を初め会員の方々の御協力を感

謝致します。尚、平松ガべナーも21日には、激励に御見えになりました。後程委員会報告を

御願い致します。

2．去る21日の日に、かねて当クラブ国際奉仕活動の一環として希望致して居りました交換学

生のダイアン・メタ・シュルツさんをアメリカペンシルバニア洲より此処に御迎え致しまし

た。1年間の留学生として鶴岡工業高校の2年生として御世話になる訳げで御座います。何

卒ぞよろしく御題い致します。後程国際奉仕委員長の御報告及びダイアン・メタ●シュルツ

さんの御挨拶を御蔽い致します。

胚幹事報告

し　例会場日時変更案内

酒田東～8月19日を8月19日　P｝M6：00－∴御園別館

余目～8月20日を8月2C日　P・M12：30～山銀余目支店2F

立川′～8月26日8月26日　P．M6：30～コミニュティセンター

2・会報到着～立川R．C、藤沢R．C

3・359地区年次大会案内～10月23日　横須賀文化会館中ホール　＠8，000

4・台中港区R．C来訪の件について

担委員会報告

＜つり並びにゴルフ大会について＞　親睦活動委員会

当クラブ秋最大の行事の釣りとゴルフ大会を今年は親睦活動委員会外の会員に実行委員を御

願いいたしまして、日時、場所等一切を計画していただき多くの会員の参加を待て楽しく、し

かも健康的な意義のある大会を実行するべく計画をいたしましたので宜しく御協力賜わりたく

御願い申し上げます。

尚計画出来次第実行委員長より後日発表してもらいます。

釣り大会実行委員長　　小松広穂君

副委員長　　嶺岸光吉男
ゴルフ大会実行委員長　　小池繁治君

副委員長　　三井　　健君



轟佐藤寛之助氏より感謝状贈呈

ボーイスカウト山形県庄内地区協議会長　佐藤真之助氏

（a）天幕贈呈について感謝状

（b）この席をお借りして一言御礼を申し上げます。

ボーイスカウト運動は民間運動であるので、多くの民間の皆々様の御協力がなければ強力

に推進出来ません。今後共より以上の御協力を申し上げると共に御礼をお願い申し上げる次

弟です。

』ボーイスカウトについて　　　　　　県コミッショナー　今野萱舌氏

（a）日本におけるボーイスカウト運動…‥

イギリスでおきたこのスカウト運動は日本においてもすく丹こ各地で活動がはじま　りまし

た。大正9年（1920年）の第1回世界ジャンボリーには日本からも代表をおくり、大正11年

（1922年）には少年団日本連盟が結成されました。そののち、たくさんの人々の努力により

スカウト運動が盛んになり、昭和47年（1972年）には、日本のボーイスカウト発足50周年を

迎え、数々の記念行事が盛大に行われました。なお、日本のスカウト人口は約20万人で、加

入者数は世界で第8位になります。（1972年現在）

（b）ボーイスカウトのtt誓”とtt掟”

仲間になるためには、世界共通の「ちかい」をたてます。この「ちかい」は次のとおりで

自分から進んで約束をするのです。このことはボーイスカウトになるた桝こ、いちばん大切

なことです。

ち　　　か　　　い

私は名誉にかけて次の3条の実行をちかいます。
1・神（仏）と国とに誠をつくし、おきてを守ります。

1・いつも他の人々を助けます。

1・からだを強くし、心をすこやかに、徳を養います。

健康で、人格にすぐれ、いろいろな技能を身につけて、人々に奉仕できる社会に役立つ人

となるために、この「ちかい」を実行します。この「ちかい」をたてた世界中のボーイスカ

ウトは、どこでも、だれでも、その「ちかい」のしるしとして三本ゆびのサインをします。

スカウトの「おきて」は日常生活のttものさし”として、次の12条からできています。

お　　　き

1・スカウトは誠実である

2・スカウトは忠節を尽す

3tスカウトは人の力になる

4・スカウトは友誼に厚い

5・スカウトは礼儀正しい

6・スカウトは親切である

て

7・スカウトは従順である

8・スカウトは快活である

9・スカウトは質素である

10・スカウトは勇敢である

11・スカウトは純潔である

12．スカウトはつつしみ深い

（C）ボーイスカウトの組織は・・・…

ボーイスカウトは学年や年齢によって、4つの部門に分けられています。



・カブスカウト（小学3年～5年生）

・ボーイスカウト（小学6年～中学3年生）

●シニアースカウト（高校生年令）

・ロ・－ノベースカウト（大学生年令）

それぞれの部門が隊をつくり、団にまとまっています。君たちの年齢はボーイスカウト隊に

入ることになるのです。カブスカウトはかわいい弟たちですが、シニアースカウトのお兄さ

んや、ローバースカウトのお兄さんは、きっといろんなことを教えてくれるでしょう。

（d）ボーイスカウトとジャンボリー……

ジャンボリーとは、ボーイスカウトの全国的あるいは世界的は野営大会のことです。ジ′ヤ

ソポリーの言葉のいわれは明らかでありませんが、1920年にイギリスで開かれた第1回の世

界スカウト大会のときにつけられたもので、今日まで続いています。

覇交換学生ダイアン・シュルツの紹介

国際青少年交換委員長　嶺岸光吉君

ペンシルベニア・ジョンズタウンから交換学生として派遣された、18才の交換学生です。御

両親、祖母・兄弟5人の8人家族で上から2番目のお子さんです。学校の成績は優秀な成績の

ようです0受入校は鶴岡工業高校2学年の聴講生として一年間勉強されるわけです。彼女の性

格は非常に明るい、素直な、やさしい性格のようです。

これから1年ホストファミリーにおせわになり、日本の風土、文化、あらゆる知識を得られ

ることと思います。どうか会員の方々も自発的に主人役を引受られ、学生の接待と御指導を願

い、国際理解と親善を深められるようお掛、致します。

彼女の趣味は乗馬のようです。日本では柔道、空手を習いたいとのことですが、危険ですの

で生花、お茶の稽古をするようになると思います。

ジョンズタウン∵R・Cの会長が向うのスライドをよせてくれました。昨晩石黒先生の家で見

せていただきましたが、山と緑の木立に囲まれた静かな美しい都市のようです。これから1年

間ホスト・ファミリーの方以外の会員で、土曜日1泊とか土曜の晩に夕食を一緒にするとか親

善の為にも多くの希望者をおすすめ致します。

今回交換学生の受入にあたって学校当局は勿論のこと、ホスト・ファミリーの会員、ご家族

又会員の皆々様の心温いご支援、ご指導の程よろしくおねがい致します。

く交換学生ダイアン・シュルツの挨拶＞

私はダイアン／・シュルツです。本日皆様にお目に掛ることが出来て大変幸せです。私は日本

に来たばかりですので日木語が全然判りません。

（実際は日本文をローマ字で書いて読んだが、大部分意味が通じなかったので英語で再びス

ピーチのやり直しとなる。）

さきほど日本語で御挨拶したつもりでしたが御理解頂けなかったことを残念に存じます。

（笑い）日本に来た以上貴国についての勉強を一生懸命したいと思います。

私はジョンズ・タウンR・Cのロータリーの会長よりバナーをお渡し下さる様妖頼されて参

りました。両クラブ間のフレンドシップをあくまでも高めるための証しでございます。



電インターアクト地区大会について

インターアクト委員会委員長　中野清書君

国際ロータリー第353地区インターアクト第11回年次大会盛況裸に終了

去る20日～22日迄善宝寺会館に於て開催されました国際ロータリー第353地区イソクーアク

ト第11回年次大会は雨の心配に悩まされ乍らも先づ先づの天候に恵まれ、ホスト鶴岡工業高校

Ⅰ．Cの顧問教師を中心とする会員一同の若さと情熱による熱心な努力とスポンサーの当R・C

及びコスポンサーの鶴岡西R．Cの役員各位並びに印刷、照明、広報、会場設備、救護等ロー

タリアン各位の御協力と善宝寺当局の並々ならぬ御好意により大過なく盛況裡に終了すること

が出来ました。

参加人員はⅠ．ClOクラブ、顧問教師12名、会員85名、計97名にガバナー外、来賓5名、ロ
ータリー会員10クラブ18名、役員24名、総計約150名の盛会となりました。

大会の内容は「人間として心のふれあい」を大会テーマに、分科会では「意識の高場」を統
一テーマに各校Ⅰ．Cの問題点を中心に深く検討究明され、特別講演では山形県福祉協議会組

織部長でその道のベテランの渡部剛土氏の「学生ボラソテァ活動について」のテーマのもとに

極めて有益な感銘深い講演を拝聴し、朝の座禅の経験、野外活動に於ける海浜清掃や自由時間

の境内の清掃の奉仕、ハイキングやレクリェーション或いは自由時間に於ける交歓による心の

ふれあいや仲間作り等、又海外研修Ⅰ．Cや交換学生の海外報告や三井地区Ⅰ・C委員長のビデ

オにより国際理解を深める等、年次大会としては一応の成果を挙げ得たものと思っておりま

す。重ねて厚く御礼申し上げます。

l蓼ローターアクト地区大会について　　　　　　　　　　市川委員長

現在のところ当クラブよりの出席は24名、他クラブよりロータリアンが17名出席します。ロ
ーターアクトは81名の申し込みがあり、当地区以外青森、釜石、泉、足利等です。参加出来る

方はよろしく多数御参加下さい。

＜夫人の葬儀について御礼＞ 阿部公一君

先日の葬儀につきましては会長のお出を頂き有難う存じました。今後ともロータリアンとし

て御交際をお願い致します。皆様の御厚情に対し厚く御礼申し上げます。



■出席報告

山本君一勝山R・C

佐藤（友）君一立川R・C

新穂君一温海R．C

阿部（公）君、五十嵐（伊）君、佐藤（衛）君、鷲田（幸）君、横

山君、谷口君一鶴岡西R・C

＜全部委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお掛、します。
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戎岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

ほた　る狩　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会目　毎週火曜日　P・M12：30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235鋤5775

Se川ice・lbelievein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第871号　　1976．8．31（火）（あめ）　No．9

－本日のプ　ログラム－

1．点　　　鐘

2．ロータリーソング～手に手つないで

3．ゲスト・ビジター紹介

4・会長歓迎挨拶

5．台中港区幹事　陳宗曜氏の挨拶

6．会長報告

7．幹事報告

8．国際奉仕委員長報告　高橋良士君

9．職業奉仕委員会報告　小松広穂君

10．会員スピーチ　半田　浩君

11・出席委員会報告
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轟ゲスト・ビジター紹介
ビジター　松田善三郎君、阿部正男君、林権之助君（鶴岡西R．C）
ゲスト　鶴岡ローターアクト　進藤　昇君　　台中港R・C幹事　陳　宗煙君

農会長歓迎挨拶

本日は当クラブと姉妹クラブである台中港区R．C幹事陳宗躍氏をお迎え致しております。

陳さんには遠路わざわざお見舞にお出で頂き有難く御礼申し上げます。又会場や備品の焼失に

対してはクラブより御厚志を頂き、又今日は台中港の立派なクラブ旗を頂き、有難く御礼申し

上げます。叉今年2月の姉妹クラブ盟約一周年記念には、当クラブ会員10数名が表敬訪問致し
ましたが、その節には心からの歓待とお土産を頂き重ねて御礼申し上げます。

例会場は焼失致しましたが、その後他クラブの御好意と会員各位の協力により、現在当会場
に於て充実した例会を行って居ります。何卒今後とも姉妹クラブとして、相変らずの御親交を

賜わります様お願いし、歓迎の御挨拶と致します。

■台中港区幹事陳　某曜氏の挨拶（要旨）
姓　　名：陳　宗鯉
社　　名：Pickles

職業分類：葉菜加工（漬物製造）
現　　職：達昌産業股扮有限公司　董事長
住　　所：碓井郷沙田路五段305号
電　　話：㈱23456　㈱24588

夫　　人：陳　楊翠華女土

台中港区の陳です。本日は会長より御丁寧なる歓迎の御挨拶を頂き有難く御礼申し上げま
す。盟約の時に相手方の地方を訪問したときには、必ず姉妹クラブに出席し、姉姉クラブの状

況を報告するということが、義務づけられております。私はロータリアンの一員として、貴ク

ラブを訪問を致しましたが、只今会長より歓迎の言葉を頂き、恐縮して居ります。当クラブは

台中国際港を控え今年10月31日に、開港を予定して屠ります。

先日安藤元会長より個人的な手紙を頂き、クラブ例会場が焼失したことを知りました。お見
舞が遅れたことをお詑び申し上げます。今回台中国際港の開港を記念し、国際児童画等の交換
を計画して居りますので、御賛同頂き御協力下さい。来年の2周年記念の時には、御夫人同伴
でお出掛け下さいます様、クラブ会員一同心よりお待ち申し上げております。

1会長報告
（1）陳さんより台中港区のバナーを頂きました。

（2）近日アメリカへ参ります進藤君（ローターアクト）に御餞別を差し上げます。

訪米について　　　進藤　　昇君

此の度皆様の御援助により、訪米する機会を与えて頂いたことに厚く御礼申し上げます。訪
米先では、ローターアクトの状況、仕事の内容等よく見聞きして、御報告したいと存じます。
又御餞別を頂き有難く御礼申し上げます。

■幹事報告
（】＿）例会場変更

寒河江R．C　9月9日例会場所→高松木材事務所に、第4例会は秋分の目につき休会

（2）鶴岡西R．C　9月10日の例会は、余目との合同例会につき、余目商工会館で12川より

（3）会報到着　八戸R・Cより

桓）陳さんの歓迎会18：30より住吉に於て行いますので多数御出席下さい。



■国際奉仕委員会報告　　高橋良士君
フイリヅピンのミンダナオ島の地震に対する見舞金について、地区国際委員長より連絡が来

て居ります。後程ボックスをまわしますので、よろしく御協力下さい。

留学生ダイアン・シュルツを鶴岡工業高校へ連れて参り、全校生徒の前で紹介して参りまし
た。

■職業奉仕委員会報告　　小松広穂君

職業奉仕委員会から一言申上げます。去る6月27日、郡山西クラブをホストとして第353地

区、協議会が開催され本年度クラブ職業奉仕活動につき勉強してというより勉強させられて参
った訳でありますが、その時R．Ⅰ会長のSeruicl・lbelievein Rotaryのターゲットの拠っ

て立つ四の指針が示され、その中の第3に「各ロータリアンはそれぞれ自分の職務や職業にお

いて、最高の道徳的倫理的な模範をつねに身をもって示さなければならない。」と申されて居り

ます。繰り返して申し上げます「……」正に至言であると思います。
この事を頭に浮べながら、本年度職業奉仕委員会の活動計画を練ったのが活動計画の通りで

あります。一・々朗読は避けますが、8つの中の活動計画全部消化は、皆様方の格段の御協力がな
いと実施不可能ですので、是非御支援賜り度いと思います。そして年度8回位職業奉仕デーと

してプログラム委員会と連絡、実施したいと思いますのでよろしく御願い申し上げます。

実は私、衣料品配布の職業分類でありますが、衣料業界から見た場合マスコミで景気の完全
なる立直りの徴候が見えたと云われる様な状況ではない様な感じがして、こう言った不況時に
こそR．1会長の職業奉仕観について云われた事をじっくりかみしめる時ではないでしェうか0

本目は第1回職業奉仕デーとして、半田君に会員スピーチtt山形県内の経済状勢”についてお話
しを伺う事にしました。どうか職業奉仕委員会の計画を御理解下され御静聴をお願いします。

『会員スピーチ　　半田　浩君
最近の山形県内の経済情勢について

ト　概況（製造業を中心として）
0国内の景気が今年に入って自動車、家電製品を中心とした輸出の好調、個人消費支出の増加

などに支えられて順調に回復している。県内産業の生産活動も年初釆急速な回復傾向にあり
従来低滞基調にあった鋳物、鉄工、機械、木工家具業界も最近は、受注回復の兆しが出始め
ている。

。県統計課の「県内業種別生産水準」

過去のピーク時（49．2）の生産水準を100とすると、製造業全体では101・4（5月）であるの

でマクロ的には、今回不況前のピーク時の水準まで回復している。ただ業種別にみると依然

披行性（格差、ノミラツキ）がある。電気機械（弱電－テレビ、トランシーバー部品）、輸送機

械（乗用車・自動車部品）、農機具が夫々ピーク時に比較して25％～30％増加しており、繊

維（米織、ニット製品、鶴織）部門でも116・7と回復。しかし鉄鋼、鋳物、一般機械木材、

木製品（木工家具）ではピーク時に比べると60％～80〝右の水準にある。

（注）弱電業界……県内全域、大手メーカーの系列が下請企業、（蓄電器）コンデンサー、半

導体（トランジスターに用いるゲルマニウム、シリコン　ステレオ（音響機械）は特に受注

が大巾に増加フル操業、通信機部品は電々公社の受注低下により不調）繊維業界……米織

（50年度売上170億円、婦人服地、着尺コート他の小巾中心の多品種少量生産の先染産地325
企業）、（メリヤス）ニット製品（山辺、寒河江地区、487企業、横編機械による婦人物のセ
ーター、スーツ、カーディガン等一流ブランドの商社に販売）、鋳物（山形市、自動車関連

ミシン部品回復、工作機械、油圧機器不調、アルミ鋳物〔ガス釜、電気鍋〕好調）、農機具

（荘内3、天童1（大手4社）売上160億）カッター乾燥機の秋農機主体）
。小売商況（個人消費動向）

個人消費支出の伸びが極めて低調であったことが、今次不況の大きな要因にあげられてい



るが、これは大都市、中央のことであって、地方都市、特に農業（米作）に依存している東

北地方の場合はそれ程個人消費が落ち込んでいない。従って最近の個人消費の動きは依然底

固い状態を示している。
（1）県内百貨店（5）売上げの伸びは4～6月11．2％、スーパー（8社）売上高（6月）17・7

％（生鮮食料品を中心とした商品構成なので比較的安定）
（2）住宅需要は着実な回復過程を辿っている県内新設住宅着工戸数1～6月累計7，019戸、

48年（ピーク）比4・3％増

背景……建築主が若手他住宅保有意欲が根強い、住宅の新築が大型化、取得価格の上昇によ
る借入金調達の依存度が高まる。金融機関の積極的融資態度

（3）自動車（乗用車）　50年度排気ガス規制による反動落込もあまりなく順調。しかし、8月
以降の異常低温による夏物衣料品等の売れ行き不振、春斗ベースアップが昨年（14・1％）の

伸びを大巾に下回る10・2％に終った、公共料金始め物価上昇による消費需要の沈滞、米作の

減収による農家の購買金額の低下、産米代金（年間1，400億円）等が予想されるので、今後の
個人消費動向は大きな期待はかけられないだろう。（消費者の行動様式が変った－従来の
ように安いだけではとびつかない、品質やブランドに重視して買物をする、買い手と売り手

との接点でいえば「あなた、売る人」「私、買う人」といった高度成長時代の様式と違って

今日の消費者は「私、選ぶ人」に変りつつある）
0企業経営　マクロ的には業種別の被行性はみられるものの、県内の地場産業は着実に回復に

向っており、また小売商況も企業間の地域間の格差があるものの全体としては底固い動きを
示しているが、個々の企業経常というミクロの面でみた場合先行き期待感が強まっており、

昨年同期と比較して業績はたしかに好転しているものの必ずしも楽観は決して許されない。
最近、原材料価格の上昇、電力料等の公共料金値上げ、人件費の上昇によるコスト圧迫要因
があり、加えて競争激化が経営との大きな問題点になっている仕事は増加してきた。受注も
回復してきたが、一般に「原料高、製品安」という状態で収益面では依然きびしい状況にあ
る。経営全般については依然慎重な態度がうかがわれる。また設備投資計画でも慎重で当行
で7月に180社調査したところによると昨年よりは回復傾向にあるとは云え、弱電、農機具
スーパーの店舗増設、旅館・ホテルの新築に強い投資意欲が見られるものの、全体としては
依然低調である。

¶出席報告

出　席　率

上林君、黒谷君、森田君、斎藤（信）君、佐藤（友）君、石倉

君、菅君、清水君、薮田君

前回出席率い8・08％lメア1佐藤（忠）君＿酒田R．。

修正出席数

確定出席率
－∴一一　‥・・l　　∴

＜会報委員会よりお願い＞
・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可（を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。
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顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

き　　く

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12‡30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235餌5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Service・lbelievein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第872号　　1976．9．7（火）（ほれ）　No．10

－本　日のプ　ログラム－

1・点　　　鐘

2・国歌斉唱、ロー一夕リーソング（奉仕の理想）

3・ゲスト・ビジター紹介

4・会員及び奥様誕生祝、新穂光一郎君次男誕生祝

5・会長報告

6・幹事報告

7・委員会報告

ファイアサイドミーテング開催について～上野三郎委員長

ローターアクト地区大会報告～　　　　　市川輝雄委員長

スマイル～　　　　　　　　　　　　　　　　丹下親睦委員

8・出席報告



薗ビジター・ゲスト紹介

ビジター　　羽根田正吉君、半田勇三郎君、阿部正男君、菅沢久弥君一鶴岡西R・C

ゲスト　　ロー一夕ーアクトクラブ副会長　小野寺敏夫君

幹事　渡会一雄君

1会員及び奥様誕生祝

金員誕生　　小池繁治君、菅陸君、高橋正太郎君、上野三郎君

奥様誕生　　石倉郁子様、今野幸子様、三井糸様（徹）、三井順子様（賢二）

結婚記念日お目出度う　　会員一同

小花盛雄、春子御夫妻　今後とも御健康で末永い御幸せをお祈り申し上げます。

年間皆出席

11年間皆出席　　三井賢二君

3年間皆出席　　山本　　正君

1年間皆出席　　玉城俊一君

8月120％出席　6名

張君、石黒君、中江君、佐藤（順）君、新穂君、内山君

8月100％出席　49名

皆川君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君、早坂（源）君、半凹君、飯自君、石井君、五十

嵐（三）君、五十嵐（伊）君、市川君、板垣（俊）君、海東君、玉城君、風間君、栗谷君、小池

君、小松君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、三浦君、森田君、角田君、

中野（清）君、中野（重）君、小野寺君、石川君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、驚田君、笹瞑君

板垣（広）君、菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高橋（正）君、高橋（良）君、横山君、手塚君

富樫君、山本君、吉野君、中村君、迎田君、丹下君、山口君、佐藤（忠）君

申会長報告

1．去る4日～5日に亘り、第353地区第3回ローターアクトクラブ地区大会が鶴岡ローダーア

クトクラブがホストとし、当クラブがスポンサーにて、鶴岡市青年センター並に羽黒山を会



場として、平松ガバナーも臨席され、盛大にして意義深い大会を終了する事が出来ました。

会員の皆さんの御協力を感謝致します。後程ローターアクトクラブ委員長より御報告を御願

い致します。

2・去る3日に先般G・S・Eの派遣が決定し、近日渡米される県内5名の方々の激励壮行会が

山形グランドホテルにて開催され、当地区からは前例会に出席されたR．A．C前会長進藤君

も加って居ります。早坂バストガバナーと私が出席致しました。

3・9月5日の日に当クラブ斎藤信義君のお母さんの御葬式が正法寺（大山）にて取行われま

した。当クラブを代表致しまして香真を差し上げ参列させて戴きました。謹んで御冥福を御

祈り申し上げます。

4・次週は世界理解週間ですので其のプログラムを考えて居ります。

5・前例会に当クラブの姉妹クラブ代表として来訪されました台中港区クラブ陳幹事さんを囲

んでの夜の懇親会には沢山の会員の方々の御出席を頂き有難度う御座いました。其の節過分

なる例会場焼失に対する御見舞並びに台車港区のクラブ旗を頂きましたので御返しにクラブ

にはテープレコーダー、陳幹事さんには御土産を差し上げました。

靂幹事報告

1・ノルウェー女声合唱団公演会計精算報告

収　入　　　　　　支　出　　　　　　　差　引

鶴岡会場　　　　　￥471，765　　　　￥395，605

酒田会場　　　　　￥428，000　　　　￥379，495

温海関係　　　　　　　　　　　　　　　￥158，530

計　　　　　　　芋899，765　　　　￥933，630　　　　－　￥33，865

処分方法～音楽著作権使用料を含めて分区代理に赤字処理を一任したが、主催クラブには負

担をかけない見通しである。

2・西海正一君を会員として推せんする件

本日の理事会決定を経て、所要の手続きを完了したので、会員の方で異議ある方は本日より

10日以内に理由書に記名捺印された上、幹事迄提出して下さい。

（註）（有）西海紙器店社長（大東町）～職業分類～紙箱製造

3・鹿児島西R・C表敬訪問計画

親睦活動委員会の行事計画として、来年2月頃に姉妹クラブの盟約をしてから10周年を過ぎ

た鹿児島西R・Cを親善訪問したいので会員多数の御参加をお願いします。

4．7イリッピン・ミンダナオ島地震見舞金

￥34，00ロ～地区宛送金済み



5・例会変更

温海R・C　9月13日～9月14日　PM4：30　中国飯店　￥4，ODO

会報到着～酒田東R．C、東京R．C

lO周年史～白鷹R．C

第5回千種会～天童R・C　9月18日へノー関商工会館～予約すること　￥2，500

鰹委員会報告

第3回ローターアクトクラフ地区大会報告　　　ローターアクト委員長　市川輝雄君

皆様のおかげを持ちましてローターアクトクラブの第3回地区大会がつつがなく．しかも盛

況裡に終了しました。企画、立案、実行のすべてをローターアクトに運営させ、限られた予算

で最大の効果をあげるべく指示したのですが、彼らの努力と見事なチームワークで達成された

頚をまず報告致します。

あとで報告書を作成しますので詳しくほ申しませんが、開会式で祝辞を賜わりました白井市

長、平松ガバナー始め来賓の各位も地域社会において青少年に期待する所のいかに大きいか、

この地に眼をおろしたロー→クーアクトの限りない発展を祝って下さいました。引き続いて行わ

れた分科会には互に口頃の悩みや、これからの方向など2時間に亘り熱心に語り合い、貴重な

勉強をし互の励ましとなったようです。

羽黒国民休暇村への移動もスムーズにゆき、5時半からのレセプションは青年達にとって好

意と友情を深めるなによりの機会とあって、始めから爆発的なムードであり、各クラブの紹介

やら、催し物が次から次へと続き遊佐クラブより来ました交換学生のミス・リーン嬢などは進

んで花笠踊りに飛入りする程でした。宴が佳境に入って丹下君の巧みな司会でロータリアンも

含め全員が鶴岡音頭のルツボの中にとけ込んで踊り廻りました。終りにt等に手つないでを歌

う時にはすっかり互の垣根がとれまして、肩をたたき手を握り合ってしっかりやろうと強い連

帯感が生れていました。

翌朝心配された天気もラジオ体操をする熟こほ絶好のローターアクト口和となり、全体会議

記念講演が歴史博物館の中で行われました。早坂／ミストガバナーは各分科会の内容が非常にす

ぼらしいものであったこと。職業奉仕の理念はロークリトの木質であり、相手の立場に立って

物を考えることをすでにアクターが実践していることを指摘し、更に頑張る様に激励され、阿

部裏地区委員長は自然科学の例を引いて一つ一つの疑問を解いてゆくことがあとで大きな成果

につながること。これからも着実に奉仕の輪を拡げる様に挨拶され、めでたく閉会となりまし

た。なお次期大会ホストは福島北クラブに決定発表されました。

山伏の吹くホラ貝の音が会場にこだまして、参加者一同自然とのふれあいの小に語り合って

2口問を深く心に刻みつつ充分羽黒の休日を楽しんだ事と思います。終りにアドバイザーとし

て助言頂き又、ローターアクトの陰の力となって協力頂きました準備委員の皆様方に厚く感謝

申し上げます。



鶴岡ローターアクトクラブ

理　　事　　会

R・l第353地区第3回R・A・C地区大会反省会
大中敬一君、前田喜久さん、菊池匡君を送る会
進藤　昇君　アメリカ行壮行会

記

1・日　　　時　　9月8日（水）午後6時より

2・場　　所　川端「味のアサヒ」（本町一丁目）

3・登　録　料　R．C、R．A．C　1人2，000円

開催

友　愛　と　親　睦　の　便　り
こ　こニ　‾‾‾一二二‾‾王手　‾‾：二■　　二三　　‾二二二　三　　　二二＿　二三

親睦活動委員会当クラブ今年度計画の一つとして姉妹（兄弟）クラブ及び善隣クラブ会員と
の友愛と親睦の推進を提唱いたしておりましたところ、今般下記の通り会員相互の友愛と親睦

の輪とも申すべき文通がありましたので発表させていただきます。

尚このような例は外にも多くあることと患いますので、是非会報をもって発表させて下さ
い。御願い申し上げます。

兄弟クラブ（鹿児島西R・C）柴山君よりお便り

当クラブのインターアクトクラブ提唱について親身の御指導をいただいた兄弟クラブ（鹿児

島西R・C）の柴山一雄君に、当クラブ三井徹君や、安藤君よりインターアクト海外派遣や年

次大会についてお便りしたところ次の様なお便りがありました。

残暑御見舞申し上げます。

今度のインターアクト連合大会には是非出席したいと、ギリギリまで予定したのですが、
出来ず残念でした。
去日不慮（漏電）の火災で焼失し、やっと仮診療所にて再開出来ました。その上夏休とな
り多忙のため中止になりました。次の機会には出席させて下さい。又当地20周年には是非

参加すべく鮫島さんとも話合って居ます。

来年度は西クラブがホストとなって年次大会を行う予定です。

51・8・25　　　　　　　　　　　　　　鹿児島市山下町9－31柴山一雄

′　‾　　ん、・く　‾‾　　　＼、　一、－　■＼t＝　∴′こし　　－→㌧ニ　　ー＼、・」　←ここ∴・　八・、十　一′、∴　　－＼∴　イモこ1＝・一・一111＼ノこ、＼・し、ヾ一、㌧1、・・一六こ、′′＼・

（ロータリーの友　9月号掲載）
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公　式　訪　問　雑　感

ガ／ミナー　平　松　信　武

ガバナーに就任して、早々第一回諮問委員会、地区委員会を終り、7月12日から遊佐クラブ

を皮切りに、愈々公式訪問へ出発した。今日8月6日までに、18クラブを終り、漸く与を廻っ

たことになる。未だ未だ先は長い。会津へ行った時は生憎、風邪を引いて3日間発熱し、予定

を変更し様かと思ったときもあったが、幸い熱も下がり、予定通り、札幌へも地区大会の打合

せに出掛けて来る事が出来た。

どのクラブを訪問しても、皆熱心にロータリー活動へ努力しておられるのを見て、只々感激

である。古いクラブは、伝統の中に新しさを盛らんと努力しておられ、新しいクラブは、亦懸

命にクラブ作りに、奉仕活動に、意欲的に取組んでおられる。殊に、交換学生、Ⅰ．C、R・A・

Cなどに、取組んでいるクラブ程、活気が感ぜられる。やはり大きい計画に、板組んだときク

ラブの皆の気持が一致し、「よしやろう」と云う気概がクラブ一同に溢れて来るのではないだ

ろうか。

公式訪問は大変な仕事であるが、各クラブの皆さんとお目にかかり、いろいろとお話を聞く

ことは、亦一層楽しい事である。

（月信3号1976年8月15日より）

瞳出席報告

会　員　数1　74名 欠i空軍蓋浦賀f聖霊嘉讐深戸染書芸讐瑞雲こ警巽君

席j（賢）君、森田君、小野寺君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、斎
＝藤（信）君、佐藤（思う君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、笹原君

者■石倉君、鈴木（善）君、横山君、活水君

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん．（／委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

本
日
の
出
席



CLUB BULLETlN
創立534．6．9　承認S34．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

き　　く

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12；30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235担5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Senice・lbelievein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第873号　　1976．9．14（火）（はれ）No．11

－本　日　のプ　ログラム－

1・点　　　鐘

2・ロータリーソング（それでこそロータリー）

3・ゲスト・ビジター紹介

4，会長報告

5．幹事報告

6・委員会報告

㈹　世界理解週間記念講話～高橋良士委員長

世界理解週間記念講話へノビィ77神父

（B）鹿児島西R・C表敬訪問～新穂光一郎副団長

炬）ファイアサイドミーテソグ開催～上野三郎クラブ奉仕委員長

（D）スマイ　ル～親睦委員佐藤正郎君

駐）出席報告

（F）酒田東R．C伊藤前分区代理メークアップのSPeech

棉　毘児島西R・C柴山先生の火災見舞募金提案へノ三井徹君



薗ゲスト・ビジター紹介

熊谷正治君、武田哲朗君、藤原博君、佐藤久弥君、伊藤春夫君、後藤信雄君、自畑直義君
一酒田東R．C

長野正彦君、原田行雄君、帯谷義雄君、佐藤拡君一鶴岡西R．C

『会長報告

①　去る10日朝8時40分売tlいなほ1号”にてG．S．E派遣の進藤君がアメリカに向けて出

発されました。早坂バストガバナー及びロータリーの市川君、高橋君より御激励頂き有難

う御座いました。

②　鹿児島西クラブ表敬訪問の実行委員を下記の通り委任致します。

委員長　斎藤栄作君

副委員長　新穂光一郎君

委　　員　森田、嶺岸、安藤、中江の諸君

③　斎藤信義君の退会承認。（転勤のため）

■幹事報告

0例会変更案内

村上R・C～9月16日の時間　P・M5：00　場所（吉源）

。会報到着案内

新発田R．C、藤沢R．C

。認承状伝達式典

小田原城北R・C11月T3日（土）　登録料￥8，000

。幹事よりのお願い

過去2ケ月間、内外各種活動行事が多かった為、各種委員会報告で例会時間を延長する

事が何回かありましたが、例会時間は正確に守る原則を踏まえて、今後は整理に心掛けた

いので、各委員会報告は必らず例会前日迄に報告の主題と所要時間を事務局にお連絡願い

ます。

尚、報告の原稿は報告直後に会報委員に必らずお渡し下さい。

■委員会報告

＜世界理解週間について＞　　　高橋良士君

9月12日～18日は総べての国の人々の間に親善と平和を推進すると云うロータリーの目

標に焦点を合わせて思考し行動する時です。

本日はマリア園のビィフア神父をお招きしてあります。神父は在日25年、鶴岡5年、ニ

ューヨークの出身です。



＜ゲストスピーチ＞　ファザー　ピィ77

或るお客さんが結婚準備のために教会に釆ました。私は白い紙に黒い点を書きました。

何に見えますか。見えるのは白紙です。全部白です。小さい黒い点も大したことはありま

せん。今、日本とアメリカと国交をしています。貴方達もアメリカに来ることがあるでし

ょう。又アメリカ人が日本に来ることがあるでしょう。欠点をさがすなら、いっぱいある

と思います。之が黒い点です。然し良い点はいっぱいありますから、ゆっくりつかむ様に

して下さい。

此の辺にも色々な焼物があると思います。栃木県に益子の近くに笠間と云うところがあ

り、ここから小山寄りに下館と云うところがあります。白紙と黒い点の話をしながら心が

痛みます。私の車は古いジープです。或る日、森さんと云う方からジープを借してくれる

様たのまれました。私は水戸に行くことになって居たのでお貸ししました。その夜、森さ

んは私のジープに案内しました。彼は私の留守の間にジープにペンキを塗ってピカピカに

してくれました。然し脇の方に熔接部分があってペンキが塗れて居ませんでした。私は
ttここはどうしたのですか”と云いました。大失敗でした。私は黒い点を見てしまったので

す。このことについて私はもっともっと感謝しなければならなかったのです。

＜鹿児島西ロータリークラブ表敬訪問＞（52年3月初旬頃）

予　　定　　表　　　　　　（51・8・17現在）

＜第1日＞

鶴岡発21：35（特急日本海1号）

＜第3日＞

鹿児島　8：15（急行錦江1号）

宮　崎10：51（ホテル神田川）

・経費概算　62，300円（51．8．17現在）

・御参加される様お顕い致します。

＜ファイヤサイドミーテンゲ開催のご案内＞

会　員　各　位

昭和51年9月13日

＜第2日＞

大阪着　　　7；49

大阪空港発10：40（全日空473便）

鹿児島　11：45（国際ホテル鶴鳴館）

＜第4日＞

宮　崎

東　京

上　野

鶴　岡

10：00（全日空604便）

11；35

15：08（特急いなほ2号）

20：43

ロータリー情報委員会

親睦活動委員会

標記ミーテングを下記により開催致しますので、会員の皆様、ご出席下さいますようご案

内申しあげます。
記

1・日　　時　　9月22日（水）　午後5時よりミーテング　午後6時30分より懇親会

2・場　　所　　山　王　閣
3・会　　費　　3，000円（当日ご持参願います）

4・内　　容　　各奉仕委員長より各10分間位内容の説明　その後自由計論　質疑応答

◎・準備の都合上、出席者は9月21日（火）例会までに事務局に連絡願います。



＜スマイル＞　　　親睦委員会

新穂光一郎君に次女誕生されました。

業前号に於いて次男となって居りますので訂正致します。

＜出席報告＞

阿部（公）君、早坂（源）君、早坂（徳）君、石井君、上林君、

小池君、嶺岸君、三井（賢）君、三井（健）君、森田君、角田i

君、鷲田君、板垣（広）君、菅君、横山君、清水君、山本君1

薮田君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

＜酒田薫R・C伊藤前分区代理のスピーチ＞

今日、酒田東より集団メイクさせて頂きましたが、この発案は出席委員長の佐藤君で

す。毎月出席委員長主催し欠席会員を掻き集めて車で参加して居ります。最近出席委員長

の努力により100％を保持して居ります。

＜鹿児島西R・C柴山先生の被災見舞金募集提案＞　　三井　徹君

鹿児島西クラブ会員の柴山君が被災されたのでお見舞いしたいと存じます。皆様のお気

拝で結構ですのでよろしくお願いします。インターアクトの設立等に於いて大変お世話に

なった方です。

く会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。



り＝ム甜
CLUB BULLETIN

創立S34・6・9　承認534．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

き　　く

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235鋤5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Service・lbeHevein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第874号　　1976・9．21（火）（はれ）No．12

－本日のプ　ログラム－

1・点　　　鐘

2・ロータリーソング（手に手つないで）

3・ゲスト・ビジター紹介

4・西海正一君入会セレモニー

吉野勲会員増強委員長紹介　西海正一君挨拶

5・会長報告

6・幹事報告

7・退会の挨拶～斎藤信義君

8・ゲストスピーチ～鶴岡西R．C直前会長五十嵐卓三氏

9・スマイル～親睦活動委員会

10・出席報告～出席委員会

◎クラブ臨時総会～年会費1万円増額の議案

鈴木（議長）会長～提案理由説明　佐藤宇一君会計説明



琵ゲスト・ビジター紹介

小林忠康君、帯谷茂雄君、足達一見君、菅沢久弥君、菅原松雄君、原田行雄君一鶴岡西R・C

佐藤久弥君、飯田一成君、大泉慶治郎君、吉宮幸作君一酒田東R・C

暦西海正一君入会セレモニー　　　　吉野　　勲君

西海正一君を御紹介申し上げます。

その前に、今年7月会員増強委員長をおゝせつかり、今年度の目標を10％アップの年度

末会員数を80名に設定いたしましたが、中々思うに任せず中江幹事よりほ、時々ハッパを

かけられて居りますが苦慮いたしてる次第でございます。この際会員の皆様よりも是非御

協力を頂き、特に開放されて居ります職業分類を充填頂きますよう適格な人物を理事会に

準んで御推薦を御願い申し上げておきます。

＜新会員紹介＞

氏　　　名

住　　　所

生年月　日

会　社　名

地　　　位

夫　人　名

lこし　がい　しよう　いち

西　海　正　一

鶴岡市大東町4－4　TEL　22－1118

大正12年1月10日

㈲　西海紙器店

社　長

幸　子　　生年月日　昭和7年5月12日

家族構成　　祖母、一男、二女

趣　　　味　　釣、ゴルフ

結婚記念日　　昭和27年12月15日

＜入会挨拶＞　　西海正一君

只今吉野さんより御紹介頂きました西海です。若輩で何も判りませんが皆様の御支援を

頂き協力させて頂き度く存じます。よろしくお願い致します。

遍会長報告

1・9月15日にボランティア地区協議会が鶴岡北高がホストとして、叉当クラブがスポンサ

ーとして鶴岡北高にて開催されました。当クラブよりは阿部譲君、山本青少年委員長が列

席激励されました。

2．9月18日には庄内地区中学校、及び高校の英語弁論大会が鶴岡青年センターにて開催さ

れました。当クラブがスポンサーとして、私と山本青少年委員長が列席致しまして優秀者

に表彰状とトロフィーを送り激励致しました。
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蠣幹事報告

。会報到着案内

山形R．C、山形西R．C、山形北R．C、白鷹R■C、山形南R・C、台中港区R・C

。qロータリーの友”ヵレンダー注文案内

0西郷南洲百年記念顕彰会寄付

。ファイアサイドミーテング出席案内

囚退会の挨拶　　　　斎藤信義君

此の度文部省よりの発令により長岡に転勤致します。今月一杯で退会させて頂きます。

皆様方より暖かい御指導、御理解を頂き有難く御礼申し上げます。又、私の後任者も入会

する様準備をすゝめて居りますので、よろしくお顔い致します。又、私の母の葬儀につき

ましては、御懇篤なる御弔慰並びに御芳志を賜わり厚く御礼申し上げます。

dゲストスピーチ　　　西クラブ直前会長　五十嵐単三君

要約して次の様な内容のものでした。

1・現在ハワイに10、北米7、南米3、フランスZの合計22ケ寺ある。

2．共通している問題点は、我々のもっている思考と、外国に於ける日本人の思考の間に

相当の開きがあり、一世、二世はともかく三世の場合は先祖と云う意識がなくなってい

る。

3．当地の若い人達にどう云う風に仏教を教えるか大きな悩みとなっており、父の日、母

の日を重点としてその点から先祖と云うものを体系的、時間的にさかのぼって行く対策

をとっている。

4・日本では00家と云う家制度があるが、海外では新しくなるほど之が無くなり、俗名

となり院号、大姉居士等が通用しないのがハワイの仏教となった。

5・更に現地の人、アメリカの人が仏教に縁遠いものになって来ているのが最大の課題に

なっている。

6・その他海外に於ける現在の仏教事情について、実際海外に於いて体験したことを基に

詳しい説明がありました。

『クラブ臨時総会

1・会長より会費の値上げについて説明があった。

2．佐藤会計幹事よりクラブ会計の現状について説明。

3・会計幹事の説明に基づいて会長その賛否を求める。

4・2、3の質問等があり結局1万円の値上げ決定。



わスマイル

鶴岡信用金庫美原町支店オープンにつき、専務理事森田清治君及び設計監理を担当さ

れた佐藤昇君よりスマイルを頂きました。

G・S・E進藤昇君よりの便り

＜第1便＞

前略、台風の影響も受けず、無事サンフランシスコに到着いたしました。こちらに着いて
tt時差ボケ”も直り、楽しい日々を過しております。明日はシカゴに立ち、明後日ロータリ

ー本部へ訪問することになっております。こちらは毎日好天気が続いておりますが、風が

冷たく外はセーターを着ないでは寒くて歩けません。

＜第2便＞

昨日午後5：00頃（シカゴ時間）シカゴに着きました。ヒルトンホテルに泊り、今日、

ロpクリr本部へ表敬訪問し、ロークリr財団G・S・E課長さんを初め、Mr・NUKUTA民

ら、本部職員の皆様に温かい歓迎を受けました。ここでの記念写真はまもなく機関紙ttザ

ロー一夕リアゾ’に載ると思います。

■出席報告

前回出席率

修正出席数

確定出席率

寄寓）雲完諾票）霊這芸苧芸這芸警芸這慧誓芸這諾
93・画クブ∈君、横山君、山本君‾鶴岡西R・C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお煩いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

前
回
の
出
席



◎。強打
CLUB BULLETJN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

き　　く

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Senice・lbelie甘ein Roモary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第875号　　1976．9．28（火）（くもり）No．13

－本日のプ　ログラム－

1．点　　　鐘

2・ゲスト・ビジター紹介

3・会長報告

4・退会挨拶～今野成行君

5・幹事報告

6・委員会報告

叫　ボラソティア・グループ研究会と中・高校生英語弁論大会に出席して～

山本正青少年奉仕委員長

（b）交換学生（ダイアン）の近況について　　ホスト　石黒慶之助君

（e）出席報告～出席委員会



騨ゲスト・ビジター紹介

桜井瑞男君、林権之助君一鶴岡西R・C

園会長報告

①　去る22日に山王闇に於て新会員の方々の歓迎ファヤーミーテングが開催されました。三

井ロータリー情報委員長さんの司会で、5大部門の各委員長さんより各部門についての

熱心なる解説があり、親睦の中に実の多い会合であったと思います。

③　当クラブ会員の今野成行君が急に山形相互銀行本店に御栄転なされる事になりました。
誠に名残り惜しい事です。長い間各部門について御活躍を戴いた事は感謝に堪えない次

第で厚く御礼申し上げます。何卒今後益々御健康で御活躍されるよう御祈り申し上げま
す。

③　西海正一君　S．A．A所属

園退会挨拶　　今野成行君

只今御紹介いただきました通り、この10月1日付をもって本社融資部勤務を命ぜられ赴

任することになりました。
ご覧の通り、産業界は一層の厳しさを増す中で、全店45ケ店の融資先企業の相談に応じ

る立場となりますが、「転ばぬ前の杖」となる覚悟でそれぞれの企業の永続繁栄のためが
んばりますので、今後ともよろしく御助言下さいますようお願いいたします。

顧りみますと、45年4月より6年半に亘り当地にお世話になり、鶴岡ロータリークラブ
には5年間、先輩諸氏より御教導をいただきました。その間生涯に得がたい道縁を多くの

万々と結ばせていただき本当にしあわせな男です。厚く感謝申し上げます。

庄内には他所で見られない庄内の生きた教学がございます。その活学にふれる機会を得
ることが出来ましたのも誠に有難いことで、これからの人生の大きなささえとなることを

確信しております。

あなたの故郷はどこですか？と問われれば、自信と誇りをもって庄内鶴岡です。と答え
たい気持です。いや、そう偽って答えるでしょう。

私は木当に鶴岡が好きでした。皆さん本当にお世話になりました。山形にお越しの節は
是非お立寄り下さいますようお待ちしております。私も魚釣に時々まいります。

なお、後任の高橋耕二は天童出身で私の一年後輩の男です。私同様よろしくお願いいた
します。

菌幹事報告

例会変更案内
酒田R・C～場所変更～宮の滑カントリークラブ

会報到着案内
八戸R・C、八戸東R・C

駐車料金～例会、理事会の時に限り一率100円



｝委員会報告

＜第8回鶴岡市学生ttボランティアのつとい”に参加して＞

青少年奉仕委員会委員長　山本　　正君

日　　　時　　昭51・9．15（水）　9：30～16：00

場　　　所　　県立鶴岡北高等学校
主　　催　　第8回鶴岡市学生ボランティアの集い実行委員会

後　　援　鶴岡R・C、青い鳥の会、鶴岡地区BBS会、R．C出席者

阿部裏君、山本正君
プログラム

1・開会のあいさつ

2・各サークルの現状報告

3．活動の中から
4・映　　　画

5・分　科　会
6・昼食、休憩

7．レクリェーショこ／

8・全　体　会
9・講　　　評

10・次回事務局選定

‖・閉会のあいさつ

参　加　校

1・高専インターアクト

2．家政専門学校つくしクラブ

3・家政高若竹の会

4・西高インターアクトクラブ

5・工業インターアクトクラブ

6・鶴岡商業高校つくし会

7・北高松ポックリの会

19名（会員数）

5名（ク）

14名（ク）

18名（ク）

17名（ク）

13名（ク）

20名（ク）

感　　　想

どのクラブも施設の訪問、街の清掃などやっている。何かやって、あとで感謝される
のがうれしくて運動をつづける意欲がわいてくるといっている。ただ、こうして集まる

と大ぜいのボランティアがいるのにお互に顔を知らないとか、施設へ行っても、施設の

日課があって手出しする余地がなかったり、何か喜こぼれなかった事などもあるようで

施設側のニーズと訪問者の目的が一致しない事の多いような印象を受けた。
ボランティア活動をつづけようと一生懸命になっているがどうしたら一番よいのか迷

っているようである。部員も仲々集まらずこの点も悩みのようである。

同席された阿部先生のご意見も指導教官をロータリーが中に入って集まってもらい、

方向性を持たせたらよいのではないかということであった。
ロータリーも　■■っどい”の昼食の援助だけでなしにこの運動が消えてしまわないよう

お手伝いをする必要があると感じた。

く第28回田川地区中学・高校英話弁論大会に出席して＞

日　　時　　昭和51年9月18日（土）9：00～14：30

場　　所　　鶴岡青年センター

当クラブは後援団体の一つとして例年優勝者にトロフィーと賞状を贈ることになって



いる。今回も鈴木会長と山本が出席した。
この大会には中学校の部で25名、高等学校の部で4名計29名が参加し熱弁を振い、午

後1時半過ぎに全員のスピーチが終了し、その後審査の結果
中学の部の1位はttWhy do we study English’’の題名でスピMチをした鶴三中小池

ヒロタダ君に

高校の部の1位はttMy EnglishIearning”の題名でスピーチをした工業の木村秀雄

君に決定し、それぞれに鈴木会長からトロフィーをお渡しして乗ました。

＜Diane Meta Schultzをお預りLて＞　　ホストファミリー　石黒慶之幼君

去る8月21日、Diane嘆をお引き受けしてから早くも1ケ月有余になります。彼女は高

橋国際奉仕委員長、嶺岸青少年交換委員長を初めとするわがクラブの皆様の暖かいご支援
により、当地の生活にも大部馴れてまいり、毎日元気で鶴岡工業高校に通学しておりま

す。
niane嬢は初め日本の生活に戸惑い、精神的にも不安と緊張が続いたようですが、鶴工

高の阿部清三先生やうちの若夫婦との接触により、自分の立場を理解するようになり、最

近は大変落ついてまいりました。

さて、彼女の近況をご報告いたしますが、私なりに観察した彼女の特徴を交えてお話し

申し上げます。
（］）彼女は立派な大人であります。今まで受けた3～4人の交換学生の中で最もしっ

かりした信念の持主のように思えます。ホームシックやノイローゼなどの心配は

要らないようです。心身共に健在です。

（2）彼女は日本への関心が強く、日本の生活に積極的に溶け込もうと努力していま
す。来日する前から日本の風習や歴史、文学、芸術などを或る程度勉強し、箸の
使い方までおぼえて、アメリカから箸を持参したぐらいであります。

また、宗教についても在日中はホストファミリーの宗教に従うという考え方で

あります。私の家は旧い家屋なのでお風呂もトイレも洋式になっていませんが、

彼女はこれを嫌わず使ってくれます。食事のことは別に申し上げますが、好んで
日本食に馴れようと努力して居りIt洋食よりも日本料理の方が美味しい”とお世

辞を云って居ります。

（3）日本語はまだまだ難解のようです。彼女の日本語は「おはようございます」「こ

んにちは」位の挨拶ですが、単語は大部おぼえてまいりました。私の英語は仲々

通じません。
Barbara嬢の場合は、初めの3ケ月三井先生のお宅で訓練を受けてからお受け

したので、私の英語も通ずるようになりましたが、今回全然駄目です。しかし彼

女は高校時代250名中常に1～2番の成績をあげて来た秀才ですから日本語も早

く覚えることでしょう。

彼女の現下最大の願望は「早く日本語（ttごちそうませ’ltぉはようございます”
tt行ってまいります”ttぉいしい”etc）をおぼえ日本の生活に馴れること」のよう

であります。

桓）食事には一寸戸惑っております。彼女は先ず少食であること、菜食主義（？）で

あることです。私の経験からすれば米国人は肉食を好み、バターくさい食べ物、
パン、牛乳などが常食と考えておるわけですが、予想を完全に裏切られました。

ビーフステーキを出しても、すき焼き、豚カツ、シチュー、ハンバーグなどにし

ても殆ど箸をつけません。フォークやスプーン、ナイフは不要で、箸だけを使い

ます。

最初の3週間位は、朝は紅茶一杯（砂糖無し）か水を飲むだけ。お昼は学校で



パンや牛乳を飲まずに、朝家内が用意する生人参1本と果実1個位を食べるだ

け。ジュースやコーラ、サイダーなども飲まず、水だけを飲みます。夕飯は私の

家族全員で会食しますが肉料理は食べず、スープ、生野菜と小量の御飯と味噌汁
1杯位。菓子も好まず果実は小量食べます。コーヒー、アルコール類は絶対飲み

ません。しかし日本料理は好奇心をそそるのか小量ではあるが食べてくれまし

た。これではカロリーがどうなるのか、病気にならないだろうかと心配しまし

た。最近になって判ったのですが、彼女は4年位前から家族そろって菜食主義者

になっており、アメリカでも肉類は余り食べなかったこと、更に日本を理解する

には日本食に馴染むことであると決意していることであります。そのためか、最

近になってから和食の方は好んで食べるようです。そしてその量もだんだん多く

なりtt日本料理は好きだ”と云って魚類、えび、かになどを食べてくれます。大切

な交換学生をお預りしても、これを栄養失調にさせては申訳けないと心配しまし

たが、蛋白質を摂ってくれるようになり、やっと安心している次第であります。

（5）日本に来てからの友達について。まだ仲のよい友達は出来ていません。彼女は大

人のせいか或は言葉が通じないのか学校内の友交関係は不十分であります。しか
し学校では阿部清三先生がよくお世話して下さるので、そのうち沢山の友達が出

来ると思います。

（6）今までの学校外の活動
08／29（目）酒田、本間美術館、並に日本庭園の見学。

抹茶を喜んで飲む、活魚料理を味合う。
。9／1（水）～9／6（月）鶴岡工高修学旅行に参加、京都、大阪方面見学。

高橋校長先生が特に気をつかってご馳走された様子。

最も楽しかったのは宝塚歌劇だった由、スライド写真沢山撮影して
いる。ホスト77ミリー各員にお土産頂く。

09／8（火）三井徹君よりの招待宴に参加。

奥様の手をこめた美味しい洋食でしたが、野菜はかり食べ肉類は余
り食べなかった。しかし彼女は非常に楽しかったと言う。

。9／12（日）インターアクト生徒の歓迎会に出席。

。9／15（水）敬老の日、82才の母と共に家族全員で温海温泉に行き温泉に入り、

日本料理を食べる。大浴場にも抵抗なく入り、刺身、かまぼこ、焼

魚、鍋物、豆腐、こんにゃく、もんぞくまで名前をメモしながら、

殆ど全部署をつける。この頃から食事も進むようになる。
。9／19（日）若夫婦、羽黒山、高館山、湯野浜などヘドライブに誘う。

09／23（水）秋分の日、彼女の希望により寺廻り、お墓詣りにつれて行く。彼女

はローマカトリックであるが日本の仏教にも興味あり、珠数をかけ

賽銭をあげて拝むことをまねる。
09／24（金）県英話弁論大会に参加のため阿部清三先生の串で木村日出夫君外1

名と共に東根に出張、一泊する。大会では木村君が鶴工高始って以

来のよい成績で3位に入賞する。
。9／26（日）カウンセラー高橋良士国際奉仕委員長につれられ余目町鯉川さん宅

に招かれる。

そのほかの日課として毎週月曜日夜は阿部清三先生の英会話教室、土曜日は午

後伊藤久美さんと共に家内の指導でお茶の擦習、夜は孫達と共に教会の英語劇の
練習に出かけます。また炊事の手伝いの後任末など進んで協力してくれます。
10月半ばから嶺岸君の奥様のところに生花の稽古に通う予定であります。

（7）今後の予定として、本日は山形大学留学生ウイリアム・ケリー夫妻を招き家でバ
ーチーの予定。10月15日（金）には余目R・C例会に私と共に招待を受けていま

す。



以上、交換学生Diane Schlutzの近況を申し上げましたが、交換学生を受け入れるため

には、クラブの物心両面の負担が多く、これにたずさある役員各位は大変ご苦労をおかけ

致します。然しながら、それ以上に良い事も沢山あると思います。クラブ自身の国際理解
と国際親善にプラスとなるばかりでなく、地域社会にも貢献するところ多いようです。特
に大きな利得はホスト・ファミリーに与えられます。交換学生をお受けすることにより、

兄も知らぬ外国人に愛情をおぼえ、その国への関心が深くなり、異人種への偏見が是正さ
れ世界が広くなり、人類はすべて仲良く好意を持ちたい気持になります。交換学生は言葉
が通じなくとも互に信顔出来るようになり、家族の1員として団欒出来ます。これは奉仕

活動に対する褒美であり、ロータリアンの特権であると感謝しております。

今まで当クラブではアイリン・エヤハート（S．41～42）、鶴岡西R・Cのリーナ・マリ
ー・レイン（S・42～43）、バーバラ・クレマー（S・49～50）と今回のダイアソ・シュル

ツ（S・51～52）の4名の交換学生を受け入れていますが、いづれも特定の会員だけがホ

スト・ファミリーになっています。個人のロー－クリアンとして国際奉仕活動に直接参加出

来る絶好のチャンスとなりますので、今後は新しいホスト・ファミリーの希望者が沢山現

われるようご期待申し上げます。

＜駐車場使用についてお願い＞

商工会議所の御好意により駐車場使用について次の様になりましたので御承知の上御利用
下さい。

1・駐車料金は例会、理事会の場合に限り1律100円となります。

2．駐車される時は「鶴岡ロータリークラブ」のゴム印を受付で頂いて下さい。

3・但しゴム印のないものについては普通料金となります。

＜スマイル＞

鈴木薬局店舗新築落成によりスマイルを頂きました。

＜出席報告＞

五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、板垣（俊）君、海東君、玉城

君、上林君、風間君、三井（徹）君、中野（清）君、斎藤（栄）

君、佐藤（昇）君、笹原君、菅君、佐藤（宇）君、清水君

前回出席率巳73．97％メア■石黒君一東京西北R．C　五十嵐（伊）君一佐賀西R・C

－．＿塑丹芸霊芸二墓誌も田君、中野（清）君、佐藤（友）君、新穂

－　－－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　－

修正出席数．

確定出席率．9178％クプ君、板垣（広）君、横山君、手塚君、中村君一鶴岡西R・C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお買いしているように、スピーチ等の場合、原稿叉は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん．〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、崇告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は軒葦の謁慕上なるべく白黒でお願いします。

前
回
の
出
席
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挨　拶：三井　健　ロータリー情報委員長

兼ねてからこの計画の必要性を考えておりましたが、今日迄クラブの内外の大きい事業

活動に時間を取られ、漸く実現出来た次第です。本日は特に親睦活動委員会と共催して新

しく会員となられた諸君の歓迎懇親を兼ねて情報の研究をしたいと考えています故五つの

奉仕委員会委員長の説明の後自由に質疑応答の形で進めていただきたい。

挨　拶；鈴木弥一郎　会長

マンチェスターR・Ⅰ会長の奉仕のメッセージを踏え、私の年度初め就任挨拶で申し上

げだtロータリーの原点に戻って友情の輪を拡げ、親睦を深めたい”と云う方針を考慮され

て十分に意義のあるファイヤーサイド・ミーティングで終始されることを希望する。

解　説：（要約）上野三郎クラフ奉仕委員長

クラブ奉仕委員会に属するり特定委員会の任務と活動の仕方について詳細に指摘され、

就中S・A・Aは委員長が役員になって居る程重要なポストである故、例会に限らずクラブ

が行う各種の会合に出席委員会と協力して、格段の工夫研究をされる様お願いする。更に

クラブ奉仕は所謂クラブ内部の総務的な奉仕活動をするものかと考えるが会員相互間の友

情親睦を増進させ、それから外部の奉仕活動に発展するものであって、決して青少年に対

する奉仕活動とか、その他の奉仕活動を優先させる為にクラブ奉仕活動がなされるもので

はないと云う認識をして頂きたい。

解　説：三井賢二　社会奉仕委員長

固定的なルールについて説明申し上げるよりも私が、過去会長時代文は各地区協議会及

びインター・ロー一クーの地区大会から得た情報、経験から次の事を申し上げたい。

①　社会奉仕活動は予算がなければ無理してやるものではない。しかし計画した事はその

年度内に必らず実行するべきである。

②クラブが過去に於いて実行した諸々の奉仕活動が、その時に金を出して実施した後、



その追跡を怠っているのではないか。

例えば交通安全指導率、噴水の寄付をした後、それが活用されず、又一部休眠して

いる実態を調査すべきではないか。或るクラブで社会奉仕の為に市に巨額の資金を寄

付したところ、2、3年経っても活用されず市の金庫に眠っていたと云う例を考える

時、我々は社会が我々に何の奉仕を求めているかを研究すべきであり、安易な方法は

取るべきではない。

③　禿山に多くの植樹をした為めに今では山一面が緑に包まれていると云う実例は誰が見

ても素暗しいものであり、奉仕に継続的な価値があったと云えよう0

④　総括して言えば、本年度の当クラブの予算は大きな外部事業のために苦しい状態にあ

る為社会奉仕活動のあり方は、新規の支出を要するものをさけて過去の奉仕の実態を

追跡調査し次年度に役立たせたい。

解　説；小松広穂　職業奉仕委員長

職業奉仕委員会とは

職業奉仕は会員がロータリークラブにおいて、一つの職業分類をもっている事から生ず

る当然の義務でありまして、又これが他の奉仕団体と大きく異る特色であり、個々のロー

タリアンにとってほ日常行なわなければならない事であります。そして自分の仕事に職業

奉仕を適用する事をおしえる事であり、それを奨励する事が、職業奉仕委員会の活動であ

ります。

従って特に綱領第二項の「実業及び専門職業の道徳的水準を高める事…………」

「奉仕こそわがつとめ」を熟読、或は先輩の編纂になるロークリアソの職業奉仕事例集等

を参考に自分の職業行動の起点に際しての規準にせらるる様御奨めします○

解　説：高橋良士　国際奉仕委員長

特定4委員会の概要について説明されたが

①　財団についてはその活動に

大学院課程　大学課程

専門的訓練　教　　師
の4奨学金制約があり、之を教育補助金と云う。

尚此の外にG．S・Eの補助金がある。

＼、、J／



但しロータリアンの子弟及一定範囲内の親展は資格がない。

②　国際青少年交換～今年はアメリカ、オーストラリヤに限らず、東南アジア、フイリヅ

ピソ、ヨーPヅバ等広域に亘り交換され、その数も年々増加している（ロータリアソ

の子弟も資格がある）

③　世界社会～なかなかむづかしい仕事で之は国家間の援助活動とも云うべきものです

が、飽く迄も相手国のある地域に対する援助活動をその地域のロータリークラブが掟

唱する事に依り、他の国のロータリークラブが共鳴して援助に協力するもので、当然

R・Ⅰに登録されている援助項目に関連がある。

飢饉救済、防疫、食糧生産その他がこの対象となる。

④　国際親睦活動～海外のSisteトClubとの間に親善理解を深める為め各種の交流を増進

させるものでクラブ対クラブのものとR．Ⅰの掟唱に基く地区対地区のものがある。

解　説：山本　正　青少年奉仕委員長

①　青少年奉仕ではボーイスカウト・ガブスカウトの活動に激励援助を与え、又ボランテ

ィアグループ、そして中、高校生徒の英語弁論大会援助、盲学校若葉会、尚亦ユネス

コに対し青少年の未来に光明を与え、それらを立派な社会の一員として育成すること

に協力する。

⑧　イソクーアクト、ローターアクトの定義と目的及びそのクラブ数等詳細な説明があ

り、就中両地区大会を通して彼等が如何によく強勉し、如何によく活動し、如何に相

互を理解しておられたかに強い関心を持たれた事を強調された。

楽しい例会への提案

ロータリー情報委員　石　黒　慶之助

本日のミーテングは、各委員長の蕗蓄ある解説により例会では聴取出来ないロー一夕リー

の勉強になったと思います。しかし新会員には精々難解な高度なお話ではなかったでしェ

うか。



）　　、

私の考えでは、ロータリーの第一歩は先ず例会に必ず出席することと考えます。

新会員は例会に出席することにより会員と仲よくなり、諸種な会合例えは今日の会合、各

委員会のミーテソグ、インターシティーフォラム、地区大会或いは地区協議会などに進ん

で出席することにより、ロータリーを知ることが出来ます。他のクラブの例会にメークア

ップすることも勉強になります。更にロータリーでは毎年指名受ける役職の交代により各

部門を深く勉強させられるように出来ています。入会当時、ロータリーは判らないのが当

然であり、何もあせることはありません。

ロータリーは宗教にあらざる宗教であるとか、或は実践哲学とか謂われ、70年の歴史に

よって築き上げた真に深遠な奉仕の理想を目標とした団体でありまして、私は一生かかっ

てもロータリーを判らずしまいに終るのではないかと心配しています。しかしロータリー

の魅力により常に前進したい、目標に接近したいと努力を続けておると信じ、気長がにゆ

っくり、手を取り合い肩を並べて例会に欠さず出席することがロータリアンとなる近道で

あると思います。

そこで創立18年目になるわがクラブの例会をもっと楽しくする方法はないでしょうか。

と皆さんと共に考えてみたいのです。新しい会員が喜んで出席出来るような楽しい例会に

するにはどうしたらよいか。

私は上京のため例会欠席となりましたので9月20日（月）東京西北R・Cにメークを致し

ました。その情況を報告申し上げ例会改善の参考資料にして頂きたいと思います。東京西

北R．Cは、鶴岡R．Cよりも1年先に出来たクラブでありますが、会員数136名、財団寄

付率は1800％、出席率は62％～75％で修正しても90％前後で決して良い方ではありませ

ん。会場は京王プラザホテル42Fホール、登録料は2，400円で、当日の食事は幕の内弁当

であり本R．Cの食事より良いところは無いようでした。都会のクラブであり洗錬された

明るさがあり、ビジターに対しても相当気をつかっています。

テーブルは10人1組位の円卓で、10数個並んでおり、食卓毎にチーフルマスターが居り

ます。ビジターは何処の円卓に座ってもよいとのことでした。各テーブルにはそのテーブ

ル専用のビジターメモがあり、これに氏名、職業、クラブ名などを記入するようになって

いました。テーブルマスターは点鐘の前にこのメモにもとづきビジターを仲間にジョーク

を交えて紹介します。例えばtこの方はただ今問題になっている歯科医で鶴岡R・C会員の

石黒慶之助君です。しかし石黒君は仁医です’’。などと発表します。円卓は笑いにつつま

れビジターも緊張がほぐれるわけです。そしてビジターにも会話のチャンスを与えること

になります。点鐘後直に食事を行い、10分後位から食事中にビジター紹介、幹事報告、各

委員会の会務報告等20分間で終え、スピーチの時間を30分間充分にとるようになります。



会務報告の一部は会報を活用して・例会の発表は簡明になるよう考えているようでした。

当日のスピーチは・住友生命専務、千代賢治氏（会員）の「平均寿命の歴史」という演

題で、30分間ゆっくりお話されました0その内容は、「現在わが国の平均寿命は男が72

才・女が77才になって長寿国の仲間に入っている0先進国で平均寿命が70才以上に達して

いる国は7ヶ国しかない0縄文時代には平均寿命は17才前後と推定され、江戸時代になっ

ても23才位だったようである○わが国の平均寿命が高くなって来たのは最近100年間位の

短期間であり、今後は幾才まで延びるか推定出来ないが、まだまだ長寿となりましょう。

私共は長寿を念じtt心にゆとりある生活”を考えましょう。」というスピーチでありまし

た。

東京西北R・Cは私共のクラブと創立年月や出席率、財団寄付率などが似かよっており

ますが・何か洗錬され、あかぬけのした楽しい例会を持っているように感じました。例会

を楽しくする方法は全会員で考えねばならない重要課題であり、改善方法も沢山あると思

います。



r二1＝A
CLUB BULLET．N

創立S34．6．9　承認534．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

月　　見

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

会　長　　鈴　木　弥　一　郎

幹　事　　中　　　江　　　　亮

S即Vice・lb蛸evein Rota叩・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第876号　　1976．10．5（火）（はれ）No．14
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1・点　　　鐘

2・君ガ代斉唱、ロータリーソング（奉仕の理想）

3・ゲスト・ビジター紹介

4・酵小花盛雄君の御冥福を祈る黙躊

5・会員及び奥様誕生祝品贈呈～

6・表彰～出席10年間100％～阿部裏君

7・ポールハリス準フェロー表彰

小池繁治君、三井賢二君、上野三郎君、佐藤友吉君

8・幹事報告

9．委員会報告

青年会議所10周年記念式に出席して～上野三郎副会長
ボーイスカウトについて～安藤足助君

スマイル～親睦活動委員会

出席報告～山口篤之助出席委員長



溺ゲスト・ビジター紹介

原田行雄君、上野十九治君、菅原隼雄君、中沢秀雄君一鶴岡西R．C

監会員及び奥様誕生

＜会員誕生＞

石井敬三君、石川寿男君、五十嵐三郎君、佐藤正郎君、富樫良書君、山口篤之助君

く奥様誕生＞

石井博子さん、三浦明子さ、佐藤登久子（昇）さん、鈴木須実子（弥一郎）さん、

玉城常磐さん、内山キミさん、斎藤伸子（待四郎）さん

隆年間皆出席

＜10年間皆出席＞

阿部　裏君

＜9月100％出席＞　60名

皆川君、阿部（公）君、阿部（惑）君、安藤君、張君、早坂（源）君、半田君、飯自君、石井君

石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、市川君、板垣（俊）君、海東署、玉城君、風間君

黒谷君、小池君、今野君、小松君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、三

浦君、森田君、角田君、中江君、中野（垂）君．中野（清）君、小野寺君、石川君、佐藤

（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、鷲田君、笹原君、新穂君、板垣（広）君

鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高橋（正）君、高橋（良）君、横山君、谷口君、津田君、手塚君

富樫君、上野君、内山君、山本君、吉野君、山口君、中村君、迎田君、菅原（辰）君、丹

下君、諸橋君

閣会長報告

（】）去る10月1日～2日に亘って北海道札幌市を会場に、本年度5地区連合の年次大会が

盛大に開催されました。当クラブよりほ早坂バストガバナー夫妻、斎藤栄作君夫妻、石

黒君夫妻、三井君夫妻、中江幹事の9名が出席下さいました。遠方の所誠に御苦労様で

した。厚く御礼申し上げます。後程御報告を御願い致します。

（2）去る2日の日に、当クラブ会員小花盛雄君の葬儀が山王町林泉寺に於てしめやかに取

り行われました。多数の会員の御会葬有難度う御座いました。当クラブよりほ会長の弔

辞、5万円の御香真及び生花を御送り致しました。又安藤君、佐藤順治君、市川君、内

山君には万端の御手伝い誠に有難度う御座いました。重ねて小花君の御冥福を御祈り申

し上げます。



（3）　去る3日、鶴岡青年会議所の10周年記念式典及び記念行事が鶴岡市文化会館にて盛

大に取り行われました。当クラブも御招待を頂き上野副会長が出席されました。後程報

告を御願い致します。

（4）上林さんの療養について。

（5）来週の12日、クラブ協議会を行う予定です。後日御案内申し上げます。

（6）来週は青少年活動週間の記念行事があります。

（7）五十嵐伊一郎会員より佐賀のバーナーを御持ち戴きました。

（8）クラブ会員の張君がこの度亡き奥様の御遺徳をしのび御家族3人でポールハリスフェ

ローの申込みをされました。この金祈90万円は早速財団に対し寄附手続きをとります。

田幹事報告

囚　会報到着案内　酒田R．C、山辺R．C

㈱　認証状伝達式案内

～No．359地区藤沢東R．C

11月20日（土）～藤沢市民会館～登録料　会員～10，000円　家族～8，000円

炬）ロータリーダイアリー註文案内～＠1，000円

（功　米山記念奨学生募集要綱到着～追って国際委員長より詳細発表致します。

但）会員掟せん公表

阿部広告君、高橋耕二君　　異議ある方は10日以内に幹事迄

■小花君の逝去を悼む　　鈴木会長

当鶴岡ロー－タリークラブ初代会長であり、当クラブの創立者であられる今は亡き小花盛

雄君について、私に追憶を述べるようにとの事ですので、思い出を申し上げる事に致しま

す。

小花君は1日鶴岡中学校の出身で第37期生、不肖私も合期生で御座います。中学校時代よ

り秀才の方で御座いまして、各学年を通じて級長をつとめて居りました。学校時代より非

常に努力家であり、常にクラスのリーダーシップをとっておられたように思います。従っ

て4年生より山形高等学校にパスされた偉材でありました。

その後東北大学医学部卒業後、東北大学医学部熊谷内科勤務、更に鶴岡市の現在地に開

業されてからほ、休日診療所運営委員、鶴岡医師会理事、市議会議員には3期当選、現在

厚生委員長、内川をきれいにする会々長、鶴岡ロータリークラブ初代会長等々を勤め又茶

道・知歌の趣味をもって居られました。

以上申し上げましたように御自分の職業奉仕の外に地域社会の為に、又趣味を活かされ

た極めて巾の広い御宿曜は私達の等しく敬意を表する次第であります。

中でもロータリーについての尽力は御生涯を通じて最も大きい功績の一つであると思い



ます。昭和34年6月9日に21名の会員を以て、今年2月に他界されました安斎先生の特別

代表司会の下に初代会長として鶴岡R・Cの発足を見たので御座いますが、これ迄に至る

先生の創立当時の御苦心は察するに余りあるものがあります。

従いまして同年6月27日には国際ロータリーに加盟が承認され、同年10月24日には晴れ

の認証状伝達式典を挙げる事が出来、真崎ガバナーより認証状を拝受した感激は終生忘れ

得ぬ感激であったようで御座います。

又初代会長の時、国際ロータリー年次大会（マイアミ）出席の途次、欧米8カ国11R・C

の例会に出席されこわにより海外事情が度々紹介され、海外との親睦も深められました○

又松木前鶴岡市長の委嘱により、米国ニュージャージー洲のニューブランズウィク市を

訪問しての姉妹都市締結の実現、そして同市R・Cと姉妹クラブの盟約を契機として同市

との人的物的の盛んな交流がありました。従いまして創立早々のクラブとしてほかなり活

発な国際奉仕活動が行われたのでありました。これ等の事が逐一新聞・ラジオ等を通じて

地域社会の人々に報道されましたので漸次ロータリーについての認識を深める大きい役割

りを果たされました。又創立第2年目も推されて会長を歴任なさって居ります。

次に鶴岡西クラブの誕生ですが、当クラブがスポンサークラブとなり、小花君が特別代

表として遂にその責任を果たされました。今年の5月鶴岡西クラブの創立10周年記念式典

が善宝寺にて盛大に行われましたが、その時のお喜びの御挨拶は未だに目に写って居りま

す。

ありし日の小花君の面影は走馬燈の如く浮んで参り、常にあの温容な御性格の中に烈々

とした闘志と指導力に対して深く敬意を蓑する所であり、ロータリー精神に徹した立派な

ロータリーアンであったと思います。彼の御逝去はクラブとして非常に惜しまれてなりま

せん。ここに小花君の御冥福を心より御祈り致します。

新会員の推薦に関する氏名発表

阿部広ま君　　　　㈱阿部多商事社長　　　　　　　健築材料配布

高橋耕二君　　　　㈱山形相互銀行鶴岡支店長　　　短期金融

鹿児島西R・C表敬訪問ツアーのこ案内

鶴岡ロークリトクラブ

鹿児島西R・C訪問実行委員長

斎　　　藤　　　栄　　　作

親睦活動委員長

森　　　田　　　清　　　治

去る9月7日、例会時に発表致しました鹿児島西R・C親善と友愛の訪問を下記により

実施致しますので、多数参加賜りたくご案内申しあげます。



記

◎第1日　鶴岡発21：35（特急日本海1号）

◎第2日　大阪着　7：49－大阪空港発10：40（全日空473便）

鹿児島11：45（国際ホテル　鶴鳴館）

◎第3日　鹿児島　8：15（急行錦江1号）－宮崎10；51（ホテル　神田川）

◎第4日　宮　崎川：00（全日空604便1－東京11：35－

上　野15：08（特急いなほ2号）－鶴岡20：43

経費概算　62，300円

訪問日時　2月中旬か6月上旬に実施予定です。

〆　　切　51年10月30日

覇委員会報告

＜鶴岡青年会議所創立10周年式典に参列して＞　　　上野三郎君

去る10月3日（日）文化会館で行われた記念式典にクラブも招待を受け、会長代理で私が

出席して参りましたので、その様子を御報告致します。

大変厳粛な中にも和かで力強く、又郷土色を折込んだスマート演出で進行し、10時30分

より正午までの1時間半に亘る式典でした。最初に暗くした会場の中でスポットライトに

浮き出された三つの庄内太鼓の腹に響く様な音が鳴り終ると、鰐帳が上って式典が始まり

ました。

ステージ中央の演台に向って右側には、白井市長、風間商工会議所副会頭、加藤、阿部

両代議士、県議と日本J・C役員、左側には10人の歴代理事が並び佐藤正充副理事長の落

付いて力強い開会宣言があり、その後国家斉唱、J・Cソング、J・C宣言並びに綱領の唱

和の後、壇上及び客席の釆寅を1人1人スポットライトを当てて紹介されました。J・C

は栃木、青森、岩手などで県内からは11のJ・Cが参加しました。

理事長三浦順一氏の挨拶に続き白井市長、風間副会頭、加藤代議士、日本J・C役員の

祝辞は何れも格調の高いものでした。それが終了すると2人の山伏が後部より雄壮なホラ

貝を吹き鳴らし、J．Cの発展と参加者の健康と安全を祈願してくれました。

次に歴代理事長にスポットを当てながら女性ナレーターのユーモアを交えてのtt鶴岡J

．Cの10年のあゆみ”についての説明があり、之は10年間の活動が大変良く理解され有意義

なものでした。

その後記念事業の発表や、スポンサーJ・C（山形）に対する感謝状、記念品の贈呈が

あり　tt若いわれら”の斉唱があり閉会しました。

午後は、記念講演が13：00～14：30まで、慶大教授加藤寛氏により行われました。演題は

「今後の日本経済と政局」でなかなか興味深いものでした。その要旨は

（1）現在の日本経済の実態は上昇する様な要素をもっていない。

（2）回復感があるのは、輸出が現在好調のためでカンフル注射で一時しのぎをしている

様なものであり、輸出が低調になった時には経済は心配である。

（3）外貨の蓄積が増大すると円高となり、輸出が減ることになる。

匝）51年12月のオペヅク総会で原油価格が柑％程度アップされることだろうが、日本に

は90日程度の備蓄があり、実際には52年3月頃となるだろう。

（5）51・11・3にはアメリカ大統領の選挙があるが、現在アメリカは物価上昇の基調にあ



り、フォードが大統領になった時は4月頃よりカーターの場合には秋頃に景気引締め

政策に変るものと考える。

（6）此の様な状態であるので来春遅くとも秋までに日本経済を健全に回復しておく必要

がある。

（7）現在の様なだらしのない政治状態では大変な事態に直面する。

15：00より記念パーティーがありました。

＜第8回カブラリー開催について＞　安藤足助君

来る10日（日）11日（月）の連休に羽黒山頂に於てボーイスカウト第8回カブラリーを実施

します。全県14団17隊が参加500名の予定です。

14：00よりIt修験道入山”の行事が山門を始点に行われます。17：00より開会式が行われま

す。11日11：00より閉会式が行われますので見学傍々お出掛け下さい。

くスマイル＞　　　佐藤正郎君

先日開店した鶴岡信用金庫三原町支店の工事を施工された佐藤友吉君よりスマイルを頂
きました。

＜視　結婚記念日＞　会員一同

1　早坂徳治夫妻
2　飯　自祐倍夫妻
3　石川寿男夫妻
4　五十嵐伊市郎夫妻

5　小池繁治夫妻
6　三井賢二夫妻
7　斎藤栄作夫妻

（第46回）

（第33回）

（第27回）

（第37回）

（第19回）

（第28回）

（第41回）

今後も御健康で末永い御幸せをお祈り申し上げます。

＜出席報告＞

会　員　数

出　席　数

出　席　率

（第30回）

（第33回）

（第17回）

（第33回）

（第37回）

（第19回）

（第15回）

皆川君、阿部（公）君、阿部（裏）君、早坂（源）君、富樫君、
石黒君、五十嵐（三）君、玉城君、上林君、津田君、山本君
風間君、黒谷君、石倉君、小池君、三井（徹）君、薮田君、
三井（賢）君、森田君、角田君、斎藤（栄）君、佐藤（忠）君、

62・50％【老　佐藤（順）君、鷲田君・佐藤（宇）君、菅君、清水君

前回出席率

修正出席数

確定出席率

79・45％メア】斎藤（栄）君、三井（徹）君一札幌R・C

68名Ⅰツ
笹原君一仙台R．C　風間君一山形R．C
五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、板垣（俊）君、海東君、

93．15％クプ君、中野（清）君一鶴岡西R・C

玉城≡
l

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお頭いしているように、スピーチ等の場合、原稿叉は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん．く／委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。
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舅報儲
D巨STRICT　253

CLUB BULLETfN
創立534・6・9　承認S34．6．27

顔関口一々リ鵬
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

月　　見

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P．M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235幽5775

Se川ice・lbeEieve蓋閃R摘町

奉仕・ロータリーを私は信華する。

第877号　　1976．10．12（火）（くもり）No．14

【　本日のプログラム－

1・点　　　鐘

2・ロータリーソング（それでこそロータリー）

3・ゲスト・ビジター紹介

4・会員、奥様の誕生祝（先回欠席分）
5・10年聞出盾100％表彰～阿部裏君

6・ポールハリス準フェロー表彰～小池繁治君、三井賢治君

7．会長報告
8・幹事報告
9・委員会報告

0青少年奉仕委員長～山本正君

Ⅰ・Cの羽黒山清掃奉仕行事の説明及び青少年活動週間のゲスト・スピーカー紹介
0鹿児島酉R・C会員柴山君の礼状～三井徹君
0親睦活動委員会　菅原辰吉君のスマイル
0ユネスコのことについて～阿部嚢君

0出席報告

10　ゲストスピーチ

0鶴岡高専校インターアクトクラブ活動について～同顧問教師～篠崎孝一先生

0鶴岡工業高校インターアクトクラブ活動について～同顧問教師～阿部清三先生

郎
亮

▲弥

江

木鎗
小

長
事

会
幹



園ゲストビジター紹介

菅原鉄三郎君一温海R．C

半田茂弥君、斎藤福太郎召、小林忠康君、松田善三郎君一鶴岡西R・C

同会長報告

①　先般御案内申し上げました通り本日午後4時より山王関に於て第3回クラブ協議会を

開催致します。

これまでのクラブ活動の反省並びにこの後の活動計画の検討について考えて見たいと

思います。委員長は是非御出席御願い申し上げます。委員長欠席の場合は代理出席を

御願い致します。尚、会員の方々もなるだけ沢山の方々御出席を御願い致します。

③　G・S・E派遣による渡米中の当クラブ、ローターアクト会員の進藤昇君より元気に研

修を進めていると云う通信が参って居ります。

先程到着した絵はがきを回覧致します。

③　9月24日いわき平ロータリークラブ主催青少年問題懇談会が行われたがその内容が地

方紙に掲載され、そのコピーを三井君が関係委員会に渡されるそうですのでよろしく

御利用下さい。

圏幹事報告

例会変更案内

酒田東R・C～10月21日を10月24日　P・M12：30～蔵王温泉（ホテル樹林）

山形西R・C～10月25日を10月24日　P・M12：30～蔵王温泉（ホテル樹林）

山形北R・C～10月2日］を10月24日　A．M11：00ホテルオーヌ7

10月28日は　　　　P．M5：30産ビル6F

会報到着案内

東京R・C　能代南R．C

国委員会報告

く青少年奉仕委員長＞　　　山　本正　君

㊥鶴岡高専インターアクトクラブが羽黒山の清掃奉仕及び親睦会を行います。

日　時：10月17日（日）10：30集合

鶴岡高専、西高、鶴工インターアクトクラブその他ボランティアグループ、

ロータリアン多数の参加を願います。

＠10月15日を含む1週間は青少年活動週間で

本日は高専と鶴工高のインターアクトの現状と問題点について両校の顧問教師よりスピ

ーチをお願いしてあります。



＜鹿児島西R・C会員柴山君よりの礼状（要旨）＞　　三井徹君

昨日、川村社長を通して心のこもった御見舞いが届きました。

家内共々心より感謝しております。

いつも変らぬ鶴岡クラブの皆々様の御厚情深く脳裏にきざまれます。皆々様の友愛はなに

よりの力です。

誠に有難う御座居ました。御礼の詞もありません。

クラブの方々に御礼を申し上げて下さい。

御地の20周年には私共も御喜びに参上すべく計画しています。

昭和51年9月28日
〒892　鹿児島市山下町9－31

柴　　山　　一　　雄

僧・一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一一

このたびは貴クラブの会員御一同様より当クラブ会員柴山氏への火災見舞の見舞金をご

恵送賜わり深謝申し上げます。

早速同氏の希望を聴き、当社の商品券をお届けいたしました。ここにお届け済ご通知

（ハガキ）と商品券購入の領収書を同封いたしますのでご査収くださるようお願い申し上

げます。

昭和51年9月28日
株式会社　山　　形　　屋

取締役社長　川　村　　　洋

（鹿児島西ロータリークラブ元会長）

＜親睦委員会＞

菅原辰吉君のお嬢さんが目出度く結婚にゴールインされスマイルを頂きました。

＜ユネスコについて＞　　　阿　部　豪　君

本日はユネスコの会費の件で皆様に御協力頂き大変有難く御礼申し上げます。

ユネスコ子供学校では最近淡水、海水のプランクトンを比較して見ております。

海のプランクトンは今週の土曜日子供達に見せる様に予定しています。

この会費は有効に使わせて頂く様種々計画しています。皆様の御厚情につき心より御礼申

し上げます。

＜出席報告＞

皆川君、阿部（公）君、飯白君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）
君、玉城君、上林君、嶺岸君、森田君、中野（清）君、佐藤

（正）君、鷲田君、新穂君、横山君、佐藤（宇）君、菅君、高

橋（艮）君、清水君、津田君、薮田君、諸橋君



匠ゲストスピーチ

く鶴岡高専インターアクトクラブ＞　　　　　　　指導教官　篠　崎　孝　一　君

鶴岡高専インターアクトクラブは昭和43年11月12日初代校長林茂助先生を中心として、

多くの方々の御協力を得て創立された。以来第2、第4水曜日夜、寮内で例会を開いて来

たが、今は図書館ゼミナール室で日中例会やミーティングを行なっている。

主な活動は他校のⅠ・Cと協力して鶴岡公園、湯の浜海岸、羽黒山、銀座通りなどの清

掃や思恩園の奉仕、茶がら集めなどである。その活動資金を得るた削こ廃品回収を行なっ

ている。これらの活動は何れもロータリアンの方々の御指導御協力によって行われてい

る。従来指導教官は英語科が主であったが昨年から専門科からも担当するようになった。

本校のⅠ・Cは他校と形態が異るための問題点がある。一つは年間2学期制なので他校

と行事にズレがあるので、協力関係に支障が起ることがあるが相互に連絡をとりあって克

服している。もう一つは1・2年生は全寮制なので例会には出やすいが、3年生になると

寮を出る者もあるので出席し難くなることがある。もう一つ寮生が大部分ということは遠

隔地からの学生が多いということで、休日に行事があるような時は実家への帰省について

も配慮しなければならない、などである。

社会的にエゴイズムが横行し、若い学生の物の考え方が年毎に変って行く時代にあっ

て、社会奉仕と国際理解をモットーとするインターアクト活動は今後色々と難しい問題に

直面することと思われるが、ロータリアンの方々および他校Ⅰ・Cの一層の御指導御協力

をお願いしたい。

＜鶴岡工業高校インターアクトクラブ＞ 指導教官　阿部清三君

1・最近の話題

就職試験受験生（インターアクト会員）面接官より褒められる。（社会奉仕について）

2．奉仕活動の精神的支えとなるもの

当今の高校生、若者の一般的な悪い傾向
・自己本位、他を省りみない。

・派手好み、自分の手を汚したくない。

この反面大人の指導を彼等は待ち焦れている。tt意外にやるなあ”の感あり。

従ってインターアクトクラブとして実際に研修・活動する場合。

。会員生徒に対してインターアクト会員としての精神的支柱を確立させることが必要であ

る。これがために我々大人は青少年の指導者として研修する必要を痛感する。

青少年にもっと目を向け、自から中に入り自信をもって指導しよう。

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん．て／委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、宅告事芸はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写実は印刷の謁慕上なるべく白黒でお償いします。

）
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創立534．6．9　泉認534．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

月　　見

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12；30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235鋤5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川ice・lbeHeYein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第878号　　1976．10．19（火）（くもり）No．14

－本日　のプログラム－

1．点　　　鐘

2・ロータリーソング（それでこそロータリー）

3・ゲスト・ビジター紹介

4．上林一郎君退院挨拶

5・会長報告

6・幹事報告

7・年次大会報告～中江亮幹事～石黒慶之助君～三井徹君

8．委員会報告

スマイル～親睦活動委員会　丹下誠治郎君　出席報告～山口篤之助委員長



■ゲスト・ビジター紹介

池田好雄君一立川R．C奥　山源内君一山形R．C　上野十九治君一鶴岡西R．C

l会長報告

去る10月12日本年度第3回日のクラブ協議会を山王闇に於て開催致しました。

各委員長より此れまでの奉仕活動に関する反省及び今後の活動計画に対する希望、調整

について熱心で活発な討議が行われました。新しく入会された会員の方々からも発言が

あり今後共クラブ運営の大きな参考にして参り度いと考えています。

○去る10月†6日中江幹事と病気欠席中の菅君を荘内病院に見舞いました。大変快方に向か

われて居り皆さんによろしくとの事でした。

同じく清水重雄君を自宅に御見舞致しました。

同君は肝疾患で療養中で御座いました。

｛幹事報告

0例会変更案内

温海R・ClO月25日の例会　PM5；30～雷亭　＠￥5，000

05周年記念祝賀会案内

八幡R・C11月13日　AMll；40　八幡中央公民館　＠￥3，000

。会報到着案内

村上R．C

■年次大会報告

く東北、北海道5地区連合大会報告＞　　　　中江幹事

一おことあり　一　中江幹事より詳細な報告書を頂きましたが、紙面の都合により要旨を

掲載しますので御了承下さい。　　　　　　　　　　　（会　報）

1．と　　き　　昭和51年10月1日～10月3日

2・と　こ　ろ　　札幌市　オリンピック屋内競技場　アイスアリーナ

3・参加者　　早坂源四郎夫妻、石黒慶之助夫妻、三井徹夫妻、斎藤栄作夫妻、

中江亮

4．登録総数　　4，708名

5．承認事項第353地区関連事項

（a）1978～79年度のガバナーノミニーとして加藤武久君を承認

（b）1977～78年度の353地区年次大会を米沢R．Cをホストクラブとして米沢市で開催

を決定



6・挨　拶　マンチェスターR．Ⅰ会長

ra）札幌冬期オリンピック大会聖火台がロータリアンの寄附によって建設された事をロータ

リアンの一人として誇りに思っている。

rb）1920～21年日本に於てロータリークラブが誕生して以来、アメリカ以外の総べての国々

に比べその実績は最も高く世界の人々が等しく日本のロータリアンに敬意を表している。

（C）奉仕とは何をやるにしても他人に対して思いやりを忘れてはならない。ロータリーは更

にその思いやりを実業、専門的職業を通して社会に寄与し貢献しているもので、その資金

は常にロータリアンのためのものであり、社会に奉仕するためのものである事を意識して

欲しい。

（d）実業大広とって短見は重要なもーのであり此の伝盟と率芦は互に表裏→体をなすも▼ので、

その基本的姿勢即ちtt正直は最良の政策である”。

（e）更にマンチェスター－R・Ⅰ会長はクラブ及びロータリアンに次の事を要望した。

第1に　此の実業の倫理問題を各クラブでもっと話合って欲しい。

第2に　ロータリアンがこの職業倫理をクラブ内だけに止めず、これを押し拡めて同業組

合の規則、規定に積極的にたずさある事に依り社会に寄与されたい。

第3に　若い人達との接触を拡げその人達が他人に対して犯すかも知れない信用の欠知に

対し是正助言をして欲しい。

第4に　ェネルギー資源の保護と環境の保全問題について社会の利益のため、積極的に発

言して欲しい。

更に挨拶を結ぶに当り会長は、私達が鱒の世を去る最後の日に私達の手にあるものは此の

世で私達が他人に与えたものだけであ？て、それ以上でもそれ以下でもない。偉大な医師で

ありp二タリアンのシュバイツア博士の言われたttあなた方の中で本当に幸福になれる人達

は、如何にして奉仕するかその方法を探し求めそれを発見した人達だけだ”と云う言葉を紹

介した。
7・特別講演東京R・C　鈴木達雄氏

ttロータリー職業奉仕と日本人’’我々ロータリアンはクラブで言う職業奉仕だけを考えず、

日本人として広く世界に向って職業奉仕のあり方を考えるべきであり、かってのオイルショ

ックの如く振りまわされる事のない様にしなくてはいけない。叉ロータリアンは社会に於て

積極的に発言し正しい国論の形成に役立たせるべきである。

8・新ポールハリスフェロー紹介

小池繁治、三井賢二、上野三郎、佐藤友吉の諸君

9・10年間皆出席　　　阿部裏君

10・アトラクション　　パークホテルに於て全員合同懇親会が行われ、島倉千代子の特別ショ

ーがあったせいか物凄い人であった。

11・第2日本会議会場は第1日目と同じでR・Ⅰの現況報告決議採択、記念品贈呈等。

前におことありした通り中江幹事の報告の全文を原文のまま掲載出来ませんでした。詳細を

お知りになりたい方は参加者よりおききとり下さる様お願いします。　　　－会報一

＜大会参加の感想＞

石　黒　慶之助薯

私は約40年前、北大の研究室におったので札幌は非常に懐しい都市であります。



当時と比べ札幌は非常に近くなり、札幌の発展は人口35万から120万と膨張し東北、北海道最

大の都市となっている。道路網の発達、郊外の都市化には目を見張るものがあり、更に立川

R・C5人の方々と共に観光に参加しましたが広大な大自然の美しきの中に日高、十勝方面の

平野は勿論、谷間まで舗装された道路が延び、開拓されています。僅か100年間でよくもまあ

こんなに発展したものと人間の力の障大さに驚いて参りました。

地区大会の参加者は4，700名、第353地区では660名、庄内からは鶴岡が9名、鶴岡西7名、

酒田8名、酒田東9名、温海18名、余目4名、立川5名、遊佐と八幡が夫々2名でありまし

た。

今回はR・Ⅰ会長Robert A．Manchester夫妻の出席があり、地区大会としては現役の会長

がおい出になったことは異例の栄誉であったと思います。また、R．Ⅰ理事竹田恒徳御夫妻、

元R・Ⅰ会長東ケ崎潔御夫妻などの名士も出席されたが切角のご参加なので何かお話を承わり

たかったのですがスピーチの時間を作らなかったのは残念でした。

真駒内アイスアリーナの会場は大変な人混みで人を捜すには非常に困難なほどでしたが、札

幌R・C大会委員会の周到な準備、全会員の献身的な奉仕活動により、プログラム、会場設営

並びに会の運営など立派だったと思います。観光旅行なども4コースとも多勢参加し賑かな楽

しい旅が出来たと思います。唯、連合大会のため単位地区独自の行事、協議事項などが大部そ

こなったように思います。

私はグループ研究会（青少年交換研究会）に出席し、5地区35名で討議を行いましたが、そ

の報告はクラブ協議会の席で行いました。

何時も大会は感激の中に勉強になる資料が数々あるものであるが、今回はマンチェスター会

長のR・Ⅰ現況報告の中に大変勉強になった言葉があります。その2、3を披露申し上げて大

会報告の責めを埋めてみたいと思います。

（1）第1日の地区大会講演では

ロータリーの真髄に言及し、「私たちほ石の壁をめぐらし鉄の柵をめく“らしても身の安全を

保障されない時代に入っている。保障がロータリーとどういう関連があるのでしょうか」と話

を出し、「奉仕という高い水準の行動によってのみわれわれは相互の尊敬を生みだし自尊心を

滴養すること蔀再来盲三言あような善意の人々との間の理解は切望もて止まない保障を劇的に

生みだし得ることでしェう」と、「この相互の尊敬を得るには誠実と信用である」ことをじゅ

んじゅんと説き、「倫理的問題を討議する場として毎週の例会が有効である」とか、業務を行

うためのより大きな指導力の発揮とか、自らが社会に奉仕することの重要さとか、若い人たち

との接触とか、公共問題に倫理的な配慮が必要だとかにつき私共をさとし、最後に「私たちが

この世を去る最後の日に、私たちの手にあるのは、この世で私たちが他人に与えたものだけで

あって、それ以上でもそれ以下でもない」と述べられた。

この言葉は非常に感銘を受けました。私共があくせくと撒き、それを得ようと闘って得た個

人的な富も、地位も有形の価値はすべてなくなってしまい、自分自身を尊敬できるような生き

方のみが映し出されるだけでありましょう。奉仕の精神が如何に重要であるかを教えられたわ

けであります。

（2）第2日目のR．Ⅰ現況報告ではttServiceとは何か”について話されたので、これについて

報告いたします。

奉仕の精神はすべての国とすべての人類に対し不偏的である。Service一他人への想いやり
－ほどこに住んでいる人の心にも感応し易い弦音（反響）を与えるものである。Serviceは人

生を楽しくする。そしてわれわれの地平線を広くする。



ServiceはKiI】dness（親切）であり

Thoughtfu】ness（想いやり）であり

Courtesy（礼儀・好意）であり

Consideratilon（思慮深い、思いやり）であり

ToIerance（寛容）であり

他人の見解に対してのAppreciation（理解）である。と解説されました。

※　三井徹君の報告は次号に掲載の予定です。

く地区大会グループ研究会青少年交換研究会に参加して＞

石　黒　慶之助君

地区別協議会開催中これと平行して研究会が開かれ、リーダー大原草一郎P・Gのもと5地

区より5～7名宛32名の集会でした。議題は（1）青少年交換はクラブのどの奉仕部門で担当して

いるか。青少年奉仕部門をもうけているか。（2）青少年交換に要する費用はどのようになってい

るか。の2つでありました。

（1）について

わが鶴岡R．Cでは今年度より四大部門の外に青少年奉仕委員会を新たに作り、これにイン

ターアクトとローターアクト及び国際青少年交換の特定委員会をもうけたわけですが、その運

用が円滑に出来ず迷っているわけです。各地区の発表でも同じ悩みを持っているようです。五

大部門でやっているのは第352地区だけで他の大部分は今までのように四大部門のままで青少

年交換は国際車仕委員会が担当しているようでした。結局、クラブレベルでは青少年委員会を

四大部門と同格に取扱うことは現状では無理だというのが多数意見であった。

（2）について

青少年交換についてのクラブや地区の予算は全くまちまちで統一的なヒナ型がない。例えば

353地区では会員1人年1，000円宛集め300万円位の予算で13名の交換学生を受け入れているの

に、351地区では会員1人年1，000円の外に、分区でも1，000円集め640万円位の予算で6名の学

生を受け入れている。また学校への謝礼も5万円、10万円、或は60万円を贈り教師の短期渡米

費用に当てたり、或は全然謝礼なしのところもあった。

特に交換学生に力を入れている第351地区では、交換学生を単に受け入れても実効が上らな

い。日本に来る学生は第1志望でなく、余り気が進まないがtt日本でもいいやあ’’と考えて来日

する者が多い。従って日本の悪口を言ったり、早く帰りたいと考えている学生が相当ある。彼

等は陰では「日本に来て1年間損をした。」「この1年間はのんびり遊びだ。」「学校に行きたく

ない。」などの不平や悪口を言っている。こんなことでは全く無意味なので、昨年から入国直後

8週間、t一日本研究集中教育”を実施している。Y・M・C・A寮にかんづめにして北大で1日7～8

時間の講義を重ねてからホストファミリーに手渡すようにしている。その成績は大変よかった

ので今後も実施する。他地区からの要望があれば受け入れてもよい。但しその経費は1名につ

き57万円位かかる。

また第352地区では3泊4日間の日本語講習会を青年の家を利用して実施している。わが353

地区では今年から羽田で数時間のオリェンテションを行っているだけであります。従って及ば

ずながらホストファミリーで我流の日本教育を行っております。これは今後の研究課題として

地区で検討されることを要望しました。



＜スマイル＞　朝日睦委員会

0マルトミ竣工と田中貴金属工業㈱の建設請負が決定し、中央工業団地内で起工式が行われた

ので、富樫良書君（鶴岡建設）よりスマイルを頂きました。

0マルトミ社屋が竣工しましたので、小松広穂君よりスマイルを頂きました。

0北海道・東北5地区連合大会に都合により出席出来なかったとのことで、会長よりスマイル

を頂きました。

＜鶴岡高専卜C羽黙山清掃奉仕親睦行楽会について＞

51．10．19

日　　時　lD月17日　AMlO．3U AM12：00

場　所　　羽黒山参道　随神門より合祭殿まで

参加者　31名　鶴岡高専、鶴西高、鶴工高各Ⅰ．C及び各高校ボラソテァグルー

プ（北高校、家政高、家庭専門校）にも呼びかけ奉仕の理解と親睦を計りその上会員

拡大をも計る目的で上記の計画を実施した。

奉仕の精神が出羽三山の神霊に通じたのでしょうか、奉仕団を心から歓迎しているかの様

に、まことに素晴らしい秋晴れとなりました。参道清掃奉仕の汗がいかに尊い貴重なものであ

ったかを会員は共に身をもって体験し味わい、歴史博物館で昼食をとり「なめこ汁」と「羽黒

山の力餅」に舌鼓を打ちながら余力を補給する。後交歓会に入る。PM3：00無事下山する。

＜出席報告＞

会　員　数

出　席　数

出　席　率 ‥：∴

出回出席率

修正出席数

確定出席率

メア！

l　ツl

阿部（公）君、阿部（裏）君、五十嵐（伊）君、玉城君、風間
君、黒谷君、石倉君、小池君、角田君、小野寺君、斎藤
（得）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（友）君、佐藤（正）
君、驚田君、笹原君、菅君、高橋（良）君、清水君、津田
君、菅原（辰）君、薮田君、吉野君、中村君、諸橋君

飯自君一八幡R・C　皆川君一立川R．C

薮田君一仙台R・C　阿部（公）君、五十嵐（三）君、五十嵐

（伊）君、玉城君、嶺岸君、森田君、中野（清）君、鷲田君、

88．89％．クプ凍穂君、横山君一鶴岡西R・C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席



一一1＝ム甜

CLUB BULLETfN
創立S34．6．9　承認S34・6・27

顔関口一々リ嶋
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

月　　見

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235をう5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Service．lb蛸eYein R田抽y・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第879号　　1976．10．26（火）（くもり）No．15

一一本日　のプログラム－

1．点　　　鐘

2．ロータリーソング（手に手つないで）

3．ゲスト・ビジター紹介

4．故五十嵐伊一郎君の冥福を祈る黙蒔

5．高橋耕二君入会セレモニー

6．会長報告

7．幹事報告

8．ゲスト・スピーチ～横浜瀬谷R．C　露木　茂君

9．会員スピーチ～プログラム　委員長　小池繁治君

10．委員会報告

◎親睦釣大会～親睦活動委員会

◎駅前ハイヤー乗場テント張替えその他～三井賢二社会奉仕委員長

㊥出席報告



且ゲスト・ビジター紹介

菅原鉄三郎君、斎藤順君一温海R・C　露木茂君一横浜瀬谷R．C

加藤広君、菅原隼雄君、小林忠康君一鶴岡西R．C

薗新入会員紹介
1・氏　　　　　名　　高橋耕二（こうじ）

2．生　年　月　日　　昭和7年相月10日

3・会　　社　　名　　鱒山形相互銀行鶴岡支店
4．地　　　　　位　　支店長
5▲　夫　　　　　人　　良子（ながこ）昭和9年5月31日

6・家　　　　　族　　敏彦（高2）祐介（中2）山形在住
7・趣　　　　　味　　登山、スキー

8．ロー一夕リー歴　　天童ロータリークラブ　1年半

只今御紹介頂きました高橋です。

庄内の方は初めてで会員の皆様から何かと御指導頂きました上で、一日も早く良きロータ
リアンとして、ロータリー活動に参加させて頂く様念願して居ります。

よろしくお願い致します。

田会長報告
（∋　20日夜の強い風のいたずらにより当クラブが寄贈した鶴岡駅タクシー乗場のテントが

無残にも吹き飛ばされていると云う三井社会奉仕委員長よりの報告があり、駅の最も
目立つ個所でありますので理事会にて修復を決定致しました。

②　国際ロータリー第353地区の交換学生本年度オリェソテーショソが11月12日から14日

まで蔵王雲海荘ホテルで開催されることになりました。従いまして当クラブのダイア
ソ・メタ・シュルツさんも参加することになりました。

③　当クラブ会員五十嵐伊一郎君が昨夜7時に急逝されました。ありし日の同君の御遺徳
をしのび謹んで御冥福を御祈り申し上げ、皆さんに御報告致します。
尚、御葬儀は29日乗敬院にて11時より行われます。
五十嵐君は37年11月入会以来、S・A・A・副幹事、ロータリー情報等各種委員会で活

躍されました。

駄幹事報告

例会変更
・立川R・C I0月28日～草なぎ温泉　P．M6：30～＠3，000

11月4日～会場～立川中学寄宿舎
・八幡R・C11月13日～A．Mll：405周年記念記念祝賀会　八幡町中央公民館～＠3，000

・ロータリー名言カレンダー申込案内～1部1，000円

田ゲストスピーチ

ゲストスピーカー　構浜瀬谷R・C　　霹木　茂　君

只今御紹介頂きました露木です。

現在会員40名程度の横浜瀬谷R・Cの会員です。

私は瀬谷に於いて花井栽培（温室）を行なっています。
品種としては洋蘭、特に東南アジア、中南米原産のものを主体としています。鶴岡との

関係は親類が居ることと清川出身で藤島農高の卒業生が一年半位私のところへ研修に来て
いたことです。本日は突然でしたので何も準備もありませんので、次回参りました時には



良い話を用意して参り度いと考えています。

「会員スピーチ
日本お伽咄裏表　　小池繁治君

日本お伽咄に出て来る人物（動物）の評価は大体決って居るようである。太宰治の著書
によれば一つの現象を表面からのみ見て総てであると云うのは、間違いのもとではないか

と述べています。Itかちかち山”に例をとってみるとttうさぎ”は善玉、くtたぬき”ほ悪玉

と云う世間評価があります。彼がこれと全く逆の発想をしたのほ、戦時中子供と一緒に防

空濠に入り話をしている時ttこれはおかしい”と云う彼独特の考えになったものと思われ

ます。即ち‘tぅさき”ぱtたぬき”を山へ連れ出し、新を背負わせ更に火をつけ、火傷した

背中を治療すると云って唐がらしを塗り、泥の舟に乗せてこれを沈めると云うようなこと

をしていることは、非常に陰険で嫌な奴と云って居ます。
一方ttたぬき”ほ困らされて居る事を知ってか知らずか、それを素直に受止めてtt非常

に愛らしいではないか”と云う解釈の仕方をしています。その他tt日本人の生き方”あい

たゆうじ著を引用して興味深いスピーチがありました。

鷹委員会報告
＜年次大会報告＞　　三井徹君

年次大会に出席致しましたので報告致します。
私はインターアクトの研究会に出席し、印象に残ったものを1つ2つお話しします。

1・第352地区岩谷堂（岩手県江刺市：東北本線水沢下車）江刺高校（普通、農業、生

活科）に2～3年程以前にインターアクトクラブを作ったが、現在会員が80名位でも
っと入会したい者が居るが、それを制限するのが大変な状況とのことでした。

その理由はロータリーの会員がインターアクトの例会に出席し、ロータリーの本質、

インターアクトの精神について計画的に、且つ長期に亘って説明し、理解させたこと。

インターアクトの家庭訪問を行ったためではないかとのことでした。

2・由館ラサール高校（ミッションスクール）では13名の会員で、最も活動の出来る素

質をもった生徒だけを入会させるとの方針でやっているそうです。（顧問教師の話と
して）

対象的な2つの例をみて我々の方はその中間を行っているのではないかと思います。

今後の方針はこの2つの例を参考にして、青少年奉仕に対しての御理解と意気込みを
もってロータリアン全体がやって行かなければならないことを感じさせられました。

＜社会奉仕委員会報告＞　　三井賢二君

（1）駅前タクシー乗場の現状
21日夜低気圧による強風のため、駅前ハイヤー乗場の屋根が破損、更に全体として屋根

部分が弱体化しているので財政難ではありますが役員会により補修することを決定。

（2）安全指導車の現状当クラブ創立10周年記念として市の安全協会に対して交通安全指
導皐を寄贈したがその後の状況について報告

瑚　当時は警察（安全協会）によっ諸々で活用されていた。

（b）然し使用に当っては3～4人の警察官を確保する必要があり。

（e）目下警察にはその人員を確保する余裕がない。
（d）そのような事で長期に亘って警察の車庫に保管されていた。

（e）放置も出来ないのでその活用方法を検討。

（f）市に移管を依頼、渋々ながら市で引受け決定。
（g）現在日産に於て車検のための整備を完了。

㈲　種々の手続後市長名に名義変更されることになった。



今後は市の方で充分活用されるものと思います。

＜釣り大会案内＞　　実行委員長　小松広穂君

当クラブ秋最大の行事会員釣り大会を下記により実施いたしますので御参加下されたく

御案内申し上げます。

記
1．日　　時　11月7日　午前8時出発

1・集合場所　　午前8時まで産業会館前

1・場　　所　　当日の天候を見て集会場所にて合議の上決定する
1・　賞　　　3位まで

仁　会　　費　1，500円

尚、釣り終了後夕食会をいたします。申込は事務局まで

＜新会員の推薦に関する氏名発表＞ 昭和51年10月26日

鶴岡ローークリークラブ

次のT名の万が新会員として推薦され、所定の手続きを経て会員諸君に氏名発表致しま
す。

もし、会員の中で新会員の入会に反対される方がありましたら書面でその反対の理由を具
して理事会（幹事宛）10日以内にご送付下さい。

渡部和夫　渡部鉄工所場長　　　機械工場
一会報委員会よりお願い－

（1）先日発行した特集号tt第1回ファイヤーサイド・ミーティング’の発行月日が抜けて

いますので、10月26日と記入して下さい。

（2）会報委員会では会報編集を3名で4ケ月ずつ交代に依り行うようにして居ます。11月

よりは皆川君の担当となります。度々申し上げて居りますが、互に忙しい仕事を持って

居りますので、スピーチの原稿、要旨等の作成に留意され、会報編集の省力化に充分な
御理解を示され、毎週順調に発行される様協力下さるよう重ねてお願い致します。

＜出席報告＞

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお顔いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、章告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関賃上なるべく白黒でお願いします。



百＝A
CLUB BULLETJN

創立S34・6．9　承認S34．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

い　ろ　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1！30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235幽5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川ice．lbeli椚ein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第880号　　1976．11．2（火）（はれ）No．15

一一本日　のプログラム－

1．点　　　鐘

2・君が代斉唱ロータリーソング（奉仕の理想）

3・ゲスト・ビジター紹介

4．会員及び奥様誕生祝品贈望

5．表彰～出席14年間100％　新穂光一郎君

出席13年間100％　阿部公一君

6．会長報告

7．幹事報告

8．委員会報告

ロ′一夕リー財団委員長（斎藤栄作君）

財団寄附1800％に達しました。

＠親睦活動委員会（丹下誠四郎君）
㊥インターアクト委員会（安藤足助君）
（9会員スピーチ

⑨出席報告



｝ゲストビジター紹介

原田行雄君、佐藤拡君一鶴岡西R・C　加賀山隆士君一山形北R．C

『会員及び奥様誕生祝晶贈呈

＜会員誕生＞　風間慶三君、中村富昭君、佐藤衛君、鈴木善作君、丹下誠四郎君、薮田

誠樹君

＜奥様誕生＞　阿部清さん、早坂左技子さん、小松久子さん、菅原和子さん、菅美千代

さん、丹下せい子さん、津田溝里子さん、鷲田玲子さん

＜年間皆出席＞14年間皆出席　新穂光一郎君13年間皆出席　阿部公一君

＜10月150％出席＞1名　石黒君

＜10月125％出席＞1名　黒谷君

く10月100％出席＞　55名

皆川君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君、張君、早坂（源）君、早坂（徳）君、半田君、

飯自署、石井君、五十嵐（三）君、市川君、板垣（俊）君、海東君、玉城君、風間君、小池

君、板垣（広）君、小松君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、三浦君、森

田君、角田君、中江君、中野（重）君、中野（清）君、小野寺君、石川君、西海君、佐藤

（伊）君、佐藤（忠）君．佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、驚田君、笹原君、新穂

君、横山君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高橋（正）君、内山君、谷口君、手塚君、富樫

君、迎田君、菅原（辰）君、山本君、吉野君、山口君、中村君、丹下君

■会長報告

①　去る10月29日当クラブ会員五十嵐伊一郎君の告別式が湯野浜温泉鶴屋旅館に於てロー

タリーアン、水道、旅館業者を初め、外多数の参会者の中にしめやかに取り行われまし

た0当クラブよりは弔辞、御香奥、生花を手向けました。会員の方々の御列席誠に有難

度う御座いました。謹んで五十嵐君の御冥福を御祈り申し上げます。

③　当クラブ会員海東さんは長年に亘って鶴岡商工会議所専務理事として本市の産業界の

ベテランとして活躍せられて居りましたが、此の度御勇退されることになったので御座

います。従いまして関連のある当クラブへ退会届けが提出されて居ったのですが、先般

クラブ理事会にて審議の結果、此の際甚だ残念な事で御座いますが御承認を申し上げる

ことに決定致しました。

同君は当クラブ会員として拾有余年の長い間当クラブの各部門に亘り理事、委員長とし

て御活躍を頂きました。

③　鹿児島西ロータリークラブより酒田災害に対する御見舞の電報を頂きました。－イこも

二にも早く御再建をお祈り申し上げます。又来春の御来訪を各員一同御待ち申し上げて

おります。

④　アメリカにいる進藤君より便りが釆ました。

◎　クラブ定例理事会で酒田災害についての御見舞について相談しました。皆様には善意



金3，000円をお願い致したい。お願いしました義援金の内訳は当クラブ会員酒田クラブ

会員の御見舞を併せておりますが、その内訳については理事会におまかせ頂きたい0

■幹事報告

。第366地区年次大会案内

52年5月14日（土）～和歌山県祈官市民会館　登録料　￥10，000

077年ロータリー国際年次大会旅行案内

0会報到着案内～塩釜R・C

■委員会報告

く10月27日鶴岡高専トC例会について＞　　インターアクト委員会

鶴岡高専Ⅰ・C例会は10月27日（水）16……00～17…00同校第3ゼミナ一室13名の出席のも

とに開催された。

1．会長開会挨拶

2．インターアクトの歌合唱

3・協議

（彰　役員改選について

会　　長　小田島淳悦君　　　　　副　会　長　菅原和之君

幹　　事　木村正幸君　　　　クラブ運営奉仕委員　小関勉君、佐藤淳君

国際理解　斎藤　尚君　　　　　会計委員　三沢良昭君

連絡委員　木村正幸君、小田島淳悦君　書記係代表　村上　透君

以上の通り来年度役員を万場一致決定、本日より就任した。

②　施設訪問参加について

鶴岡北校ボランチアグループより来る11月14日（目）貸切バスで鳥海学園を訪問する

計酎こ参加の呼びかけがあり、協議の結果約11名参加に決定

③　羽黒山清掃奉仕行楽会の反省について

去る10月17日（日）実施した主題の行事について参加者各自所見を発表した。

・計画不十分のため交歓の効果が上らなかった。

・行楽が主体となって清掃奉仕は不十分となり後から清掃奉仕に登った羽黒山の青年

部の方が立派な清掃奉仕をした。

・清掃奉仕の要領、着眼に計画性が不十分で効果が上らなかった。

・非常に楽しかった、後にロータリーで準備されたナメコ汁、力餅はうまかった〇

・参加者　高専－13、西校－4、北校一6、家政校一2、家政専門校－2

（参　ボランテアの集いの反省について

先日、鶴岡北校ボランテアグループ担当で開催された本年度主題の集いについて次の

3点についてアンケートが来ているので次回例会まで各自提出し、まとめることとし

た。



・サークル内で会員同志の親睦を深めるにはどうしたらよいか。

・各校ボランテアグループ間の連絡のとり方はどうしたらよいか。

・奉仕とは何か。

4・ローータリーの助言

①　本日の例会は前回の助言をよく具現し、国旗、Ⅰ．C旗の掲揚、ソングの元気な合

唱、整然とした服装、活発な発言等、例を見ないいい例会であった。

②　旧役員に対する慰労と新役員に対する激励。

③　奉仕その他行事の実施に当っては先ず目的を確立し、綿密な計画を立て、之を印刷

配布或は集会等にもして参加者に徹底し、リーダーは行動の途中に於て之に添うよう

調整をすることが効果を挙げる上に肝要だ。

④　冬季日曜休日との集会には拙宅（安藤）を大いに利用されたい。

5・その他

鶴岡高専Ⅰ・C後期活動計画

例会、ミーテングー毎週水曜日PM3；30から交互に行う。

共同募金　　　10月16日　　　羽黒山清掃奉仕　10月17日

役員改選　　　10月27日　　　　茶がら集め　　　11月～2月

3年生送別会　　3月

尚、当委員会は現在委員3名で鶴高専、鶴工両トCを担当しておりますが、その活動に

極めて困難を感じておりますので、委員の増員並びに会員各位の特段の御協力をお願

いいたします。

＜会員スピーチ＞　　　中村官昭君

私が従事している職場の事、電気工事一般についてお話します。

戦争中、電気工事はすべて電気事業で行っていたが、戦争末期には全国の9配電会社直属の

電気工事会社が計画され、19年に仙台に本社を置く東北電気工事株式会社が設立され、県内

に内陸、荘内各1つ支社がおかれ、荘内支社は私が所属している営業所の前身であります。

私も25年に入社当時は細々仕事をやっておりましたが、50年には資本金4億500万円、従業

員約4，900名になりました。

この伸張は東北地域開発の進展、公益事業の一端をになっての使命感をもっての努力と、

皆々様の探甚なる御愛顧の結果と思います。現営業所が変り、現在は泉町従業員75名で電気

工事、配電工事、変電所の仕事にあたっております。

次に私たちの業界の概況にふれ、申しのべてみたいと思います。鶴岡地区における登録業

老中、東北電力認定工事業者は弊社の外20社を数えます。なんといいましても、電気工事は

その施工に当って危険災害防止に大きな義務を課せられておりました。そのためには、技術

基準の適合性等、法令に定める諸規準を逸脱しないよう規制されているわけであります。

『この工事業者は基本通り正しい仕事をする業者である』ということで、東北電力としては

認定し、お客様に保証しているわけでありまして、電力の関連会社である弊社としてほ、他

の模範となるよう常に心掛けているわけであります。

この頃は安定成長と云う言葉にさよならしてや、傾斜気味の経済情勢となって参りまし



た。このような情勢下にあって、工事業界としてほ夫々頭を痛めているようでありますが、

どんなに苦くとも　tt電気用品取締法”に定める表示のある一流メーカー品を使って、安全、

且つ良心的な仕事をするよう要求されるわけであります。

弊社といたしましてもこのことについて経営者がその気でいても従業員一人一人に至るまで

徹底していないとお客様にとんだ迷惑をかけることになるので、厳重な徹底をはかっている

次第であります。

電気工事業界のみならず、最近は建築、土木でも技術革新がどんどん進歩し、機械工法も

日進月歩の如く変るのに安閑としてはいられないのであります。常に従業員の技術技能の向

上、教育訓練を必要とすると云うことであります。弊社の一例をあげてみますと、仙台に常

時120名を収容出来る社員研修所を有し、日進月歩の技術変革に対応するため、絶え間のな

い、技術の向上と、技能の練磨につとめています。スペインマドリードで開催された技術水

準をはかる技能五輪大会電工部門で、昨年弊社員が優勝するなど、日本全国大会に於てほ毎

年上位入賞をなしとげ、鶴岡営業所でも最近2名が県大会で優賞し、全国大会に出場して居

ります。年齢制限が20才でありますので、入社まもない若者でもこの程度の技能を全員が備

えるよう教育に専心しているわけであり、他の同業者も技術向上にはそれなりに力をそそい

で懸命になって居る現状であります。

㊥次に最近業界一般の大きな問題としてご周知のとおり中央大手業者が、東北の将来性に着目

し、大きな資力にものいあせ、積極的に進出攻勢をかけて釆たため、競争場が一層激烈化を

望して来ていることであります。このことは一電気工事業界のみならず、各業種共通の問題

でありますが、この攻勢をただ単に防戦することでなく、地元業界一致協力して、地の利を

最大限に活かし、逆に積極果敢に戦いをいどみ、これを凌駕する体制づくりをすることが緊

要であると思われるのであります。

㊥さて最後に、これからの電気工事業はいかにあるべきかについて、私見を述べてみたいと

思ますが、且って電気工事業は技術を売る商売いといわれていました。上述のとおり確か

に、施工上の安全性、卓越した工事仕上げはかくべからざるものであり、この道のプロとし

て一日たりとも忘れてはならないことでありますが、昨今の多様化するお客様のご要望を満

足させる工事をどのようにやるかについて業界ひとしく腐心しているところであります。

提言となりますかどうか、私なりの考えを申しのべてみますと、

①　低成長時代に即応した受注活動

⑩　業界の共存共栄

（9　地域社会貢献の認識

④　サービス体制の確立

。お客様の身になり（ご予算）ご相談

∩お客様の身になって設計・施工

。迅速なるアフターサービス

以上のようなことをするには、並大抵なことではありません。

そのためには、社会的にまづ

①　原価低減を従業員一人一人に徹底する。



⑳　一つ一つの工事を大切にした締密な工程管理をはかる。

③　作業員の全体的な技術技能のレベルアップ。

④　人間尊重にもとづく労働災害の防止

⑤　健康で明るい職場づくり。

企業は人なりと云うことばがありますが、なんといいましても、企業が発展するか、亡

びるかは従業員一人一人の意気ごみ如何にかかっていると思います。

赤旗を振る従業員をかかえる企業の発展した例を見ないのでありまして、この点に強い態

度で臨んでゆく必要があると考えるものであります。

＜スマイル＞　　中野清吉君　（西鶴岡給油所新装オープンしました）

＜祝結婚記念日　会員一同＞

1・安藤足助夫妻（S34．11）　　9．新穂光一郎夫妻（S50．11）

2・早坂源四郎夫妻（S4．11）

3・板垣広志夫妻（S33．11）

4．三井　健夫妻（S22．11）

5・中野重次郎夫妻（S2ト11）

6・小野寺　清夫妻（S22．日）

7・佐藤　昇夫妻（S22・11）

8・佐藤正郎夫妻（S22．11）

＜出席報告＞

10・菅原辰舌夫妻

11．菅　　健　夫妻

12・内山喜一夫妻

13．山口篤之助夫妻

14・諸橋改植夫妻

15・高橋耕二夫妻

会　員　数

出　席　数

出　席　率

（S15．11）

（S27．11）

（S17・11）

（S22．11）

（S36・11）

（S33・11）

早坂（徳）君、飯自君、石倉君、板垣（広）君、森田君、中野

（清）君、佐藤（正）君、鷲田君、笹原君、新穂君、横山君、

菅君、清水君、津田君、菅原（辰）君、薮田君

芸芸！還l空（公）君、風間君、三井（徹）君、新穂君・削君・富樫
確定出席率187．50％．クプ君一鶴岡西R・C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお靡いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席



戸＝A
CLUB BULLETlN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

い　ろ　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎過火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235をう5775

S…ice．lb抽evein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第881号　　1976．11．9（火）（はれ）No．16

－　本日　のプログラム－

1・点　　　鐘

2．　ロータリーソング（手に手つないで）

3．ゲスト・ビジター紹介

4．親睦釣大会入賞者表彰

1位石川寿男君　2位森田清治君　3位小松広穂君

5．奥様誕生祝

玉城　盤様　菅原和子様

6．会長報告

7．幹事報告

8．会員スピーチ～石川寿男君　趣味の釣りについて

9．躍災のことなど～中野重次郎君

10．委員会報告

＠スマイル～早坂徳治君～食品衛生関係に於て厚生大臣表彰

㊥中江幹事～ロータリーの友11月号のP38に写ってます9

◎出席報告

郎
亮

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



■ゲスト・ビジター紹介

岡本悦衛君一東京王子R・C、本間裔芳君一温海R・C

菅原隼雄君、長野正彦君、菅沢久弥君、阿宗健一郎君、佐藤拡君、羽根田正吉君、加藤広

君一鶴岡西R・C

■会長報告

①　先月20日の嵐でこわされた鶴岡駅前のハイヤー乗り場のテントカバーが完全に修理され

その事を駅長に申し渡しました。

②　先程理事会に於て酒田大火に対する皆様、善意の義援金について審議した結果、酒田ク

ラブ、酒田東クラブに対し各々10万円づつ御見舞申し上げ、明日、明後日の例会でお渡し

致します。

当クラブ会員で災害を受けられた上野三郎君、佐藤正郎君に対し2万円づっ御見舞申し

上げる事に決定しました。

③　会報880号の中で海藤君の事で記事がありますが、理事会で決定したわけでなく、なお

色々今後お願い申し上げて決定致します。

■幹事報告

。ロータリー情報研究会案内

12月5日　於郡山市東北歯科大　参加義務者　会長、世界社会奉仕委員長、情報委員長、

財団委員長、会員増強委員長　登録料＠5，000

。1978～79年度財団奨学生募集案内

。例会時間変更案内

山形北R・C　日月11日（木）の時間を　P．M5：30に変更

。会報到着案内　八戸R．C

t会員スピーチ 石川寿男君

親睦釣大会で2位森田君に75gの差をつけて優勝した石川寿男です。－　当日8時頃

の時間では何々魚は釣れるはずはないと思いながら鈴部落方面の渡り島に行きました。釣

と云うものは行ったから必ず釣れるとは限らない、その時の運、不運で定まる様なもので

す。鈴の渡った島は我々が行く前は波が高く行けなかったのが到着した時は波がなく渡れ

る状態でしたっその時船頭にどの辺が良いか聞いたら沖手しかないという事でした。確か



に沖手は渡の具合が良いようでした。その時前に荘内銀行の金井会長より私に極意を授け

て頂いた事を思い出しました。それは海で波があったら波のない所で波がなかったら波の

ある所で釣れと云う事でした。当日は波がなかったが沖手の方は波があり、そこに竿をお

ろしました。マキ餌は色々多く市販されておりますが、私はヒメエビというものを使いま

した。餌は赤エビ2匹をつけました。

私の釣の特長は元糸は5厘をつけ中糸は3厘をそれから1．5厘つけた方が良い黒鯛は殊

に警戒心の強い魚だからです。次に1・5厘で黒鯛が上がるかと云うと等の強弱が問題にな

ると思います。硬い竿に細い糸では一回で切られ又軟い竿には太い糸は必要ないと云われ

ております。第1回目の引張りを止めれば絶対に釣れると云われます。これは力学で計算

すると出て来るらしいです。が、これは魚の力にもよると思います。非常に軟い竿には細

い糸でも良いが、太い糸では絶対に釣れないと思います。警戒心の強い魚は1回はずすと

釣れる満潮の1時間前後でもなかなか釣れないものです。

釣はすべての条件が良くないと釣れない。私はカタオカ工芸社の人に海面を竿で叩くと

波が飛び散る時はニガ湖だから釣れないと云われましたが、私にはなかなか判りません

でしたが波が長靴、ズボンなんかにかかった場合、地図のように白くなるとニガ潮と云わ

れております。

t確災のことなど 職業奉仕委員中野重次郎君

私の職業上火災で損害調査を経験した、比較的大きかった罷災地では温海温泉、秋田県

大館市、青森県板柳町、今回の酒田市でいずれにおいても保険金のつけた額が少なく、一

部保険が殆んとであった。

なかに青森県では南訃音（太平洋岸）、津軽藩（日本海岸）と跨り、2つの領民の貧富

の差があって言争いなどが絶えなかった。その時に南部では津軽の放火魔が多くおること

から赤ベッコ（牛）と、津軽は南部を盗人が頻発しておることを手長（さる）とたがいに

罵りあったと言伝えられております。このようなこともあってか在勤中津軽地方には原因

不明の火災が数多く発生し、損害調査においてほ支障をきたしたことが度々あって、予め

念書を取つけ保険金を支払うようなこともあり、普及率も高く、むしろ超過保険気味の契

約者層が多くあったようでした。

このたびの酒田市の大火では罷災物件の調査によれば復興に要する費用400億円、支払

った保険金では43億9，200万円でした。この集計からみても11％弱の付保率であり、他に

商工共済金なども支払れており、それらを含めても一部保険であることは確かでありま

す。一部保険は言うまでもないことですが、時価評価額に対しての保険金額のことであっ

て、例えば時価評価額1億円の建物に1千万円の保険しかついておらなかったような場合

比例填補方式を採っておりますので、この建物は半焼した場合支払保険金5百万円となり

雁災直前の現状に回復するには4千5百万円が必要であり、今日の景気の鈍化している経

済生長時代においては大きな負担としてのしかかって来るわけで、損保に関係している者



としてこの機会に啓蒙と普及率の高揚を図らねばならないことを痛感しておる次第であり

ます。

因に時価評価額算出方法を簡単に申し上げます。

建　物　再調達価額（同一構造用途質規模）を求め、必要な減価控除額を行う。

機　械　建物の場合と同様に再調達価額を求め、必要な減価控除（使用損耗、自然消耗）

営業用什器備品　再調達価額から使用による損耗および年代に応じた減価控除を行う。

商　品　再取得価額（再仕入価額）運賃、諸掛り、費用を加算した再仕入原価であって

販売利益は含まれない。

家　財　再調達価額（家族構成、男女年令別、生活水準など）実態を把握する。

焼残物　殆んと全焼されたにも不拘ず、金属類及び柱、浴槽など若干残っておったよう

な場合、屑鉄相場、公衆浴場、農家での利用価値があることから支払保険金か

ら差引き、温海温泉の大火の例があって悪評をかった時代もありましたが、今

日では物資豊富なことと人件費運賃など嵩むことから正しい解釈に改善されて

おります。

＜出席報告＞

会　員　数

出　席　数

出　席　率

欠卜阿部（公）君、板垣（俊）君、石倉君、黒谷君、板垣（広）君、

小松君、三井（健）君、佐藤（衛）君、佐藤（正）君、鷲田君、

笹原君、横山君、内山君、菅君、清水君、津田君、手塚君

者∴　薮田君、丹下君

前回出席率　77．78矧J∴笹原君一東京武蔵野R・C

修正出席数：66名

確定出席率；91．67％

笹原君、薮田君一仙台R・C

飯自君、板垣（広）君、森田君、中野（清）君、鷲田君、新穂

君、横山君一鶴岡西R・C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお顎いしているように、スピーチ等の場合、原稿叉は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん．〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の開岳上なるべく白黒でお願いします。



芦＝A
CLUB BULLETIN

創立534．6．9　承認534．6．27

顔問ローヴリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

い　ろ　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Service．lbe＝evein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信幸する。

第882号　　1976．11．16（火）（はれ）No．17

ー　本日　のプログラム－

1・点　　　鐘

2・ロータリーソング（手に手つないで）

3．ゲスト・ビジター紹介

4・会長報告

5．幹事報告

6・委員会報告

（垂ロータリー財団週間スピーチ

財団奨学金について～高橋良士国際奉仕委員長
財団の寄付について～斎藤栄作財団委員長
蔵王オリェソテーシ／⊇ソについて～交換学生～ダイアン・メタ・シ′ユルツ

交換学生ホストファミリー移動について～嶺岸光吉青少年交換委員長
㊥職業奉仕デー・スピーチ～前会報に記載　中野重治郎君
（⇒火災見舞御礼～上野三郎君
（参来年のG・S・E受入れについて～早坂源四郎君

来年4月26日温海入り　4月30日迄鶴岡地区内で研修予定
当クラブが主体的にやってほしい

㊥スマイル～三井健君　令息結婚
（垂出席報告



■ゲスト・ビジター紹介

斎藤五郎八君一温海R・C

奥村知介君一習志野R・C

加藤広君、阿部正男君一鶴岡西R・C

■会長報告

①　去る11月10日中江幹事さんと酒田クラブに参りまして当クラブの皆さんの善意による義
援金を御渡し致しました。酒田クラブ会員の方々は大変感謝しておりました。酒田クラブ
では酒田東クラブと協力して両クラブに集った義援金を一部を雁災会員へ、残りは市の躍

災者に送る事に決定した様でした。

②11日には中江幹事さんが酒田東クラブ例会にメークされ当クラブの義援金を御渡し致し

ました。当クラブの皆さんの御協力を心より感謝申し上げます。

③　去る9日、当クラブ会員新穂光一郎君の御尊父様が御逝去されました。13日に御葬儀が

取り行われましたが当クラブを代表して副幹事の佐藤順治君が参列し、御番兵を御送り致
しました。謹んで御冥福を御祈り申し上げます。（三光町・宝林寺）

④11月13日、八幡ロータリークラブ創立5周年記念式典が八幡町中央公民館に於て取り行
われました。当クラブからは張先生と私と中江幹事さんが出席致しました。式典は近隣各
クラブの列席に、遊佐クラブをスポンサーとして盛大に開催され、創立アドバイザーとし

て張先生から祝辞を送られました。記念事業としてほ次の様な事が発表され意義ある式典

を終了致しました。

1．八幡町へ名勝案内板、カーブミラー1基、結婚相談所開設準備基金として10万円を

寄贈
2．ロータリー財団600％クラブへの達成

3．準フェローの表彰

4・5年間皆出席者の表彰

⑤11月12日より14日まで蔵王に於て開催されました国際ロータリー353地区の交換学生の

オリェソテーションに参加されました当クラブのダイアソ・メタ・シ′ユルツさんも元気に

帰って参りました。御苫労さんでした。又石黒先生、高橋国際奉仕委員長さん色々御世話
を戴き有り難度う御座いました。

⑥　来る23日の例会は勤労感謝の目のため休会とし30日に致します。

酒田大火見舞金を上野三郎君、佐藤正郎君に贈呈致します。

1幹事報告

0地区R．A．C会員研修旅行（各クラブより2名）

旅行先～370地区福岡、長崎、佐賀の各県

日　程～来年3月頃　3泊4日

費　用～5、6万円（内2万円地区負担）
0名古屋空港R．Cより　－一子どもは何を望んでいるか”と云う本＠￥1，200　買上げ方依頼

が来ています。目的は身体不具者に寄付するため。
。例会時間変更案内

山形南R．C～日月30（火）の時間はfire slde meetiugのためP・M5：30山交ビル7F



会報到着
酒Fl東R・C、白鷹R・C、東京R・C

鹿児島西R・C表敬訪問
（日程）来年3月9日出発　3月10口例会出席　3泊4日の予定11月20日締切り

＼、一一

■委員会報告

＜財団奨学金について＞　　高橋良士君

（1）ロータリー財団

1931年、国際R・Ⅰ理事会並びに財団管理委員会が採択した信託宣言の条件のもとにア

メリカ、イリノイ州に於て組織された博愛的な信託である。その目的は博愛、慈善、教育

ないし慈善的性質の現実的で効果的な事業を助成することによ〔て国際理解と友好関係を

増進することである。
この財団の構想は1917年アーチ・シー・クランフ氏によって表明され26ドル50セントの

寄付金がカソサスシティーのロータリークラブからなされたのが寄付の始まりである。本

格化したのは1947年ポール・ハリスが死去し、その追悼に多大の寄付が財団によせられて
からである。これによって財団の事業は年と共に拡人強化されて今口に至ったわけである

（2）ロータリー財団の主たる活動（即ち財団給費）

伊　大学院課程奨学金

②　大学課程奨学金
③　専門的訓練のための補助金

④　心身障害老教師奨学金
㊥補助金　往復旅費、1年間の教育費、生活費、雑費一切
㊥資　格　優秀な成績と親善使節たる素質を有し教育程度、年令、職歴の条件に合致

すること。

⑥申込方法　申請者の居住地にあるロータリー・クラブ又は申請者の在学、雇用の場所
にあるロータリー・クラブを通じて1977年3月15日まで申請すること。詳

細についてはロータリー財団委員会へ問い合わせてほしい。

（3）研究グループ（G．S・E）の交換

異なる国と国の組み合わせられた地区間で、若い実業人及び専門職業人たちのチームを

交換するための旅費を提供して、チーム各員にホスト地区の公共施設や生活様式を研究し
又個人的に知り合いを広め意見の交換をする機会を与えるものである。

匝）ロータリー財団の現況

①　世界のポールハリス・フェロー　　　　　　　15，851名

②　日本のポールハリス・フェロー　　　　　　　　　5，090名

③　財団創立以来の全世界における財団奨学生総数　6，495名

④　財団創立以来の日本から選ばれた財団奨学生総数　509名

⑤　G．S．E計画創始以来の参加者総数　　　　　　3，392名

⑥　日本から海外を訪問したG・S・E総数　　　　　177名

以上ロータリー財団の実践活動の現状ですが地区の方から奨学金の申請者ポスターが来
てありますので御知合の方がありましたら推薦願いたい。

＜財団寄付について＞　　　斎藤栄作君

フェローでありました故小花先生の御意志をついで皆さんに財団に御寄付をお願い致し

ます。



＜ダイアン・メタ・シュルツさんの蔵王オリエンティーションに参加してのスピーチ＞

先週の金曜日私は蔵王に行きました。13名行きました。4名はオーストラリヤ、1名は
フイリッピソから釆ました。大変面白く暮らしました。蔵王は少し雪が降ってました。し

かしとても良い天気でした。たくさん温泉に入りました。口曜日3時帰りました。ありが

とうございました。

＜交換学生ダイアンさんのホストファミリー移動について＞　　嶺岸光吉君

8月21日から約3ケ月間ホストファミリーをなされた石黒慶之助君の家から今度11月22

日から三井徹君をホストファミリーとしてお願い致しました。

＜火災見舞い御礼＞　　　　上野三郎君

皆様の暖い御見舞い大変恐縮しております、との御礼の言葉がありました。

＜来年のG・S・E（研究グループ）受入れについて＞　　　　早坂源四郎君

来年の4月ジョージ・セットルマイヤー氏を団長として団員5名釆鶴の事、荘内地万の

政治、経済、宗教、産業を勉強される予定。当クラブの方が主体的に出来るだけ接待して

欲しい。

く出席報告＞

のと出　席　数

席≠出　席　率

阿部（公）君、飯自君、石黒君、石倉君、玉城君、黒谷君、

板垣（広）君、三浦君、角田君、佐藤（宇）君、佐藤（伊）君、

佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（正）君、鷲田君、新穂君、

横山君、菅君、清水君、吉野君、諸橋君

前回出席率！73．61％

＿＿＿－貞　　▼－．

修正出席数】　67名

鷲田君一立川R．C　笹原君一仙台R．C
1

佐藤（衛）君一温海R・C

阿部（公）君、板垣（広）君、板垣（俊）君、石倉君、黒谷君、

小松君、三井（健）君、横山君、内山君、手塚君、月下君
一鶴岡西R．C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお顕いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印別の謁係上なるべく白黒でお願いします。



草＝ム甜
CLUB BULLETIN

創立534．6．9　承認S34．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

い　ろ　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12…30－1！30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235¢う5775

Se川ice．lbelievein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第883号　　1976．11．30（火）（ゆき）No．18

－　本日　のプログラム　－

1．点　　鐘

2．　ロータリーソング（手に手つないで）

3．ゲスト・ビジター紹介

4．奥様誕生祝　鷲田玲子様
5．会長報告

6．幹事報告
7．会員スピーチ

鶴岡の電話の今昔～角田博君
8・委員会報告

㊥地区インターアクト協議会・ユネスコの日　報告～安藤足助君
㊥新年家族親睦会案内～森田清治委員長
㊥財団寄付について（会員より御寄付を2，000円位お願いしたい）～

斎藤栄作委員長
㊥出席奨励について（出席表一覧表参照）　　　　　～山口篤之助委員長

当クラブの目標92％ですが現在は91・04％（4ケ月平均）出来るだけ頑
張って欲しい。

㊥スマイル発表～丹下誠四郎委員
㊥出席報告

9．クラブ年次総会（1976～77年度）

郎
亮

・弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



■ゲスト・ビジター紹介

斎藤福太郎君、菅沢久弥君一鶴岡西R．C

■会長報告

①　新穂光一郎君亡父の香桑返しを丁戴する。

②　佐藤正郎君、上野三郎君、火災見舞に対する礼状を頂きました。
③　酒田東クラブより礼状（火災見舞）を頂きました。

④　G・S・E吉田団長より先般のG．S．E派遣に対しての礼状を頂きました。
⑤　8月に来訪されましたガンダール・ピーケコール合唱団（ノ＿－ルウェイ）からの礼状

が来ております。

友　へ．／

私達皆、無事に口承でのすぼらしい旅行から帰ってくることが出来、皆様におったえし
ます。

旅行が私達に与えてくれた想い出、友。又そちらでの経験は決して忘れる事が出来ませ
ん。

友交的に私達をうけ入れて下さり心からの感謝の意を表し御家庭にたずねた崎に、私達
を待ち望んでいた事を知り、心の中に大きなよろこびを感じました。特に私自身も学んだ
ことは言葉の上での問題にもかかわらず音楽を通じて友変を深め、又日本とノルウェー間

の友情を結ぶことができたことです。

この手紙において皆様に、私達のした多くの失敗についておわびを、もうしあげます。

今回の旅行において日本のこと、又日本の習慣等について知ることができました。ですか

ら次の時、私達が叉日永へおじゃまする時には少しは良くなると信じています。

私達の帰国コンサートではハッどや着物で歌い、日本での出来事をったえました。皆様
が会場におればと思いました。

終りに、コーラスが夢に望んでいる第二次日本旅行（1979年）について書きます。コー

ラスのメンバーは日本でのカセット販売のお金を次回旅行のため、ためることにしまし

た。皆様の中でその事のために御好意をお哀しになりたいコント・ナンバー（下記）へお

送り下さい。

No．3021464537Ganddal Pikekor

Taiyo Kobe Bank

Sanuomiya Branch

住所　4－Chome，Kanorcho

Ikuta－Ku

650Kobe．

皆様にかさねて心からの感謝の意を現します。日本でのすぼらしい滞在をありがとうご

ざいました。

では又おめにかかるまで
アウドン・ヴァグレ

ガンダール・ピーケコーラス指揮者

P・S、もし皆様の中で、私達の写真をとられた方、叉は私達についての御感想があれ

ばお送り下さい、感謝します。コーラスへお送り下さい。日本語でもけっこうです。

住所：GANPDAL PIKEKOR

4310GANDDAL

NORWAY

）



⑥　日月25日元当ロータリークラブ会員でありました松文産業株式会社会長の男網兼松氏
の勲五等双光旭日章の受章及び山形県産業賞受賞の記念祝賀会が鶴岡産業会館にて鶴岡

市長、鶴岡商工会議所会頭等の発起にて盛大に挙行され、クラブを代表して私が出席致
しました。多年に亘る御功績は各界に亘っての立派な奉仕の精神を貫かれた事に感鈴致

しました。お目出度う御座いました。

■幹事報告

㊥例会変更案内
寒河江R．C～12月4日の例会時間　P・M5：30　場所～寒河江文化センター

東京R．C12月29日の例会を12月27日　場所～帝国ホテル別館スカイルーム

（9会報到着案内

八戸R．C、八戸東R．C、村上R・C、能代R・C、台小港区R・C

㊥12月5日地区情報研究会義務出席者は打合せの為め例会後お残り願います○

＠会費納入　未納の万は出来るだけ早くお願い致します。

■会員スピーチ

＜鶴岡の電話事情＞　　　　角　田　博君

1．鶴岡の電話

鶴岡の電話は明治41年12月21日、交換手6名、加入者126名で開始された。当時の町長

林茂政氏は笹原真治氏、風間幸右工門氏、平m吉郎氏、斎藤九兵工氏を電話創設委員に委

嘱し、逓信大臣に請願し実現した。当時は電話架設に多額の寄付金を要したものといわれ
る。

現在の電話事情は鶴岡市の人口9万8千人、世帯数2万7千で加入電話は2万7千であ

り、人口100人当り27．6と東北では有数の普及都市となっている。

今や電話は日常生活に寸時も切りはなせない生活必需品となっており、今、市内の電話
がストヅプしたら、すべての活動はストップされると云われております。

また、公社の通信技術は今や世界のトップにあり、すでにアメリカの技術をも抜いてお

り、この技術革新により、世界一低料金の7円で23年も維持できました。（アメリカ23

円）

住宅用電話の普及に伴い遂に赤字に転落、第二の国鉄になるのではないかといわれてい
たが先般、料金改訂が国会で成行し、このたび料金を改訂させて頂きました。皆様の深い

御理解と御支援ありがとうございました。

2．むかしの電話

ダイヤル化（昭和39．11）までは1番が殿様、2番が風間家でした。しかし創業時には

酒井家にはまだ開通されていませんでした。創業8年後に1番酒井家、2番風間家、67番

六十七銀行となりました。

3．ダイヤル化当時のM22”の皆さんも、いよいよ番号を変更せずに、便利な

プッシ′ユホン

プッシュ式ビジネスホン

プッシュ式ホームテレホンにできるようになりました。

今年度は200の枠しかなく、すでに残りは100足っておりますのでプッシュホンになさり

たい方はぜひお早目に私まで御申込み頂ければ幸いと存じます。詳細は配布致しました資

料を御参照下さい。



』委員会報告

く第353地区インターアクト懇談、協議会報告＞　　インターアクト委員会

11月20円（土）pM6：00～2川（日）AMl：00米沢市中野川温泉宝寿園に於て地区Ⅰ．C委員、

Ⅰ・C顧問教師、スポンサークラブⅠ．C委員の懇談、協議会が開催され、安藤委員が出席しま

したので概況を報告します。

1．出　席　者

Ⅰ・C　校．顧　問　教　師
‾‾‾雇亮学院Ⅰ．C

二重島工高Ⅰ・q＿
安積商高Ⅰ・C

＝牽重量邑1・旦＿
喜多方工高Ⅰ．C．‾宕顧蔑高Ⅰ．C

緑ナ丘高㌦＝トC
鶴岡西高Ⅰ・C∵画面高専1・ら

鶴岡工高Ⅰ．C

米沢女子高校！蓋藤塁生琵1宕

スポンサークラブ

Ⅰ．C　委　員 備　　　　考

∈飯坂R・C）‾　＿＿

（福島北R・C）
頭福西紅で了二二
匹二わき勿葵鱒二C）
（喜多方R・C）
彊塾LL旦二＿C）　＿
（福島旦＿・C）

（鶴岡西R二旦」＿－＿＿1＿

し椚岡R・Cl

（塾坦旦・C）

私立校創立予定

荒す還泰針一票芸主監宅ノ誤、欝旦二旦廼
2・前夜懇談会食

三井地区委員長より本会の趣旨説明あり、会場設営に当られた九里地区副幹事に謝辞あ

り、次いで各「1自己紹介をかね各LCの概況、及びスポンサークラブのLC活動の概況
の開陳あり、鯉のウマ煮、米沢牛鍋、山菜料理に舌鼓を打ち乍ら地区大会の想い札各Ⅰ
・C、R・Cの問題点等胸襟を開いて語り合う中に親睦を深め有意義に終る。

3・協　議　会

第2n AM8‥30～11！00間三井地区委員長の適切な指導と司会により極めて熱心に意

見活動が行われ（之には前夜懇談会食が大いに力となった）且つ具体的な貴重なⅠ．C活

動の成果も多く発表された。

（1）三井地区委員長に先ず次のような指導をなされた。

圧）Ⅰ・Cの特殊性と現況について

誕生1962年11月　洗練された創設経緯、単年度事業でなく継続事業、世界のⅠ．C
71ヶ国3，530クラブ72，000名、日本のⅠ．C288クラブ8，640名R．Cの活動の中で最　　）

も特色ある重要なプログラムである。地域社会に於ける青少年指導育成団体としても

特色あるものである。（別紙青少年指導者の種類……参照）
Ⅰ・Cはその誕生の時とは精々異った意味を加えて現代社会に評価され、求められて

いる。

岩手県江刺高校Ⅰ・Cの例（スポンサー岩谷堂R．C）
3年前創立、会員80名、尚希望者が多い、生徒はⅠ．Cを求めている、スポンサ
ーR・Cの熱心な努力による　学校・生徒のⅠ．Cの理解、トC例会にスポンサー

R・C会員の熱心な出席と助言。

北海道函館ラサール高校Ⅰ．Cの例

昭和47年11月創立、会員13名、少数精鋭、全校生徒より厳選の上優秀生徒を入会
させるへ

②　国際理軍について
R・Ⅰのマチヅド地区及びクラブのⅠ・Cとの文通、交流（ワールド・インターアク



ト、デレクトリー参照）

R・Ⅰ中央事務局青少年係宛に申込があった文通希望の海外Ⅰ・C（資料配布）
373地区特にサンバナデーノ市Ⅰ．C（海外派遣地）との交流、ロータリー財団教育

補助金プログラム、奨学生について

③　社会奉仕について

奉仕と云うことは知ってはいても、実践しなければ役にたたない。小さな奉仕活動
でも、生活体験として実践するところに価値が生れ、その人に自信を与え、成長させ
る。

④Ⅰ・Cの運営と育成について

紬R・Cとの関係　　　貯）トC指導者講習会

（B）学校との関係　　　　炬）Ⅰ・C地区代表設定の安否

炬）地域社会との関係　㈱Ⅰ．C名簿作成（全会員関係者）1部60円位、330部印刷

の）R．Ⅰとの関係　　（Ⅰ）新設予定Ⅰ．C（山形、米沢、会津若松、酒田）
炬）Ⅰ．C地区大会　　（J）研友会（第1回、第2回海外派遣者）及びOB会の動き

（2）一般協議

①　顧問教師、R．C、Ⅰ．C委員共同一人を専門化せず互換性をもたせ理解の輪を拡げ
ると共に指導力を強化

②　R．C、Ⅰ．C委員は年度顧問委員会編成の際、優先的に5名を選出し且つ1年委員
2年委員等再任制をとる。

（勤　顧問教師のⅠ．C諸行事に於ける出張旅費の考慮

④　資金援助はⅠ．C宛でなくその意を含めて生徒会宛の方が適当

⑤Ⅰ．C活動を活発にして行動によって教職員、生徒の理解を深めることが肝要

⑥　総堺府の青少年育成国民会議出版パンフレットの「青少年団体グループ」のリスト
に乗せるよう努力する

⑦　各県知事、教育委員会に県の指定する青少年団体として認めさせるよう努力する

⑧　定款、細則、R．Ⅰ理事会のⅠ．Cに関する方針声明（之が【・C運営指導の2本柱）
について地区は逐条仔細に検討し拠るべきところを各Ⅰ．C及びスポンサークラブに

明示する要あり
⑨　指導者講習会は各校10月～1用には次年度役員が改選決定するのでその後の早い時

期に2～4ブロックに分け、地区委員出のもとに各Ⅰ．C2～3名、顧問教師、R・C

委員等出席のもとに開催されたい。その細部計画は分区代理が適当
⑬　鶴岡R．Cより別紙の課題提起あり

間もなく米沢女子高、山形、会津若松、酒田等新しいクラブが出来る予定。Ⅰ・Cは地区内
に合せて15になります。地域社会、学校、県教委が注目をもって見られている。県教委、文部

省にボランテァグループとして認めてもらうという気運まで盛り上がりました。そうなれば7よ

る程学校、クラブ顧問教師、委員というものは断絶があってほならないと大きな責任を感じま

した。

＜「UNESGO」（ユネスコ）の日＞　　青少年委員会

去る11月23日（勤労感謝の日）ユネスコ創立27周年の記念［＝1月24日を1日繰り上げてこの

佳日の休日に鶴岡市中央公民館に於て午前10時より「ユネスコの日」が催され、青少年委員も

理解と激励のため参加しましたが、男女約40名の子供達が阿部裏先生を中心に6～7名のリー

ダー（中にローターアクトOB大中君の姿もあり）お世話で、いただいたお菓子袋に手をつっ

こみ、口を動かし乍ら次のようなプログラムを喜々として楽しんでおりました。

1．受　　　付

大きな紙に次々と掌に墨を塗り、手型を捺して記名し開会前に会場に之をはられた。
2．阿部裏先生のお話

ユネスコの創立、鶴岡ユネスコ小供学校の創立（42．11．24）「UNESCO」即ち「国



際教育科学文化団体」の意義と目的等子供に判り易くお話された。
3．人形劇「消えない灯」

阿部先生自ら人形を手にし、インドの物語のお梓迦様の教訓等語り乍ら、子供達も参加
し楽しみの中に教訓に感じ入った様子。

4・映　　　画

「ユネスコ」「かぐや姫」

5・若松多八郎先生のお話

「庄内の木のはなし」と題し大変興味あるお話を、長い経験の教職を生かされて子供の

興味を引き乍ら話された。
終始阿部先生の温情溢るゝ御熱心なお世話、御指導には頭の下がる思いで感銘の外なく、又

このような地味な目立たない子供のための奉仕に積極的に参加する青年、女子の活動には深く

胸を打たれるものがありました。今後当クラブも一層の理解と協力・援助に努めなければなら

；≧三三…芸竿三三三；去集会について，榔動委員会制彗巌
当クラブ親睦活動委員会新春計画の一つであります新年鱈H大集会を下記の通り行いますの

雲御案内申し上げます0尚、当日の例会は時間変更と習堀0
＼＼月　日　昭和52年1月25日（火）　　　　　ゝ一、・〆′

‥二‾ご‾二‾l‾‥∴－‾‾∴‥

その他　何票悪霊孟諾崇三言言送ん。　　〇、だ叫㌔

∈釣‾山　楽しい愉快な集会にするべく現在準備中です0
細部軽璃吏除目一発表示棄二ヒ背嚢ニー御期待車凄む・6

実行委員長　上野三郎君
委　　　員　森田清治君、佐藤正郎君、飯白祐倍君、富樫良書君、丹下誠四郎君、

内山喜一君、三井賢二君、鷲田幸雄君、中江亮若

くスマイル＞　　　森田清治君

鶴岡商工会議所3号議員に選任されました。

＜出席報告＞

盲了…∴： 阿部（公）君、五十嵐（三）君、石倉君、高橋（耕）君、板垣
（広）君、嶺岸君、三井（健）君、中野（活）君、佐藤（友）君、
佐藤（正）君、新穂君、菅君、高橋（良）君、清水君、薮田君
吉野君

鴫蓋整…諾‡‡窒驚薫員麺詣）評誌許凱賢鵠
＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお買いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を授出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん／／委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、責苦事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印照一の買戻上なるべく白黒でお隣いします。



◎。強打
CLUB BULLETJN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

‥・一一日　三二二＿－　‾‾‾＝二二二‾‾L－

い　ろ　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール

顔問ロータリー　笠蓋芸
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

毎週火曜日　P・M12：30－1：30

鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235担5775

Service・lbe＝evein Rohry・

奉仕・ロータリーを私は信幸する。

第884号　　1976．12．7（火）（ゆき）No．19

－　本日　のプログラム－

1．点　　鐘

2・国歌及びロータリーソング（奉仕の理想）

3．ゲストビジター紹介

4・誕生祝・年間皆出席表彰

5．会長報告

6．幹事報告

7．　ゲスト・スピーチ

＠酒田大火見舞お礼と近況報告～酒田R・C、酒田東R・C　代表荒井清氏
＠鶴岡駅のお話～鶴岡駅長（太田幸司氏）
㊥G・S・E派米旅行挨拶～進藤昇君

8・委員会報告
⑨富岡R・Cバーナー紹介～安藤足助君
＠プッシュホン（電話）のおすすめ～角田君

（今までの使用している22局そのままプッシュホンに出来ます。23局も出来るが数
が少ない）

◎出席報告

郎
亮

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



匿ゲスト・ビジター紹介

荒井清君一酒田R・C、栗本敏直君一鶴岡西R．C

■誕生視・年間皆出席表彰
く会員誕生＞

菅原辰古君、鈴木弥一郎君、津田晋介君

＜奥様誕生＞

上林あい子さん、森田武子さん、皆川律子さん、迎田恵美子さん、佐藤貴美子（順治）さん

＜年間皆出席＞
7年間皆出席　　中江　　亮君
6年間皆出席　　富樫良書君

く11月175％出席＞1名

中　江　君

＜11月150％出席＞1名

鈴木（弥）君

＜日月125％出席＞　4名

張君、早坂（源）君、斎藤（栄）君、高橋（正）君

＜11月100％出席＞54名

皆川君、阿部（公）君、阿部（薬）君、安藤君、半田君、飯自署、石井君、石黒君、五十嵐（三）
君、石川君、板垣（俊）君、玉城君、上林君、風間君、黒谷君、高橋（耕）君、小池君、板垣

（広）君、小松君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（貿）君、三井（健）君、森田君、角田君、中野

（重）君、中野（清）君、小野寺君、西海君、斎藤（得）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（友）
君、驚田君、笹原君、新穂君、横山君、内山君、鈴木（善）君、迎田君、谷口君、手塚君、

富樫君、上野君、菅原（辰）君、山口君、山本君、吉野君、中村君、丹下君、諸橋君、海東君

層会長報告
①　去る12月5日、国際ロータリー第353地区ロータリー情報研究会が、郡山市東北医科歯

葺科大学の大講堂で郡山東R・Cのホストでカウンセラー榎戸先生を御迎えして開催されま

した○当クラブより斎藤栄作君、三井陸君、安藤足助君と私が出席しました。会員増強、
ロータリー情報、世界社会奉仕、ロータリー財団等の部門に亘りスライドによる解説があ

りました。後程各担当から御報告申し上げます。尚、同席上酒田大火に対しての酒田及び

酒田東R・C会長の御礼の挨拶及び先般帰国されたG・S・Eの吉田団長外の方々の御礼の

挨拶が御座いました。
9月中旬、第353地区G・S・E吉田団長以下5名の方々が渡米されましたが、当クラブ

ローターアクトの進藤君もその一人で御座います。11月初めに研修の全日程を終えられ元

気に帰国されました。アメリカ滞在中にはたびたび御通信をクラブにお寄せ戴きましては

んとに有り難度う御座いました。

③　定例理事会で当クラブよりNHK歳末助け合いに金20，000円、市の社会福祉に30，000円
御寄付する事に決定しました。

毘幹事報告
例会変更案内

。山形R・C　12月22日はⅩmasバーチーの為、12月18日　P・M5：30　丸久松坂屋8F

。山形北R・C12月30日はⅩmasパーテーの為、12月25日　P．M5：30　ホテルオーヌマ

○山形西R・C12月20の例会はⅩmaSパーテーの為、同日　P．M6：00　ホテルオーヌマ

。酒田東R・C12月9日は同日P．M4：08　都旅館



酒田東R．C12月23日の例会はP・M6：00　産業会館4F

酒田東R．C12月30日の例会は12月27日　産業会館4F

財団寄付1人￥2，000以上をお願いしましたが、お早めに事務局迄お持ち下さい。

薗ゲスト・スピーチ

＜酒田大火見舞お礼と近況報告＞　　酒田R・C、酒田東R・C　代表　荒井　清氏
過る酒田大火で酒田R．C5名、酒田東R．ClO名の曙災者に対し、鶴岡R・Cよりお見

舞の御言葉、又過分な御見舞金を頂きまして本当にありがとうございました。

只今国や県、市が一体となって燃えない都市造りの計画が進められております。歩道を

広く又防火壁など来年の3月迄に終り、それから酒田市の復興に着手し、それが大体5年

後には終了の予定です。中心となる商店街が焼けましたので経済方面に打撃があると思い
ます。こちらの鶴岡方面から何かと御援助頂く事と存じます。どうぞ宜敷く御願い致しま

す。

＜鶴岡駅のお話＞　　鶴岡駅長　太田幸司氏
0鶴岡駅創立大正7年9月2日1、初代駅長は富田さんで私は27代目の駅長です。大正13年に

は羽越線全線開通、昭和47年10月は全線電化完成。特急いなほ1、2号、白鳥が運転され
スピードアップ化により首都圏にますます近くなった。

○鶴岡駅の収入

新潟管内で旅客収入第6位（酒田3位）、貨物収入第13位で職員は約87名。50年度の乗客
は1日平均4，627名、降客は5，089名、貨物に付いては発送271トン、到着526トンで、旅客

収入は一日平均237万円、貨物収入は63万円です。
。旅客列車（上、下共）特急10本、急行15本、普通列車24本、終着2本、始発1本です。貨

物列車は停車36本、30本。職員の年令は平均48・3才です。
050年度輸送量（旅客）

国　鉄　　30％（2，153億人）　航空機　　3％（191億人）

民　鉄　15％（1，092億人）　　船　舶　1％（66億人）
バ　ス　16％（1，101億人）

乗用車　　35％（2，508億人）

貨　物

国　鉄　13％（466億トン）　　　　トラック　　36％（1，297億トン）

海　運　　51％（1，840億トン）　　　　　航　　空　　0
0国鉄の財政状態

日石和39年度に純損失の発生以来50年度迄純損失を計上してきた。この間昭和41年度には

繰越欠損金を計上、昭和46年度には償却前赤字を出す。昭和48年度には貸借対照表の資本

合計がマイナスとなった。

純損失　S50年度　9，147億円

繰越欠損　　　　　　31，6川億円

長期負債　　　　　　67，793億円

利息を叉借金して支払っており、民間会社の経営では考えられない。
0職員の働きは

昼夜休まず毎日1，900万人の旅客と50万トンの貨物を運び続けており、43万人の職員が

列車ダイヤに合せて努力し、又サービスの改善、合理化を計っております。
。国鉄収入は44億円で、人件費41億円、利子‖億円、経費15億円で毎日損失は23億円です。

この前の値上げにより1日の収入増は18億円となったが、1日5億円の赤字の現状であり

ます。再建の道はけわしいと云わざるを得ません。
0ではなぜ赤字になったのか

国鉄では近代化、合理化に努力を払っておるが、基本的に運賃に問題があり運賃は物価



安定に役立たせる見地から押えられて来たが、石油危機以降、運賃と物価水準の差は一層
広がり巨大の赤字を生み出す原因となった。又経済的に引合わない路線であっても一つの

行政サービスとして地域住民の交通便宜を確保するため運営してきた。最近は地方交通線
の費用負担が支えきれなくなってきている。

。新しい出発のために

①　安定した輸送サービス提供
②　職員が国鉄に勤務する誇りと希望のもてる国鉄とする努力

③　過去の累積赤字を正し、財政基盤の確立を強化する事
0観　　光

当地方は観光資源が豊富です。当駅の中にも観光センターがあり大変利用されております
50年度出客数　院之浜温泉　813，000名　　　湯田川温泉　239，000名

書宝寺　　603，000名　　　羽黒山　1，300，000名

金峰山　　140，000名　　　　計　　　3，095，000名

3，095，000名のうち国鉄利用者は348，000名で11％に当ります。

。上越新幹線は昭和55～56年には完成されると云われています。そのまえに羽越線の複線も

完成されると思います。その時点には文化の面は一段と変り旅行も便利になります。反面

今の山形県の青い空、きれいな山、黒い土が汚される要素がありここで山形県第2世紀の

踏み出す、今考えなおす大きな課題があると思います。

＜G．雷．E派米旅行挨拶＞　進藤　昇君
G．S．Eのメンバーとして9月11～11月2日迄53日間アメリカ200周記念の時期に派遣

頂き、私個人として有意義に過ごさせて頂きました。スライド、8ミリをたくさん写して

釆ましたので別の磯会に発表させて頂きます。どうも大変ありがとうございます。

⊥委員会報告
く祝　結婚記念日＞　会員一同

斎藤得四郎御夫妻　　　昭和15年
佐藤順治御夫妻　　　昭和17年
佐藤　　衛御夫妻　　　昭和31年
風間慶三御夫妻　　　昭和34年
高橋良士御夫妻　　　昭和37年

おめでとうございます。

＜出席報告＞

現蓋蓋登遺筆
．．十十一　い∴一り

阿部（公）君、板垣（俊）君、上林君、黒谷君、石倉君、斎藤
（栄）君、佐藤（伊）君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、新穂君、
内山君、菅君、清水君、津田君、上野君、山本君、薮田君
板垣（広）君

賃．1要撃蓋訂誓盗詳嘉塚軍票儲賢‘吉野（活）
確定出席率－‾盲†‾面画クプl蓋1嵐とヨ旨二苑菌RT己

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお煩いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、宅告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は軒三の完慕上なるべく白黒でお願いします。



二戸＝A
CLUB BULLETJN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

い　ろ　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール

顔阿ロータリー　笠釜是
毎週火曜日　P・M12：30－1；30

鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235幽5775

THEROTARYCLUB　　　　会長　鈴　木　弥
OF TSURUOKA　　　　　　幹　事　中　　江

Se川ice・lbelievein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第885号　　1976．12．14（火）（くもり）No．20

－本日　のプログラム－

1・点　　鐘

2・ロータリーソング（それでこそロータリー）

3・ゲスト・ビジター紹介

4・12月12日お亡くなりなられました、前当ロータリー会員の今間壮太郎氏に

哀悼の黙蒔を捧げご冥福をお祈り申し上げました

5．会長報告

6・幹事報告

7・退院ご挨拶～菅健君

清水重雄君お見舞に対するお礼の言葉がありました
御全快おめでとうございます。これからも御健康に御留意下さい。

8・次期役員選挙結果発表～上野三郎指名委員長

9・地区ロータリー情報研究会報告～鈴木弥一郎会長

10・新年應汁家族会の概略予告～丹下誠四郎君

楽しい計画があります。出来るだけ多くの方の御参加をお願い致します

11．出席報告



■ゲスト・ビジター紹介
佐藤拡君、上野十九治君、小林忠康君一鶴岡西R・C

■会長報告
当クラブの名誉会員であります金井勝助氏が秋の叙勲で勲三等瑞宝章を受けられました

幅広い数々の御功績誠におめでとうございました。

E幹事報告
①　庄内分区LC・G．Fは3月21日（月）八幡R・Cで行われます。

②　会報到着案内～本荘、新庄、東京、藤沢

③　茅ヶ崎湘南R．Cが茅ヶ崎R．Cをスポンサーとして創立され10月26日R・Ⅰの承認を
得た。（伝達式は来年5月21日予定）
例会日～毎水曜日12：30会場～茅ヶ崎フイシ′ユセソクー

④　例会変更
0鶴岡西R・C～12月24日の例会はⅩ・maS家族会のためP・M5：30産業会館5F登録料
～＠4，000　尚、12月31日の例会は12月29日にくり上げて行う。

0山形南R．C～12月21日はP．M5：30山交ビル7F12月28日は12月24日（金）にくり

上げ1月4日は1月7日（金）に夫々変更して行われる。
。新庄R．C～12月10日はⅩmasパーテーのためP．M6：DOったや本店で行われる。

0立川R．C～12月23日は忘年会のためP．M6：30庄内ドライブインで

登録料＠2，00012月30日の例会は12月27日（月）に変更
。酒田R・C～12月29日を12月25日（土）P・M5：OD酒田産業会館3F

登録料＠2，000
0八幡R．C～12月18日はⅩmas家族会のため12月柑日（日）P・M5：30一条公民館で

登録料＠3，000

⑤　財団寄付募金結果～総額127，000円は早速送金致します。

■次期役員選挙結果発表　上野三郎指名委員長

次期副会長会長エレクト受諾挨拶～三井健君任期になりましたら皆様の御協力で出来る
だけの事は致したいとの御挨拶がありました。

彊地区ロータリー情報研究会報告　鈴木弥一郎会長
先程会長報告で申し上げましたロータリー情報研究会について御報告申しとげます。先

ずは平松ガバナーの御挨拶がありましたが、本年度R．Ⅰ会長は奉仕特に職業奉仕につい
て強調され、其の実行を求められました。

職業奉仕はロータリアンが一人一人行うものであり、各ロータリアン個人の奉仕活動で

あります。従って、私達が自己の職業を通じて社会その他に奉仕することであり、即ち奉

仕の心、ロータリーの心を以て職業に活きて行く事だと思います。

次に「職業に品位あらしめる」ことです。皆さんの有用な職業が人々から尊敬され感謝
される様でなければならないと職業の倫理について御話がありました。

次いで榎戸カウンセラーの解説で最初は「ロータリークラブ会員の増強」についてのス

ライドを交えた御話でした。会員増強についてのお話で先づロータリークラブに於て会員

増強は何んのために必要であるかと云う問題でロータリーで一番大切なのは会員であり、
ロータリーの発展の為めに会員の増強は大変重要な事であり、先づクラブ会員が無関心で

あっては其の目的を果たす事が出来ない。
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其の第一着手として会員増強について今までの慣習のように会員増強委員会だけに頼ら
ず、また会員個々の推薦にまかせず。クラブ全体として基本的な増強方針を決定し真剣に
此の問題に取りくむべきである。具体的には関連委員会例えばプログラム委員会、ロータ
リー情報、会員選考委員会等と密接なる連携を保ち又職業分類委員会の職業分類の充項。

未充項の考察は会員増強の基本であると思うので充分活用し、クラブの実体を見極め乍ら

努力し将来の会員組織設計を考えて欲しい。
質問には一クラブ会員数の限度についてと云うのがありましたが、此れには地区の実状

を勘案し、クラブ運営を重点にして会員の増強を考えて慾しい。目標として平松ガバナー

は10％増と云うことを基本に示されました。

「あなたのクラブの為のよりよいロータリー情報」

ロータリー情報活動は先づ年度始めに確りした年次計画を樹てる事は勿論、特別プログラ

ム、情報の提供、炉辺談話、情報祥録等を織り交ぜローータリー精神の認識を深める様にす

ること又新会員の教育については入会前に予め、ロータリーの目的について説明して置く
ことが必要である。クラブ協議会等には新会員の方々の参加を呼びかけ成るだけ早くロー

タリーについて精通してもらう様にし全会員を活動的にしむける様にすることが使命であ

る。

叉ロークリJ情報には最少3名の委員を当て一年委員、二年委員としてロータリー情報

活動について精通する事であります。（ロ←一夕リー情報の活動についてのスライド説明あ

りました。）

くR・l第353DP一夕リー情報研究会「世界社会奉仕部門」報告＞

世界社会奉仕委員長安　藤　定　勒
テーマ「より効果的な世界社会奉仕」　カウンセラー352Dバストガバナー榎戸由緩君

1・スライド「世界社会奉仕」上映

いろいろな世界社会奉仕の事例を纏められたスライドで「世界社会奉仕」を理解するに

役立った。
2・各R・Cは可能な範囲に「世界社会奉仕委員会」を編成し、取り組むことが望ましい

と奨励された。
3・「世界社会奉仕」に取り組むには次の道がある。

①　「R・Ⅰ世界社会奉仕計画資料室」計画資料No．11（WCSプロジェクトライブラリ
ーを利用し、クラブに適したものを選択し取組む。

②　海外に姉妹クラブのあるR・Cは、相互の文通、交流によって相手のR．C或は地域
の援助を必要とする問題を深め取り組む。

③　会員の海外旅行の際、その訪問国或は地域に問題点を探り取り組む。
4・実施に当っては次の2点に留意する必要がある。

①　よく相手の事情を調査する。
例えば税関、国の規則、貨幣事情、ルート、要望の内容等受ける側の身になって（数
年前援助資金200万円を贈ったが次第に金額が減少し遂にどこに届いたか判らない例
あり）

②　その効果を見守る
5・第353Dにはその道のベテラン佐瀬亘世界社会奉仕委員長が居られ、既に年度頭初詳

細余すところない資料を各R・Cに配布しておられるので、各R・Cはそれを参考にして

取り組まれたい。
6・諮問に対するテーブル毎のグループ研究が行われた。

第1問　何故世界社会奉仕が必要か？
その必要は普通の。－一夕リアンに認められているか？

第2問　われわれのクラブが‥・…会員だけでなく一般社会の人々にも参加させて……世

界社会奉仕の目的を達成させるためほにどんな内容の事業計画がよいか。



＜ロータリークラブ会員の増強＞
ロータリー情報研究会（鶴岡ロータリークラブの解答）

下記の評価方式を用いてあなたのクラブの強点と弱点を見出して下さい。

7…‥・平均以上　　　　2……平　均

3……平均以下　　　　4……皆　無

1・クラブの会員は大体皆、正会員及びアディショナル正会員の双
方の新会員推薦の方法を知っている。

2・クラブ会員の大多数が新会員候補者を探し、推薦することは会
員としてのつとめであることを自覚している。

3・全クラブ会員は奉仕の精神、有し、指導者となる資格を具備し
た若手の会員を「探し求める」ように奨励されている。

4tクラブ全体、並びにクラブ理事会はクラブの会員増減の傭向に
ついて定期的に報告を受けている。

5・クラブの充填及び未充填職業分類名簿は常に現状に一致するよ
うに改訂されている。未充填職業分類は開放され、定期的に全
クラブ会員へ通告されている。

6・シニア・アクチブ会員となった会員の空席職業分類は迅速に充

頃されている。
7・新会員の入会手続は推奨手続に従って迅速に考慮されている

8・クラブ会員の大多数はクラブで優秀な奉仕活動を実行している
のでロータリーを他の人々と分かち合うことを動機づけられている。

9・各新会員はスポンサー会員の協力と活動や親睦に加わることと

充実したロータリー情報の提供を得て非常に良いロータリー生
活のスタートをしている。

10・クラブ会員の大多数は会員資格を特典や地位でなく、ロータリ
ーの精神とその実践に結びつけて誇りにしている。

1（診　3　4

1・②　3　4

1　②　3　4

1　②　3　4

1　2　③　4

1（参　3　4

①　2　3　4

最後にロータリー財団への参加というテーマがありました。

第1間　ロータリー財団への寄付金を募るのに、どんな効果的な方法があるでしょう。

第2間　現在われわれの地区に留学中の財団奨学生、並びに当地区へ帰省した奨学生た

ちを私達は有効に起用しているでしょうか？

もし起用していないと思われる場合は、どうすればこの点を改善することが出

来るでしょうか？

ような設問でした。

出出席報告

本出】会　員　数
日」‾由「東嶺

買≡贋冠

欠l野獣急増、幸埜君！三井（徹）君、小野寺君、佐藤（年）乱佐藤（昇）君、佐藤
（衛）君、佐藤（正）君、鷲田君、笹原君、内山君、津田君、
薮田君、中村君

席
者

風間君、黒谷君、小池君、

00矧メアl斎藤（栄）君一郡山粛百二で

石倉君、

㌦：一㌦十、・．・工．言∴吉五十∴1

く会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿叉は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん／／委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿・要旨・報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

4
　
　
　
4
　
4

3
　
　
　
3
　
3

②
　
②
②

）



草＝A
CLUB BULLETIN
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顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

・一一一‥　二＿－　‾‾「＝＝＝＝＝＝＝ニー

い　ろ　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12；30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235¢今5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川ice．E believein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第886号　　1976．12．21（火）（小雪）No．20

－　本日のプログラム－

1・点　　鐘

2・ロータリーソング（手に手つないで）

3．ゲスト・ビジタト紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．酒田大火被災会員に対するお見舞金伝達～酒田R．C　北川武雄幹事

鶴岡R．C及び全国各地のR．Cより御見舞大変ありがとうございました。

鶴岡R．Cの曜災者の方に酒田R．C、酒田東R．Cが各地からの御援助の中から御

見舞申し上げたいと思います。

7．鶴岡R．A．Cのクリスマスノミr一ティト案内～鶴岡R．C．A～小野寺敏夫

日時　22日　P．M6：00より　　場所　グリ　ル都

会費　R．C会員2，500円　家族、友人1，800円

8．会員スピーチ（米国一見客）～新穂光一郎君

9．スマイル～火災見舞お礼～佐藤正郎君、上野三郎君（皆様の暖い御援助に

対しまして）～新穂光一郎君（日本建築家協会々員になられた）

10．出席報告



薗ゲスト・ビジター紹介

根本三郎君一川口北R・C　北川武雄君一酒田R・C　滝禅源君、池田好雄君一立川R・C

半田勇三郎君、小林忠康君、菅原隼雄君、桜井瑞男君一鶴岡西R・C

l会長報告
①　先般当クラブ会員海東君よりクラブに退会願いを提出されましたが、理事会にて協議

の結果極力慰留を申し上げました所、引続き会員として御協力下さる御快諾を得まし

た。誠に有り難度う御座いました何卒よろしく御願い申し上げます。

②　先般の例会で次年度役員の発表がありましたが三井副会長さん初め皆さんに御快諾を
頂き誠に有難度う御座いました。

③　先日、斎藤得四郎君、嶺岸光吉君の近所に火災が発生しましたが、無事に難を逃がれ
られたようです。御見舞申し上げます。

嶺幹事報告
0例会変更案内

遊佐R．Cl月21日はⅩmaSパーテーのため遊佐農協でP．M6：OD　＠3，000
。会報到着～遊佐R．c

c新年初例会に於て巳年生れの方は年男のスピーチをお願いします。
0新年1月4日の初例会の時おトソが出ますので成るべく串は遠慮して下さい。

。川口北R・Cからパーナを頂きました。

鵬会員スピーチ

く米国一見客＞　　　　新穂光一郎君

アメリカといっても皆様訪問した方が多い筈ですし、それ程もの珍しいものでもないと

思いますが、人それぞれ見方、聞き方に差があると思いますので群青象を評するが如きも
のと百も承知の上でお話し申し上げます。

最初にお断わりしておきますが、私の話にはロー一タリーのロの字も出ないし、又横文字

が多く出ると思いますが、そこは場所柄ゆえお許し頂きたいと存じます。分らない部分に
ついては話しの中でもどうぞ質問して下さい。

約2週間アンカレッジ（ANCHORAGE）　ニコ＿一一ヨーク（NEw YORK）ワシントン

（WASHINGTON）マイアミ（MIAMI）ロスアンゼルス（LOSLANGELES）ホノルル

（HONOLULU）と廻って参りました。

私は旅立つ前に出来るだけ彼等の中へ飛びこんで改めて彼我の差を認識したかったし、
とにかく英語に「TRY AND SEEIF」という諺がありますが、この辺の言葉でいえば

「まず、どうだがやってみれちゃ」という意味でもありますが、聞き方によっては可成り

無責任のようにも聞こえますけど、私は終始こういった姿勢を崩さず旅を続けて参りまし

た。

私はアメリカという処が面白いと思うのは、州にそれぞれ俗称がある事、例えばNEW
YORKはEMPIRESTATE、CALIFORNIAがGOLDENG、それと州都が必ずしも大き

い都市でないという事です。非常に考えさせられる問題と思います。何でも彼でも中央主

権的な我が国情に比較し、何やら羨しくもありました。
但えはニコL・一一ヨーク州の首都はアルバニー（ALBANY）、フロリダはトーラハシュー

（TALLAHASSEE）、カリフォルニアはサクラメント（SACRAMENTO）という具合で

す。但しワシントンだけは特別区としてWASHINGTOND・C・となるようです。それか

らもう一つ各州がそれぞれ自主的で自由なルールを作り出している事です。煙草の値段等

は各州まちまちで税金が違うという事でしょうか？そして何となく肺に落ちないのは切手



の自動販売機ですが、50セント入れても13セント3枚とか9セント4枚しか出てこないの

です。自動販売機でなければちゃんと50セント分くれるんです。我々はこいつは「MONEY

EATER」金喰い器だ、などと悪口を云ったのですが、何せ人件費が高いせいか小物は大

抵自動販売機なので閉口しました。
ニューヨpクは南北に7べニコ」・一一（AVENVE）、東西にストリート（STREET）とは

っきりしてて、小さい建物でも探し易い処です。小さいラーメンやもすぐ探し出せました

し、パンナムビル（PANAM）とかエンパイアーステートビル（EMPIRESTATE）等は

すぐ分ります。

私の友人（大学時代）がニューヨークに6年程滞在しているのですが、彼はパンナムビ
ルの44階に事務所を持ってますが、このビルを夜訪問した折にはエレベーターに日本人が

可成り乗ってましたのでよく聞いてみますと、三井物産や名高い丸紅、飯田などの商社が
このビルにあるそうでロッキードい011の売込みの話もこのビルに端を発しているとの事

です。／ペソナムビルについて一寸ふれると、このビルは南北に走るパークアベニ二・ユ・・一

（PARK AV）の真申に建っていて道路がそのビルの両側迂回するという変則的な形状を

とってますが、皆様ならどうお考えでしょうか？北と南からの道路のつき当りにビルが立

っているという事は私の頭ではどうしても理解出来にくい事です。
ェソバイヤーステートビルにはお上りさんらしく一人で昇ってみましたが、エレベータ

ーはガタガタだしさ程賞められた建物でもないのですが、ただこれが約50年前に建設され

たという事にやはり彼我の差を認めざるを得ません。今はニューヨークで2番目に高いビ
ルだそうですが、トップの座は世界貿易センター（WORLDTRADECENTER）に奪わ

れてしまったそうで、何やら消え去りゆく老兵を見るような感じでした。

私達の宿泊しましたホテルはアメリカrナ（AMERICANAof NEW－YORK）という

処でジミーカーターの定宿だそうで、先月大統領の当選の決った日は紙吹雪が舞ったそう
です。ついでに夜フラッと入ったホテルがウオルドル7、アストリアホテル（WALDORF
－ASTORIA）という処で、ここは日本の天皇がおいでになりご宿泊されたという事でし

た。

夜飲み歩いていて何軒日かにそこのカウンターで飲んでいた訳なのですが一晩5、6軒

位ははしご致しました。始めて来た割には本当にずうずうしい奴と友人に苦笑されたので

すが・”・‥。飲み代（DRING CHARGE）は他のものに比べてすごく安いと思います。

有名なプレイボーイクラブ（PLAY BOYCLUB）は会員制だったのですが、友人がそ
このメンバーという事で入れて貰いました。バニーガールのプロポーシ／ヨソの良さに見と

れ乍ら飲む酒の味は格別でしたが、舞台から突然「お前らは中国人か、日本人か」と声の
かかるのにはびっくりしました。コメディアンは「お前ら男3人で可哀そうだからこっち

の黒ちゃんから女を分けて貰えよ」等と客席を湧かしてましたが、だんだんスラングやら

難しい隠語など出て参り、私にはとても残念乍ら理解出来ませんでした。
あるデスコ（DISCOTIQVE）に行った時なのですが、傍の女性から「DONTBE

SQUARE」（固くならないでという意味）と云われて驚きました。又「YOUARESO

SHY．／」（貴方は内気なのですねという意）などといわれては大変悩みました。私は少な

くとも相当にワルだし、遊び慣れている積りだったのですが、やはり日本人の幼さ、遊び

下手、それに言葉がそう思うように出ないとするとどうしてもそう見えるのでしょう○

夜暖房がききすぎて眠りつかれないままアシスタントマネージャーを電話で呼び出して

何とかしてくれと依頼したところ、窓を明けて下さいと云われて唖然としました0　ロスア
ンゼルスの現地時間で朝9時頃、HOTELのフロントで当選祝いの電報を書いてました

ら、フロこ／トマンが「君は田中君を知ってるか」ときくので、我々のパーティには居ない

し「知らん」というと、「いや日本の前総理の田中だよ」、「ああそれなら知ってる」、「彼

は非常に高いポイントで当選したよ」という話を聞いて苦笑しました。それから共産党が

全然減っているらしいという事もその男に聞きました。アメリカ人にとって日本の今回の

選挙のニュースバリューは田中当選と共産党の激減という事なんでしょうか。



我々がロスへ着いた時は一番大きいタクシー会社のイェローキャブ（YELLOW CAB）

が倒産し、会社更生法を申請中という話でしたがなるほど待機中ほとんどTAXIがないの

です。チャイナタウン（CHINA TOWN）とリトルトーキョp（LITLE TOKYO）へ

行った帰り道に案ずるが如くTAXIがなく仕方なし道を聞きながら歩いていますとイェロ
ーキャブ（YELLOW CAB）のTAXIを見つけて乗せて貰いました。

開口∵番、運ちゃんは「君等はラッキー」というんです。よく事情をきいてみますと
2，000台からあるタクシーのうち、本日より7台動いているし今、初出勤だという事でし

た。ついに調子にのって運転手も話し好きで親切だったものですからハリウッド（HOLLY
WOOD）、サンセット大通り（SUNSETBLVD）、ビバリーヒル（BEVERLY HILL）

と廻ってしまいました。夕方サンセット大通りでホテルから乗って来たTAXIの運転手と

別れて1時間半後に再会するというハプニングもありました。あんな大きい街中で一寸信

じられない出来事です。

仕上げや技巧的な面では日本のレベルの方が高いと思いますがやはり年代的な面や総合
的な面を見ますと、その発想、材料の使い方、金のかけ方にどうしても相当の差を感じま

ず。少々奇抜なものでもそれを受け入れてくれる風土、歴史があるし、人々もそれだけに

寛容で自由でしっかりした個人主義を身につけているし、かつSQUAREでないのかもし

れません。人手は徹底的にセーブしてる事も今後見倣う点かと考えます。

私はアメリカへ行ってどこが一番よかったですかと聞かれたら躊躇なく悪評高いニュ＿・－
ヨークと答えます。何故ならば高度のメカニズムの中で超高層の立ち並ぶ巨大都市でピソ

からキリ迄、あらゆる雑多なものを容認し飲みこんでいるバイタリティは素晴らしいし、

甘えを許さない冷たさが好きです。気どった5th AVE、そして夜だけが賑わうグリニッ
ジヴィレッジ、アル中患者が研回するダウンタウン、特に玉石混合、大変興味がありまし

た。最後に私はいい言葉を知りました。それは「HAVE A NICETIME」ということで

す。NICE DAYでもMICE NIGHTでもいいのです。

私も片目をつむって皆様に「HAVE A NICE DAY」と申し上げます。

■出席報告

会　員　数

出　席　数

出　席　率 二三l＿＿

阿部（公）君、上林君、石倉君、三浦君、斎藤（栄）君、佐

藤（友）君、横山君、内山、清水君、津田君、薮田君、諸橋

君

芸≡≡≡…卜慧て：－

確定出席率　93．06％．クプ

風間君一米沢西R・C　笹原君、薮田君一仙台R．C

阿部（公）君、安藤君、玉城君、黒谷君、小池君、三井（徹）

君、小野寺君、佐藤（昇）君、佐藤（衛）君、鷲田君一中村

君一鶴岡西R．C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお頭いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、責苦事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の謁無上なるべく白黒でお願いします。

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席



◎。強打
CLUB BULLETlN

創立534・6・9　承認S34．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

・－一・・　二二二．一一　　二＝＝＝」一

い　ろ　り

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12‡30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235的5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川iCe・＝摘仙細e拍Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第887号　　1976．12．28（火）（小雪）No．21

－本日　のプログラム－

1．点　　　鐘

2．ロータリーソソグ（我等の生業）

3．会長報告

4．幹事報告

5．委員会報告

⑳親睦委員会（丹下誠四郎君）～新年鯖汁大集会の案内（ハガキ御案内）

OS．A．A（内山委員長）～新年初例会の諸事お知らせ

○上野三郎次期会長～次年度の役員追加発表

㊨出席報告～



轟会長報告

①　22日会長・幹事が皆さんの善意よりなる歳末助け合いの寄付金を市社会福祉協議会並び

にNHKに御渡し致しました。

②　フイリッピン　ミンダナオ島の災害に対して送った皆さんの義援金に対しフイリヅピン

より礼状が参っております。

＜フイリヅピソよりの礼状＞

鶴岡ロータリークラブ　鈴木会長様

第385地区ガバナー　アントニオ・フェロソー及びロータリアン、そして惨事の被害者を

代表して貴クラブから災害救助基金として￥34，000を送って下さった事に対しお礼を申し

上げます。

それは誠に心温まるものであり、我々の地区のメンバーとして誇りを以て貴クラブが我

々が必要とする時機に与えて下さった多くの御援助を通して近隣世界の理解を助長するロ

ータリーの世界的組織を見つめさせたのであります。重ねて多額のご援助に対しお礼を申

し上げます。

我々はロータリーを信奉します。そして友ロータリアンを信じます。

第385地区災害救助基金委員長

③　24日、鶴岡西ロータリークラブの例会並びにクリスマス家族交歓会が開催され会長、幹

事が出席致しました。この席上職業奉仕委員会では会員の優良従業員の表彰を行っており

ましたが大へん意義のある事だと思います。

④　R・11977年規定審議会の制定案、決議案について当クラブの意見をまとめたいのです

が、この事について後刻幹事から報告させます。

⑤　交換学生の伊藤久美さんより　アメリカ東ハンプトンR．Ⅰのバーナが送られました。

今年も余す所3日、年の瀬となりましたが、1976年は御承知の通り余り景気の良い年で

はありませんでした。ロッキード、冷害、酒田大火等々明るいニュースが少なかった様に

思われますが、当ロータリー年度に於きましては極めて多彩でありまして、年度当初の平

松ガバナー公式訪問を初めとして8月にはインターアクト地区大会、ノールウェ←合唱団

の来訪、交換学生の受入、9月にはローターアクト地区大会、G．S．Eの派遣等があり、

10月には又5地区連合年次大会が北海道で開催されましたし、12月には地区ロータリー情

報研究会が郡山市にて開かれました。従いまして終始会員の皆様方の活発なクラブ活動に

依りまして滞りなく前半年度を終えることが出来ましたことを厚く感謝申し上げます。

然しこの間、当クラブ初代会長小花盛雄君、並びにクラブの功労者五十嵐伊一郎君の

御二人の御逝去は当クラブの一大痛恨事でありまして皆さんと共に謹んで御冥福を御祈り

申し上げます。

私事で恐縮で御座いますが、年度初めは大変心配致して居りましたが幸いに私も今日ま



で無遅刻・無欠席にて例会に奉仕出来ましたし、中江幹事さんに至っては御家族が東京に

御住居になって居られ、時々上京なさいますが月間出席率175～150％と云う当ロータリー

に対しての情熱を燃しておられます。

この様に色々な思い出を残し1976年も暮れようとしておりますが、新しい1977年は行く

年を静かに反省し、更に明るいクラブの充実を考えて精一杯努力して行きたいと思いま

す。よろしく御願い申し上げます。

最後に会員の皆さんの御友情に深謝すると共に更に御健康を御祈り致し、よりよきお年

を迎えられますように御願い申し上げまして年末のことばと致します。

■幹事報告

。例会変更案内：

酒田R．C1月6日の例会は新年会のため　P・M5：DO　相馬屋にて＠5，000

。会報到着案内：

塩釜R．C、村上R・C

O理事会案内：

1月4日　A．Mll：30　定例理事会がありますので理事の万はお忘れなく出欠を事務局に

知らせて下さい。

076～77年度下半期の国際ロータリー会計のドル対円のレート1uS弗：￥297（人頭分担金

ロータリアン誌購読料、財団寄付）

01977年規定審議会の審議に付される制定案、決議案についてのクラブの意見取りまとめに

ついては新年早々に研究委員会を設けて煮詰めた上で例会で報告申し上げ、決定したい。

0新年初例会のお知らせ

荘内神社でおはらいをして頂いた御神酒を全会員に差し上げますので車は御遠慮下さい。
It年の初め”の歌を覚えて来て下さい。

0来年の年男は例会でスピーチをお願いしますので宜敷くお願いします。

阿部公一君、上村一郎君、石井敬三君、市川輝雄君、板垣俊次君、小池繁治君、吉野勲君

新穂光一郎君、中村富暗君

鴨委員会報告

＜S．A・A～新年初例会について＞　内山委員長

今年度は大変災害のある年でした。それで来年は必ず良き年であります様にとお祈りを

中江幹事さんと荘内神社に参りまして来年の初例会にと御神酒を戴いて来ましたので皆様

にお上げしたいと思います。

これは皆様の御健康と御繁栄を念願致しまして御所宿して戴きました。スマイルを戴け



れば幸いと存じます。

会場でも御酒をお上げしますので車でこないで下さい。又年の始めの歌を合唱しますの

で練習して下さい。新年を大いに御祝いして戴きたいと思います。

＜51・12・28次年度理事会において次の通り決定＞

次年度S．A．A

ク　職業奉仕委員長

〃　社会奉仕委員長

ク　国際奉仕委員長

ク　青少年奉仕委員長

＜出席報告＞

阿部（公）君、玉城君、風間君、石倉君、斎藤（栄）君、佐藤

（友）君、菅君、高橋（良）君、清水君、諸橋君

前回出席率
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◎。必打
CLUB BULLETfN

創立S34・6・9　承認S34．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

ス　キ　ー

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12‥30－1！30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

Se川ice・lbeli椚ein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第888号　　1977．1．4（火）（雪）　No．22

－　本日　のプログラム－

1・点　　　鐘

2．国歌（君が代）ロータリトソング（奉仕の理想）年の始めの歌

3．会員誕生、奥様誕生祝

4．年間皆出席表彰

5．会長報告

6．幹事報告

7．委員会報告

⑳年男（巳の年生れ）～市川輝雄君、小池繁治君、吉野勲君

㊧出席報告

郎
亮

・弥

江

木鈴
中
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事
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｝会員誕生、奥様誕生視
＜会員誕生＞

板垣俊次君、海東与蔵君、三井健君、西海正一君、佐藤伊和治君、玉城俊一君、
鷲田幸雄君、吉野勲君

＜奥様誕生＞
五十嵐とし（三郎）さん、中野悦子（重次郎）さん、高橋美津子（正太郎）さん、
谷口美代子さん、津田満里子さん

七年間皆出席表彰

＜年間出席＞
17年間皆出席
16年間皆出席
16年間皆出席

＜12月125％出席＞

安藤君、鈴木（弥）君

張　　紹淵君
三井　　徹君
嶺岸光吉君

2名

＜12月100％出席＞　　　57名

阿部（公）君、阿部（裏）君、張君、早坂（源）君、早坂（徳）君、半田君、飯自君、石井君、石
黒君、五十嵐（三）君、石川君、市川君、板垣（俊）君、海東君、玉城君、上林君、風間君、
黒谷君、高橋（耕）君、小池君、小松君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、
皆川君、森田君、角田君、中江君、中野（重）君、中野（活）君、小野寺君、西海君、斎藤
〔得）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、鷲田君、笹原
君、新穂君、横山君、鈴木（善）君、高橋（正）、迎田君、谷口君、手塚君、富樫君、菅原君
山口君、山本君、吉野君、中村君、丹下君、諸橋君、板垣（広）君

■会長報告
会員の皆さん新年おめでちう御座います。今年のお正月3日間は何年振りかの大雪に見

舞われまして自一色に浄化された新年を迎えました。
日本経済も安定成長の幕明けとなり、昨年は竜の年でありその飛躍を期待したのですが

相変らず厳しい不況の風にさらされまして、余り明るい情報は見当りませんでした。
新しい本年は巳年でありましてヘビは知恵のある動物と言われて居りますし、又金運に

もつながると云われます。今年こそ国民の英知と工夫の結集により、此の不況を脱却する
ように念願するものであります。従いまして我々ロータリーアンは一層の友情の輪を密に
して、みんなに公平な、みんなのためになる明るい社会作りと豊かな心の成長を深く考え
なければならないと思う次第であります。

さてロータリー年度も各委員会活動と会員皆さんの御協力によりまして、前半の多彩な
プログラムを大過なく経過させて戴きました。特に前半年度は国際奉仕委員会並びにロー
ター、インターの両地区大会を担当されました青少年委員会及び各実行委員会の方々には
特段の御力添を戴きました事を厚く御礼申し上げます。

本年度R・Ⅰ会長の重点奉仕活動である奉仕については小松委員長さん初め例会、フォ
ーラム等にて奉仕活動の意義の高揚に心を配られて居るようですが、後半は更に計画の推

行を御願い致します。社会奉仕の駅ハイヤー乗り場のテントの寄贈、市社会福祉並びにN
HK歳末助け合いの寄付、又交換学生のダイアンは石黒先生、三井先生に大変御世話にな
り喜んで勉強つづけて居ります。資謝申し上げます。
後半の活動については18日クラブ協議会にて更に検討を加え、家族ぐるみの親睦活動、

又姉妹クラブの鹿児島西クラブへの表敬訪問、4月にはアメリカ派遣のG・S・Eの受入等
が予定されて居ります。一層明るいクラブ活動の充実を目標として、年度始めに御願い申
し上げましたように全会員参加による奉仕活動によりR．Ⅰ会長の示された「ロータリー
を信俸する」をモットーに稔りある実績を挙げられますよう宜敷く御協力を御願い申し上
げまして年頭の挨拶と致します。
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■幹事報告
0例会変更案内　　新庄R・C～1月8日を1月6日　PM5：30　場所～茶魔分店
。財団パーセンテージの報告～年間2，200％
0後半期会費納入を早くお願いします。
0お祝いのお神酒で乾盃～佐藤伊和治君

『委員会報告
年男（巳の年生れ）

市川輝雄君（ヘビのぬいぐるみを使って）
ロータリアン諸君　ノ、ッピーニューイヤー

わが輩はヘビである。わが輩の姿をみただけで逃げ出す人もあるが、昔から東西を問わ
ずヘビは金運の守り神、幸運のマスコットとして有名なんだが、勿論賢明な諸君の事だ、
ご存知であると思う。古くはェジプトの女王クレオパトラが叡知の象徴として愛玩した。

最近のニュースでは或る宝石商がドロ棒除けにショーケースの中にヘビを放ったとも報じ
ている。

さて、鶴岡R．Cの中には多くの巳年生れがいるらしいが、口数少く、思慮疾く、知恵
者で一生金に不自由しないというのが巳年生れの特徴ときたもんだ。もっとも坂本九やキ
ンちゃん事、萩本欽一なども巳年生れだから必ずしも口数少ないとは云えんがね。金と云
えは巳年生れの福田さん、きっと金まわりのよい景気恢復の年にしてくれると思うよ。ホ
ント頼りにしています。そうそう蛇足ながら石坂浩二のようないい男も巳年生れですから

念の為。
ヘビのたわ言はこれ位にして年頭所感を述べさせて頂きます。齢50近くすでに人生の曲

り角を2つ半あまり曲りましてムチをあげて第3コーナを廻ればもうすぐホームストレッ
チです。めでたくもあり、めでたくもなき年の始め、かような時貝原益軒の養生訓などひ
としお心にしみます。
およそ人の楽しむべきこと三つあり
一には身に道を行いひがごとなくして善を楽しむにあり。

二には身に病いなくして快く楽しむにあり。

三には命ながくして久しく楽しむにあり。
この世に生をうけた以上大いに人生を楽しまなくてはなりません。身に病いなくして命

を長らえたい、これは生きとし生けるものの願望と本能です。ひがごとなくして（間違い
ない事）善を楽しむ境地、正にロータリーの奉仕の理想の境地と云えるでしょう。病いは
気からと申します。逆説的に云えはロータリー活動に熱心である事が益軒の申す人生養生
の一つのひけつかと新年早々思います。本年もひが事なくしてロータリー活動に参加し、

大いに善を楽しもうではありませんか。

小池繁治君
私も48才になりましたが、前に石川達三の48才の抵抗という本を読んだのですが、48才

このまま終るのはつまらないと云うので、48才の小心の保険員の男が家出、浮気をするの
ですが、浮気の相手の女性が自分の娘と同じ年であるのに気がついてハヅとするというよ
うな事でした。現在48才になってもこの様は境地にはなれないようです。
私の商売の本屋は旧態依然として月2回現金支払、全く忙しい商売です。去年の碁から

コンピューターを入れましたが、旧態依然とした商売の中に全く新しいコンピューターを

入れて見たいと思ったのは、物を覚えるのはベテランよりもよく、又伝票の間違いが少い
と云う事です。又ファクシミリーというものがありますが、これを電話に入れると1分間
で東京へ同じ一覧表の注文書が相手側にはっきりとミスなく注文されるわけで、今迄のよ
うに一つ一つ伝票に書込んで注文する必要はなくなるわけです。
今年はこのような新しいメカニズムを使用し、出来るだけ楽に仕事をしてみたい。又出

来るだけ便利なものがあれば旧態依然の商売の中にそれを使って見たいという考えです。

吉野　　勲君
私の職業分類は和菓子製造となって居りますが、そもそも私の事業所はパン屋より出発

して居りますので、本日はパンの話を申し上げたいと思います。現在、私で3代目となっ



て居ります。先代が初めて鶴岡の地に開業したのが明治20年、以来約95年を経過致しまし
たが、その間ロータリーアンは勿論、皆さまのお力に依り本日に至って居ります。これか
らも宜敷くお願い申し上げます。
それでは、先ずパンを作る材料とその他きについてお話しを致します。パンを作るに必

要な材料の主なものは小麦粉、砂糖、塩、油脂、ミルク、水、それに一番大切なイースト
があります。

＠小麦粉ですが小麦の産地や種類に依って性質や用途が違って来ます。この中でパンの
材料に適すのは蛋白質の多い小麦粉で、それは乾燥した気侯の土地に育った小麦から
作ったものでなければなりません。そう云う蛋白質の多い麦粉を強力粉と云って現在
は全部カナダ、アメリカ、オーストラリヤより輸入しております。

㊥次に水ですが、パンは小麦粉から摂っている内に、その中のいろいろの成分に化学作
用をおこさせ、それでふくらみ加減や味の良さを整えてゆくのですから、水の性質が
パンの出来具合に大きな影響をあたえます。

㊥塩は、パンに味をつけるだけでなく練った小麦粉をひきしめる役目をして居ります。
これに精製塩を使います。

＠砂糖ですが、パンに甘みをつけるだけでなく焼色や香りを良くするため必要なもので
す。

㊥バター油脂ですが、植物性油か又よく精製された動物性油脂（マーガリン、ショトニ
ソグ）を使います。この油脂はパンのスダチと私達は云って居りますが、つまりバン

の切口に見られる卿かい穴を美しく平均にしかも沢山あけさせるものです。
㊥ミルクは大抵の場合脱脂乳を使います。これはパンの味をよくし、又栄養価を高める

ものです。
＠イースト、これは和菓子、洋菓子と違う大きな点ですが、パンは生物だと云あれるの

はイースト菌なのです。線り上げたパンをふくらませ焼き上がるとパン独特の食欲を
そそる香りを放つもので、純粋のものを使わなければなりません。

㊥その他、菓子、パンにはこの外観を美しくしたり味をつけるためにジャム、クリーム
チョコレート、干ブド－、卵、その他いろいろの材料を使います。

以上はごく簡単に材料を並べて見ました。
次にパンの出来るまでの行程をお話し致しますと、ミキシングし小麦粉、イースト、水

を約3分間練り合せます。練り合せたものを2～6時間醸酵させますとパンの生地は強力
のある多乳質のものに変化して来ます。これを中程と呼んでいます。中程に新たに小麦粉
塩、砂糖、油脂、ミルク、卵など栄養物を入れて再び10分～15分間ミキシングを行いパン
に味をつけます。分割練り上った生地を同じ大きさに切ります。生地を九日にし型につめ
又は整形をして更に良く憾酵させるため温度340C～370C、湿度80～85％の部屋に約1時間
入れホイロでふくらんだ生地は型に入ったままオープンに中で焼成します。焼き上がった
パンは冷されスライスされて市販されて行きます。

以上パンの材料と肋き、又パンの出来るまでを駈足で申し上げましたが、次の機会があ
りましたら和・洋菓子についてもお話しをすることに致しまして終ります。

＜祝結婚記念日＞　会員一同
阿部公一御夫妻　昭和17年
中野清吾御夫凄　昭和16年
角田　博御夫妻　昭和28年

く出席報告＞

閏書芸芸77．……書芸■墨書望）蓋忘芸軍芸重き≡≡還書き喜芸書き蓋喜≡’
56名帝　高橋（耕）君、石倉君、嶺岸君、佐藤（息）君、佐藤（衛）君、

前出l前回出席率旦」ゼ垂メア玉城君、阿部（公）君、風間君、佐藤（友）君、諸橋君

宴席l慧慧霊鍔 ー鶴岡西R．C



攣。必打
CLUB BULLETIN

創立534．6．9　承認S34．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

ス　キ　ー

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235¢う5775

SerYice・lb抽evein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第889号　　1977．1．11（火）（ゆき）　No．23

－　本日　のプログラム－

7．点　　　鐘

2・ロー一夕リーソング（それでこそロータリー）

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．年男スピトチ～新穂光一郎君・中村富昭君

7．会員スピーチ～安藤定助君

（インターアクトクラブの雪おろし協力について）
〟　　　～佐藤衛君（台車港区R．Cを訪問して）

8．委員会報告～①阿部　裏君

（地区ロー－クーアクトクラブ会員の九州訪問旅行計画について）
～②三井　健君

（新入会員に対するロトクリ←情報の教育について）

意見を求められた。

9．出席報告

郎
亮

＝弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



■ゲスト・ビジター紹介

羽根田正吉君、斎藤福太郎君、半田茂弥君、菅原隼雄君、林権之助君、自崎伸二君一鶴岡

西R．C

■会長報告

①　29日当クラブ会員佐藤忠君御経営の酒田グリーンホテルの客室より火災の発生がありま

したが、幸い大事に至らず消火されたそうですが可成りの御被害を受けられたようです。

誠に御気毒で御座いまして、御心労に対し疾く御見舞い申し上げます。つきましては理事

会で協議の結果、過少ですが御見舞金を申し上げることに致しました。

②　過般当クラブに御入会戴きました高橋耕治君のクラブ活動所属を職業分類に決定致しま

したのでよろしく御願い申し上げます。

③　来る25日の例会はクラブの新年家族親睦会ですので雑誌週間のプログラムを18日の例会

に繰り上げますので雑誌委員長さんよろしく御願い申し上げます。

④　次週18日例会後午後2時より第4回クラブ協議会を行います。

⑤　酒田市長より火災義損金に対する御礼状を頂きました。

⑥　姉妹クラブのストーウェルよりクリスマスカードを頂きました。

｝幹事報告

0会報到着～台中港区R・C、石巻東R．C、立川R．C

O例会変更～寒河江R・C～第2例会は1月13日　P．M5：30～

山形西R・C～1月17日の例会は新年会～P．M5：30　於囁　月

八幡R・Cへノ1月8日　R・M5：30　於鮨　文　＠￥3，000

鶴岡R・A・C～1月の例会は1月12日、1月19日に夫々変更

0第373地区年次大会案内

4月23日（土）～4月24日（日）於都　城　登録料＠5，000

0猪苗代R・ClO年のあゆみの本到着

0新年家族親睦会に於けるオクションでお寄付願う

品物（￥2，000以上のもの）1月18日迄事務局迄

0正月初例会のお神酒をもらっていない方は例会後山下さんより受取って下さい

01月25日の例会は新年家族親睦会を兼ねて行いますので例会時間をP．M5；00点鐘で当産

業会館5Fに変更します

蓼年男スピーチ

新穂光一郎君

巳年は十二支の中で第6番目、月は4月、時刻は10時、方位は東南、五行が火、動物は

蕾ノ



ヘビであり陽気盛んにて万物現るというのが巳年の解釈だそうです。ヘビという言葉はあ

まり良い言葉がありませんが、今年私は心はストーブ、頭は冷蔵庫にして活躍したいと思

います。

中村宮昭君

52年明けてみてもきびしい問題が多々あるようです。その中で生きのびて行くには我々

は埠険な仕事をやっている以上怪我なく健康である事が大事であります。仕事は機械でや

るより人間の手で行うのが多いので人を大切に使ってゆきたい。又一人一人が経営者にな

ったつもりで100％以上の仕事をやっていかねばならない。このきびしい時代こそ健康第

一に人を大切にし、文人から受けた恩を素直に受け取れる人間にしてゆきたい。そして苦

しい時こそ皆んなで手をとりあってゆきたいと思います。

■会員スピーチ

くインターアクトクラブの雪おろし協力について＞　　　　　　　　安藤定助君

先般大雪にみまわれましたが手不足に困っている家庭に社会福祉協議会からのお願いで

何んとカさしたいと云う事で、鶴岡工業高校のインターアクト（Ⅰ・C）の生徒も雪おろし

にお手伝いした事が写真入りで日報に載っておりました。大変うれしい事です。ささやか

な力で当クラブが第3のⅠ・Cとして工業高校に手を差しのべた結果、奉仕の理念が彼等

に珍透した現れであると云う事です。これからも皆様の御支援、御鞭睦をなお一層お願い

致します。

＜台中港区R・Cを訪問して＞　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　衛君

今年の3日、台中港区R・Cを訪問致しました。例会は休みでした。先般台中の陳さん

が当クラブに来られた時お伺いする事を約束しましたのです。その時当クラブよりお送り

した電気製品をお届け致しました。会長さん達のお迎えを頂き食事をしながら色々と話し

合いました。又、港の方に案内され台中R・Cが送られたという200万円位の時計台を見て

参りました。

『委員会報告

＜地区ローターアクトクラフ会員の九州訪問旅行計画について＞　　　阿部　　嚢君

日　程　表　中　間　報　告



参加人員は男9名、女6名、計15名前後、それにロータリーアン3～4名かと存じます。

＜新入会員に対するロータリー情報の教育について意見を求められた＞　三井　健君

R．C情報委員会から皆さんの御意見を御伺いしたい。新入会員に対するR・C情報の教

育は上半期何もしていないので下半期ぜひ活発な活動をしたいと思います。

郡山で教育を受けて釆ましたが、R．C情報委員会としては第一に新会員のR・Cの認識

を探める事が任務であるのですが、それにつきまして従来も色々新会員に集って頂いて会

合をもったわけですが、考えて見ますとあまり成果が上らなかったと思います。第一の原

因は新会員に喜んで集って頂けなかった事と思いますので、下半期どういうようにしたら

喜んで集って頂けるか？皆様の御意見を御伺いしたい。

安藤足助君の御意見

改めてそのために会場を設け集める事がR・C会員の色々な事から抵抗があるのではな

いか。炉談会（ファイヤーサイド）が良いと思います。18年間R・Cを考えてみると前半

はそのような会合がもたれ非常にR．Cの親睦の認識が深まった例があります。職業関連

地域的に集りやすい交友関連から古いR・C会員新会員にかかわらず本来の姿の炉談会を

ぜひもったらいかがでしょうか。

■出席報告

阿部（公）君、早坂（源）君、板垣（俊）君、上林君、石倉君、

小松君、角田君、斎藤（栄）君、内山君、清水君、津田君、

上野君、山本君、諸橋君、板垣（広）君

前回出席率　77・78％メア 新穂君、佐藤（衛）君¶台中港区R．C　笹原君一仙台R．C

修正出席数　　65名lツ　薮田君一気仙沼R・C　佐藤（忠）君一酒田R・C

確定出席率　90．28％クプ
板垣（俊）君、高橋（耕）君、嶺岸君、鷲田君一鶴岡西R．C

＜会報委員会よりお願い＞
・毎回会員各位にお買いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長か皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、幸三告書芸：まスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の謁雲上なるべく白黒でお願いします。

J

置
偏

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席



一口＝ム甜

CLUB BULLETTN
創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔河ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

ス　キ　ー

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

会　長　　鈴　木　弥　一　郎

幹　事　　中　　　江　　　　亮

Se川ice・lbelievein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第890号　　1977．1．18（火）（ゆき）　No．24

－本日のプログラム－

1・点　　　鐘

2・ロータリーソング（手に手つないで）

3・ゲスト・ビジター紹介

4・会長報告

5．幹事報告

6・雑誌週間について　　早坂源四郎バストガバナー

7・年男のスピーチ～石井敬三君

8・会員スピーチ～斎藤栄作君
～安藤定助君

（元会員の高橋辰美君及び河村修一郎君、吉村君の近況について）
TEL、お年賀で相変らず張切っておられるとの事、大変うれしく

思いました。

9．情報抄録～クラブ会報編集者記事1976年11月号より

10・出席報告



｛ゲスト・ビジター紹介

原田行雄君、羽根田正吉君一鶴岡西R・C

■会長報告

①　R．Ⅰより当クラブロータリー財団基金2，200％達成の朗報が参りました。張先生初め御

家族張秀子様、張広重様、張紀久代様がポールハリスフェローになられました。張先生の

御協力に感謝申し上げます。
②　本日は雑誌週間のプログラムを予定致して居りましたので雑誌委員会の早坂さんにスピ

ーチを御願い致します。

（診　本日第4回クラブ協議会を2時から開きます。

④　5月にR．Ⅰにて開催されますロータリー規定審議会に、当地区（353）の委員として早

坂バストガバナーが出席されることになって居ります。その審議項目に対し昨日（17日）

産業会館に於て会長、幹事、次年度会長、幹事及び三拝健君が集りまして早坂パストガバ
ナーに細かい説明を戴きまして審議を行いました。詳細については後刻報告申し上げま

す。

⑤　鹿児島西クラブ鮫島志芽大先生より年賀が参って居ります。

1幹事報告

0例会変更案内

山形北R．C～1月27日を1月26日　P・M5：30　亀　松　閣（新年会）
0会報到着案内～遊佐R・C

。認承状伝達式（明石北R．C）～4月23日（土）14時より

於明石市民会館　登録料　＠￥10，000
。オクショソのご寄付を1月20日迄必らず事務局にお持ち下さい。

0新年家族会の出欠を同じく1月20日迄に申し込んで下さい。

内容はまさに空前のものですが親睦の丹下君から事前公表を禁じられていますので申し上

げませんが、絶対ご期待出来る素晴しい催しでありますのでご家族の方々なるべく多数参

加されるようお願い申し上げます。
0雑誌週間特別スピーチ～早坂源四郎バストガバナー

■雑誌週間について　　　早坂源四郎パストガバナー

ロータリー定款第10条の公式出版物の第1条に会員は必ず国際ロー一クリ一棟関雑誌の購

読者となる義務がある事を述べているが、この機関誌はP一タリーの友でなく英文のロー
タリアン誌です。自発的にロータリアン誌を購入せねはならぬが現在、本当に新しいクラ

ブでは購入しているか疑問であります。この様な事実に合わない定款が出ているので規定

審議会に色々な案が提出されている。

圧）ニュージィランドのR．Cからだれでも国際ロータリー機関誌又は地域・地区で発

行されている雑誌を予約購読をしなければならないという規定を設ける事にしたらど
うか。

②　会員が予約購読者とするのは本人の自由にまかせるという提案、これは色々問題が
あると思う。

③　オーストラリアのボイスコ一夕のR・Cの提案

、．ノ



機関雑誌又は指定の地域的なロータリアン誌のいずれかを各R．Ⅰの選択にまかせる

事。
これは日本の現状にあっておると思う。実際に定款とかけ離れた現況ですので6月の審

議会で色々討議されると思います。
0会議運営手続要欄の167頁に会議運営の規定があるが、今度R・Ⅰが改定した手続を出

しますがアメリカの高校でも教えられているロバートリレール・オブ・オーダー（Robort

ruIe of order）という運営方式に改定され、青年会議所でも10年前に行われている

という事である。

＜石井敬三君＞
ロータリーに入って2年間、未だ若輩故一生懸命勉強したい。これからも御指導御鞭

蛭をお願いします。

＜斎藤栄作君＞
私の所によく昼集金又は注文に来るがこれは非常に困る。これは各事業所の方に御注

意お願いします。

■情報抄録

クラブのイメージ作りを促進しよう

地域社会の人々が、ロータリーをどのように考えるかは、われわれ全会員にかかってい
るのである。時折りわれわれは、次のような質問を自分自身にただす必要がある：
－われわれのクラブのイメージは、地元地域社会の人心にどのように映っていろか？

一会員は、地元地域社会における実業および専門職業活動をほんとうに代表している

か？
－クラブは、地元職業界の「代表的人物」を迎え入れようと努めているか？

このような公正な態度こそ地元地域社会におけるリーダーとしてのロータリーの地位を

不動のものにするのである。

職業奉仕＝「奉仕の本通り」
「職業奉仕はいわば奉仕の本通りであって、社会奉仕、クラブ奉仕、および国際奉仕の

各部門は、そこから分かれて出てくるものと考えられないだろうか？」これは国際ロータ
リー会長ロバート　A・マンチェスターⅠ氏が、ロータリアン達とそして世界の人々が、
一つの目的に結ばれることの必要を強調し訴えたスピーチの一部である。ロータリアン誌

の最近号で会長が再び「ロータリーを信奉する」ようわれわれに求めているのは、「信じ

ることは行動すること」であるからだ。

ロータリーの大特典
ロータリーの会員に与えられている大特典の一つは、新会員を推薦する権利である。新

会員を推薦することは、ロータリーのみが提供できる満足感を全部享受しうる機会を友人
に与えるための第一歩である。あなたには今、だれかロータリーを分かち合おうと思う人

の心当たりがありませんか？

「ロータリーの世界」からの引用

世界中の諸所でローータリーはどんな活動をしているものなのか？この問いに対して、世

界各地のリーダー格のロータリアンは「ロータリーの世界」の中で次のように述べてい

る：

①　「アフリカのロータリアンたちは、アフリカにおける最初のロータリー・クラブ

（1921年、ヨハネス／ミ・－グ）が創設されて以来、自分たちの地域社会とさらにもっと広

い世界への奉仕の仕事に営々と打ち込んで釆ました。＿j－J・P・デュミニー

②　「アジア全土において、ロータリーは平和と理解のシンボルと見られています。これ



ほ、真理、慈悲、善、人類は只一つという宇宙の原理を説いたマハトマ・ガンジー、グ
ールー・ナナクなどアジアの哲学者の非暴力主義と一致します。」－ビチャイ・ラタクル

③　「第一次大戦後の間もない掛こ最初のロータリー・クラブの創設をみたオーストラリ
アとニュージーランドでは、…‥八、わゆる「地球の反対側」のロータリー仲間同士の間

にみられる暖い友情と民主的な率直さ、そしてロータリーの発展とクラブの独創的な企

画となって現れている生気発刺さとがあります。」－ハロルド・ハント

④「ロータリーの立派な仕事については、中南米諸国の政府も国民もこれを認めていま

す0……ロータリーやロータリアンを記念する名前は、道路に、記念碑に、建物に、学

校に、図書館に、そして病院に記されています。」－アルベルト・ピレス・アマランテ

⑤「国が違えば、そこで求められているものも違ってきますから、ロータリーの活動も
いろいろとなるわけであります。しかし、そのすべてが奉仕－「他人を助ける」という

同じ一本の糸で貫かれているのであります。これは合衆国、カナダ、バミューダ、及び
プェルトリコについて本当に言えることであります。」－ウォーレン・E・クラフト

⑥　「私どもの地域（ヨーロッパ大陸、北アフリカ、及び東地中海）の一般ロータリアン

はその伝統に励まされて、ロータリーの綱領に忠実であろうとし、そしてこれからの時

代をもって、自分たちが国際ロータリーの全世界にわたる同胞的つながりによって、等

しく奉仕を志している何十万もの世界各地の人々と共に参加すべき戦いのときとしてい
るのであります。」－アーンスト　G・ブライトホルツ。

ロータリーは国際的
一国際ロータリーの加盟クラブは、151の国および地理的地域に散在している。

一国際ロータリーの理事会を構成する17名の理事は、世界全地域の12か国から出ている。

－国際ロータリーの地区の内40余の各地区には、2上り二の国の諸クラブが入っている。

－国際ロータリーの刊行物は基本となる5か国語で印刷され、ある種類のものは15か国語

にも上るのがある。
－1回の国際大会に103もの国々からロータリアンが参会し、親交を重ねた。

－国際協議会には、次期地区ガバナーが全員参加する。

第68回国際ロータリー国際大会

第68回国際ロータリー国際大会は、1977年6月5－9日にアメリカ合衆国カリフォルニ

ア州サンフランシスコで開催される。世界を旅行した者には、サンフランシスコを、自分

たちが合衆国訪問で気に入った土地の一つに挙げている人が多い。

今からこの国際大会と結びつけた休暇旅行ないし商用旅行の計画を立てられては如何。
たとえ各大会にはそれぞれ独自の持ち味があるとはいえ、だれか以前に出席したことの

ある人の話を聞けば、自然に行ってみたくなるのではなかろうか。

■出席報告

本　会　員　数　　72名欠　阿部（公）君、阿部（裏）君、五十嵐（三）君、玉城君、風間君

結語一議≡鰐菜蓋ミ新妻、佐藤（忠）君、佐藤（衛）君、

高橋（耕）君、小池君、石倉君、三井（徹）君、三浦君、角田

笹原君、新穂君、高橋（良）君、清水君、津田君、手塚君、

前回出席率　79．‘†ク¢メア
山本君¶勝山R・C　板垣（俊）君一温海R．C

修正出席数　　≡二名　ノ　早坂（源）君、小松君、角田君、上野君、板垣（広）君

確定出席率　ミミ．琵㌔タフ　　　　　　　　　　　　　　ー鶴岡西R・C
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（会場・時間変更）
－　本日　のプログラム－

1．点　　　鐘

2．ロータリーソング（我等の生業）

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告
5．幹事報告　　なし
6．委員会報告（高橋良士国際委員長）

交換学生ダイアンの紹介と近況報告
7．出席報告
8．新年会員家族親睦大夜会（出席130名）

⑳会長挨拶
㊥実行委員長（上野三郎副会長）
⑳司　会　者（丹下誠四郎君）諸事お知らせ
㊨金　婚　式（斎藤得四郎君・夫人怜子様）
銀　婚　式（鷲　日　章姫君・夫人玲子様）祝品贈望

⑪乾　　盃（音頭取り～佐藤伊和治君）
奇聞　　　宴
⑳オクショソ　余　　興
⑳閉会の挨拶（森田親睦活動委員長）

ロータリーソング（手に手つないで）閉会



竃ゲスト・ビジター紹介

分　区　代　理　　　　桜井瑞男君
鶴　岡；西　R・C　会長　大川俊一君　幹事　阿部光男君
温　海　　R・C　会長　田宮長二君　幹事　本間　　毅君
高専インターアクト顧問教師　児　　玉氏
ロータ　ーアクト　会長　五十嵐広一氏　他3名

高専インターアクト　会長　小田島淳悦氏
工業インターアクト　会長　伊藤久美様　他1名

元会員小花盛雄様夫人　　　小花春子様
絢エルサン社長　　　　早坂　　剛氏
交　換　　学　生　　　　ダイ　ア　ン様

■会長報告

①　過る18日産業会館で例会終了後年度第4回目のクラブ協議会を開催致しました。

各委員長より上半期の活動報告と下半期の活動の具体化について熱心な発表があり、又
クラブ会計より会計の現況と今後の見通しについての報告がありました。

上半期は多彩なクラブ行事に終始致しましたが、下半期はクラブの委員会活動の充実に

全力を傾注致して参りたいと思います。各委員長さん御苦労様でした。詳細は次週例会
に御報告する事に致します。

②　本日は家族会員並びにゲスト・ビジターの御出席を待て少しく当クラブの現況を御報告

申し上げ、一層の御協力を賜りたいと思います。当クラブは創立以来18年のあゆみを以
って居りますが、現在会員数74名を擬して居り当年度のその主なる奉仕活動を申し上げ

ますと、青少年委員会におきましてはローークー、インターの両地区大会、国際奉仕委員

会に於てはノールウェ一女性合唱団の公演、交換学生の受入、G．S．Eの派遣等多彩な

活動に終始致しました。
又その間初代会長の小花盛雄君並びに五十嵐伊市郎君の両先輩会員を失いました事は当
クラブの一大痛痕事でありました。然し先輩の残されました友情をしのび決意を新た

に、本年度R・Ⅰ会長のメッセージ　tt私はロータリーを信奉する”（ServiceI believe－

in Rotaly）を目標に前進をつづけて居りますので一段の御理解、御協力を御願い申し

上げます。

■委員会報告
＜交換学生タイアンの紹介と近況報告＞

国際青少年交換委員会

ダイアン・メタ・シュルツさんをご紹介致します。

会員の方々は、すでにご承知のことですが、会員のご家族とは比の機会を得ましたので
ご招介申し上げます。ダイアンさんは、アメリカのペンシルベニヤのジョンズ・タウンか

ら交換学生として派遣された学生です。年は19才で家族はご両親、祖母、兄弟5人で、ダ
イアソさんは上から2番目のようです。向こうの学校の成績は優秀な成績のようです。体

も立派な体をしておりますし、性格も大変明るい素直な学生のようです。

昨年の8月21日に鶴岡に参りまして、鶴岡工業高校の2学年に聴講生として入学致しま
した。第1回目のホストファミリーとして石黒先生のご家庭に11月21日までお世話になり

ました。11月22日から2回日のホストとして三井徹先生のご家庭に2月13日までお世話に

なることになっております。3回日は2月13日から5月8日までが西クラブ会員栗本さん



のご家庭にお世話になる予定です。4回目は5月8日から帰国の7月14日まで当クラブ会

員高橋良士先生のご家庭にお世話になる予定でございます。この方々の他に土曜日とか日
曜日とかダイアンさんと一緒に食事をしたいという家庭があれば進んでお引受け下さい。

日本語も大変じょうずになりましたし、不自由な事はないようです。

日本での1年間日本の風土、文化あらゆる知識をえられ、又けいこもお茶、花、踊、琴

等、たきいな習いごとをやっているようです。最後にホストファミリーのご家族の方々、

又会員その家族の方々、ダイアンさんを心温くお迎え下さることに対し、委員会から厚く

御礼申し上げます。この機会で一層の国際親善と理解を深められますことをお願い申し上

げ、簡単ですがダイアンさんのご締介を終ります。

■新年会鼻豪族親睦大夜会

＜会長あいさつ＞

会員、御家族の皆さん新年おめで度う御座います。

今年のお正月は38年振りとかの大雪で自一色に浄化されて居ります。鶴岡西クラブ、温

海クラブの会長、幹事さんを始め御来賓の万々を御迎えし、又多数の御家族の方々の御参
加有難度う御座いました。厚く御礼申し上げます。

ローータリーの奉仕活動につきましては、クラブ会報その他で奥様方初め皆さんは己に御

承知の事と思いますが、其の活動を生む大きな要素は会員の相互信頼と融和であります。

今日の家族会は親睦と友情を図る年度最大の行事で御座います。従いまして此れが明日か
らの活動の源泉となります様御願い申し上げる次第で御座います。　　　　　とりわけ

本年は国際奉仕活動の一環と致しまして、本日此の席に見えて居ります当クラブ交換学
生ダイアソさんのホストファミリーとして御世話御願い致しました方々には衷心より厚く

御礼申し上げます。此の後、プログラムに金婚式、銀婚式を迎えられました2組の会員御
夫妻に金、銀盃の贈呈式が御座いますが誠におめで度う御座います。心から御祝い申し上

げると共に今後益々の御健康を御祈り申し上げます。
又、実行委員会企画のオークションに対しましては、会員各位の絶大なる御協力有難度

う御座いました。第二部ではお楽しみの会員御家族の皆さんの色々な隠し芸等もあります
ので、時間までゆっくり御観賞、御歓談戴き度いと存じます。会員御家族の皆さんには一

層の御理解を戴き、年度後半のクラブ活動に対し御支援と御協力を切に御願い申し上げる
次第で御座います。

最後になりましたが、本日の諸準備を下さいました実行委員の万々に厚く御礼と感謝申
し上げます。有難度う御座いました。

＜実行委員長の挨拶＞　　　　上野三郎君

本日の新年家族会にはかくも多数の会員・ご家族のご出席をしただき、叉ご招待申し上

げた桜井分区代理、鶴岡西、温海両クラブの会長・幹事さんはじめ皆様方にも悪路のとこ
ろにも拘らずおいで頂いて実行委員長として誠に有難く御礼申し上げます。

ロータリーは親睦の上に築かれた奉仕活動であるとよくいわれております。会員は遇1

回の例会で親睦の機会を多く持っているが、家族を含めた会合は当クラブでは年に2、3

度しかなく、本日はその数少い貴重な機会ですから限られた時間を存分に親交を深めるた
め有効にお使い下さる様お願い申し上げます。当クラブの森田親睦活動委員長の言をかり

れば「ロータリーではttよく学びよく遊べ”で遊ぶにも一生懸命遊ぶ気持ちで親睦活動をし

てゆきたい」ということでしたが、本日の会もこの姿勢でありたいものと思います。



この家族会の企画、立案、準備、運営のすべては実行委員の皆さんが実行されて出来上

ったものであり、委員長は名ばかりで何のお役にも立てずお詫び申し上げます。実行委員
の中江君、森田君、内山君、丹下君、三井賢二君、飯自君、富樫君、佐藤正郎君、鷲田

君、そしてS．A・Aのみなさんに浮く感謝申し上げて開会の挨拶に代えます。

5時半当クラブ新年会が130名の出席を得、佐藤伊和治君の音頭取りで乾盃、丹下誠四

郎君の軽妙な司会で始りました。
斎藤得四郎君御夫妻の金婚式、鷲田幸雄君御夫妻の銀婚式の御祝いがあり、続いて余興

に入りました。とりわけ石黒先生御令息の御夫人と交換学生ダイアンさんの三味線、琴、

日本舞踊（さくら、さくら）は会場の喝釆を浴びました。オークション、子供達、女性の

方々の歌等盛沢山の余興があり、最後に全員手をつないでロータリーソングtt手に手つな
いで’を合唱し素暗しい新年会員・家族親睦大夜会が森田親睦委員長の閉会の辞で幕を閉

じました。本当に楽しい有意義な一日でありました。

■出席報告

会　員

出　席

出　席　率

安藤君、五十嵐（三）君、玉城君、上林君、風間君、石倉君

角田君、笹原君、佐藤（昇）君、佐藤（宇）君、津田君、菅君

清水君、板垣（広）君

前回出席率

修正出席数

確定出席率

66・67％

てL

67名甘

阿部（襲）君¶酒田R・C笹原君一仙台R．C　薮田君一気仙

沼R・C　阿部（公）君、五十嵐（三）君、玉城君、風間君、

高橋（耕）君、三井（徹）君、角田君、中野（活）君、佐藤（昇）
一一一一月F君・佐藤（忠）君、佐藤（衛）君、新穂君・高橋（良）君、手塚

93．06％；プl君、山口君、板垣（広）君一鶴岡西R・C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお頭いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を揖出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

本
　
日
　
の
　
出
　
席

前
回
　
の
　
出

数

…

数
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∬本日のプログラム　00

1．占　　　鐘

2．国歌、ロークリトソソグ

3．ゲスト・ビジター紹介

4．誕生視、年間皆出席表彰

5．会長報告

6．幹事報告

7．委員会報告

。小松社会奉仕委員長～2月15日の職場見学について

。市川ローターアクト委員長～地区ロータトアクトの研修旅行について

8．出席報告



竃ゲスト・ビジター紹介

原田行雄君、斎藤福太郎君、白崎伸二君一鶴岡西R・C

奥村知介一習志野R．C

■誕生視、年間皆出席彰

＜会員誕生＞

早坂徳治君、斎藤得四郎君、笹原桂一君、谷口暗敏君、内山喜一君

く奥様誕生＞

半田節さん、海東幸子さん、小野寺桃枝さん、佐藤鷹子さん（友吉）

く年間皆出席＞

8年間皆出席一三井健君

4年間皆出席一吉野勲君、中野酒害君、佐藤衛君、佐藤友吉君

＜1月125％出席＞　　　3　名

石井君、五十嵐（三）君、嶺岸君

＜1月100％出席＞　　　54名

皆川君、阿部（裏）君、安藤君、張君、早坂（源）君、半田君、飯自君、石黒君、石川君、市

川君、板垣（俊）君、海東君、玉城君、風間君、黒谷君、高橋（耕）君、小松君、三井（徹）

君、三井（賢）君、三井（健）君、森田君、角田君、中江君、中野（重）君、中野（活）君、小野

寺君、西海君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤

（友）君、佐藤（正）君、鷲田君、笹原君、新穂君、横山君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高

橋（正）君、迎田君、谷口君、手塚君、富樫君、上野君、菅原（辰）君、山口君、山本君、薮

田君、吉野君、中村君、丹下君、板垣君（広）君

嶋会長報告

①　当クラブ会員佐藤宇一君が此の度殖産相互銀行の人事異動により、山形の本店へ御栄転

される事になりました。同君は、本年度は当クラブの会計理事として御熱心なる御活躍を

戴きました事を浮く感謝申し上げます。益々の御活躍と御健康を御祈り申し上げます。

②1月25日行なわれました当クラブ新年家族会は、多数の来賓並びに会員御家族を迎え、

産業会館に於て盛大に取り行なわれました。席上会員斎藤待四郎君御夫妻の金婚並びに鷲

田幸雄君御夫妻の銀婚を御祝い申し上げました。沢山のスマイル誠に有り難度う御座いま

した。

オクショソでは設営万般について実行委員会、親睦委員会の皆さんに深く御礼を申し上

げます。

③　本日定例理事会を開催致しました。決定事項について御報告申し上げます。

α）会計理事の佐藤宇一君の退会により、明日中江幹事が事務引継ぎを致し後任会計理事

には上野副会長さんの兼務を御願いしました。

④　当クラブ会員清水重雄君は此の度会社の人事異動により転勤されることになりました。

従いまして当クラブを退会される事になります。同君は、クラブのSAAに所属され御活

躍を戴いて居り、今後の活動を期待致して居ったのですが誠に残念で御座います。今後益

々の御健康を御祈り申し上げます。



1月柑日産業会館で年度第四回クラブ協議会を開催致しました。クラブ会計より会計の

現況と下半期活動の見通しについての発表があり、其の具体化について検討を加えて行く

考えであります。
。先ず会員増強については、年度初め75名の会員が転勤又は物故会員等により現在71名にな

って居ります。予算収入面から見ましてもその充填に積極的に会員皆さんの御協力を御願

い申し上げます。

0ロータリー情報に就きましては色々アイデアを練って居られる様ですが充分時間をかけ、

親睦委員会、S・A・A等連携を保ち集りやすいフォーラムをもち度いと思う。
。出席率については上半期は残念乍ら目標に達しなかったが、欠席内容を分析し下半期は92

％にもって行き度いと考えている。
0プログラム委員会には後半会員外のスピーチを企画して戴き広い知識を求める様に御願い

し、又会員スピーチも活発に折り込んで戴き度い。
0親睦委員会については新年家族会は年度最大の家族親睦会であり、3月には姉妹クラブ、

鹿児島西クラブへの表敬訪問が予定されて居り、共に深い意義を持つ企画でありますので

よろしく御願い致します。

0職業奉仕委員会は本年度R．Ⅰ会長の最重点として活動を指示されて居り、近く会員の職

場見学等も企画されて居る様ですが、事例研究等後半活発の活動を望みます。
0ロータリー財団は年度張先生の御努力により2・200％達成する事が＝来ました。誠に有り

難度う御座いました。
。国際奉仕につきましては4月末にG・S．Eの受入れが予定されて居りますし、交換学生の

ダイアンさんも喜んで研修を進めて居る様です。厚く御礼申し上げます。

0社会奉仕部門は予算を伴う活動は大体修了致しました。

0青少年委員会はローターアクト委員会にて西九州地区の研修会が予定されて居ります。

今後共ロータリー会員のローター、インターの例会出席、両会員の激励を御願い致しま

す。

以上下半期のクラブ活動を見通して全会員の活発なる活動を御蔽い致します。

■幹事報告

0例会変更案内

遊　佐R．C～2月1円を2月3日　吹浦　海禅寺

新　庄R・C～2月4日　ったや本店

温　海R・C～2月7日（月）P・M　5：OD　滝の屋　＠￥2，500

鶴岡西R・C～2月4日（金）P．M　5：30　かに船　＠￥2，500

。会報到着～八戸東R・C、八戸R．C

。年次大会案内～第355、356地区連合

4月9日～4月10日　登録料￥8，000～水戸市茨城県民文化センター

年次大会～第358地区　3月26日～3月27日

登録料￥10，000　東京府中京王プラザホテル
01978～1979年度R・Ⅰ　会長決定通知

MR・CLEM RENOUF（AUSTRALIA）

0社会奉仕事例集（前原勝樹著）購入案内＠￥800

0ローターアクトクラブ会員が第370地区に研修旅行をすることに決り、当鶴岡ローターア



クトクラブから6名参加される事になりましたが、クラブから4万円旅費の補助を差し上

げる事にしました。

■委員会報告

＜小松奉仕委員長＞

詳細は書面で御知らせしてありますが、2月15日（火）当例会場を山王町の松文産業KKに

て工場見学を兼ね下記の通り例会（理事会決定）を行ないます。

1．日　時　　2月15日（火）

12時集合一工場見学　　　12時30分　点鐘¶例会

当クラブ会員の山本正君（工場長）から現況の織物業界、鶴岡織物の歴史、松文産業KK
の経営方針等スピーチをお願いしてあります。

＜市川ローター7クト委員長＞

370地区（西九州）への研修旅行が3月19日～22日かけて行いたいと思います。当クラブ

のローターアクトは10ありますが希望者が全部で21名ありました。370地区の児玉ローター

アクト委員長からTELありましてぜひお待ちしておる。ロータリー会員の参加者も御一緒

参加下さいとの事。3地区（長崎、佐賀、福岡）のローターアクトが協力し合ってお迎え致

したいと言う事でした。

＜視結婚記念日＞　　　会員一同

中江　亮君御夫妻　昭和22年

佐藤伊和治君御夫妻　昭和5年

横山　昇君御夫妻　昭和25年

』出席報告

会　員　数

出　席　数

出　席　率

板垣（俊）君、黒谷君、石倉君、三井（徹）君、斎藤（栄）君、

菅君、津田君

前回出席率

修正出席数

確定出席率 ≡l；…

風間君一東京南R．C

笹原君一仙台R・C

安藤君、五十嵐（三）君、玉城君、角田君、板垣（広）君一

鶴岡西R・C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿叉は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席



◎。必打
CLUB BULLETJN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

雪だるま

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12…30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235輯5775

Servicc．］believein Rotary・

奉仕・ロータリ」を私は信奉する。

第893号　　1977．2．8（火）（ゆき）No．27

－本日のプログラム　－

1．点　　　鐘

2・ロータリーソング（手に．手つないで）

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告
5．幹事報告
6．委員会報告

⑪職業奉仕委員会（佐藤　衛君）
2月15日の職場見学についての説明　①松文産業KK工場見学、女予寮に集合

②出来るだけ徒歩で　③洋服の着地を原価で販売する
㊥S・A．A（内山喜一君）

2月15日の職場見学の会場、食事について

2月15日の例会場の破損（ピータイル）を佐藤衛君が無料で修理しました。

㊥規定審議会の制定案、決議案の説明（三井陸君ロータリー情報委員長）
詳細は会報にのせる。

⑪阜　　話　（小池繁治君プログラム委員長）

超過勤務と労働契約について

7．情報抄録1976年12月号より

8．出席報告

郎
亮

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



■ゲスト・ビジター紹介

小林忠康君、半田勇三郎君、菅原隼雄君、上野十九治君、加藤広君、佐藤拡君一鶴岡西R．C

渡部晃雄君一温海R．C　北川武雄君一酒田R．C

■会長報告

①　先般当クラブ姉妹クラブの台湾、台中港クラブより5月に韓国を巡り、当クラブを訪問

したいと云う連絡がありましたがっい先日、中江幹事さんに会員及びご家族を含む30名お

揃いで当クラブを訪問したいと云う連絡が入りました。従いまして姉妹クラブでもありま

すし、次年度は台中港創立3周年記念式典の招待もあるわけですので温く迎えたいと考え

ます。

②　ロ・－タリー財団奨学生推選について

佐藤恵子（専大卒）国文科　23才、市内陽光町、剣道3段

鈴木善作会員を通じてロータリー財団奨学生の推選があり、理事会で決定する事にしまし

た。

③　2月22日当例会でロータリー創立72周年記念日を辿える事になりますが、そのプログラ

ムの中にG・S・E派遣の鶴岡ローターアクトクラブの進藤昇君のアメリカ在中のお話、ス

ライド等行うそうです。御期待下さい。

■幹事報告

。会報到着案内～塩釜R・C、村上R．C、東京R．C

Oローターアクト歓送迎会～2月9日（水）p・M6；30～日野園　＠3，000円

0当クラブ例会変更

2月15日～松文産業工場～詳細は職業奉仕

010周年記念式典案内

第354地区仁賀保R・C　4月24日（日）於仁賀保町運動公園会館　登録料＠9，000円

■委員会報告

＜卓　話＞　労働基準法の労働時間の解釈について　小池繁治君

①　開店10時なら、9時半位迄出勤するのが常識的に思うが、果して30分超過勤務になるの

かどうか。

②　役所での受付で5時迄入れば何んでも受付るべきか、それとも5時になったら受付しな

いで帰ってもよいか、等労働時間について考えさせられます。

お客様は神様であるという事でお客様の非常識的な考えに対して答えなければならないの

か？私の考えと違う面が色々あります。



■情報抄録

＜今でも1930年当時と同じことが言えるか＞

元会長のドナルドA．アダムスは、1930年に行なった演説で、次のようなことを言って

いる。「これからの25年間にロータリーがどうなっていくかは、個々のロータリアンの考

え如何によって決まることになると思う。会長も理事会も、個人のような働きはできな

い。個人に誠実、識見、そして理解というものがなかったら、ロータリーの発展もそれま

でということになる。」

「すべては個人次第である国家間の友好といっても、それは個人的なものであって、国

に関することではない。2つの国の間の友好の第1歩は、その2つの国の個人同士が親し

くなったときに始まるのである。ドイツ、英国あるいはイクリヤとの貿易などと言ってい

るがそんなものは存在しない。存在しているのは、ただ、これらの国民との貿易というこ

とだけである。」

＜ロータリーが見事な演奏をするとき＞

「この間の晩、市のバンドのリハーサルのときに、私は、大きな銀色の変口音ベースの

奏者のすぐそばの席にいた。彼の演奏ぶりを眺めながら私は考えた－「このバンドが彼だ

けだったとしたら、役の演奏のすぼらしさがわからないでいる人もあるのではないか」

と。もちろん、バンドは彼だけではなかったので、その楽器の音は、ほかの楽器とまざり

あって、快よい語調をつくりだしていた。そこで、私はロータリーと自分たちのクラブの

ことを考えてみたのである。みんなが其のロータリー精神によって各自の任務を果すよう

にすれば、りっはなクラブとは、誰もが、大小にかかわらず、それぞれの任務を果しなが

ら、渾然一体となっているクラブのことだ、ということがわかってくると思う。そして、

これは、聴衆、つまり見ている者の目にはすぐわかることである。」－ニュージーラン

ド、ホークスベイ、ネピァ一・ロータリー・クラブ会長。

＜マンチェスター会長の言葉－ロータリーについて＞

ロータリーの目的は何か。われわれの存在理由となっているものは何か。マンチェスタ

ー会長は、本ロータリー年度の初めに行なった講演で次のように述べている。「われわれ

が力としているのほ、われわれが他からの奉仕を求めず、他人のために奉仕する、という

ことであります。ここに、成功を収めようとするわれわれを正しく導いてくれる唯一の原

理が存するのであります。私は別に新しいモットーやスローガソは申し上げませんが、そ

の代わり、皆さんを、ロータリーが唯一の目標としているもの－4分の3世紀に近いロ

ータリーの発展過程において、その中核となり、そのまわりに現在のロータリーを築き上

げたいわばロータリーの城塞ともいうべきものにご案内申し上げたい。その城塞とは、す

なわち、『奉仕の理想を鼓吹し、これを育成すること』であります。」

ロ／、－ト　A　マンチェスター氏講演

＜ポール・ハリス、人生の意義について＞

ロータリーの創設者、ポール・／、リスは、その晩年の著書の一つに、次のように記して



いる。「長い歳月をふり返ってみたとき、一時は大へんなことに思えていたものが、今で

はつまらないものになってしまっているというようなことがたくさんあるものだが、一方

『ほかのことはどうでもいいから、これだけは』と本当に言いたくなるような厳然たる重

みをもつようになっていくものもある。自己犠牲、献身、面目、真実、正直、愛情…＝・こ

れらは、とくに昔気質の良家に見られるつつましやかな美徳である。」

＜仕事のもつ意味＞

「仕事は、人間が、個人として、また社会人として、生きていくためにしなければなら

ないものである。人は、その職業によって自分がどんな者であるかを説明する一「私は弁

護士です、医者です、大工です＝…t」というように。また、仕事は、人の生活に目的や意

義を与える。人間は暇なときでも、釣とか、また、働いているときよりもはるかにからだ

をつかうような道楽に精を出すのである。」

ロータリーの世界より

■出席報告

板垣（俊）君、票谷君、三井（徹）君一鶴岡西R・C

薮田君一気仙沼R．C

五十や六十花なら曹

七十、八十は働きざかり

九十になって迎えが来たら

京都大徳寺内歪仙窟尾関宗園師作

老人健康と長寿十則
一、少肉多菜　一、少塩多酢　一、少塘多晃　一、少食多酎　一、少煩多眠

一、少怒多笑　一、少言多行　一、少慾多施　一、少衣多浴　一、少車多歩

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお頸いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告書貫はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお供いします。

＼、－L



◎。強打
CLUB BULLETIN

創立S34．6．9　泉認S34．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

雪だるま

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12！30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川ice・lbelieYein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第894号　　1977．2．15（火）（ゆき）No．27

例会場変更（松文産業工場）

－本日のプログラム　－

1．点　　　鐘

2・ロー一タリーソング（手に手つないで）

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長挨拶～職場見学の意義について

5．会長報告

6．幹事報告

7．小松職業奉仕委員長報告

⑪後半の活動として松文産業KKの職場見学を計画しました。山本君の御好意に感

謝します。

8．山本正君（松文産業工場長）の講話

6．出席報告



』ゲスト・ビジター紹介

佐藤成生君一鶴岡西R．C

今野義介君、佐藤昭吾君、佐藤五右工門君、三浦徳一君、本間新之垂君一温海R．C

■会長報告

①　去る8日湯田川温泉七内旅館にて庄内分区の会長・幹事会が開催されました。その決定

事項についてお話し申し上げます。

3月21日八幡クラブのホストで八幡公民館に於てインターシテ一・ミーティングが開催さ

れます。研修部門につきましてはクラブ奉仕A、クラブ奉仕B、職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕の5部門に亘って居り、当クラブは職業奉仕のモデレーターを担当することになっ

て居ります。尚各クラブ共15名の出席会員を義務付けられて居りますのでよろしく御願い

申し上げます。詳細は後目打ち合せ致します。

②　4月の末、来訪するG．S．Eの受入れについての御知らせですが、一行は団長以下5名

で前日は温海温泉に宿泊、4月28日に庄内分場、山形大学農学部等を見学、17時より鶴岡

西クラブと歓迎合同例会後宿泊、翌29日羽黒観光、後酒田へと云う予定ですが、その節は

色々御協力を御願い申し上げます。

③　今間さんから忌明の御礼状が参って居ります。

④　本日は職業奉仕委員会さんの会員の職場見学と云う当クラブとしては初めてのプログラ

ムでありますが、松文産業さんの御好意によりまして親しくその企業に関連する新しい知

識を吸収する事が出来ました。我々職業人として一人一人が立派な職業率仕に日常励まれ

ておる訳ですが、一層の権威を保たれるよう心がけて戴きたいと思います。本日は地方に

雄飛する松文産業さんの職業奉仕を目のあたり見学させて戴きまして誠に有り難度う御座

いました。厚く御礼申し卜げます。

■幹事報告

0会報到着～遊佐R．C

。認証状伝達式～第362地区清水西R．C

清水市総合運動場　鈴与記念体育館

4月24日（日）12時登録料（垂10，080円

OR・A・C年次大会～第352地区



泉市厚生年金スポーツセンター

4月16日～17日（日）ホストクラブ～泉R．A．C

詳細後目連絡あり

0新入会員～金沢春雄君公表

異議ある方は10日以内に理由と氏名を記して幹事迄提出して下さい。

｛スピーチ　　　山本　正君

く鶴岡の織物業界の沿革＞

当市の絹織物の始りは庄内藩主酒井忠徳公が藩士の内職として始めた。徳川末期から明治

初期まで家内工業として続けられ、明治21年には工業的体裁を整えるのが地元消費に限られ

てあった。その後日清戦争や大地震があり不況にあったが福井方面では羽二重織が盛んであ

ったので、視察を行なったり技術者を実習に派遣したりして庄内に羽二重工場（後の羽前織

物KK）が設立された。その後鶴岡水力電気の創立、又県費補助などあり明治37年には業者

数87軒となった。この様な飛躍的に大量生産地となったのは郷土で発明された斎藤外市式力

織枚、平田式力織機が大いに力になった。

この頃から織業は次第に会社又は団体組織化の傾向になり、重目羽二重から軽羽二重の移

行が行われたが、粗悪品など流出し不況にあい30戸の織業整備があった。それで粗悪品対策

として織物製品検査所が設けられた。

大正期に入り、不況に見舞われ業者は23軒になり、7年から8年には再び盛況、37軒にふ

え、製品も羽前羽二重、朱子だけでなく縮緬、朱子縮緬の試作研究も行われた。昭和初期に

は不況で17軒になったが昭和5年には人絹織物が完成、不況を避ける事が出来た。

昭和7年には同業者による組合設立が確立し、大東亜戦争の時は羽前織物、鶴岡織物、松

文産業、羽前網練となり殆んど軍事用羽二重（落下傘用）の生産のみとなった戦後は各産地

とも荒廃し復興計画は遅々として進まなかった。昭和24年には5社となり、インフレ経済の

中で悩まされた。

28年にはデフレ政策金融引締が行われたが、好況より不況の時が多く、今日現在では松文

と松岡機業の2祉のみとなった。この間に原料は網から人絹、合織と多様化し、43年～48年

に亘り繊維工業構造改善の近代化が計られ、生産性は向上し当地区の織機は761育程ありま

す。福井県は8万台といわれております。

松文産業について

本社は福井県勝山市で、工場は鶴岡、櫛引、滋賀県の票東町の4カ所にあり独立採算制を

取っておる。創業は明治32年、石上茂兵衛が羽二重を手級りで織ったのが始まりと云われ大

正2年、松村文四郎が経営を引きつぎ名称を松文とし、大正13年合資会社、昭和19年株式会



社になり、現在資本金2億5千万円、従業員1，200人（内鶴岡、欄引で350人）織機約1，500

台（内鶴岡、櫛引で500台）社長は工藤勝道です。

松文産業KK職場見学

鶴岡工場は昭和7年8月に創設、初代工場長は石塚保、2代目が男網さんです。

当社は開発に熱心で現在はポリェステルの加工糸織物が主体ですが、開発時は日本で3社

しかなかった。品質についても取引先からも信頼を受けております。当社は中小企業がだん

だん大きくなった感じで当社の経営方針は新しい物にチャレンジする、文中量産の出来る婦

人服地でファッションの先端を行くものをねらっております。

■出席報告

会　員　数

出　席　数

出　席　率

二　∴．．∴l・

81．43％l者 君、諸橋君

前回出席率

修正出席数

確定出席率

78・57％lノアl阿部（賽）君一酒田R．C　笹原君一仙台R．C　薮田君一気

67名ll　ご
仙沼R・C　市川君、板垣（俊）君、小松君、嶺岸君、板垣

（広）君、佐藤（友）君、高橋（正）君、中村君一鶴岡西R．C
95・71％lクプ】早坂（源）君一東京研究会

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

＼、＿／

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席



◎。強打
CLUB BULLETJN

創立S34・6・9　承認S34・6・27

崩問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

雪だるま

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235輯5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Service・L believein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信幸する。

第895号　　1977．2．22（火）（ゆき）No．29

－本日のプログラム－

1．点　　　鐘

2・　ロータリーソング（我等の成業）

3・ゲスト・ビジター紹介

ゲスト～進藤　昇君

4．会長報告

5．幹事報告

6．委員会報告

森田親睦活動委員長～鹿児島西R．C表敬訪問旅行の計画の
詳細について

7．国際ロータリー創立記念日（2月23日）特別講話

派米G．S．E研修旅行について～進藤　昇君

委員会報告（続）

8．（青少年）ボーイスカウトについて～安藤定助君

9．出席報告



■ゲスト・ビジター紹介

小林忠康君、斎藤福太郎君、大屋昭三君、自崎伸二君一鶴岡西R．C

■会長報告

①　先般の例会で御報告申し上げました本年度Ⅰ・C・G・Fについて一部詳細を申し上げま

す。

日

会

フ‾　　←‾

3月21日（月）

八幡公民館

クラブ奉仕
0出席率向上で一部の悪い人を向上させるにはどうしたらよいか

0興味あるプログラムはどうしたらよいか

（各クラブで年間で最もよかったもの一つを出す）
0会報の発行はどうしたらよいか

（各クラブの会報を提示。編集発行の方法、経費）
。職業分類表について各クラブの検討

職業奉仕
0職業奉仕強調デーの有効なプログラムは何か

0職業に品位あらしめるにはどうしたらよいか友の12月号（今日の職業倫理参照）

0職業道徳、職業倫理についての検討

社会奉仕
0青少年奉仕を如何に進めるか

（Ⅰ・C、R・A・C運営について。ボーイスカウトなどの援助の方法）

国際奉仕
0マッチドクラブとの交流方法

0交換学生について

OW・C・Sをクラブではどう行うか

（世界社会奉仕）

②　2月23日はロータリーの創立72週年記念日を迎える訳です。

本日はこのプログラムによりまして当クラブの先輩会長であります佐藤伊和治さんにス
ピーチを御願い致す積りで居りましたが、御都合で次週例会に御願い致して居ります。

己に御承知の通り今から72年前の1905年、その頃経済恐慌で人心の荒れすさんでいたア
メリカ社会、特にシカゴの状態を憂えた青年弁護士ポールPハリスが奉仕の精神によって

人の和をはかることこそ、よりよい社会をつくりだす道であると考え3人の友人と語らっ

て、この理想を広く人々に呼びかけようと第1回の会合をひらいたのがロータリークラブ

の誕生であります。ロータリーとは会員が持ち廻りで順番に集会を各自の事務所でひらい

たことから名付けられました。従いましてこの理想は着実に成長し、現在151の国家およ

び地域にひろめられクラブ教17，044、会員教796，750名に達し、さらに大きな発展を期

待されて居ります。

尚本日はゲストの進蔭昇君の御話を御聞きする事にして居ります。同君は昨年9月に当
クラブよりG・S・Eの派遣に加わり渡米され、所定の研修を終えまして元気に帰鶴され例

会にごあいさつを戴いたのですが、今日はその御土産のスピーチを御願い致します。

ヽ＿ノ

程
場
　
マ



■幹事報告

0例会変更案内～

温海R．C～2月28日を2月26日　P．M12：15　滝の屋に変更

山形北R．C～3月3日の例会は　P．M5：30産業会館6Fに変更
0会報到着～酒田東R．C、村上R・C

。認証状伝達式～

藤沢北西R．C～52．4．17　於藤沢市民会館大ホール　登録料＠￥9，000
0第369地区第2回インターアクト懸賞論文集到着

0会報の情報抄録をお読み下さい。

■委員会報告

＜鹿児島西R．C表敬訪問旅行の計画の詳細について＞

幹事、安藤会員並びに訪問者一同の協力により訪問計画の細部が出来ましたので発表い
たします。

予　　定　　表

3月9日　21：35　日本海1号乗車　20分前に駅へ集合のこと

3月10日　　7：42　新大阪駅着後　朝食、バス又はハイヤーで空港
11：10　大阪空港出発

12；15　鹿児島空港着　ハイヤーにて

13：30　鹿児島市役所訪問

団長……鹿児島西R．Cと鶴岡R・C盟約10周年にあたり鹿児島市と鹿

児島西R．Cへの訪問挨拶

鶴岡市長よりのメッセージを伝達（団長）並びに酒井忠明氏のメッセ
ージを伝達（安藤）

14；00　退庁17：00頃まで鹿児島市内を視察

17：00　ホテル鶴鳴館着

クラブ例会に出席

①　団長挨拶
②　鶴岡市長メッセージ㊧を朗読伝達（鈴木会長）
③　酒井忠明氏メッセージ⑳を朗読伝達（新穂副団長）
例会終了後懇親会

鶴鳴館宿泊
3月11日　　8：15　鹿児島駅発

10：51宮崎着後17：00頃まで視察

ホテル神田橋に宿泊

3月12日　10‥20　宮崎空港発

11：50　羽田着　モノレールにて都内へ

15：08　上野発

20：43　鶴岡着

⑳　例会出席時及び市役所訪問の時はネクタイ着用のこと。

＜G・S．E研修旅行について＞　　進藤　昇君

私達G・S・E吉田良夫氏（山形市）を団長として、柴田健一君（仙台市）、長谷川賢一君

（郡山市）、渡部友洋君（山形市）、藤田利久君（福島市）、進藤昇君（鶴岡）合計6名で
9月11日羽田夕方5時半出発、サンフランシスコに同じ日の午後2時30分に着きました。



最初のサンフランシスコで2泊し、主にアメリカになれるため観光旅行をし次のシカゴで

はロータリー本部へ表敬訪問し大変喜ばれました。最終目的地のペンシルバこヤ、ピーツ
バーグでは工場、施設等見学・研修し735地区のメリーランド州（8クラブ）ペンシルバニ

ヤ州（28クラブ）、ウェストバージニヤ（5クラブ）の計41クラブを訪れました。

ベットフーオドの夜の例会場では食事のテーブルの上に歌集がおいてあり、国歌、ロー

タリーソングのあとにソングリーダーが歌集の1曲を歌い、次に会員のリクエストの曲を

皆んな楽しんで歌っておりました。又、会長が32才位でジョーク、活発な発言があり大変

なごやかな会でした。
735地区の気候は山形県内のそれと良く似ており　田園風景がすぼらしく、リス、シカ等

がおり大変住み良い所と思いました。一般家庭の中にはシカ、バッファローなどかざって

あり狩が盛んである事がわかりました。産業を良く見て来ましたが、石油・石炭が簡単に
とれ資源が多いのにはびっくりしました。それにもかかわらずオイルショック以来失業者

がいるという事をきいて日本と同じように大変だナーと感じました労働条件はきびしく労

働時間は8時間働けばあとは絶対に束縛されないようでした。
日本から輸出されている自動車、弱電により地元メーカーが圧迫されていてこれからは

日本輸入製品が厳しく制限されると思いますし、外国の資源を輸入して加工輸出する日本

のやり方では難しくなると思います。これからは技術的な事を大巾に売り物にしなければ

世界的に通用しないと感じました。

福祉の面では民間会社が利益があり過ぎると税金対策上財団を作り恵まれない施設に寄
付しておりました。日本でもこのようにもっとしたら良いと感じました。

G・S・Eでこのようなアメリカでの研修、又親しい友達が出来る機会を与えてくれまし

た鶴岡ロータリーの皆様に感謝申し上げます。

＜ボーイスカウトB－P崇祝賀激励＞　　安藤定助君

2月22日はボーイスカウトの創始者ベーデソ・パウェル卿（英国）の生誕の日で、全国

のボーイスカウトはこの日を記念して、その前後にその功績を讃え、感謝の意を表するた

めに「B－P祭」と云う催しを行うことになっております。今年はべ－デン・パウェル卿

誕生から125年、ボーイスカウト創始より70年の記念すべき年であります。
ボーイスカウト山形県連盟庄内地区委員会でも、去る20日（日）午前10時より「昭和52

年度庄内地区B－P祭」を鶴岡市青年センターで開かれ、大会には庄内一円から200名の
スカウトが参加し、庄内地区委員長より創始者の威大な功績やB－P祭の意義について挨

拶があり、今野登古日本連盟副トレーナーからは「べ－デン・パウェルとブラウンシー島
のキャンプ」と題する創始当時の逸話を話された。午後は映画やゲームを楽しみ有意義な
一日を送った。当クラブより私が参加し祝賀と激励の挨拶をした。

■出席報告

会　員　数170名■欠i阿部（嚢）君、早坂（徳）君、玉城君、風間君、黒谷君、高橋

出　席　数　　51名　常
（耕）君、石倉君、三井（健）君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、
佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（正）君、鷲田君、笹原君、

出　席　率　72．86％　者　津田君、富樫君、上野君、中村君

前回出席率　81・43アβノア　栗谷君一仙台南R．C

修正出席数　　63名：ッ
笹原君一仙台R．C

市川君－ニースR．C

確定出席率　9．mクタブ　角田君、板垣（広）君、鷲田君一鶴岡西R・C

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席



◎。必打
CLUB BULLETJN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

う　　　め

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235輯5775

Se川ice．lbeli椚ei11Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第896号　　1977．3．1（火）（曇）　No．30

－本日のプログラム　－

1．点　　　鐘

2．国歌斉唱
3・。一夕リーソング（奉仕の理想）

4．ゲスト・ビジター紹介

5．新会員金沢春雄君の入会セレモニー
6．　3月誕生祝

7．年間皆出席者表彰
8．ポールハリスフェロー表彰～張紹淵君と御家族

9．会長報告
10．幹事報告

日．会員スピーチ～佐藤伊和治君、鈴木善作君
12．委員会報告

国際親睦活動委員長張紹淵君～委員会活動のいろいろ

雑誌委員長　新穂光一郎君～ロークリ←の友の記事について
13．出席報告

本日は鶴岡クラブ例会の模様を張紹淵君が大活躍して16mカラーフィルムに

撮影されました。完成が待たれます。

郎
亮

‥弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



｝ゲスト・ビジター紹介

斎藤正君一東京調布R・C　滝禅源君一立川R．C　菅原武君一酒田R．C

原田行雄君、阿宗健一郎君、加藤広君一鶴岡西R．C　佐藤孝二郎君一余目R・C

■金沢春雄君の紹介　　　紹介者　新穂光一郎君

氏　　名　　金　沢　春　雄

生年月日　　S7．3．1

家　　族　　金沢弘子　妻
ク　貴人　長男
ク　洋二　次男

経　　歴　　S45．10．1～S48．3．31　鶴岡支店次長

S48・4・1～S50・1．81　湯之浜支店支店長

S50・2・1～S52・1．31　十日町支店（山形）支店長

S52・2・1付にて　　　　　鶴岡支店支店長として赴任

趣　　味 ゴ　ル　フ

住　　所　　社宅　鶴岡市上畑町7－29

支店　鶴岡市昭和町12－63

■3月誕生視
＜会員誕生＞

小松広穂君、中野清吾君、佐藤昇君、手塚林治君、横山昇君、皆川英二君、斎藤栄作君、

佐藤忠君、山本正君、金沢春雄君

＜奥様誕生＞

早坂保江様（徳治）、石川徳江様、板垣智恵子様（広志）、嶺岸豊子様、斎藤貢様（栄作）、
佐藤喜代恵様（正郎）、高橋多恵子様（良士）、佐藤晴子様（衛）

＜結婚記念日3月の方々お目出度う御座います＞
海東与蔵君御夫妻、栗谷正夫君御夫妻、三井徹君御夫妻、笹原桂一君御夫妻、
玉城俊一君御夫妻、富樫良書君御夫妻

■出席表彰
＜年間皆出席＞

4年間皆出席　板垣俊次君　1年間皆出席　中村富昭君　1年間皆出席　迎田　稔君

＜2月125％出席＞　　2名

風間君、佐藤（友）君
＜2月100％出席＞　　55名

皆川君、阿部（公）君、阿部（賓）君、安藤君、張君、早坂（源）君、半田君、飯自君、石井君
石黒君、五十嵐（三）君、石川君、市川君、板垣（俊）君、海東君、玉城君、黒谷君、高橋

（耕）君、小池君、小松君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、森田君、角田

君、中江君、中野（重）君、中野（清）君、小野寺君、西海君、板垣（広）君、佐藤（忠）君、佐

藤（順）君、佐藤（衛）君、鷲田君、笹原君、新穂君、横山君、内山君、鈴木（善）君、鈴木

（弥）君、高橋（艮）君、丹下君、迎田君、谷口君、手塚君、富樫君、上野君．菅原（辰）君、
山口君、山本君、薮田君、吉野君、中村君

■会長報告（52．3．1）

本日は例会前に定例理事会を開催しました。その決定事項についてお話し申し上げます。
ト　次年度353地区庄内分区の分区代理推せんに就いて、桜井分区代理より当クラブより選

出するように要請があり、その専任を議決しました。



2・3月21日（月）に八幡に於て行われるインターシティーゼネラルフォーラムには当クラ

ブより職業奉仕部門のモデレーターとして小松広穂君を専任致す事になりました。尚、出

席委員会、プログラム委員会、会報委員会、職業分類委員会、職業奉仕委員会、青少年委

員会（インターアクト、ローターアクト）、国際奉仕各委員会は勿論、多教の会員の御出

席を御願い致します。
3・予てロータリー財団の留学生として推せんを希望されて居りました佐藤恵子さんの推せ

ん手続きを承認致しました。
4・当クラブ職業分類匿空気調整工事を新設致しました。

5・昨年11月のロータリー財団週間に当クラブ会員張紹淵君の御家族3人が揃って財団のポ
ールハリスフェローになられました。御蔭様にて当クラブの財団基金は2，200％を達成す

ることが出来ました。本日はR．Ⅰよりその御尽力に対し記念の楯が張紹淵君に送られて

参りましたので、本例会の席上会員の皆さんと喜びを共にして御渡し致します。張先生お
めでとう御座いました。厚く御礼申し上げます。

■幹事報告
0会報到着～米沢R・C、藤沢R．C、山形南R．C、山形東R・C、山形北R・C、山形R・C

鶴岡西R．C
o例会変更～山形西R．C　3月14日の例会は　PM5；30　ホテルオーヌマに変更

0インターシティ一・ゼネラル・フォーラム開催案内

3月2日］（月）～八幡中央公民館　PM9：DD　出席者15名以上～次週迄決定。

■会員スピーチ　思　い　出　話　　　　　　　　　　　佐藤伊群台君

小池君が今「ロータリーの創立週間」だから元会長の経験のあるお前が、スピーチをせ
よとのこと。今更供が、と思ったから直ぐおことわりした。だがこの人は一旦言い出すと

簡単に引き下がる方ではないようだ。「何んでもよいから」、是非にと独りで決めてしま
ったようだ。考えて見れば、元会長の中でも供が一番「古い」ことになった。「悲しい、

そしてなつかしの思い出」を寸時述べて、小池君の顔を立てようと考えたのです0

1　入会の動機

私が鶴岡ロータリークラブに入会したのは、今は亡き三浦岩治郎君のおすすめだ。何回

も何回もすすめられた。僕は毎度にお断りした。ロータリーなんてそんなハイカラなもの

は僕の性に合う筈がないと迷、激論までしている中に、この秋東京晴見で「国際大会」が開

催されると聞いた。トタソにそれは見たい、ということで即座に入会した。僕の入会の動

機は「もの好き」からです。全くお恥しい次第ですが三浦君には今でも感謝しています。

2　国　際　大　金

さて17年前、東京晴見で行われた、国際大会は実にすぼらしいものでした。両陛下のお

出まし、池田総理も出席。出席会員数は凡そ始って以来の最多数ということでした。第2

会場を設けて地元の人は成可く第2会場に入ってくれとのことだったが「一生一度の機会
を逃がすべからず」と一番よい場所に陣どった。所謂「奉仕の精神」とは凡そかけ離れた
ことをしたものでした。おかげで小花先生の御注意だった望遠鏡は使わないでゆっくり見

せてもらいました。私達は写真機を持たないので、隣りにいた鳥取市の佐藤隆治君から記

念写真をとってもらいましたが、ただそれだけのことで未だに文通を交わしています。前

夜祭（？）か何にかで、帝国ホテルで「友愛の家」を設け、小花先生は成可く外人と席を
共にせよと号令をかけたが、日本人は日本人同志、外人は外人と別々の膚をとっていた。

食事を取ろうとしてメニューを見たらその値段の高いの何んのと、私達はビックリして
いたところ、隣席のアメリカ人の中年夫婦がしきりと話しかける。僕の長男が未だ学生だ

が多少会話が出来るのでこれは話せると思ったのか、如何にもヤンキーらしく自分達のテ
トプルを2人でドッコイショと運んで私達のテーブルとピクリとクツツケて盛んに御馳走



を取る。僕は自分のフトコロが少々心配になって来た。ボーイがこの人達は御馳走するの

だといっているから、遠慮しないで御馳走になれと言うから供も安心して会食した。彼等

は相当日本のことを勉強して来ているので話が西欧文化と東洋、特に日本文化の差にまで

及んだ。これは僕の尤も得意のダン場だから……　アメリカに哲学はないなどと……。

話は飛んで僕の家内に向って「貴女は子供は何人か」ときくので。6人と答えたトタン
「オーワンダフル」と飛び上っていた。そのジェスチェアの大げさなのにこっちがビック

リした。自分達には子供がいない、だからこうして世界中を旅行してせめてもの楽しみに

している。「アイアムソリー」両方から出た。

翌年三浦君が会長、その次供が会長、ルールは三井賢二君に委せっきりで。……

3　－年交代の意義

さてロータリーの理念について寸時ふれさしてもらいます。商売の理念については日本

でも昔から種々論議されています。

儒学者貝原益軒先生は、
「先キ利スルトキハ　我必ズ失フ　我利スルトキハ　先キ必ズ失フ　我卜先卜共二

利スルコトハ　未ダカッテコレ　非ザルナリ」と断言している。

之れが儒数の全部とは思わないが、封建時代に士農工商（商業道徳が尤も低い）といって

商人が尤も軽く見られたことは全然理由なしとは言えない。一考を要することであろう。

然し之に反し、同時代の民間学者、石田梅岩先生は「先キモ立チ我モ立ツ、之商ナリ」
と痛烈に反論している。石田梅岩先生の教えは「石門心学」といって現在も「こころ」と
いう機関紙を発行している。
・渋沢栄一の論語一巻遺徳経済一致論は実にはげしいものだ。

・ロータリーの「サービスを奉仕」と訳しているがその受止め方は各国でみんな異なると

思う。芥川竜之介先生は、「ギリシャは東洋の永遠の敵である。だがまたしても心ひかれ

る」と言って西欧文化と東洋、特に日本文化とは質的に大きな違いがあって我々が多少

は欧西文化を理解している積りでも実は殆ど理解していないという意味である。又逆に
・「孔子流に言えば我れ未だ日本文化を知らず況や西欧文化おやである」とも反省させら

れる。
ロータリーの哲学はと問われたとも創始者ポールP・ハリスは「瞬時もためらわずあら

ん限りの声で『寛容』と叫ぶであろう云々」と話している。さすがに次元が高い。「尤も

多くサービスする者は尤も多く利得する。」はアングロサクソン系の巧利説哲学思想で尤

も次元が低い。利益追及居士の言でロータリーとしては危険な言葉だ。西欧にはカント・
ベルグソソあり、日本には西田哲学がある。

私は千数百年前の聖徳太子17条憲法第1条「以レ和為レ貴」の「和」こそは、ポールP・
ハリスの「寛容」に尤も近い考え方だと思う。我々ロータリアンはこのへんのことを心静

かに充分探究すべきだと思う。

＜鈴木善作君のスピーチ＞

先日酒を飲んでから風呂に入ったら目まいがして倒れ怪我して張先生の御世話になり、

皆さんからも御心配をいただきましたがやっと快復しました。今後は禁酒するつもり？

■出席報告

早坂（徳）君、嶺岸君、三浦君、板垣（広）君、佐藤（衛）君、
佐藤（正）君、鷲田君、横山君、高橋（正）君、津田君、上野
君、薮田君、諸橋君

堅些昼峯一苧豊臣
修正出席数1

議定出席率「両面画クプ

阿部（裏）君、黒谷君一酒田東R・C
佐藤（息）君一一酒田R・C　笹原君一仙台R・C
玉城君、風間君、高橋（耕）君、三井（健）君、鷲田君、富樫
君、上野君、中村君一鶴岡西R・C



◎。思
CLUB BULLETJN

創立S34・6・9　承認S34・6・27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

う　　　め

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12…30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235日5775

会　長　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川iGe．日eHeVein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第897号　　1977．3・8　（火）（曇）　No．31

－本日のプログラム　－

1．点　　　鐘

2．　ロー－クリ【ソング

3．ゲスト・ビジタ【紹介

4．張紹淵君御家族にPaul．Harris Fellowメタル贈星

5．会長報告

6．幹事報告

7．委員会報告
⑬交換学生小池志保さん紹介～嶺岸光吉君

命小池志保さんのごあいさつ

⑪鹿児島西R．C表敬訪問に際し出発挨拶～斎藤栄作団長
⑳西郷南洲遺墨集出版について～安藤定助君
命交換学生派遣に対する御礼のことばと、分区代理就任の御挨拶～小池繁治君

㊨インターシティ・ゼネラル・フォーラムについて～モデレ一夕ト小松広穂君

8．　ス　マ　イ　ル

㊨大型プリント現像技術大会に於いて優勝され、東北地区代表権を獲得～板垣俊次君
㊨店舗改装中のところこの度完成～高橋正太部署

9．出席報告



iゲスト・ビジター紹介

中沢秀雄君、上野十九治君一鶴岡西R・C

t会長報告
1・先週の例会に御報告申し上げました次年度R・Ⅰ353地区庄内分区の分区代理の選出を当

クラブに於て御引受することを理事会にて決定致しましたが、その人選につきましては先

輩会長の小池繁治君を御推せん申し上げました。皆さんの絶大なる御協力をお願い申し上

げます。
2．金沢春雄君の所属を会員増強委員会に御願い致します。
3．海東与蔵君の御母堂富美さんが3月7日なくなられました。謹んで哀悼の意を表しま

す。御葬儀は3月11日午前11時錦町長泉寺でとり行います。

■幹事報告
。会報到着～東京R・C、新発田R・C

o認証状伝達式～第352地区村田R・C（宮城県柴田郡村田町）

4月16日　AM9：00　村田一小体育館　登録料￥9，000
0次期ガバナー事務所開設（佐藤宏助ガバナー）米沢商工会議所内
0後半期の会費を早期に御納入下さい。

。インターシティ・ゼネラル・フォーラム出席のお願い。

西海君、張君、石井君、板垣君、三井徹君、小松君、三浦君、迎田君、中村君、鈴木君

丹下君、内山君、安藤君、中江君

■委員会報告
く交換学生小池志保さんの紹介＞　嶺岸光害君
本年3月鶴岡北高卒
派遣先　オrストラリアシドニーより約300kmのGulgong（ギルゴソ）R．C

学　校　Gulgong Centralhigh School（キルゴン高等学校）

3月19日　PM8：30羽田発

＜小池志保さんのごあいさつ＞
ただいま紹介いただきました小池志保です。このたび皆様のおかげで、ロータリーの交

換留学生としてオーストラリアへ行くことになりました。19日の夜に羽田をたち、翌朝20

日にシドニーに着く予定です。滞在する町の名は、ギルゴンという町でシドニーより北西

300キロほどにある町です。そこのギルゴソ・セントラルり、イスクールで1年間勉強し

ます。言葉もわかりませんし、慣習などとまどうことはかりだとほ思いますが、一日も早

くホストファミリーにとけこみその一員として、交換留学生の使命を果たせるようがんば
りたいと思います。
私にとりまして夢であった海外生活の場を作って下さいました会長さん、高橋先生、叉

ロークリーの皆様に御礼申し上げます。本当にありかとうございました。

｛出席報告

l

l



◎。強打
CLUB BULLETJN

創立S34・6．9　承認S34．6．27

顔固ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

う　　　め

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235的5775

Se川ice・＝紬的細e拍Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第898号　　1977・3．15（火）（曇）　No．32

－本日　のプログラム　－

1．点　　　鐘

2．　ロータリーソング

3．ビジター・ゲスト紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6・委員会報告

■ゲスト・ビジター紹介
菅沢久弥君、菅原隼雄君一鶴岡西R．C

d会長報告
①　当クラブ親睦委員会で企画されて居りました、

姉妹クラブ鹿児島西クラブとの盟約10周年を記念する表敬訪問は、斎藤栄作団長を初め
12名の会員の方々の御参加を得まして9日の夜行にて出発し、所定の日程を果し12日に東

京にて解散致しました。

鹿児島空航には岡元会長を初め多数の会員の方々が出むかえて下さいました。準備され
ました観光バスにて鹿児島市内の案内を載き鹿児島市役所を訪問、山之口市長さんに来訪

郎
亮

‥弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



を伝え、当市白井市長さんのメッセージ、並びに酒井忠明氏のメッセージを斎藤団長さん

及び安藤会員より伝達致しました。夜の歓迎例会は鶴鳴館にて行なわれましたが、岡元会

長の歓迎の挨拶につづいて斎藤団長の盟約当時をしのぶ烈々たる挨拶がありました。
次いで私が市長のメッセージを新穂副団長が酒井忠明氏のメッセージを披露致しまし

た。歓迎懇親会は両クラブ会員がにぎやかな交歓をつくし、一層の交友のちぎりを医むる
ことが出来キした。皆さんの絶大なる御協力により意義ある表敬を果し得ました事を心か

ら感謝申し上げます。

②　去る10日の日に本年度留学生の歓送会が地区の主催にて郡山市に於て開催され、小池志
保さんと小池繁治君が同行。御出席を御厨い致しました。

③　GSE受入打合せ会11日。

④　当クラブ会員海東与蔵君から先般の御葬儀の御丁重なる御礼状を頂載致して居ります。
謹んで御冥福を御祈り申し上げます。

■幹事報告
。3月21日インターシティーゼネラルフォラム出席者配車

西海車～安藤君、迎田君、中村君　　　　張　車～三浦君、石井君、山松君

板垣串～三井徹君、丹下君　　　　　　　中江車～鈴木弥君、内山君、佐順君
。会員推せん公表

佐藤元伸君（37才）荘和設備取締役
事業所～鶴岡市大東町14－10　　職業分類～空調工事

異議ある方は10日以内に理由を付し記名の上幹事迄提出して下さい。
0例会変更　　山　形R・C～3月30日の時間　　　P・M6；00　丸久松坂屋　8F

山形南R・C～3月22日の時間　　　P・M6；00　山交ビル　7F

山形北R．C～3月24日を3月27日　P．M5：30　ホテルオー・ヌマ
0会報到着～塩釜R．C、山形南R．C、台車港区R．C

。認証状伝達式案内　　第352地区岩手大東R．C　　4月29日（金）A．MlO：00

岩手県東盤井部大東町大原中学校
0ロータリーの手帳註文～＠480円

OGSE受入についての報告　　4月29日温海入、4月30日温海で休養、5月1日午後鶴岡

入、5月2日鶴岡遇辺研修、5月3日酒田遇辺研修、5月4日新庄入、5月1日～5

月3日迄のホームステーは鶴岡、5月2日鶴岡西合同例会
0国際大会（6月4日～6月9）に出席される張紹渕君に、当クラブの投票権行使を与える

信任状を発行した。

『委員会報告
1・義母の葬儀に際してのお礼　　　　海東与蔵君

2．ローターアクトの研修旅行について　市川輝雄君

3．身障者職業訓練について　　　　　　中野重次郎君
4・鹿児島西R・C兄弟盟約10周年記念　訪問から帰って　斎藤栄作君、安藤足助君、森田

清治君（特集号として別冊配付いたします）
5・ローターアクトの九州研修旅行に際しあいさつ～ローターアクト会長

■出席報告

会　員　数．＿一旦魯欠≡阿部（公）君、早坂（源）君、早坂（徳）君、飯白君、玉城君、

宙「打を7す豊雲層雲二義浩二試買）誌襟瞥）君、佐藤（衛）君・
出　席　数

…

前回出席率　83・1〇％メア　佐藤（忠）君一酒田東R．C　早坂（源）君一八幡R．C笹原君

修正出席率　　65名：ッー仙台R・C　海東君、中野（清）君、小野寺君、佐藤（昇）

確定出席率雨クプ君、鷲田君、菅原（辰）君‾鶴岡西R・C



草＝ム認
CLUB BULLETTN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

う　　　め

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12；30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235的5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川ice．lb輔evein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第899号　　1977．3．22（火）（曇）　No．33

－本日のプログラム　－

1・点　　　鐘

2．ロータリーソング（我等の生業）

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．委員会報告

Ⅰ．C．G．Fの報告～モデレーター小松広穂君

Ⅰ．C．G．Fの報告～安藤定助君

Ⅰ．C．G．F報告～三浦会報委員長

7．出席報告

8．　ス　マ　イ　ル

小池繁治君、板垣広志君、上野三郎君のお子さん達の入学を祝して



■ゲスト・ビジター紹介

滝禅源君一立川R・C

轟会長報告
①　前例会にて挨拶がありました鶴岡ローターアクトクラブ代表3名と当クラブ阿部裏君及

び剃り君が一緒に第370地区ローターアクト研修会に元気に18日の「天の川」で出発され

ました。

②　当クラブから留学生として先般御挨拶のありました小池志保さんは去る18日「いなほ1

号」にて元気に律発されました。御無事を御祈り申し上げます。
③　昨日R．Ⅰ第353地区庄内分区のⅠ・C・G・Fが八幡ロータリーのホストにて八幡公民館
に於て平松ガバナーも出席され、フォラームリーダーは庄司バストガバナー、副フォーラ

ムリーダー桜井分区代理、アドバイザーとして当クラブの三井先生、張先生の下に開催さ

れました。

当クラブはすでに皆さん御承知の通り本年度R・Ⅰ会長の最も重点目標として考えられ
て居る職業奉仕部門を担当致しまして小松職業奉仕委員長がモデレーターとして立派にそ
の責務を果たされました。後程小松委員長より御報告御願い致します。

クラブ奉仕Aの出席の問題については欠席の多い会員を集団で車にて近隣クラブにメー

クする等の酒田東クラブの報告等がありましたが、ガバナーの総評では結論は会員の意気

込みによる。目標として93％位までは努力して欲しいと云う考えでした。プログラムの問

題については、温海クラブの移動例会による楽しい食事、趣味と教養を考えた例会前に麻

雀、囲碁等を楽しめるようにする、無差別に座席をきめる等の報告、叉性に関する話を折
り込む等の変った報告もありました。

クラブ奉仕B、会報では当クラブの会報委員長三浦君の明快なる御説明有り難度う御座

いました。

社会奉仕、国際奉仕については当クラブの安藤会員の藍蓄の探い報告があり、酷く感謝
申しとげます。後程御報告御願い致します。
尚当クラブよりは13名の会員の万々がこのフォーラムに御参加頂き、祭日にも拘らず御

研修誠に有難度う御座いました。

＜庄司フォーラムリーダーの講評＞

欠鮎又は退場者も無く大変成績のよいフォーラムであった。更に出席率の向上、会員増

強について一段と協力して欲しい。又各クラブの発表は良好であった。次年度のⅠ・C・G
・Fは立川にて。

｝幹事報告
。会報到着～藤沢、石巻東R・C

o事務所移転～D－356、高田、高田東R・C

㊨上越市西域町1－2－24　新潟県紬巾織物協組内　TEL（0255）25－6524
。10周年記念式典案内～仁賀保R．C

4月24日（日）仁賀保運動公園会館　A．Mll；30より
。20周年、10周年記念合同式典案内～新発円、新発田城南R．C

5月22日　A・Mll‥00　新発田体育館　＠8，000

■委員会報告
く職業奉仕部門モデレーターを担当して＞ 小松広穂君

今回は3つのテーマがありその第1は「地区職業奉仕強調デーの有効なプログラムは何

か」と云うことでした。本年度はR・Ⅰ会長並びに地区の方針として職業奉仕部門に特に



力を入れると云う事で、すでに地区として今回のフォーラムの為に具体的な8つの計画が

指示されていたので各クラブから発表して貰ったが、その内で立川クラブは発足後日も浅
いのに会員の職業スピーチを12回もやっている。又鶴岡西クラブでは会員の中の優良従業

員を例会に招待して懇談している等ほ特に感銘を受けた。当クラブは職業スピーチ8回、

会員の職場見学1回だけだったのでもっとやらねばならないと思いました。

第2のテーマは「職業に品位あらしめるにはどうしたら良いか」。第3のテーマは「職

業奉仕の道徳倫理について」でこの2つのテーマは一括して討論した。
ロータリーの友12号にR・Ⅰ会長の今日の職業倫理についてリーダーシップの発揮を求

むの副題をつけた大論文がのせられていたのでこれを討論の対象に取り上げたが、酒田東
クラブの会員が具体的に本当に自分の身につけた解明をされたので感心しました。

参加者全員に発言して貰いたいと考えたのでフォーラムリーダーの庄司先生に「今日の

職業倫理」について5分間位で解説していただき度いと云ったところ、それは参加者の中
から引き出すのが本当だと云う事でうまく逃げられた格好でしたが、会員の中から接極的

な発言もあって盛りあがったフォーラムになりました。

R．Ⅰ会長の論文の内に最近イギリスのある地区でロータリーアンに対してアンケート

が行なわれたうちで、企業が100％競争力を持つ為には100％倫理的ではいられないと云う

答が出て来たと書いてあるが、R．Ⅰ会長はこれに対して明確な返答はしていない。私共
が商売をしていてもこの事は常に考えていた事でしたので平松ガバナーに質問しましたが

昔から言われている共存共栄と云う言葉が一つの答ではなかろうかとの事でした。
職業奉仕は各人が物事を判断し、決定を下だす場合に当然やらねばならない道徳的問題

が多分に含まれていて、しかもそれが絶対的なものがないところにむずかしさがあると考

えます。

次にこれもロータリーの友に紹介されていますが酒田大火の際に、大災を小災に喰い止
められた酒田東クラブの職業奉仕委員長の小川氏（東北電力酒田営業所長）の記事が載っ
ています。酒田束クラブでは小川氏に対して感謝状を贈呈されましたが軽い感銘を受けま

した。

＜インターシティ一・ゼネラル・フォーラム報告＞　　　　　　　　　安藤定助君

私は主として国際奉仕部門を担当し、創立以来皆様が活発に活動して来られた実績及び
経験を［トトに答え、又参考事項を提言しました。国際奉仕部門のテーマはⅠ，C（インター

アクリ、R，A，C（ロMクーアクト）、W・C・S（世界社会奉仕）の3つでしたがW．C．S

は除き他の2つを主点に進められ、庄内分区ではⅠ・Cは当クラブと西クラブ、R・A．C

は当クラブのみで他クラブの今後の提唱に参考となるよう次のように提唱の経過と問題点

を述べました。

①　提唱経過
鶴岡西高Ⅰ・C……英文書の翻訳や本人の海外研修等で当クラブと関係汚くR・Cに賢

い理解をもつ同校英語教師を中心に提唱を進めた。

鶴岡高専1・C…・＝同校々長が会員でⅠ．Cの同校への導入に情熱的な努力をされ提唱

設立となった。

鶴岡二【二高Ⅰ・C＝…・交換学生の受入れ、学校独自の校長以下教師2名、生徒6名の海

外研修、前記鶴岡西高Ⅰ・C創立に活躍された英語教師が転任在籍
し校長の理解と共にR．Cの提唱を積極的に受け入れ、更に海外研

修の生徒が中心に自主的に創立に努力した。
鶴岡R・A・C……会員の山形大学名誉教授阿部裏君が早くより活動しておられたユ

ネスコの0．B、荘内病院看護学院の女性を中心に一般職場の青年

女子に呼びかけ会員の職場からも参加をすすめ提唱設立した。

②　提唱運営の問題点

（］）高校には県教委、国立校には文部省の諸般の制約があり、又各校の教師職員の性



格、校内各クラブとの関係等、慎重な配慮と連繋をとり乍ら提唱しないと問題が起
る。

（2）R・A・Cに於てほその会員の職場、勤務等に充分な関心と配慮をしないとR．A．
C活動には熱心な青年、女子も職場に於ける不利をまねくこともある。R・A・C活

動と職場の欠勤、早退等十分考慮の要あり又職場の責任者、管理職の方を行事等に
招待し群解を深める要もある。

（3）Ⅰ・C、R・A・C運営上の2大ルHルほ定款、細則及びR．Ⅰ理事会声明であるが

現況厳しく制約されている事項、例えば資金援助の禁止、例会に∵ロー－クリアンの出

臍義務等守られていない点があり、又その通りには運営不可能な面もあるのでこれ

等については地区ガバナーに於て明確に統一して適用、応用範囲を指示される必要
がある。

（4）Ⅰ・C、R・A・Cは次第に増設されつつあることは同慶の至りであるが各クラブ

上記2大ルールを適当に応用し、バラバラの運営になりつつあることは地区大会そ
の他指導者会議で明らかに知れるところで、地区に於て各クラブ運営の内容を掘り

下げて問題点をチェックし計画を立てられないと重大な問題が起きるおそれがあり

ます。

主テーマについては以上のような発言をし、その他の部門特に青少年部門については次
の提案をしました。

各クラブ地域に新たに青少年奉仕の活動を起こそうとするのほ仲々容易でないことで、
現在ボーイスカウトについては鶴岡、酒田、余目、立川、温海夫々R・C地区にあって種
々運営上困っている問題もあり、又高校生や一般社会の青少年の中にボランテア活動を行

なっているグループもあり、盲学校、特殊学級等青少年の諸施設もあるので先ずこれ等の

実態を把握し、援助活動を行なうことが青少年奉仕の近道ではないだろうか。

＜インターシティ一・ゼネラル・フォーラムに出席して＞　会報委員長　三浦悌三君

3月21日（火）春分の日八幡町で行われたフォーラムに出席して参りましたので会報に関

する部分について御報告致します。テーマはIt会報の発行はどうすれば良いか”と云うもの
でした。編集、発行の方法、経費等について当クラブでの現状を報告致しました。他クラ

ブからそれぞれ報告が行われましたが、特異なものは見当らなかったように感じました。

私は会報発行についてもっと悩みが多く、各クラブの報告の後にモデレーターより謡が

あるものと思っていたので少々がっかりした次第です。只私が特にうらやましいと思った
のは、或るクラブで広告をとり会報に載せたこと、人物往来などの記事を載せてスマイル

（白主的に）をしていると聞いた時です。

会報は記録となることは勿論であるが、読まれるものでなければなりません。そのため
には会員の皆様が会報委員会に対し進んで原稿を提出して頂くことと、会報の企画に対し

て全面的に協力して頂くことが会報をより良くする手殿ではないかと思いました。

尚フォーラムの形として会報の場合に限って云えは出来るだけ分科会としてもう少し突
っこんだ話がLたかったと思います。以上フォーラムに出席したことについて私が受けた

印象を主体としてこの報告にかえます。

■出席報告

全＿員　数■＿＿＿旦名：欠

＝㌦　一㌦二言∵

阿部（公）君、阿部裏眉、五十嵐（三）君、市川君、板垣（俊）君、黒谷
君、嶺岸君、三井（徹）君、森田君、小野寺君、斎藤（栄）君、佐藤（伊）
君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、菅田君、内山君、高橋r正）
君、金沢君、高橋（良）君、津田君、上野君、薮田君、中村君、諸橋君

器蓋豪語■三；儲賢覧葦準嘉警軍器或塁ご修正出席数



◎。強打
CLUB BULLETlN

創立S34・6．9　承認S34．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

う　　め

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12！30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川ice．lbetieYein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第900号　　1977．3．29（火）（晴）　No．34

什本日のプログラム－

1．点　　鐘

2・ロータリーソング（手に手つないで）

3．ゲストビジター紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．委員会報告

①　「ローターアクト370地区訪問研修旅行を終えて」ローターアクト委員長市川輝

雄君（ローターアクトクラブ小野寺敏夫君、五十嵐武君とローターアクト委員阿部

案君から報告がありましたが、これをローターアクト委員長市川輝雄君がまとめて

くれた報告記事です）

②　日本経済について　　早坂源四郎君

7．　ス　マ　イ　ル

鈴木善作君77才の米寿お祝いと、お孫さん成人君が筑波大学に合格。

佐藤衛君　長男武夫君が聖マリアンナ医科大学合格。
上野三郎君　長男直哉君が一ツ橋大学合格。

◎900回例会を祝して特別スマイル

元会長、幹事と現会長、副会長、幹事、副幹事、S・A・A委員長

8・出席報告



』ゲスト・ビジター紹介

＜ビジター＞　旅河正美君一藤沢R・C

菅原武君一酒田R．C　五十嵐単三君、林権之助君、半田茂弥君一鶴岡西R・C

佐藤五石工門君一温海R・C

＜ゲスト＞

ロー一夕ーアクトクラブ小野寺敏夫君、五十嵐武君

■会長報告

①　去る18日に370地区に於て開催されましたローターアクト全国研修会に出発されまし

た。ローターアクト市川委員長さん、阿部表先生並びにローターアクトクラブ代表が元気

に御帰りになりました。後程御報告を御願い致します。

②　先日鹿児島西クラブの海老原親睦委員長さんから西郷南洲の伝記パンフレットを鹿児島

県民局の酒瀬川さんが鶴岡市役所を訪問に託されて御届け下さいました。御厚意を厚く感

謝申し上げます。

当クラブの表敬訪問を大変喜ばれているようで御座います。

｛幹事報告

0会報到着～猪苗代R．C

O鶴岡市大観桜会（第6回）

4月23日（土）～4月24日（日）A・MlO：00～P・M5：00

場所～鶴岡公園北西広場　＠￥1，000

問合せ～会議所内青年委員会～小野寺君迄

0鹿児島西R・C中村幹事殿から挨拶状が参り、表敬訪問の成果を喜んでおられる由、会員

の各位に宜敷くとの伝言がありました。

0鹿児島西R・Cからt一西郷隆盛”の本1冊送られて来たのでお読み下さい。

0プログラム予告～次回4月5日の会員スピーチは鬼頭元判事補について～津田晋介君

。鹿児島の鮫島さんから安藤足助君にさつまいも飴が送られて来ましたので食卓に廻します

から御賞味下さい。

｝委員会報告

＜ローターアクト370地区訪問研修旅行を終えて＞

ローターアクト委員長　市川輝雄君

3月18日出発の際には会長、幹事のお見送り有難うございました。おかげ様にて3月23日



無事その目的を達して帰着することが出来ました。これも地区及び各R・Cのご協力の賜も

のと感謝しております。

以下、今回の旅行の要点をかいつまんでご報告申し上げます。

0（歓　　迎）

新幹線の終着駅博多には370地区代表はじめ多数のR・C、R・A・C会員が出迎えていま

した。遠隔の地で心暖まる歓迎をうけることほど嬉しいものはありません0翌日の長崎で

も、最終日の有田や唐津、佐賀でも地元ロー－タリアソR・A・Cの皆様の見事な連繋プレ‾

といってよい程の歓待でした。博多では宿舎に歓迎パーティを準備され、しかも研修の意

味もかねて奉仕活動の8ミリ映画や自己紹介と体験発表などまじえて楽しい交歓の場を演

出されました。

長崎では夜、中華街の大きい菜館に案内され地元クラブの方々と胸襟を開いて大いに歌

ったり踊ったりしながら親睦を深めました。

最終日の佐賀ではバストガバナーはじめ地元委員長、R・C委員、地元R・A・C総勢80

人余の大親睦交歓会となり、若者達の熱気が会場にみなぎって宴終ってからも二次会・三

次会に発展した模様です。始めての他地区からの集団研修旅行を歓迎する九州人の心意気

が感じられました。参加ロータリークラブからほ例会場焼失の話に同情され沢山のバナー

を頂きました。

0（観　　光）

第1日目は時間が無い為、R・A・Cの案内で太宰府天満宮に行ってきました。桜と梅が

一緒に咲き匂う中を官司がロータリアンなので色々と説明をきいたり甘酒や餅などご馳走

になりました。

2日目　長崎は平和公園、原爆記念館、オランダ坂、大酒天守堂、グラバー固、夜は佐

稲山にのぼって百万ドルの夜景を楽しみました。

3日目　有田では有名な柿工門の工房、新宮殿に大型の焼物を納めたという対山窯を見

学、楽焼などに興じました。唐津ではオクソチ祭りの山車、鏡山観光などすべて地元

R．A．Cの串を利用させてもらいました。

0（研　　修）

第1日目の福岡ではパーティで話合ってもどことなくギゴチなく遠慮勝ちでしたが、2

日目の長崎では4時から6時迄本格的ミーティングの枚会を作ってくれ熱心に発言し、討

論しました。各人大いに得る所があったようです。

3日目は最終日のせいか一同積極的に話合い進んでふれあおうとする意欲を見せ、志を同

じくするものの友情を大いに深め合ったようです。叉ロータリアンだけのミーティングの

機会も作ってくれました。



。（組　　織）

クラブ数も地区353の10クラブに比し24クラブもあり、ロータリークラブの力の入れ方

も強力でその組織は地区代表事務局の下に4分区あり、それぞれ地区代表、地区幹事、分

区代理がおります。地区代表は各クラブを公式訪問し助言、指導を行う点ロータリーと全

く同じです。

運営資金は370地区より20万（年次大会分30万は除く）各R・A・Cより96万、親クラブ

より15万計130万でまかないます。

往復の新幹線7時間は長いようですが団員の親睦と理解を深めるオリェソテーションと

して、又帰りは互いに持ち帰った資料を整理したり反省したりするまとめの時間として有

効であったと思います。

＜日本経済について＞

早坂源四郎君

昨夜、商工会議所総会終了後の懇親会の席上で、明日の例会で今日の総会の日本商工会

議所の永野会頭の講演の要旨を今一度話してくれとのご依頼を受けましたので、二番煎じ

で申訳ありませんがお許し下さい。

永野さんは私より高齢ですが、先月、中近東13ヶ国のアラブ諸国を歴訪され．帰国され

ると間もなく中南米諸国を訪問されました。何れも皆様既にご承知の様に経済使節の団長

となって行かれたのですが、その意図は政府レベルに於ける外交の展開や経済協力と相保

って、民間レベルの国際的な活動が、現在の世界的な不況の中に在って、綿々もすれば色

目勝ちで見られる吾国の立場の理解を深めると共に、世界経済に対するわが国の協力の姿

勢を示されるためでありました。私共のロータリーの国際奉仕の考え方も友好関係の強化

の点に於ては全く之と同じ考え方と思います。

心の交流が大切なのであります。永野さんはアラブの各国首脳と話し合われ、各国の首

脳が『石油はもはや単なる商品ではない。アラブ諸国の国づくりへの協力9度合いに応じ

て供給したい。』と述べていたことに、非常に強い印象を受けたと話して居られました。

そして各国がわが国の中堅、中小企業とのジョイント・ベンチャー（合弁事業）を強く希

望して居る旨を話されました。更に中南米諸国でも、わが国からの中小企業の進出が期待

される由でございます。

話が少しそれますが、ロケットの糸川英夫さんもtt逆転の発想”の中で（お読みになった

方も多いと思まい十三三）これからの日本を考えると、若い人々が、海外に出かけて行く必



要がある。教育程度の高い日本人は管理者として最適である。15人に1人の管理者が必要

なら、日本には老人と子供を残して約1，500万人の若い人が出かけられる。妻子や家族を

合せれば約5，000万人、日本の人口の約半数が減少し地価は下り、生活面で余裕が出来

る。（要点だけで著者に申し訳ありません）その為には今から若い人々に語学教育、特に

英米語の他に第三国英語を教える必要がある。（第三英語とは、英米両国以外で使われて

いる英語と云う意味で、数の上で一番多く使われている英語）それから、糸川さんのお話

の中で、今一つ。

日本人はttハウ・ドゥ・ユー・ドゥ”ご気嫌如何ですかの精神がない。いきなり、自分の

調子の悪い事を先に話して、相手の事を考えない。How■doyoudo？の精神とは先ず最

初に相手の事を尋ねる事だ。先年のオイルショックの時に中近東諸国を廻った人々が、い

きなり日本の窮状のみを訴えた様な事は無かったか－。

話を永野会頭のお話に戻しますが、永野さんは更に低成長下の日本経済の問題として

（1）産業構造の高度化の問題

（2）資源、エネルギーの問題、特に水の問題として工業用水としての水の安定的確保

の問題を挙げられました。

（3）企業の活力を引出しこれを助長する問題。

桓）国、地方公共団体の行財政の効率化の問題。

（5）そして最後にtt調和に対する配慮”の問題を採り上げられました。

低成長時代には、従来以上にtt調和に対する配慮”が必要なる旨を力説されまし

た。調和とは企業経営に別して云うなれば、大企業と中小企業、労と使、更に

は、広く企業活動と地域社会との調和を図り、不測の摩擦や紛争を極力避ける事

であると述べられたのであります。

本日は時間がありませんので、之で失礼いたします。

舌足らずに終りました事をお許し願います。

■ス　マ　イ　ル

＜900回例会を祝して特別スマイル＞

中江亮君、安藤足助君、三井賢二君、鈴木善作君、阿部裏君、市川輝雄君、小池繁治

君、佐藤忠君、小松広穂君、三井健君、石黒慶之助君、早坂源四郎君、嶺岸光吉君、張紹

淵君、上野勲君、三井徹君、新穂光一郎君、板垣俊次君、鈴木弥一郎君、上野三郎君、佐



藤順治君、内山喜→君

■出席報告

前回出席率　64．79％

修正出席数　　64名

確定出席率r90・14％

阿部（公）君、半田君、五十嵐（三）君、海東君、玉城君、風l

間君、高橋（耕）君、森田君、板垣（広）君、佐藤（伊）、佐藤j

（友）君、佐藤（正）君、横山、高橋（正）丹下君・津田君、鼓弓

者l田君、諸橋君、金沢君

阿部（嚢）君、市川君、佐賀R．C　嶺岸君、斎藤栄作君一

鹿児島西R・C　三井（徹）君、内山君一八幡R．C　五十嵐

（三）君、板垣（俊）君、栗谷君、森田君、小野寺君、佐藤

（衛）君、佐藤（友）召、鷲田君、上野君、中村君、諸橋君一

鶴岡西R・C　金沢君1温海R・C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピ「チ等の場合、原稿叉は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関床上なるべく白黒でお願いします。

前
回
　
の
　
出
席
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顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

う　　　め

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P．M12！30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235輯5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川ice・lbeHeYein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信幸する。

鹿児島西R・C兄弟盟約10周年記念

表敬交歓訪問特集号

①　鶴岡市長よりのメ　ッセージ

②　酒井忠明氏よりのメッセージ

⑥　交　流　　の　　あ　ゆ　み

⑧　報　　　告　　　書（写真挿入）

④　訪　　問　　者　　名　　簿

⑤　宣　　言　　文・覚　　　書

－1－



釘鶴岡市長より鹿児島市長へのメッセージ

貴市鹿児島西ロータリークラブと姉妹クラブにあります本市鶴岡ロータリークラブが盟約10

周年を記念し、錦地を訪問することになりましたのでその代表団に託し貴職並びに市民の皆様

に親しくメッセージをお贈りできますことは私の心から喜びとするところでございます。

顧りみますと本市の市民並びにロータリークラブ会員の一行が南洲令の遺風を御地に訪ね、

これを契機として昭和40年5月鹿児島西ロータリークラブと当市鶴岡ロータリークラブとの盟

約が整い、以来今日まで活発なる親善交流がなされ名実ともにそのきずなが一段と固く結ばれ

つつありますことは誠に欣快にたえないところでございます。

特に本年は南洲翁没後100年に当り翁の遺訓をしのぶ有意義な記念すべき年でありますが、

このたびの訪問を通じ更に親善友好が深まり両市の発展に大きく寄与されんこと念願するもの

でございます。

最後に貴職のますますのご健勝と鹿児島市並びに鹿児島西ロータリークラブの限りないご発

展とご繁栄を祈念申し上げメヅセージといたします。

昭和52年　3　月10　日

山形県鶴岡市長

白　　　井　　　垂　　　麿

鹿　児　島　市　長

山　之　口　　安　　秀　殿

句　酒井忠明氏より鹿児島荘内会長へのメッセージ

鶴岡ロータリークラブ有志が御地表敬訪問に託し一言御挨拶申し上げます。

鹿児島・鶴岡両市の兄弟都市盟約、貴荘内会と荘内鹿児島会、また両市ロータリークラブ間

に於ける兄弟盟約等年々親交を深めて参りましたことは御同慶の至りに存じます。

今年は南洲翁没後100年、貴市に於てほ100年祭並びに記念事業の諸御催しもあることと存じ

ます0翁の遺徳、遺訓を世に顧彰するに最も意義深き年と存じます。

益々盟約の意義を深め更に発展を期すべく貴荘内会の御隆昌を心から念願致します。

昭和52年　3　月　吉　日

荘　　　内

酒、、　井　　　忠　　　明

鹿児島荘内会長

野　津　親　生　殿

－　2　－
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亀鑑も忘町

や桓空軍との交流のあゆみ

昭和39・8．7　鶴岡R．Cへ兄弟クラブ盟約の意向を伝える（鮫島会員鶴岡訪問に託す）

40．2．7　　鶴岡R．C　三浦、今間、三井君釆鹿。兄弟R・C盟約を打ち合わせる

メッセージ交換。土橋、鮫島、西郷、高徳君出席。

5．9　鶴岡クラブと兄弟クラブ盟約締結式並びに交歓会（重富荘）

鶴岡クラブ斎藤会長外4名、家族2名、当クラブ会員33名、家族34名出席。

5・18　土橋会長ら6名鶴岡R．Cを訪問。盟約式に参列

6・8　　土橋会長鶴岡R・Cを訪問

10．20　兄弟クラブの鶴岡R．Cを訪問コ塘、藤安、柴山、河井夫妻の5名

41．7．12　兄弟クラブ鶴岡R．Cより青少年交換使節第一号として斎藤元会長の長男寿

一君（新潟大学生）が自動車班4名と釆鹿。会長よりのメッセージと書籍

「臥牛菅実秀」10冊の寄贈、当日鶴丸インターアクト会員0・Bと忽談会

7・27　鮫島志芽大君、鶴岡R．C訪問、会長のメッセージ、屋久杉析土産品を贈る

42・2．26　鶴岡西高校インターアクトクラブ発会式三柴山君出席

43・3・23　西クラブ創立5周年記念式典来賓として鶴岡西Ⅰ■A安達会長、熊田副会長

の2人出席、鶴岡R．C斎藤会長からのメッセージを頂く

11・23　鶴岡高専インターアクトクラブ発会式及び353地区イソクーアクト年次大会

と前夜研修会へ柴山君（地区インターアクト委員長）と片平元鶴岡Ⅰ・A会

長が出席

44・5・31　兄弟クラブ鶴岡R．Cより海東与歳君夫妻来鹿

歓迎会＝記念品、メッセージを送る。鮫島、柴山、土橋、河井君出席

6・29　　鶴岡R・Cより10周年記念品送られる

7・10　　鶴岡R・Cより水害見舞金をいただく

7．31　鶴岡R．Cの張紹淵会員から土産品をもらう（河井君宛）

昼食に全員でいただく

8・13　　鶴丸高校インターアクト会員福村正生君ら3名鶴岡R．C、鶴岡西高校、鶴

岡高専両インターアクトを訪問。親善交歓、本R・Cよりメッセージをおくる

8・21　鶴岡R・Cへ水害見舞の礼状届く

10・11　鶴岡高専インターアクト会員2名来鹿、鶴丸高校インターアクトと交歓。城

山の清掃に合同参加。柴山宅に民泊

44・11・7　　鹿児島と鶴岡市の兄弟都市盟約式参列のため、当R・Cと兄弟クラブ鶴岡R・

Cの安藤定助君釆鹿。メッセージと記念品が届く。歓迎交歓会出席者ヒ＝≧コ鮫島

柴山、土橋、河井君等

12・10　　鮫島志芽太君著書「日本で一番好かれた男一西郷隆盛評伝」10冊を鶴岡R・C

へ贈呈

45・4・27　　鮫島志芽太君鶴岡R．Cを訪問、久保田会長のクラブメッセージとみやげ晶

を届ける。松ケ岡開墾場百年維新式典に参加。鶴岡R．Cからは礼状と銘酒

－　3　－



46．9．2

9．10

48．3．22

5ト　2．18

3．4

8．15

52．3．10
ニー＿　＿　一・】小　－‾‾

「大山」を受く

鶴岡R・Cへ焼酎を贈り、礼状が届く

鶴岡市で開かれた鹿児島・鶴岡兄弟都市盟約2周年に西R．Cを代表して西

郷隆永君出席

西クラブ創立10周年記念事業として、兄弟R．C鶴岡へ記念品として薩摩焼

花ぴんを贈る（後日礼状来信）

鮫島志芽太君　鶴岡を訪問、福田会長のメッセージ、記念品を届ける（鶴二

中姉妹校訪問、記念講演会、歓迎会に出席）

同上、鶴岡R・Cよりのおみやげを池田広君がせりでおとし、昼食に全員で

いただく

鶴岡R・Cへ鮫島志芽大君著「ねうちある生き方」10冊とみかんを贈る

西R・C表敬訪問団斎藤団長以下12名乗鹿、同夜、歓迎例会開催（鶴鳴館）

岡本会長ご挨拶 朝明けの桜島絶観

鹿児島西R・C兄弟盟約10周年記念表敬交歓訪問報告

鶴岡一新大阪一鹿児島へ

3月9日斎藤栄作君を団長とする一行12名は、多数の会員並びにR・A．C会員に送られ

21：35特急日本海1号で新大阪に向って発った。翌10日7；42新大阪駅着、直ちに大阪空港

に向い、朝食、小憩、諸般の飛行手続を終わり、11：10全日空473便、727大型ジェット機

で大阪空港を離陸一路鹿児島に向かった。高度7，500米、天侯静穏快晴、座してすべるが

如く、淡路島一紀伊水道一室戸岬一足摺岬一宮崎市一志布志湾上空を通過、桜島を左に

12；15鹿児島空港に着陸した。

鹿児島空港の歓迎

空港ロビーには日中御繁忙中にも拘らず兄弟R．C会員大勢の御出迎を受け、先ず兄弟

R・C岡元健一郎会長（鹿児島大学医学部長）より　斎藤栄作団長に見事な花束の贈呈を受

け、初めて相まみえる会員も100年の知己に会う如く　肩摺り合い乍ら交歓の機会を待たこ

との欣び、遠来の労を稿う言葉を交しつつ準備された観光バスに案内される。

名所、旧蹟案内と市長その他表敬

串中岡元会長の歓迎の御挨拶、中村善治幹事並びに海老原利則親睦委員長より当日の予
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定や案内について御説明があり、会員のホテル鶴鳴館社長小山幸義君の御好意による特製

サンドウィッチにコーヒー、お茶が添乗の薩摩美人のガイド玉利恵智子嬢外3名の女性に

ょってサービスされ乍ら、先ず最近完成した鹿児島御自慢のハイウェーを加治木市まで北

上、それより反転して錦江湾岸の海岸通を南下、途中、南洲乳月照上人入水の地、南洲

翁蘇生の家、錦江湾に襲える桜島の南岳、中岳、北岳の説明等あり、車窓には満開の彼岸

桜、菜の花等も見える。西南の役及び南洲寮の道鏡、名所の案内を受け乍ら先ず南洲墓地

と南潮田申社に参り、墓前に持参した華紋燭（絵ローソク）を立て燈明を供え、御遺徳を偲

び乍ら参拝、続いて近くの伴、榊原少年（南洲翁と死を共にした荘内港の勉学の士）にも

同じく燈明を供えて御冥福を祈る。境内には荘内から贈られた庄内柿3本も立派に成長し

ていた。
それより市内の名所、旧蹟の案内を受け乍ら

南日本新聞社を表敬訪問し、更に向いの市庁舎

を訪ね山之口鹿児島市長に表敬する。市長は市

会開会中にも拘らず快く迎えられ、市長室にて

斎藤団長より表敬の挨拶、鶴岡市長よりのメッ

セージを伝達、市長よりかって荘内を訪ねられ

た折の感動された荘内の士風や想い出、又現市

政の御抱負等について親しくお話を承あり、本

年中に予定される市長を団長とする荘内訪問に

南　洲　墓　地　参　拝　　　　　再会を約し、薩摩焼の花瓶を名々に記念品とし

ていただき市庁舎を辞去、近くの鹿児島新報社にも表敬する。これよりバスガイドの案内

の外に市より案内役として同乗された広報課福島氏より鹿児島市の沿革、現況、ピジョソ

等について詳細な説明、又同じく同行された鹿児島荘内金長野津親生氏より28代島津斉彬

公、大西郷、ほか鹿児島が生んだ明治の英傑やその功鼠、現代の有名人士等についての御

説明に感銘を新たにした。

次いで、仙厳園とも呼ばれる19代島津光久公の別邸で錦江湾と雄大な桜島を前庭に、そ

そり立つ「千尋厳」の山々を背景とした彼岸桜、菜の花の咲き競う純日本風の名園「磯庭

園」を心ゆくまで観賞。庭内のお茶屋で薩摩隼人の大小（刀）をあらわすと云う2本の揚

子串に米粉をねった餅を差して焼き、砂糖・醤油をつけて食べる有名珍味の「両棒」（ジ

ャンボ）を賞味し、茶をすすり乍ら小憩。それより隣接する島津斉彬公が薄の軍備の充実

と産業振興のために造った電信機や陶磁器等の製造所で、ここに島津700年の歴史を秘め

た宝物が陳列されている「尚古集成館」を見学する。

再びバスガイドの美声、名調子に耳を傾

け乍ら、西南の役を偲びつつ、石垣に弾痕

そのままに残す私学校址、人を以て奴と為

す、教育を以て城と為すに有名な鶴丸城址

薩摩戦士の碑等見学、次いで歴史を物語り

又楠の大木や亜熱帯性の多くの値物の生い

茂っていることで有名な城山登山道を城山

に登る。山頂は桜島を眺める絶好の展望所

その雄大な素暗しい絶景に感嘆。眼下には

大鹿児島市が一望に展げ、右に与治郎浜、 磯　　　庭　　　園
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左に大隅半島等遠望される。山を下り乍ら裏

手の岩崎谷にある南洲翁西南の役に無量の感

を秘め乍ら泰然と最後の5日間を過ごされた

こんもりと生い茂げる木陰の「洞窟」、そこ

から大西郷が最後を決してとぼとぼと歩み出

られついに果てた「大西郷終蔦の地」を拝み

軍服姿で東方を拝し脱帽して立つ「大西郷の

銅像」の参拝を最後に会場のホテル鶴鳴館に

着く。

城山より桜島、鹿児島市街を望む

兄弟R・G例会並びに交歓会

18；00より宿舎ホテル鶴鳴館（兄弟R・C例会場）2階ホールに於て例会。引続き会場を

ホテル別事「つるや」に移し大交歓会が催された。

鶴岡R．C歓迎例会プログラム

18；00　点　　　鐘

ロータリーソング（それでこそロータリー）

会長報告及び歓迎の辞
ゲスト・ビジター紹介

鶴岡R・C代表挨拶
鶴岡市長メッセージ兄弟R・C伝達

酒井忠明氏より鹿児島荘内会へのメッセージ伝達

同　　　上　兄弟R・Cに伝達
鶴岡R・C会員張紹淵君のメッセージ披露

幹　　事　　報　　告

出席委員会報告
親睦委員会報告
点　　　鐘

（会場移動別事「っるや」）
18；40　開　宴　の　こ　と　ば

歓　迎　の　こ　と　は

ご　あ　い　さ　つ

大　　歓　　迎　　会

岡　元　会　長

斎　藤　栄　作団長
斎　藤　栄　作団長
安　藤　足　助団工員
新穂光一部団員
岡　元　会　長

中　村　幹　事

海老原親睦委員長
鮫島訪問団歓迎特別委員長

山之口鹿児島市長殿
野津鹿児島荘内金長殿

鶴岡R．C鈴木会長殿
乾　　　杯

鶴岡R・C団員紹介　　斎藤栄作団長殿
民　謡会　演　芸　出　演
「つるや」演芸披露

鹿児島西R，C飛び入り演芸
鶴岡R・C飛び入り演芸
民　謡　会　演　芸　出　演
ロータリーソング（手に手つないで）

万　　才　　三　　唱　　鹿児島西
鶴　岡　R

閉　会　の　こ　と　ば　　河　井　副
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例会及び交歓会点描

①　岡元会長より心溢る歓迎の御挨拶

（塾　各メッセージ別紙の通り

（参　斎藤栄作団長よりスマイル

④　鶴岡R・C張紹淵君より兄弟R．Cへのメッセージ並びに銘酒「大山」特級1ダースの贈

呈は岡元会長より例会に披露され兄弟R．C会員に深い感銘を与え感謝された

⑤　海老原親睦委員長より報告紹介

0鶴岡R・Cとの交流のあゆみ及び兄弟盟約宣言文、覚書（別紙参照）

0山形県庁に態々照会された荘内の気候・風土・民謡等の紹介

0訪問団員に佐藤姓の多い特徴、全団員のR．C役職、職業紹介

0五つ子誕生と鹿児島市立病院の医師団のチーフをされた会員の外西寿彦（産婦人科部

長）君の紹介及び五つ子父母と関係のある会員紹介

0会員柴山一雄君宅火災の際の鶴岡R・Cよりの見舞に対する感謝

⑥　兄弟R・C会員全員並びに市長、鹿児島荘内会長に酒井忠明氏の書南洲翁の句「雪に耐

えて梅花麗し」を紫紺に白く染め抜いた風呂敷を記念に贈呈し喜ばれる。

⑦　歓迎会場ホテル別事「つるや」は新築間もない立派な日本座敷の舞台付大広間、特に寛

ろげるようにとの配慮、又親睦を深め易くテーブル式の向かい合い、酒肴は薩摩焼酎に

鹿児島の珍味、アトラクションは唄によし、踊りによし、民謡によし3田の薩摩美人の

郷土色豊かな演出に加え、会員の飛び入り出演、之に応えて訪問団より森田親睦委員長

を筆頭に新穂君、丹下君の3君秘蔵の18番を披露し万雷の拍手を受ける。

⑧　旧知の会員は4～5名、外は何れも初顔合せにも拘らず終始100年の知己の久方の再会

のような肝胆相照らしての歓談、之も南洲翁を中心とする薩摩、荘内の先人の積まれた

「道縁の交り」の腸ものかと感銘する。

⑨　最後はお互い別離を惜しみ、会場一杯に拡がり、固く手を撞り合い「手に手つないで」

を合唱し、再会と益々の友愛・親交を紛し合い閉宴。

と　り　ま　と　め

①　今回の兄弟R・C盟約10周年記念表敬交歓訪問計画は団長斎藤栄作君の提唱により森田

親睦委員長の迅速果敢・綿密周到な準備、陽春の好天に恵まれ団員の融和協調に支えら

れ、終始事故、障害もなく和気諾々、放談爆笑の中に独り兄弟R．C間のみならず、鹿

児島、鶴岡両市、鹿児島荘内金、荘内鹿児島会その他にも友愛・親交の輪を拡げ、西郷

南洲翁誕生100年祭の表敬参拝も果たし、予期以上の成果を挙げ得たことは誠に同慶の

至りです。

②　兄弟R・Cの会長殿外幹事、歓迎特別委員長、親睦委員長を中心とする会員各位の心の

こもった至れりつくせりの歓迎準備と御歓待は敬服と恐縮の外なく、お蔭を以て兄弟両

R・Cの友愛の橋は　より広く、より強くなり、鹿児島一荘内の心の距離は呼べば届く迄

に近づき、今後両R・Cの交流はより探くより繁くなることが期待されます。

③　本計画の準備に蔭に在って援助下さった中江幹事、山下事務局員を始め会員各位の御協

力に対し深く感謝します。
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児島西ロータリークラブ訪問者名簿

＠　宣　　　　口　　　　文

鹿児島西ロータリークラブ並びに鶴岡ロータリークラブは両市が明治初年以来、歴史的な兄

弟関係にあるに鑑み、両クラブ間に一層の敬愛と友情の実を挙げる為、本日を以って姉妹クラ

ブ締結を盟約する事を両クラブ代表の名に於いて奴に宣言致します。

昭和40年　5　月　9　日

琴覚　　　　　書
鶴岡P－クリークラブと鹿児島西p－クリークラブの奉仕の精神に基づき、両地域の発展の

ため

1・相互の親善・友好をはかる

2・教育上の視察交歓をはかり、人間形成の上で相互に協力する

3・産業・観光の提携を促し、物産紹介、観光斡旋に協力する

4・災害時においては相互に助け合う

5・ロータリー情報を交換し、両クラブの活動を相互に援助する

昭和40年　5　月　9　日
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◎。必打
CLUB BULLETlN

創立534・6・9　承認S34・6・27

諸岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

さ　　く　　ら

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12…30－1！30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235¢う5775

会　長　鈴　木　弥　一　郎

幹　事　中　　　江　　　亮

Se川ice．lbeli椚ein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第901号　　1977・4・5（火）（晴）　No・35

－本日のプログラム　－

1．点　　　鐘

2．ロークリトソング・君が代斉唱

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会員・奥様誕生祝

5．年間皆出席表彰

6．会長報告

7．幹事報告

8．会員スピーチ～鬼頭元判事補事件について～津田晋介君

9．委員会報告
・4月結婚の方お目出度う御座います

・会員家族の御紹介　角　田　博君

10．　ス　マイ　ル

・斎藤栄作君　鹿児島の新聞に先般の表敬訪問の時の斎藤団長

の記事が大きく報導されています

11・出席報告



』ゲストピ・ジクー鱒介
北川武雄君⊥酒田R．C　佐藤五右工門君、佐藤昭舌君一温海R・C

半田勇三郎君、職瓢正男君、矢尾坂章君、佐藤拡君一鶴岡西R・C

岬会長報篭
1．去る3月31日の日に当クラブ高橋正太郎君のお父さんが逝去になりました。昨4日の日

に午前11時より万福寺に於て告別式が取り行われましたが、多数の会員の御会葬誠に有り

難度う御座いました。クラブよりほ私が代表致しまして香喪と御悔みを申し上げました。

謹んで御冥福を御祈り申し上げる次第で御座います。
2．4月定例理事議案

（］）第5回クラブ協議会

活動突放の検討と年度最後の活動について。

／2）観梅会は年度最後の家族交歓会であり、新会員の歓迎を兼て居りますので脚誘い合せ　」′
の上是非多数の御参加を御願い致します。

（3）G．S．二受入れについては先般の理事会に御報告のように

5月2日　合同例会　宿泊山王閣　例会時間5：00
例会場荘銀本店階上ホール　登録料￥2，000

等の予定ですが7日に分区の打合せ会が開催されますのてその後に詳細を御伝え致しま
す。

（4）台中港区R・C来訪について
5月21日（土）～22日（日）会場　産業会館ホール

0準備委員会

委員長　上野三郎君
高橋良士君、安藤定助君、張君、新穂光一郎君、三井健君、森田清治君、
佐藤衛君、内山喜一君、佐藤順治君、小松広穂君、板垣俊治君。

■幹事報告
。例会変更～酒田R・C～4月20日の時間　P・M6：00

場所　酒田産業会館　＠3，000（観桜会）
。会報到着～酒田東、能代南、長崎北R・C

o本年度地区協議会案内～6月25日（土）米沢市　ホテルサンルート

A・M17：00～20：00　会長・幹事会

6月26日（日）米沢市　米沢女子高　A・M9：00～15；40～地区協議会

出席義務者～会長、幹事、クラブ会計、社会奉仕、クラブ奉仕、職業奉仕、国際奉仕、
ロータリー財団各委員長

。ロータリーレートと円の相場の変更

4月1日よりU．S等￥282　準フェロ・－の方は早めに納送された方が良い。
0鹿児島西R・Cから表敬訪問団の新聞記事披露。

0規定審議会に付する制定案、決議案に対するクラフの意見書を地区に送付した。
0長崎北ロータリークラブのバナー披露。

■会員スピーチ　　＜鬼頭判事補事件について＞　津田晋介君

鬼頭判事補事件は誠にくだらない事件で特別取りあげて話をする迄もない事ですが、順

序から申しますと判事補と云う職は裁判官と称される①最高裁判所長官、②最高裁判所判
事、③高等裁判所長官、④判事、⑤判事補、⑥簡易裁判所判事の6職の中の一つで、判事
になるには判事補を10年間勤めなけれはならない。鬼頭は本年4月で10年であったけれ共

この事件の為に判事になりかねてやめた事になります。

この事件は彼のやった行為が問題になった訳ですが、彼はこれ迄、偽電話事件、無断海



外旅行、検察官に対する職権乱用、会議の秘密洩えい、等数々の問題のある行為をやって
いるが、去年の10月迄それが最高裁ではわかっていたかも知れないが、一般社会の表面に

発表されないでいたところに問題がある。彼がこんどの事件を起こさず黙っていれば今年
の4月になれば無事判事になれたかも知れない。

偽電話事件と云うのは去年10月田中角栄の七日会事務所に鬼頭が電話した時、たまたま
その電話を受けたのが事務所に来ていた新聞記者だったが、鬼頭は七日会事務所員と間違
えて、三木首相に偽電話をした事をしゃべってしまった。途中で気付いて電話は切ったけ

れ共、自分が偽電話をした事がわかられてしまったので黙っていて新聞に出されるよりも

自分から出した方がむしろ良いとの判断のもとに読売新聞に録音テープを持ち込んだのが

事件の発端である。

偽電話の内容がいたずら電話であればたいした事はないが、電話の内容は非常に重大な
目的をもった、かつ悪らつなものである。検事総長の名前で三木首相に対して電話した内

容は、「田中の起訴はむずかしい、かえって中曽根を逮捕しなければならない条件が出て

来たので総理の直接の指示を仰ぎたい」と云う意味のものであった。当時三木首相と田中

角栄は犬猿の間柄であり中曽根は幹事長であったから三木首相から「中曽根君は困るよ、
田中は不起訴ですか」と云う様ながっかりした返事が出るものと期待してそれをねらった

訳である。幸いにも三木首相が検事総長本人からの電話でない事に気付いたので鬼頭が期

待した様な言質は得られず、ねはりにねばったが結局目的は達しなかった。
若し覿頭の計画通りに三木首相の言質が与えられていたならば「ロッキード事件は謀略

だ」として録音テープを発表されれば三木内閣は即座につぶれていただろう。

当然最高裁でも黙っている訳にも行かず国会でも問題になったが、裁判官は身分が保証
されているのでこんな事が明らかになっても最高裁では首にする事が出来ないので、訴追

委員会にかけた。国会でも彼を喚問して彼が国会に出たとき証人としての宣誓を求めたと
き、鬼頭は宣誓を拒否したが、あれは当然の事で正当な自分の防禦方法として法律的手段

を用いたものです。それについて関連して考えられるのは丸紅とか全日空の連中が、自分
が罪になる様な尋問をうけるのであれば宣誓を拒否して良いのだが、こんな事も知らず宣

誓して現在偽証罪に問われている。自分の権利を護るべき手段を講ずる事を知らなかった
とは、いかに経営の手腕はあっても鬼頭判事補と比べれば見劣りする事になるので誰れで

もある程度は法律を知っていなければならない。

鬼頭は弾該裁判にもいろいろの口実を作って1回も出頭していない。これは読売新聞の

3人の証人や偽電話のテープ等、証拠が揃っているので結果は明白で助からないので出て

も出なくても結果が同じであれば出ない方が良いと考える彼の判断も間違っていない、仲
々彼は頭が良い。数々の異常な行為は彼の性格に依るが、最高裁にも責任がある。自分は

有能な裁判官だと思われていると云う思い上がりがあり、これ位の事はやっても何んとも
ないと考えて行動したとしか考えようがない。現に10年間も問題にならなかった事実に依
って最高裁の姿勢が問われている。

鬼頭は軽犯罪法違反で今裁判されているが拘留になれば1ケ月以内は刑務所に人らねば
ならないので現在弁護士を依頼している。4月末第1回裁判が開かれるが裁判の結果は彼
が今後参議員に出る様な事も云っているので相当の影響があると考えられる。

この事件の背景が解明されないままに終ろうとしていると云われているが、七日会への

電話の事実や更に参議員選挙出馬の時どんな組織をバックにしているかを見れば自ずから
判明するであろう。

■委員会報告
＜会員誕生＞

飯白祐倍君、新穂光一郎君

＜奥様誕生＞

市川芳子様、中江道子様、新穂瑠璃子様、山本イト様、横山富美子様、笹原郁子様



＜年間皆出席＞
17年間皆出店　　安藤定助君、鈴木善作君
14年間皆出席　　石黒慶之助君
12年間皆出席　　佐藤　忠君

11年間皆出席　　阿部　案君
2年間皆出席　　石川寿男君

＜3月140％出席＞　　4名

安藤君、張君、佐藤（順）君、鈴木（弥）君

＜3月120％出席＞　　目名

阿部（裏）君、石井君、風間君、小松君、中江君、中野（重）君、西海君、佐藤（友）君、新穂
君、丹下君、迎田君

＜3月100％出席＞　　42名

皆川君、早坂（源）君、半田君、石黒君、五十嵐君、石川君、市川君、板垣（俊）君、玉城君
上林君、黒谷君、高橋（耕）君、小池君、石倉君、嶺芹君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井
（健）君、森田君、角田君、中野（清）君、小野寺君、斎藤（栄）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君
佐藤（衛）君、鷲田君、笹原君、横山君、内山君、菅君、鈴木（善）君、谷口君、手塚君、富
樫君、上野君、菅原（辰）君、山口君、山木君、吉野君、中村君、金沢君

＜4月結婚の方お目出度う御座います＞

高橋正太郎君御夫妻、谷口暗敏君御夫妻、山本正君御夫妻、薮田誠樹君御夫妻、吉野勲君
御夫妻、阿部塞君御夫妻、半田浩君御夫妻、石井敬三君御夫妻、石黒慶之助君御夫妻、五
十嵐三郎君御夫妻、嶺岸光害君御夫妻、三浦悌三君御夫妻

＜会員家族の御紹介＞
・会員　角　田　　博
・妻　千鶴子

ゝ　福島市生れ、結婚して24年、見合い結婚、（遠い親戚）大酒呑みの三女、したがって晩

酌の付き合いはするし、酒の客を大歓迎、酒のツマミ作りの名人、現在子供の教育のため

仙台市民、鶴岡には毎夜のように電話、本人はラブコールと称しているが単身赴任である
夫の行動チェックの意図は歴然。（電話料は銀行振込みのため、コテラもち）
・長女　薫（昭和29年生れ）

オヤジの転勤のため、小学校変ること4回、中学2回、現在東北大学薬学部4年、ボー
イフレンドはいないと本人は言う。目下山登りに夢中、高校までマッチもすれずに、また

いまだに自転車にものれないのに……。
・長男　哲（昭和31年生れ）

オヤジの勤務と割合いテンポが合い小学校変ること3回のみ、現在東北歯科大3年、目

下オーデォに夢中、大学入学時タバコとマージャンを禁じた代りに酒を許可したら、今や

酒豪となり、父はよろこび母は悲しむ。小学校2年のとき、最上川河口の堤防で最高の夕

日をオヤジと2人で見て以来、親子の断絶なし。
ただ気にいらないのは娘が乃木大将の長靴、息子の髪がベートーベン風。

・母　ルイ（明治36年生れ）

昨年喜寿、お祝をしようとしたら拒絶される、昨年春生れたひ孫（私の妹の孫）をみて
やれるのは、この世でわれのみと福島に長期出張中、数年前自動車事故で3カ月入院、こ
のため静かな老婦人となるかと思ったら逆に益々気は強くなる、うれしきかな。

■出席報告

テ豆方面l者闇二7山芋転芸「表毎芸ご句岩窟岩

阿部（公）君、早坂（徳）君、玉城君、嶺岸君、三井（徹）君、
森田君、板垣（広）君、佐藤（伊）君、佐藤（正）君、笹原君、
新穂君、横山君、高橋（正）君、高橋（良）君、丹下君、谷口
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例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12…30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235¢う5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江
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奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第902号　　1977．4．12（火）（晴）　No．36

－本日のプログラム　－

1．点　　　　鐘

2．ロータリーソング　「それでこそロータリー」

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．インターシテーミーティング報告

第一部　　次期会長、幹事の研修について～上野三郎副会長

第二都　　全体会議について～中江亮幹事

7．会員挨拶・ご尊父お逝去会葬お礼～高橋正太郎君
・退会ご挨拶～山本正君

・交換学生旅行報告～　ダイアソ・メタ・シュルツ

8．委員会報告　スマイル～親睦委員会

出席率向上についてのお願い～山口出席委員長

9．出席報告



』ゲスト・ビジター紹介

半田勇三郎君、羽根田正吉君【鶴岡西R・C

■会長報告

①　去る10日の日にR・Ⅰ353地区インターシテーミーティングが米沢市の置賜総合文化セン

ターに於て開催されました。後程上野次期会長及び中江幹事さんより御報告を御願い申し

上げます。

②　過る7日の口に産業会館に置きましてGSEの受け入れについて庄内分区の会合が御座

いましてその大綱がまとまりましたので御知らせ致します。来訪されるGSE団員は団長

以下5名で御座います。団長さんはペンシルヴァニア州立大学、行政区画拡大委員をなさ

って居られる万で御座います。従いましてそのスケジュールは4月29日に温海入りから5

月4日新庄へ引継くや迄5日間が庄内分区の担当になりますが、当クラブと致しましては1

日、2日の両日の宿舎は山王聞、3日の夜は酒田のグリンホテルさんに御願い致す事に致

しました。

尚、5月2日は午後5時より庄内銀行本店さんの階上ホールに於て鶴岡西クラブとの歓迎

合同例会を行う事になりますので、奮って御参加御願い申し上げます。

又、GSE団員の研修場所は当クラブが案内する所は山大農学部、県立農業試験場庄内

分場、及び善宝寺等が予定されて居ります。

③　本日午後4時30分より産業会館に於て第5回のクラブ協議会を開催致します。年度内の

活動実績を御報告願い、残された年度の行動についての検討をいたします。

④　大変残念な報告で御座いますが青少年委員長の山本正君がこの度社命によりまして本社

の方に御転勤になることになりました。同君は本年度当クラブ理事として又、青少年委員

長として熱心なる御活動を戴き、多彩なる行事と青少年問題に取り組まれました。又、先

般の職業奉仕デーには率先してクラブの職場見学を御引受け戴き職業奉仕の実際について

力強いお話をお聞きした事等長く忘れ得ぬ所でありまして誠にお名残り惜しゅう御座いま

す。何卒益々御健康で御活躍をお祈りし御友情に対し深く感謝申し上げます。

■幹事報告

①　第5回クラブ協議会が本日4時から行われます。

各委員長及び代理委員は定刻迄活動計画書を持参して出席して下さい。

②　4月19日の歓梅会の申込みは口答で良いから至急事務局迄お願いします。

③　会報到着～石巻東R・C、新庄R・C

④　例会変更0寒河江R・C～4月第2例会（4月14日）の時間　P・M5：30

場所～伊勢屋旅館

。山　形R．C～　4月27日の例会時間　P．M5：30　場所～四山榛

0山形南R・C～　4月19日の例会時間　P・M6・00　場所～亀松閣

＼・－ノ
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？山形北R．C～4月28日を4月29日に、変更時間12‥00　場所～亀松閣

〇4月15日　松ケ岡開墾場記念式及び南洲翁100年祭講演のため鹿児島西R・Cの鮫島

志芽大君が来訪されるので同日P・M6；30山王町通り千葉寿司でご歓待申し上げたい

ので大勢のご参加をお願いします。　会費　2，000円～3，000円です。

4月14日迄事務局にお申込み下さい。

0アメリカG・S・E団員の紹介

＜インターシテーミーティング報告＞　　　現幹事　中江　亮君

目　時　52年　4　月10　日

場　所　（米沢市）置賜総合文化センター　　　　A・M圧000　p・M4：30

山席者　　中江　　亮君（現幹事）

上野三郎君（次期会長）　佐藤順治君（次期幹事）

（地区委員）小池繁治君（次期分区代理）三井徹君（インターアクト委員長）

阿部嚢君（ローターアクト委員長）早坂源四郎君（P・G）

経　過10：30′－11；00　登　　録

日：DO～14：00　次期会長・幹事、分区代理の分科会

12‡00～12：30　登　　録

12：30～13：00　映画会と昼食

13：00～14；00　現会長、幹事会

14．20～15．00　全体会議

協議事項　①　ガバナー指名委員会について

②　地区中間会計報告

③　地区委員会報告

（イ）職業奉仕委員会

弼・ローターアクト委員会

い　G．S・E受入特別委員会

15：20～懇親会（佐藤ガバナーノミニー歓迎会）

16：00～閉会

＜次期会長・幹事の研修について＞　　次期会長　上野三郎君

P．G高坂氏のリーダーのもとに11：30～14：00時迄昼食をはさんでますが実質2時間勉強

して来ました。内容は6月26日地区協議会のとき部門別協議会があってみっちり勉強する訳

ですが、それ迄の間次期会長としての心構えを教わって釆ました。

会長の任務とか．クラブ運営にはどんな事に気をつけなければならないか等で、クラブの

内部には削こ目をくはり良く理解して且つ決断をあやまらない様にする事、クラブの組織が

活発に活動するには年間活動計画を確立して常にそれを検討し直して行く事、更に4大部門

の基礎知識を身につけてクラブ定款細則や手続要覧も良く粋解する事、クラブ奉仕、職業奉

仕、国際奉仕、社会奉仕の4大部門の内では特にクラブ奉仕部門では例会の運営について討議

され、魅力ある例会にするにはばどうしたら艮いか等、出席した次期会長から活発な発言が



ありました。残り少ない時間ですが種々勉強して行きたいと思いますQ

■委員会報告

＜スマイル＞　KKホテル山王閣増築工事

新穂光一郎　君　設計監理　　　　　　新穂建築設計事務所

佐藤　衛　君　建築主体工事　　　　温海佐藤組

巾村富昭　君　電気設備工事　　　　東北電気工事鶴岡営業所

早坂源四郎　君　エレヴェクー工事　　荘内三菱電気

出席率向上についてのお願い　　　　山口鷲之助君

出席委員会より本年度活動計画に基づき出席率向上を計る為再度会員各自の出席率一覧表

を3月迄をコピーし御手許に配布致しました。一部会員の方にはお目ざわりの方もあろうか

と存じますが御寛容下さい。しかし乍ら1月、2月の稀に見る豪雪と悪天候、又流感等にも

かかわらず90％以上の出席率を達せられました事には会員の方々の御努力と拓く感謝して居

ります。

4月も半ば5、6月と本年度も健になり何としてもクラブ目標の92．3％は達成したいと思

いますので是非火曜日に都合の悪い方はメークアップをしていただき1名の欠席で1・4％下

りますので一層の御協力をお願いします。尚、3月迄平均打席率91・47％であります。

■出席報告

阿部（公）君、安藤君、張君、早坂（徳）君、石井君、玉城

君、風間君、高橋（耕）君、石倉君、小松君、億岸君、三井

（徹）君、森田君、佐藤（伊）君、佐藤（友）君、鷲田君、笹原

君、横山君、津田君、薮田君、諸橋君

前回出席率173・24％lメアl横山君一山形R・C

器芸と1還t：三 喜塁軍喜蓋重き嘉漂濫諾（徹）君、森L

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん／／委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお隣いします。

J
前
回
の
出
席



CLUB BULLETIN
創立534・6・9　承認S34・6・27

顔愕ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

さ　　く　　ら

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12…30－1！30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235飼5775

会　長　鈴　木　弥

幹　事　　中　　江

S即両e．lbeHevein Rotary．

章仕・ロータリーを私は信奉する。

第903号　1977・4・19（火）（小雨）No・37

湯田川観梅と新入会員歓迎会、家族会
於　湯田川温泉　ますや旅館

3　時　産業会館前をバスで出発、湯田川着後、梅林見学
5　時　例　　会。

－本日のプログラム－

1．点　　　　鐘

2．ロータリーソング　　「我等の生業」

3．会長報告

4．幹事報告

小池志保さんからのお便り

湯馴l温泉の梅林について　親睦活動委員長　森田清治君
湯田川の梅林と私　　佐藤伊和治君

5．懇親会～乾杯　　親睦委員会　丹下誠四郎君

同伴奥様紹介～各々御主人より
森田君、上野君、新穂君、丹下君等の名調子も飛び出て、最後は全員で「手に手つ
ないで．／」を合唱。盛会裡に終了。夜7時、バスで帰宅。

6，出席報告



』会長報告

本日は御案内の通り例会場を変更して、親睦委員会さんの御世話によって湯田川温泉ます
や旅館に於て新入会員歓迎、春の会員家族会を開催致しました。

本年は大雪に見舞われ待遠しい春でありましたが今日はあいにく小雨の中の御花見となり
ました。己に皆さん御承知の通り湯田川の梅林は当クラブ会員佐藤伊和治さんの御提唱によ

り出来上ったのでありまして、すぼらしい環境の下に梅林も育ち鶴岡市の一名所になりまし

た。誠に立派な社会奉仕活動をお残し下さった事を皆さんと共に探く感謝申し上げたいと思
います。

さて私達のロータリー年度も残り少くなりましたが、GSEの受入、台車港区R・Cの来

訪等を初めとして最後の活動に入りますのでよろしく御願い致します。

本日は春の香りの中に親睦の輪を拓めて戴き楽しい一口でありますよう御ゆっくり御歓談の

程を御願い致します。

臼幹事報告

立　川R・C～　4月28日（木）観桜会のため　P・M5：00

狩川楯山公園旧社務所（多1，500

冨田芸…：呂＝喜雲品呂iG・S・相同例会のため
5月3日（火）P・M5：00

東急イン・ル・ポットフー

新　庄R．C～第1例会は尾花沢最上R・Cと合同例会のため
5月4日（水）p・M12：30

罰庄商工会議所大ホール
八　幡R・C　～　4月23日（土）観桜会のため　　P・M7：00

八幡町市条普門院　＠2，000

＜小池志保さんからのお便り＞

鶴岡ロータリークラブ会長様

早いもので、こちらに着いてから3週間が過ぎようとしています。
おかげさまで、ようやくホストの家族にも馴れ、学校では友達もたくさんでき、楽しい毎日

を送っております。言葉は、まだまだ十分でなく、ゆっくりと簡単に話してもらっています

が、着いた当時にくらべれば、いくぶんかほ良くなった感じです。

3月28日にゴルゴンロータリークラブの例会に出席しました。

小さなクラブですので、会員の皆様ひとりひとりと話をする機会を得、とてもうれしく雪い

ました。

こちらは夕方：′こなると膚寒く感じられる毎日です。秋とはいっても木の葉は色付かた．、とい

うことで、それがすこしさみしいような感じです。
ローータリーの例会報告書をいただきましたので、お送りいたします。

ではロ「タリークラブの皆様によろしくお伝えください。

づ月7日（水）
小　池　悪　卜三



湯田川温泉の梅林について　　　親睦活動委員長　森田清治君

新入会員歓迎と会員家族会を御案内いたしましたところ多数の御参加を得ましたこと誠に
有難く御礼申し上げます。

っきましては単に眺めただけでは意義がなさすぎますので、この梅林公園はどのようにし

て出来たかを参考までにその要旨を申し上げたいと思います。

私共が参りましたあの梅林公園の背中合せの地名が藤沢と申しますが、その昔遊行上人がこ
の地に訪れる前は梅ヶ沢と申しており、何か梅の成育に関係があったのでないかと思われま

す。今から15年乱今は故人となりました丸金さん（阿部金治郎氏）が3ヶ年に亘り梅の苗

木を約2，000本村に寄附されておりますCそのころより湯田川の指導者間で湯m川に梅林公

園を建設しようとの話し合いがなされましたが、具体化することなく時を過しておったので
すが、その間当時の鶴岡商工会議所会頭佐藤伊和治氏が自費で各地の梅林公園をおしどり夫

婦て視察したり、大学の先生に専門的な御教えや御意見を聞いたりして、湯田川は梅林公園

建設の適地であると朝野に呼びかけると共に、市当局にも強力なる働きかけを行なったので

あります。

時を同じくして話しを聞き及びし湯田川温泉の2代目で組織している親和会のメンバーが

若い力と情熱を結集、市に対する陳情と共に運動を開始したのであります○勿論のことなが
ら現湯田川温泉観光協会長の当「ますや」の主人忠鉢蔵書氏の陣頭指揮は当然のことであり
ました。その結果、市議会で梅林公園の建設が決定され、県もこれに賛同したのであります
か、予定地の土地の取得には大変な苦労があったようですが、結果的には地主の協力を得ま

して全地借地にて45年に着手、48年6月末完工、同年7月に竣工式を行い同時に市から湯田

川温泉観光協会に管理委託をなされたものです。
その竣工式の式辞の中で観光協会長忠鉢氏は最近の交通革命の進展で東北地方が大きくク

ローズアップされ今後観光地としての庄内地方の発展が約束されているとき情緒豊かな湯田

川温泉にふさわしい梅林公園の竣工を見たことは誠に喜びに堪えません。これも偏えに県、

鶴岡市をはじめ鶴岡商工会議所会頭佐藤伊和治氏並びに樹林寄贈者金屋興業株式会社、荘内
銀行．鶴岡信用金庫、其の他の御厚志と、内にあっては土地提供者及び湯馴【温泉各位の御
協力の賜もので満腔の謝意を表する次第です。

今後は各位の意を体し私達はこの梅林公園の栽培管酎こ全力を尽し湯田川温泉の梅林0梅

林の湯田川温泉の名にふさわしいものにするべく努力する所存で御座いますと結んでおられ
ます。以上のような経過をもって完成した梅林公園は面積3，056坪（9人よりの借地）工費
1，100万円（県500万円、市500万円、湯田川100万円）樹木、梅約800本、牡丹200本、つつじ

200本、萩20本、跳10本、外にバラ、桜、こぶし、草花をもって構成し、開花は4月中旬の梅

に始まり9月中旬の萩まで順次開花があり家族連れや観光客でにぎわっている現在である。

管理費は51年度の予算では155万円漕除草費80万、借地代18万）を要し内、市からの補助

金は60万円とのことであります。

梅林公園にて会員諸兄 佐藤伊和治君御夫妻



尚、今後について忠鉢観光協会長は梅林公園竣工以来4年余、樹木も順調に成長している

ものと思われるし観光客も年毎に増加を辿っており樹木の成長と共に必ずや梅林の蕩け日日と
いうことになると確信しているし、予算の許す限り水道栓、あづまや、照明燈の増設や散歩

道の改良、芝生の張り付け等をして行きたいし、又梅祭りや牡丹祭り、短歌会、撮影会等の
共催も良いのでないかと思っています等、情熱を注いでいる将来の計画の一端を意慾的に話
してくれました。本当に将来が楽しみであると思います。

以上、本日皆様と共にこの地に足を運んで湯田川温泉梅林公園で観梅と庄内平野を一望し

たこの公園も先に申し上げましたように多くの人々の汁と奉仕の努力により、又たゆまぬ管

理によって今日になっていることを申し上げまして終りといたします。御ゆっくり御懇談下

さい。

湯田川梅林と私　　　　佐藤伊和治君

どうと云う訳があってではないが生来梅が大好きである。

忘れも知ない昭和44年2月24日に鶴岡を出て水戸の倍菜園を見に行った。その後各地の梅園

も見て歩いたが、梅は温暖多湿の地を好むとされているので、山大農学部の先生方からも種
々調査していただいた結果、湯田川は適地であるとの結論が出た。多分梅園としては北限だ

ろうと思う。

それからは市当局への陳情もあったけれ共陳情と云うより噛みついたと云った方が良い程

猛進したものである。今考えてみるとまったく梅に対る狂気と情熱で奔走したけれ共、あん

な時代もあって良かったのだと思う。今日の湯田川梅園を作るについての動機になった事で

満足しています。

■出席報告

会　員　数

出　席　数

出　席　率

欠書 阿部（公）君、阿部（裏）君、半田君、飯自君、石黒君、海東
君、玉城君、風間君、黒谷君、石倉君、角田君、中野（垂）

芸儲蓋篭芸き蓋冠芸こ詰芸濃警語等雷雲

＜会報委員会よりお願い＞
・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿叉は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお厭いします。
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卓＝A
CLUB BULLETJN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔固ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

さ　　く　　ら

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎過火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

S引川ice・lb蛸evein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第904号　　1977．4．26（火）（雨）　No．38

－本日のプログラム　－

1．点　　　　鐘

2．　ロータリーソング

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．委員会報告

㊥佐藤ガバナーノミニ病気のため辞退、後任を次期の加藤ガバナーノミニに決定した
ので、クラブで早急に承諾の手続をして頂きたい～バストガバナー　早坂源四郎君

㊨G．S．E受入れ準備の報告～国際奉仕委員長　高橋良士君
⑫米山奨学金週間スピーチ～情報委員長　三井　健君
⑫次年度委員会構成について説明～副会長　上野三郎君
㊨ローターアクトクラブの清掃協力のお願い　委員長　市川輝雄君

7・出席報告

郎
亮

い弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



』ゲスト・ビジター紹介

加藤広君、斎藤福太郎君、白峰伸二君、林権之助君一鶴岡西R・C

小山富雄君、佐藤五右工門、田宮長二君、阿部隆君、斎藤良兼君－あつみR・C

■会長報告

①　山本青少年委員長の転出に伴う後任については残任期間を三井社会奉仕委員長さんの兼

務を御願い致しました。

③　去る12日の日には第5回クラブ協議会を産業会館に於て開催、ロータリー年度最後の活

動について活発なる討議を行いました。

先ず年度内の大きな行事として5月早々にG・S・Eの受入れが御座います。次いで台車

港区R．Cの来訪が御座います。従いまして準備委員会の方々は勿論、各委員会さんの絶
大なる御協力を御願い申し上げます。次に会員増強で御座いますが、本年度は平松ガバ
ナーの目標として10％で御座いましたが当クラブに於きましては物故会員及び転勤の方が

多く遂に現在70名の会員になりました。従いまして期首の75名までは拡大致し度いと思い

ますので各委員会の皆さんの最後の活動として御協力を御願い申し上げます。

③　過る19日の日には新会員歓迎、会員家族会を湯田川温泉にて開催し、湯田川梅林を観賞
し有意義なる一日で御座いました。準備、設営万端親睦委員会さんに厚く御礼申し上げま

す。
尚、当日懇親会でのビールは鹿児島訪問団の寄贈によるものであり厚く御礼申し上げま
す。

■幹事報告
0例会変更～鶴岡西R・C　5月6日を5月2日　P・M5：00　G．S・E歓迎合同例会～

荘内銀行本店　5F　＠2，000
5月13日は孟宗汁会のため　P・M6：00　七内旅館　＠3，500

温海R・C～4月29日はG．S．E歓迎例会～万国屋　P・M6：30　＠5，000

5月2日（月）休会
0会報到着～八戸R・C　八戸東R・C

o認証状伝達式～平塚西R．C　6月4日（土）平塚市民センターホール　＠8，000

0全国会員名簿の証文～上・下　＠2，500

O鶴岡5月3日を5月2日　G・S・E歓迎合同例会　P・M5：00　荘内銀行本店　5F

4月30日迄出欠確認
。G・S・E行事分区負担金1人＠1，500を早めに事務局に納めて下さい。

0鹿児島西R・Cよりおみやげ（黒砂糖）が贈られて来たので会員1人当り2袋を受け頼っ

て下さい。

■委員会報告

＜G・S・Eの受け入れ準備の報告＞　　　　国際奉仕委員長　高橋良士君

4－29　温海クラブで例会出席。

4－30　当クラブで引継ぎ、5－1休養山王閣泊り。

5－2　山大農学部県農事試験場庄内分場見学、昼食後善宝寺見学、4時半鶴岡市長表敬訪

問、5時鶴岡及び鶴岡西R・Cの合同例会（於荘内銀行5Fホール）に出席、むこうのス
ライド等を入れて約1時間の予定、6時～7時半迄リセプショソ、山王闇泊り。

5－3　羽黒山見学後酒田R・Cに引継ぎ酒Plでは本間美術館、国立倉庫の見学、5時東急イ
ンで例会出席。

5－月　新庄R・Cに引継ぎの予定です。



＜米山奨学金について＞　　　　情報委員長　三井　健君

財団法人ロータリー米山記念奨学会寄付行為及び施］：細則より抜すい説明

第1条（奨学生候補者の資格）
この法人の奨学金を受けることのできる者は、この法人の寄付行為第3条に定める者で

あって当分の間、わが国の大学に在学する者のうち、次の（1）に定める能力を看し、かつ（2）

又は（3）のいずれかについて証明ある者でなければならない。

（り　わが国において勉学又は研究を行うことのできる程度の日本語又は外国語の充分な知

識を有し、かつこれを行使できる者。

（2）わが国の大学において修士又は博士課程に在学し、若しくは入学許可を得ている者で
あること。ただし特段の事情ある場合理事会は、学士課程に在学し、又は入学許可を得
ている者に同様の資格を認めることができる。

（3）わが国の代表的学者より、研究目的、その内容、及びその成果について充分な推薦を

受けた学者であること。
第2条（奨学金の支給申請）

1この法人を援助するわが国のロータリークラブは、第1条に定める資格を宥すると認

めた学生叉は研究者を、奨学生候補者としてこの法人に推薦することができる。

2　第1条に定める学生又は研究者は、次の書式に基つき作成した奨学金支給申込書およ
び添付書類をこの法人を援助するロークリークラブの推薦を受け、又は直接にこの法人

に提出するものとする。

第3条（奨学金受領者の選考）
1　この法人が前条第1項の推薦を受けたとき又は第2項による申請を受けたときは、こ
の法人の理事長は、理事会に奨学生候補者の推薦をなすものとする。

2　理事会は前項により推薦された学生又は研究者について必要に応じ面接試験、ならび

に奨学金支給申込書および添付書類の審査を行って奨学生を選定する。面接試験は、理

事会の定めるところにより、毎年3月又はその他の時期に東京その他の都市に於て行う

3　第1項の規定にかかわらず外国居住者についてはその居住地又は附近のロータリーク
ラブを通じ、所轄地区ガバナーに、選考にもとづく、奨学金受給者の決定を依嘱するこ

とができる。

第4条（奨学金支給期間および奨学生の人数）
1奨学金支給の1期間は原則として2年とする。

2　ある1期間に奨学金を支給する奨学生の人数は理事会において決定する。

第5粂（奨学金等の支給）
1奨学生に対しては、その奨学期間中相当の学費及び生活費を支給する。第3条2項後
段によって奨学生に選定された者にはわが国までの旅費を支給することができる，

2　奨学生に対する奨学金の月額は、理事会において定め、当該学生が配属されたロータ
リークラブの、原則として月初の例会において支給する。

3　前項のロータリークラブを世話クラブと称し、その会員中からその会長の推薦に基づ

き米山カウンセラー2名以上を委嘱し、奨学生の相談相手とする。

第6条（奨学金の支給の停止）
奨学生が次の場合に当るときは、理事会の出席者の3分の2以上の多数の議決により、

その者に対する奨学金の支給を停止する。

（1）病気その他の理由により、修学叉は研究が不可能と認められたとき。

（2）素行不良その他この法人の名誉を著しく傷つけるおそれがあるとき。

＜次年度委員会構成について＞　　　　副会長　上野三郎君

次年度の委員会の所属を決定するのが次年度会長の大きな仕事で、昨年暮から次期幹事と

素案をつくり去る4月14日次年度理事会で正式に決定いたしました。

作成に当って考慮したのは



①　若い会員になるべく多く委員長になってもらった。

②　地区役員にもクラブの一員であるとの考えで委員会に所属して頂いた。

特に委員長経験の多いベテラン会員には若い委員長がのびのびと活躍出来る様適切なアド
バイスを御願いしたい。又各会員は委員会資料を予めよく読んで夫々の委員会の活動につい

て理解を探めていただきたい。

＜ローターアクトクラブの清掃協力御願いについて＞　　ローターアクト委員長　市川輝雄君

表記につきローターアクトクラブから鶴岡ロータリークラブ会長宛の文書が届いていますの

でよろしく御協力下さい。

鶴岡ロータリークラブ会長殿　　　　　　鶴岡ローターアクトクラブ社会奉仕委員会

鶴岡公園清掃協力のお願いと懇談会開催について

陽春の候、貴クラブにおかれましては数々の事業活動にご精励のこととお察し申し上げま

す。日頃、当クラブの活動には何かとご指導、ご協力をいただきありがとうございます。

さて、冬も去り、花見のシーズソとなりました。毎年花見の後は公園も汚れ、5月の連休

等鶴岡を訪れる観光客等に鶴岡の良からぬ印象をつくる原因となる恐れがあります。そこで

当クラブでは昨年設置いたしました吸ガラ人の清掃を兼ね、鶴岡公園のクリーン活動を計画
いたしました。日頃一緒に活動する機会が少ない私たちが親クラブの皆様と一堂に会し、事

業活動を行なうことはたいへん意義軌、ことと存じますので、ぜひとも下記による清掃に参

加していただきたく、よろしくお願い申し上げます。

さらに、鶴岡地区ロータリークラブ、ロ【ターアクトクラブ、インターアクトクラブがこ

の機会に懇談会を設け、その活動等情報を交換し合い、今後の活動に協力態勢を取ることも

必要と思われますので、会議という堅苦しい内容ではなく、楽しく話し合う会を清掃の後に

予定いたしております。

祭日の朝の貴重な時間ではございますが、多数の皆様の参加をここにお願い申し上げま

す。
記

期　　　　　日：4月29日（金）　天皇誕生日

集合場所・時間：荘内神社本殿前、午前8時
持　　ち　　物：軍手、ゴミを入れる袋等　清掃に適する活動しやすい服装のこと。

0鶴岡公園清掃：午前8時より午前9時30分まで

0懇　談　会：午前9時50分より午前11時50分まで　会場：鶴岡産業会館

なお、雨天で清掃が出来ない場合でも、懇談会は行ないますので、午前9時30分まで会場
に集合願います。

磐懇談会会場の準備の都合上、参加人数を当クラブ事務局（鶴岡商工会議所TEL22－5775）

斎藤優子に4月27日（水）までお知らせくださるようお願い申しあげます。

■出席報告

至一一竺二芸信
出　席　数…

出席勘‾盲論議：者

板垣（俊）君、黒谷君、高橋（耕）君、中野（清）君、佐藤（伊）

君、佐藤（昇）君、佐藤（友）君、笹原君、新穂君、横山君、

津田君、菅原君

虹竺堅＿竺讐メア
のl修正出席数　　　63名．l　ヅ

崖「高志表音‾盲論議クプ巨

阿部（裏）君一酒田東R．C　風間君一酒田R・C　笹原君一
仙台R．C　阿部（公）君．飯自君、石黒君、玉城君、黒谷
君、石倉君、角田君、中野（重）君、中野（清二、君、小野寺
君、鷲田君、横山君、菅君、谷口君、中村君、金沢君一鶴
岡西R．C

本
日
の
出
席
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品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

田　　　植

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12…30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235¢う5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

Se川ice．lbeHevein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第905号　　1977．5．2（月）（小雨）　No．39

於　荘内銀行本店　5　F

G・S・Eアメリカチーム歓迎合同例会
（鶴岡R・C、鶴岡西R・C）

司会　鶴岡R・C　中江幹事　　　通訳阿部清三先生

1．点　　　鐘（5：00）

2．国歌斉唱　　アメリカ国歌、日本国歌
3．ローータリーソング　　奉仕の理想

4．G．S．Eアメリカチ，ム団長を紹介～鶴岡R．C会長　鈴木弥一郎君

G．S．Eアメリカチーム団長　ジョージ．し．セットルマイヤー氏
（ペンシルノミニア行政区画拡大委員　60才）

5．団員の紹介　　ジョージ．し．セットルマイヤー団長

G．S．Eアメリカチーム団員　ラッセル・プライス・ブルックス氏
（事務用品販売　26才）

〟　　　　　　　　　マーク・ハーマン氏（郡政事務官26才）

〟　　　　　　　　　ラルフ・トーマス・フォア・ジュニア氏

（弁護士　31才）
ケ　　　　　　　　　ジェラルド・ライディ氏

（商業写真家　30才）
〟　　　　　　　　　　ジョージ・フレデリックウイルソン氏

（高校社会科教師　28才）

6．ビジター・ゲスト紹介　　鶴岡R．C会長鈴木弥一郎君
7．．バナー交換　　立川R．C、余目R．C、鶴岡西R・C、鶴岡R・C



』歓迎のことば　鶴岡R．C会長　鈴木弥一郎君

本日は此処にR・Ⅰ第735地区G．S．E団員を御迎えし鶴岡西ロータリークラブさんとの

合同歓迎例会を開催致しました処、沢山の皆さんの御参会誠に有り難度う御座いました。

G・S・Eの皆さん、はるばるようこそいらっしゃいました。心より歓迎申し上げます。

御迎えしたG・S・Eは第735地区前ガバナーのジョージ・セットルマイヤー氏を団長と

して実業専門職業に携わるアメリカ青年の代表チームで御座います。昨年の秋には当地区

のG・S・Eが貴地区を訪問致し大変御世話になりました事を厚く御礼申し上げます。

当地区は丁度爛漫の春を迎え若い皆さんを歓迎して居ります。又貴地御出身の当クラブ

留学生ダイアン・メタ・シュルツさんもさぞかし御喜びの事と思います。

本日は早朝より山形県立農業試験場庄内分場並びに山大農学部を見学し午後には日本仏

教の東北の名きつ善宝寺にて研修されましたが、活発なる質問等があり立派な研修を修了

されました。此の度の研修の中に素暗しい喜びと思い出を残されるならば幸甚でありま

す。此の機会を通じて変らぬ友情を深めよりよき相互理解と世界の平和を祈念致しまして

歓迎の挨拶と致します。

G・S・亡を迎えて歓迎レセプション

団員所感発表

。ラッセル・プライス・ブルックス氏

私には6才と2才になる女の子がいるが、首を長くしてお土産や日本の話を期待してい

るでしェう。鶴岡の人達は皆が親切で今迄の旅行の中で一番楽しかった。鶴岡と云う餌の

名前は鶴の岡であるとの意味も知っているし、又鶴と云う鳥は日本では貴重な意味をもっ

た一つのシンボルです。いつ迄も鶴岡の事は忘れません。

。マーク・ハーマン氏

息子5才、娘3才の2児の親です。遠く離れてる父親の事を心配してるでしょうね。帰

ったら日本で経験したいろいろの事を家族や子供に話します。この度の素晴しい旅行に際

してうけたロータリアンの方々の御厚情に感謝します。



0ラルフ・トーマス・フォア・ジュニア氏

私の家はダイアソの家から30哩しかはなれていないし、彼女は私の大学の親友と知り合

いでした。昨夜は大変御馳走になりました。ロータリアンの御厚意に感謝します。今日は

鶴岡西クラブの五十嵐さんから仏教の事等を聞きました。ロー一クリ7ソ一人一人とお話し

出来た事が印象に残っています。

0ジェラルド・ライディ氏

こちらで3、4日過ごしましたが遠くへ来ている感じがしません。特に昨夜は日米間の

さまざまの問題について話し合いました。通訳の阿部さんは前にサンタバーバラにいた事

がありますが、私もサンタバーバラの写真学校で勉強したので阿部さんといろいろお話し

をしました。趣味はスキーですがサンタバーバラでは出来ませんのでスキーシーズンに又

鶴岡に来たいと思います。切手のコレクションもやっていますが、口本の切手は非常に美

しいし、写真家ですので日本のニコンやキャノンが素晴しい事も知っています。この度の

旅行の記念に鶴岡からお土産を買って行くつもりです。

0ジョージ・フレデリヅクウイルソン氏

日本で沢山の都市を訪問しましたが、口本は何処も美しいし心から歓待をうけて感謝し

ています。この度の旅行のメンバーになれた事は735地区ガバナ←フエシソグ氏やセット

ルマイヤー団長のおかげと厚く御礼申し上げます。

G．S．E歓迎レセ7ション

司会　鶴岡西R・C　阿部幹事、通訳阿部清三先生

閉塞の挨拶　　鶴岡R・C国際奉仕委員長　高橋良士君

歓迎の挨拶　　第353地区P・G　早坂源四郎君

歓迎の挨拶　　鶴岡市長　白井重暦氏

記念品贈呈（スカーフ）D－353庄内分区9R・Cを代表して　桜井瑞男庄内分区代理

謝　　　　　辞　　ジョ∵一ジ・L・セットルマイヤー団長

乾　　　　杯　　音頭　鶴岡西R・C　石寺竜象君

余　　　　　興　　交換学生ダイアソさんの日本舞踊　荒城の月

ローターアクトクラブ会員との合唱

石田元氏の独唱

ロータリーソング　手に手つないで

閉会の挨拶　鶴岡西R・C会長　大川俊一君

第353地区P．G　早坂源四郎君

My Freinds，Rotarians／

As allof you know，Our dinner this eveninglS SpeCially meantto welcome

our friendsfrom District7350f Pennsylvania，Marryland and WestVirginia・



Mr．GeorgeSettlemyer，PastGovenor of DM735and members of Group

Study Exchangeteam arrivedin this】ovely city yesterday，and to－day

Studied various cultural activities of our community．

Past Govenor George Settlemyeris my class－mate at LakepIacid，in1973，

Studying with together ttBilI Carter，s A Time for Action”

To Carter’s Target，Georgeis very faithful and active．

I know a】lof members of the Rotaryclub of Tsuruoka and Tsuruoka West

Were eager tO give them any heTps they needin carrying out Group Study

Exchange’s projects，and also established a Tasting friendship between two

districts．

Now we do hope that George and his members have a fine time and maKe

many new friendsin our DIStrict andinJapan．Thank you．

謝　　辞　　　ジョージ・Lセットルマイヤー団長

G・S・Eの交換は昨年度は私達が引受けたし此の度は我々が訪日したので今回で2度目

になります。

ロータリーのファンデーションは日本では非常に高額になっている事に感謝してますが

アメリカでも増加しています。ロー∵タリーファンデーションでこの様なプロジェクトを今

後もやって行きたい。ファンデーションの本部は遠くはなれていますが一人一人のロータ

リアンに貢献しで行く様に働きかけて行くつもりです。今回の旅行に対して皆様から寄せ

られた御厚意に涯謝します。

5月結嬉式の方々御目出度う御座います

石倉健司御夫妻、市川輝雄御夫妻、板垣俊次御夫妻、上林一郎御夫妻、小松広穂御夫妻、

森田清治御夫妻、皆川英二御夫妻、迎田稔御夫妻、中村富昭御夫妻、鷲田幸雄御夫妻

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお顔いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん〝　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。

）
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顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

田　　　植

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12…30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235¢う5775

会　長　　鈴　木　弥

幹　事　　中　　　江

SerYice．lbelieYein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第906号　　1977．5．10（火）（晴）　No．40

本　日　の　プ　ログラム

1．点　　　鐘

2・ロータリーソング（それでこそロータリー）

3．ゲスト・ビジターの紹介

4・会員及び奥様お誕生祝

5．年間皆出席表彰

6．会長報告

7．幹事報告

8．ゲストスピーチ～西郷南洲翁遺訓について～長谷川信夫先生

9．委員会報告

①　鹿児島便り～安藤定助君

外西寿彦先生　5月24日　来訪のお知らせ

（診　台中港区R．C来訪歓迎準備の概況について

スケジュール並びに歓迎準備実行委員を発表～上野三郎実行委員長

10・出席報告



』ゲスト・ビジターの紹介

瀬川清君一酒田R・C

菅原隼雄君、松田善三郎君、林権之助君一鶴岡西R・C
今野義介君、佐藤五右工門君、本間毅君、小山富雄君、今野金一君、本間豊太郎君、佐々

木暢美君、和泉祐作君、佐藤重夫君、阿部隆君一温海R・C

t会員及び奥様お誕生祝い

＜会員誕生＞
阿部公一君、半田浩君、石倉健司君、市川輝雄君、板垣広志君、三浦悌三君、迎田稔君、

諸橋政積君、中野垂次郎君、佐藤友吉君

＜奥様誕生＞
石黒常様、板垣喜美子様（俊次）、栗谷貞子様、西海幸子様、上野和子様、高橋良子様（耕二）　＼一

山ロマサヰ様

■年間皆出席表彰

＜年間皆出席＞
3年間皆出席　　風間慶三君
2年間皆出席　　山　口　篤之助君

＜4月125％出席＞　　6名

阿部（賽）君、早坂（源）君、小池君、中江君、佐藤（順）君、上野君

＜4月108％出席＞　　51名

皆川君、安藤君、張君、飯自君、石井君、石黒君、五十嵐（三）君、石川君、市川君、板垣
（俊）君、玉城君、上林君、風間君、黒谷君、高橋（耕）君、石倉君、小松君、嶺岸君、三井
（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、三滴君、森田君、角田君、中野（重）君、中野（活）君、
小野寺君、西海君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、鷲
田君、笹原君、新穂君、横山君、内山君、菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、丹下君、迎田

君、手塚君、富樫君、菅原君、山口君、薮田君、吉野君、中村君、金沢君

■会長報告

①　先般来訪されたR・Ⅰ第735地区G．S．Eの受入れにつきましては会員皆さんの心からの　、J
温い歓迎を受けまして無事当地区の全研修日程を終了致しました。殊に早坂バストガバナ
ー、高橋国際車仕委員長さん、市川君及びS・A・Aの皆さんには大変御尽力を戴きました

ことを厚く感謝申し上げます。合同例会に於ける団員の所感にも御座いました様に、これ

迄の訪問クラブの内鶴岡は一番印象が探かったと喜んで出発されました。

②　4月30日に当クラブ事務局山下さんのお父さんが亡くなられましたのでクラブより御香

負を御送りし、御悔みを申し上げました。謹んで御冥福を御祈り申し上げます。尚、過分
の御香真返しを頂戴致しました。

③　己に御承知の通り、来る21日には当クラブの姉妹クラブ台中港区R・Cの来訪が御座い
ます。従いまして17日のクラブ例会は21日に繰り下げる事に致します。尚、例会時間も午

後5時に変更致します。
④　本日の定例理事会の決定事項について申し上げます。台中鞋区RtC歓迎について明細

なる企画を立てられて居りますが、その予算についてクラブより20万円の補助をすること

に決定しました。



』幹事報告
。会報到着～東京、塩釜R・C

o例会変更～新庄R．C～5月13日の時間A．Mll；DD　於中部牧場

鶴岡R．C～5月17日を5月21日　P・M5：00

0G・S・E負担金お一人1，500円を納入願います。

0西郷南洲遺訓の本～長谷川信夫先生より御恵贈されました。

0次期ガバナー佐藤G．N病気のため加藤武久（1978～1979年度）G・N繰上げ就任承諾の回

答を出した。

■ゲストスピーチ

西郷南洲翁遺訓について　　　　　　荘内南洲会南洲神社常任理事　長谷川信夫氏

荘内と西郷先生の関係を端的に申せば南洲翁遺訓の刊行にあると思います。明治22年1

月に遺訓が荘内の人々によって刊行されたと云う事は極めて素晴らしい事だと思いますU
これは南洲先生と菅先生を初めとする旧士族の方達が道義の交わり、心の交わりを深くさ

れまして明治10年に西郷先生と共に死ぬべきさだめにあった荘内が、先生の本当の精神と

人物を正しく後世に伝える為に生き残って南洲翁遺訓を刊行した事を考えると文字通り命
に替えての一大事業であったと思われます。

西郷先生はその当時明治の元勲でもあったし、又参議として総理大臣的立場で国政にも

あたられました。坂本竜馬が、西郷は不思議な人だ、大きく叩けば大きく響くし、小さく
叩けば小さく響くと勝海舟に報告しているが、荘内の人達が人間としての生き方、道義一

筋の道を先生に訴え、求められた事は非常に尊いものと思います。日本に唯一つ残ってい
る先生の遺訓が荘内の人達に依って作られた事は非常に感銘深く、これに依って西郷先生
の真値を後世に残すことになったと云っても過言でないと思います。

明治23年1月に遺訓が出来てその4月に荘内の6人の士族の方々が遺訓を背負って歩い
て全国に配付されて先生の真の精神と人物を伝えた事について私は深く感動しています。

当時西郷先生は賊名をこうむっていて本当に先生を理解していた人達は少なかったので、

南洲翁遺訓に依って非常に啓蒙されたと思います。
私と南洲翁遺訓との出会いは私が鶴岡中学2年生の時、公会堂で黒崎先生の講演会があ

りましたが、黒崎先生が開口一番申された書は、諸君私は荘内に生れた事を何よりのよろ
こびと思います。それはほかでもない南洲翁遺訓がこの鶴岡から刊行された事です。私は

この遺訓を終生の心の支えとして学んで参りました。その中で、命もいらず名もいらず官

位も金もいらないものは仕末に困るものである。その仕末に困るものでなければ共に国家
を論ずるに足らざるなりと云う言葉がある。

遺訓の内でもこの一節に強く感動していますし私の生涯の心の支えにしています。若し

諸君も機会があったらこの南洲遺訓を勉強して下さい。こう云う話を聞かされました。私
は菅先生のお孫さんの家に下宿していましたので今日の事を話して南洲遺訓を読みたいと

云ったら早速和本の遺訓を貸して下さいました。これが私と南洲遺訓の初めての出会いで

す。

中学を卒業して師範学校に行くときにこの本を御祝いにいただき、それ以来40年余私は
この本を心の支えとして来ましたので、多くの人々からも読んでいただきたいと思い又、

先程申し上げた様に、荘内士族の人達が刊行直後に全国に紹介した様に先生の其値を一人
でも多くの人に知ってもらいたいと云う念願から自分もささやか乍らやりたいと思いまし

てやったのが今から8年前、岩波文庫の南洲翁遺訓を自分のポケットマネーで千部買った

り、2千部買ったりして現在1万3千冊を買いまして皆さん方に機会ある毎に差し上げる

事を自分の生涯の仕事としてやっています。

今から13年前になりますが本屋を失敗し大平工業に勤務したのですが、前に本屋をして



いた当時の青年達が私を囲んで南洲翁遺訓の勉強会をやろうと云う事になり毎月24日に定

例日として13年間、今日迄真面目な勉強を続けています。今から3年前遺訓の縮冊判を刊

行しました。出来るだけ多くの方から読んでいただく為に鹿児島、奄美大島、東京、大阪
の人達に売ってもらいました。

この遺訓の勉強会は初めは4人でしたが現在12人です。この人達が6年前に西郷先生と

菅先生をお祭りしようと云う事で毎年9月24日にお祭りして来ましたし、4年前には鹿児

島と奄美大島の遺跡をたずねました。こう云う事を蓄積してる間に折角おまつりするなら

南洲神社を造ろう、又勉強する為に南洲会館を建てようと云う事になり、初めの計画は極
めてささやかなものでしたが、だんだん計画が充実して一昨年9月財団法人荘内南洲会を

作りまして早速募金にかかり現在1，453名の方から御支援をいただき目標の5．000万円迄に
は未だ少し足りませんが、大体の見通しがついたので100年祭に間に合せる為に工事に着

工。去年6月南洲神社、9月には会館が竣工しましたのでこれを機会に私共は西郷先生の

教えを更に勉強し、一人でも多くの方々からも先生の偉大さを知って貰う為に刊行事業等
の布及に努力し、郷土社会のお役に少しでも貢献したいと念願しています。

先生の棒大さは我々の小さな尺度では計る事が出来ませんが何が正しいか、正しくない
かの判断の素略しさと敬天愛人の精神です。この西郷先生の精神を顕揚する事が日本精神

に帰える事であり、ささやかでも東北の一角からこの精神を復興する事に依ってこれから

の日本の何等かの力になりたいと思います。どうぞ皆様からも私達の瞑いを御理解いただ

いて御支援をいただければ幸いで御座います。

1委員会報告

＜鹿児島西R・C外商君来訪について＞

兄弟クラブ鹿児島R．Cの外西寿彦君（五つ子誕生のチーフ医師）より次のような御来

訪の便りがありました。

謹啓　先般御来駕の折は十分なご歓待もできませず誠に失礼申し上げました。早速御礼

状を戴き厚く御礼申し上げます。
扱て小生5月20日より開催される学会のため秋田にまいりますので、その折是非御地

を尋ねたいと存じ次の様なプランを作りましたので御迷惑でしょうが何卒よろしくお願
い申し上げます。

5月24日（火）秋田→鶴岡（12！03着）例会出席後市内見学

同夜21！35発特急日本海1号→大防へ

先ずは端書にて失礼ながらお願いまで、皆様によろしくお伝え下さい　　　　敬　具

就きましては歓迎その他について就睦委員や先般の表敬訪問団の方々と協議を進めたいと
思います。

1出席報告

会　員　数】　70名

出　席　数…　　51名

出　席　率　72・86％

阿部（裏）君、張君、早坂（源）君、石井君、五十嵐（三）君、
玉城君、風間君、黒谷君、小池君、石倉君、嶺岸君、三浦
君、角田君、板垣（広）君、佐藤（伊）君、佐藤（衛）君、笹原
君、手塚君、薮田君

前回出席率j呈二旦些巨7

68名弓1ッ修正出席数：

確定出席率∃97．14％ヨクプ

笹原君一仙台R．C　栗谷君一酒田R・C

横山君、菅原（辰）君、中野（清）君、板垣（俊）君、高橋（耕）

君、佐藤（昇）君、佐藤（友）君、新穂君一鶴岡西R・C
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5月17日を台中港区R・C歓迎のため変更

＜台申港区R．C歓迎特集号＞

本　日　の　プ　ログラム

1．点　　　鐘（P．115：00）

2．　ロータリーソング

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長歓迎の挨拶

5．市長代理（斎藤第六助役）歓迎の挨拶

6．桜井瑞男分区代理歓迎挨拶

7．紀坤棲団長挨拶

8．記念品交換

9．バナー交換（近隣R．C）

10．佐藤元伸君入会セレモニー

11．点　　　鐘

12・出席報告



■ゲスト・ビジター紹介

伊藤春夫君、松田善明君、白畑直義君、竹田哲朗君、紙谷健二君一酒M乗R・C

佐藤成生君、原田行雄君一鶴岡西R・C

雷会長歓迎の挨拶 鶴岡R．C会長　鈴木弥一郎君

本日此処に当クラブの姉妹クラブ台中港区R．C紀団長さん外25名の会員並びに奥様方

を御迎えして歓迎例会を開催致しました処、多数の会員並びに奥様方の御列席誠に有り難

度う御座いました。

台中港区R・Cの社友の皆さん、そして御家族の皆さんようこそ御出で下さいました0

私達は心から歓迎申し上げると共にその御友情に対し深く感謝するものであります。

顧まするに台車港区R．Cの皆さんとは一昨年の3月に姉妹クラブの盟友の契りを結ん

でより昨年の盟約一周年記念式典に当りましては御丁重なる御招待を戴き、佐藤団長以下

大挙10数名が表敬訪問を致し其の節には心からなる御歓待に預りました事は誠に有り難度

く深く感謝申し上げて居る次第で御座います。

先きには前社長呉先生を始め4名の社友の御来訪を戴き、全会員親しく交歓山東ました

事は今にさめやらぬ感激で御座います。

昨年の8月には陳幹事さんの御来訪を御受け致し、その節には当クラブ例会場の火災焼

失に対する過分なる御見舞並びに貴クラブの立沢なクラブ旗を頂戴致し誠に心温まる御友

情にひたすら感激致して屠ります。

この様に海を隔てたロータリーアン同志の交友が時ならずして斯くも広く大きく且つ深

く友愛同慶の輪となって拡まることは今更乍らロータリーの偉大さに感銘を新たにすると

共にこれを通じて政市総統閣下の大恩義に報いる一環にもなることと深く心に銘じまして

今後益々その盟約の日的たる日華両国の親睦と相互理解を促進し世界の平和とロータリー

精神の増進に寄与すべく決意するものであります。

終りに重なる御友情に深甚の感謝を申し上ぐると共に貴国並びに貴社の益々の御発展と

各位の御健勝と御多幸を御祈り致しまして挨拶と致します。

■市長代理歓迎の挨拶 市長代理　斎藤第六　助役

本日鶴岡ロータリークラブの姉妹クラブとして日頃親しく御交誼を頂いております親愛

なる台車港区ロータリークラブ紀団長さん以下会員、御夫人並びに関係者の方々をお迎え

することができましたことは、当鶴岡市にとって無上の光栄であり、10万市民を代表して

心から歓迎申し上げる次第でございます。

当地方は東京からも遠く離れ、交通も又不便な状況にありますが、旅のつかれもおいと

いなく遠路造々お出で下さいました御厚情に対し心から敬意と感謝の意を表するものでご



ざいます。

元来、中華民国と日本とは永い歴史の中で密接不可分の関係を続けて参りましたことは

今更申し上げるまでもないところでございますが複雑な国際精勢を反映して、現在我が国

と中華民国との国交が閉ざされておりますことは、絢に残念でなりません。然し両国の国

民感情としては外交とか政治情勢がどうであろうとも、永い歴史の中で培かわれた親善友

好の絆は一朝一夕にして切れるものではないと信じて疑いません。多くの口本国民は、そ

して又鶴岡市民は隣り因としての中華民国並びに国民の皆様に対し心からなる敬愛の念を

抱いております。

当鶴岡市にも戦前台湾と呼んでおりました当時、御地で生活した経験者が相当おります

し、反面中華民国御侶勇′の方で当地に永住しておられる方も相当おられ、一般市民と何等

変ることなく善良な市民として安楽な生活を送って頂いております。

どうぞこの度の御来鶴を契機として両ロータリークラブの親交が一一層深まり、両国の親

善友好に大きな役割を果たされることを期待してやみません。

最後に紀団長さん始め皆々様の御健康と長途の御旅行志がなく所期の目的を達成され、

無事にお帰りになられます様祈念して歓迎の御挨拶とさせて頂きます。

昭和52年5月21日

鶴岡市長　白　　井　　重　　麿

1歓迎の挨拶 庄内分区代群　桜井瑠男君

台車港区のロータリアンの皆さん、御家族の皆さんようこそ鶴岡に御いで下さいまし

た。庄内に9つのクラブがありますが我々は心から歓迎申し上げます。本日は各クラブか

ら会長・幹事さんが代表して出席しています。

貴クラブと鶴岡クラブは昭和50年3月姉妹クラブになられて、両クラブの理解を深め平

和の為に尽すことを誓いあっていますが、私が中華民国の皆様方に御礼を申し上げたいの

は日本が敗戦の時に蒋総統閣下が日本を分割しないでそのまま残して下さったことです0

若しあの時南北に450で分割されていたら本日の姿はなかったものと思います。

庄内地区は稲作を中心とする農業地帯で果樹も少々ありますが他に先程休息された湯之

浜温泉や善宝寺、羽黒山等をひかえている観光地でもあります。どうぞ明日も庄内の各地

を御覧になって何等かの御参考になれば幸いです。

■紀団長さんの挨拶

鶴岡R．Cの皆さん又、本日御来庸下さいました先輩の方々、今日は我々の為にかくも

盛大な例会と歓迎会をしていただいて感謝、感激に堪えません〇

台中港区クラブと貴クラブとが姉妹クラブになって2年になりますが、これ迄あまり括



発な交流がなかったようですので、私が第6代の会長に就任した時に2つのスローガンを

かかげ会員に協力を願いました。その1つが私の任期中に姉妹クラブ訪問団を結成して鶴

岡を訪問することでしたが、本日それが実現出来て非常に嬉しく存じています。

先程鶴岡R・C会長様、鶴岡市長代理斎藤助役様及び桜井分区代理様から丁重な御挨拶

をいただきました。まったく感激して涙が出る想いがいたします。貴国の人達が未だに酵

総統閣下に対する敬意を忘れないでいて下さいました事は誠に光栄で御座います。

台湾と御国は歴史的に見ても地理的に見ても最も親しい間柄でなければなりません。不

幸にして正式の国交関係は断たれましたが、我々はロー－クリーの友愛の精神をもってこれ

を補ぎなって行きたいと思います。どうぞ今後共よろしく御つきあい下さいます様御願い

いたします。

私事を申し上げて恐縮ですが、私は昭和18年3月から、終戦後復員する迄スマトラの第

16守備隊に軍属として勤務していました。その第16守備隊の兵隊さんの大部分は山形県と

新潟県の方々でしたので懐しさで一杯で外国に来た様な感じがありません。1週間程前ソ

ウルにいましたがその時は言葉が通じなくて大変困りました。鶴岡は故郷に帰って来た様

な感じがします、皆様どうぞ今後親しく御つき合い下さる様御願い申し上げます。

■歓迎の挨拶 歓迎実行委員長　上野三郎君

台中港区R・Cの紀会長はじめ会員の皆さん、そして奥様方並びに関係者の皆さん、は

るばる遠いところをようこそおいで下さいました。心から歓迎申し上げます。

皆様の当地ご来訪について第1信を頂いたのは当地にまだ雪が残っていた3月はじめ頃

かと思います。当クラブではクラブあげて歓迎申し上げるよう歓迎実行委員会を組織し、

今日と明日のために準備を進めて参りました。1975年（昭和50年）3月8日われわれ両ク

ラブが姉妹クラブの盟約を締結する以前から両クラブの間では、会員が相手クラブを訪問

する機会がたびたびありました。しかし今回のように20名余の大勢の方々の、しかも御夫

人ご同伴でのご来訪は姶めてのことであります。

皆様の当地ご滞在は25時間に満たない短い時間でありますが、われわれ実行委員会とし

ては一つにはこの短い時間にあまり多くの行事を盛り込んで長い旅路にお疲れが出ないよ

う、2つには、絶好のこの機会に両クラブ会員が相互理解と親睦を一層深め、又好意と友

情の輪を拡げるため、効果的な交歓が出来るように精一杯の配慮をしながらプログラムを

作りました。このような考えから、この席には当庄内分区内8クラブの皆さんにもご同席

頂いております。

われわれはお互い風俗、慣習を異にしており、或は皆様の意に満たないところも多々あ

るかと思いますが、何卒、同じロータリアンの故をもってお許し願いたいと存じます。

当地は今風薫る最も快い季節であります。この庄内、鶴岡の自然の中で、お互い心ゆく

まで交歓し当地ご滞在の25時間が50時間以上のものであるように祈念し、′歓迎の挨拶とい

たします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手、J

）



＜台中港区R・C姉妹社友御来訪歓迎7ログラム＞

歓　迎　会　　P．M6：00～8：OD

閉　塞　の　言　葉

歓　迎　の　言　葉

乾　　　　　　　杯

祝　　　　　　　宴

交　換　　スピーチ　　歌

挨　　　　　　　拶

閉　会　の　言　葉

司会丹下誠四郎親睦委員

月　下　誠四郎君

上野三郎実行委員長

紀　坤　棟　団　長

高橋良士国際奉仕委員長

｝分区内R・C招待者御芳名

会　　長　　　　幹　　事　　　国際奉仕委員長

遊　佐　R．C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帯谷修一君

八　幡　R．C　　伊藤祐次君　　　　　　　　　　　小野甚二郎君

酒　田　R．C　　　　　　　　　　　　北川武雄君　　瀬川　　活君

酒田束R．C　　佐々木勇助君　　熱海静夫君　　深沢重夫君

余　日　R．C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真田礼蔵君

立　川　R．C　　　保科幸三君　　風間借覧君　　菅谷吾郎君

鶴岡西R．C　　大川俊一君　　阿部光男君　　桜井　清君

温　海　R．C　　田宮長二君　　本間　毅君　　佐藤五右工門君



鶴岡駅頭に於ける歓迎風景

バ　ナ　ー　交　換

歓迎会会場にて

会　長　挨　拶

事務局員記念品交換

歓迎会会場にて



交換学生タイアンの日本舞踊　　　　　　　歓迎会場より湯野浜へ
－本日のハイライト－　　　　　ー会長、ダイアンの熱烈なる握手－

一朝　　光一

羽黒会館にて昼食
冊山菜料理－

ー勧　　光一

羽黒山にて山伏の説明を聞く

サヨウナラ台中港区のみなさん
－余目駅にて－



1新入会員佐藤元伸君の紹介　　　　　　　　　佐　藤　　衛　君

新入会員入会のセレモニーを姉妹クラブであります台中港区R．Cの御友達の皆さんを

御迎えし、皆さんに御紹介できます事を非常に光栄に存じます。

私昭和20年に鶴岡工業建築科に入学しましたが、当時クラス50人のうち、なんと佐藤の

姓を名乗る者が目名も居りました。私共鶴岡R・Cも例外ではなく、70名の会員中佐藤伊

和治大先輩以下7名の会員の方が居ります。佐藤姓の会員ばかり多くまざらわしいようで

大変失礼ですが新入会員の佐藤元伸君を御紹介致します。

彼は昭和14年生れの37才です。昭和33年山形工業高校機械科を卒業後、お父さんの会社

であります荘和設備に入社、現在は取締役として会社全体を切り廻して居ります。

荘和設備さんは精三会館の隣りにあり、水道工事、暖冷房工事等の会社でR．Cの職業

分類は空調工事と云う事で皆さんの御仲間入りをさせて頂きます。

御家族は御両親と本人夫婦、それに10才の娘さんを頭に一姫三太郎の子だくざんでもあ

ります。趣味は麻雀と将棋でどちらも非常に強いようです。

私共鶴岡クラブの中では一番若い会員になると思いますので先輩各位におかれましては

色々の奉仕活動を通じまして彼が立派な職業人として、又立派なロータリアンになります

様御力添えをお願いし御紹介を終ります。

1出席報告

会　員　数

出　席　数

出　席　率

前回出席率

修正出席数

確定出席率

誓lて；周密至芸墨色芸警慰讃箋≡君、小池君
嶺岸君、三浦君、角田君、佐藤（衛）君、手塚君、薮田嘉

一鶴岡西R．C95・71矧クプ
ヽ＿／

本
日
の
出
席



CLUB BULLETrN
創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

田　　　植

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12；30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235¢う5775

Se川ice．lbelievein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第908号　　1977．5．24（火）（晴）　No．42

本　日　の　プ　ログラム

仁　点　　　鐘

2．ロータリーソング（我等の生業）

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．ゲストスピーチ～外西寿彦先生～ロト一夕リーと五ツ児
～ダイアソ～京都旅行と近況についての報告

7．委員会報告

⑳スマイル～竹やホテル竣工　設計監理　新穂光一郎君

荘内銀行西支店竣工　設計監理　佐藤　昇君
施工　鶴岡建設K・K富樫良書君

鶴岡税務署管内高額所得者
⑫台中港区R・C来訪団についての報告～上野三郎実行委員長

⑳鶴岡盲学校水族館見学に対しての協力のお願い
～三井賢二社会奉仕委員長

8．出席報告

郎
亮

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



』ゲスト・ビジター紹介

後藤勇君一酒田R・C　田宮長二君一温海R．C

佐藤拡君、小林忠康君一鶴岡西R・C

■会長報告

①　先般台中港区R・Cの来訪に際しましては、当クラブの姉妹クラブとして会員の皆さん

の心からなる歓迎例会並びにレセプションによりまして一層友交を挺めることが出来、当

クラブは勿論近隣各クラブの国際奉仕活動の一環として誠に意義探く、短かい時間ではあ

りましたが感激を新たにするものがありました。御蔭様にて翌日は晴天の風薫る中を所定

の観光コースを案内致し、3時過ぎに仙台方面に出発されました。紀団長以下あの熱意を

御汲み取り戴きよして一段と盟約の実を挙げて参りたいと考えるものであります。

尚、今回の歓迎準備万端につきましては上野委員長さん初め準備委員の皆さん並びに会

員の皆さんの御協力に厚く御礼申し上げます。

②　本日は当クラブ姉妹クラブであります鹿児島西ロータリークラブ盟友の外西先生の御来

訪を戴いて居ります。去る3月に当クラブ斎藤団長外10名の会員が姉妹クラブ盟約10周年

を記念致しまして表敬訪問の節には大変なる御歓待に預り、感激に堪えない次第で御座い

ます。

先生は己に皆さん御存じの方も多いかとも思われますが有名な鹿児島医大の五ツ子誕生

プロジェクトチームのチーフで御座います。後程お話しを御願い致すことにしておりま

す。

■幹事報告

例会変更。山形西R・C～5月30日を5月29日　P．M12；30

山辺町自然休養村　国虫沼湖畔荘
0山形北R・C～5月26日を5月29日　A・Mll：30　西蔵王高原荘

ガバナーノミニー事務所開設案内

1977～78年度の253地区ガバナーーノミニー事務所

いわき市平字白銀町1－1　不二星ビル3F

TEL O246－2311314

公式訪問日程～8月23日（火）－鶴岡R．C

創立記念式典の際～ガバナー、P・ガバナーにお祝金を包むことを廃止する～平松G通達

会報到着～藤沢、江戸川各R．C

台中経区R・Cより会員への記念品配布。

台中港区R・C訪問団の皆さんからスマイル24万円をいただきました。

委員長～活動葦苦言の提出期限～6月10日　事務局迄お掛、します。クラブ協議会6月14

日迄に整理を完了したい。



｝ゲストスピーチ

＜五つ子とロータリー＞

鹿児島西R・C会員
鹿児島市立病院産婦人科部長・医博

外西寿彦氏

先般は斎藤団長さん以下13名の方々が私共のクラブをお訪ね下さいました節はなんのお

もてなしも出来ず、かえってお土産の雪に耐えて梅花うるわしの書が入っている風呂敷を

いただき会員一同大変感銘を受けました。此の度私が貴クラブを訪問する予定を話しまし

たらどうぞよろしくお伝えしてくれとの事でした。

私のクラブでは鶴岡の事を知らないと余り大きな顔をされません。一度チャンスを得て

鶴岡を訪問したいと思っていました此の度秋田で学会がありましたので実は今日迄学会が

あったのですが一日さぼって本日御邪魔した次第です。

来てよかったと思ったのは秋田から庄内に入りますと素晴らしい水田、周囲の立派な山

々等、この様な土地は日本には数少なくなったのではないでしェうか。午前中安藤さんの

御案内で市内を見学しましたが庄内に於ける酒井侯の数々の施設や遺徳に涯く感銘しまし

た。

鹿児島では、南洲が明治10年城山で倒れてから100年になるので之九を記念していろい

ろな行事が計画されていますが、本当の意味で南洲翁をしのんだり語る人が少なくなって

いますので先般鶴岡の方々から荘内と南洲先生の様々のお話をきいて地元の我々は恥ずか

しい気がしました。亡くなってから100年後の今日迄尊敬を受けると云う事は南洲先生が

どんな逆境にあっても負けずに人間を磨き潔′・1こきな人格者であったからだと思います。

五ツ子に関しては昨年ロッキードの暗いニュースに対して新聞や雑誌・テレビで明るい

ニュースとしてくわしく報導されましたので充分御承知の事と思います。子供達は1年4

ケ月になりますがそろって元気です。

ここで特に申し上げたいのは、五ツ子とロータリアンのことでロータリーの友5月号に

も出ていますが鹿児島は貧乏な県で所得も低く、離島とか僻地が多くそれに伴なって医療

事情も非常に悪いところですので妊婦や赤ちゃんの死亡率が日本で一番高い県です。つま

り医療での後進県ですので私は前から母子保健について心配していましたが幸い5年前池

の上と云う優秀な学生が卒業して私のところに入りました。彼は英語にも勝れ外国留学生

の試験にも合格し、ロータリー財団の大学院課程の試験も大変良い成績で考え方も立派だ

ったので1973年奨学学生として南カリフォルニア大学で1年間勉強し、更に米国の大学の

予算をいただいて1年間勉強させてもらいました。
一昨年10月帰国しましたが彼が勉強して来たのは現在日本には心身障害児が60万人位い

るといわれていますが、この人達は家庭にとっても社会でも大きな負担になっていますが

その原因の何％かは分娩時のトラブルに起因していると云われます。ロスアンゼルスでは

ここ10年間位で分娩時の母子監理を充分にやる様になった為に心身障害児は半分位に減少

した実績があります。この様な事を彼は米国で勉強して来たのです。

12月15日に東京からNHKの山下さんの奥さん山下紀子さんがお産を郷里でする為に鹿

児島に帰って来たのが私と五ツ子の出会いでした。東京に屠るときに五ツ子と云う事がわ



かっていれば東京には立派な施設の病院もある事だし、わざわざ鹿児島へは帰らなかった

でしょうし私と五ツ子の出会いはなかったでしょう。

紀子さんは8ケ月位のおなかで双子位のつもりで帰って釆ましたが、紀子さんのお母さ

んは島津家の出身の方で私が主治医をしていました関係で私が診察することになりまし

た。最初のレントゲン丹こ撮ったのは3つでしたので3人ですよと知らせましたが、あとで

良く調べたらピーももう1人いる様に見えるので1週間後に超音波だんそうでみたらはっ

きり4人がうつりましたので、山下さん気の毒ですけれ共4人ですよと申し上げたらNH

Kのアパートは2室だから困りましたね、と云っていました。

正月に入院して貰いましたがその時もう一度撮影しましたら今度は5人うつっていまし

たので本人には申しませんでしたが病院では大騒ぎになり文献等を調べたりしましたが、

日本では五ツ子の記録もなく、生れても丈夫に育つ自信もありませんでした。出来るだけ

長く母体に入れておく事が大事だろうと云う結論になりました。

正月に御主人も鹿児島に来られましたので五ツ子だと言ったら1週間毎に1人づつ多く

なると大変驚ろかれて、その時山下氏は自分が報道関係の仕事に従事していながらこんな

事を云うのは変だけれ共、新聞社や雑誌社の記者から騒がれると困るので内密にしてほし

いと云われたので病院内では絨口令を敷きました。入院患者の秘密を守る為にこれは最後

迄完全に行なわれました。

1月31日土曜日に生まれましたが、10名の医師と8名の看護婦でプロジェクトチームを

作っていたのですが、戦時中の防火訓練の時にやったバケツリレー式につぎつぎに元気な

赤ちゃんが順調に誕生して5人の子供が生れるのにわずか9分間ですみました。私は翌日

の日曜日はゴルフに行っていましたが、多勢の記者に囲まれ乍らゴルフをやっていると、

田中前総理が記者団を引きつれてゴルフをやってた事等を思い誠に良い気分でした。

病院の方には70名もの記者団が押しかけて来ているので医療の方は若い医師達にまかせ

て私は次の日からマスコミ対策で10時と4時に記者会見をして状況を説明するスポークス

マンになりました。

お七夜の命名が近づくと病院の郵便物の3分の1位が子供達の名前を書いてよこしたも

ので、なかには明治の元勲達の名前等もありました。赤ちゃん達の名前は山下君が以前御

世話になった事がある清水寺の大西管長さんが観音経のなかから命名されたものです。

ロータリー財団から派遣された若い医師が直接地域の医療に大きな貢献をした訳ですが

私達はこのあとのポスト五ツ子が大事だと思っています。

今鹿児島では周産期医療センターを建設する為に約12億の予算で計画を進めています。

おそらく全国で初めての施設でしょう。五ツ子の誕生によって地域にこの様な足跡を残す

ことになりますし、又、東京の病院でなく医療事情の貧弱な鹿児島で今回の誕生が成功し

た事は全国の医療に携わる人達に刺軟を与えたものと思います。

昨年私は五ツ子君と云う本を出しました。すでに1万部が売れて印税が50万円入りまし

たのでこのお金は5ツ子君の養育費に寄贈しています。ロータリーの方々が本を買って下

さればその印税は子供達の養育費にいたしますのでよろしく御協力願います。



＜きょ－と　りょこうのおはなし＞　　　　　　　　　　　　　ダイ　アンさん

こんにちわ、せんしゅうのどようびにわたしにおどりをおどらせてくださいまして、あ

りがとうございました。わたしも、たいわんからのおきゃくさまを、おむかえできて、た

いへんうれしくおもいました。あのとき、おどりをすこしまちがえてごめんなさい。

でもわたしはもっともっとべんきょうします。せんしゅう、わたしは、きょうとにあお

いまつりをみにいきました。わたしは、みついせんせいのおじょうさんのみちこさんのう

ちに、ようかかんとまりました。わたしは、とてもたのしいひをすごしてまいりました。

おはなしによりますとバーバラさんもこのあおいまつりを、いしぐろせんせいのおくさ

んといっしょに、みたそうです。このようなみなさんのおせわにこころからかんしゃいた

します。わたしは、つるおかの、のうがくぶでべんきょうしているケリーさんのおくさん

ときよみずでら、にじょうじょう、だいとくじ、などをけんがくしました。いちにち、わ

たしはひとりでならいにいきました。

わたしは、にはんごのべんきょうだけでなくひとりで、たびをすることに、もっときょ

うみをもっています。じかんのたつのほ、ほやいものですね、わたしのにはんたいざいは

もうごじゅうにちぐらいになりました。まだまだわたしは、べんきょうしなければなりま

せん。

わたしに、いろいろおしえてくださいましてほんとうにありがとうございました。これ

からもわたしにおしえてください。どうもありがとうございました。

■委員会報告

＜台中港区R．C来訪団の報告と御礼＞

台中港区R・C来訪団歓迎実行委員長上野三郎君

台中港区R・C来訪団一行の皆さんは、5月22日（日）月山、鳥払いが裾野まで眺められ

る文字通り五月晴れのなか善宝寺、致道博物館、致道館、羽黒山そして玉川寺を見学、観

賞し、午後3時46分の列車で余目駅から全員元気で出発されました。松島、鬼怒川から本

日は東京に滞在している筈で、5月27日羽田を発たれる予定です。

実行委員の皆さんはじめ会員の皆さんにはいろいろとご協力頂き、委員長として厚く御

礼申し上げます。

＜鶴岡盲学校小学部招待遠足について＞

鶴岡ロータリークラブ殿

今年も遠足シーズンに入り、水族館も連日子供達の声で溢れております。

鶴岡旨学校の招待遠足も今年で7回目を迎えようとしておりますが、昨年は余目の石井

梅造宅を訪ね、全盲の方が造ったとは思えない素暗しい作品の数々を見学し、子供達に強

い印象を与えました。

本年は下記のコースで計画しておりますが、社会科に出てくる「山の人の暮し」を自分

の目で見せたいとの先生方の希望により、このようなコースとなりました。又、例年の通



り阿部先生より海や魚に関したお話をしていただく予定になっております。

日　　時　　　5月30日

参加者　　　37名

コ　ース　　盲学校　9時→田川→菅野代　9時30分～9時50分（小学校にて小休

止）五十川→国道7号→由良→油戸→加茂水族館11時～14時20分－，

（館内見学、魚の手づかみ、阿部先生のお話、昼食、記念撮映、水産

種苗センター見学、磯遊び）→盲学校15時

費用6万円の内4万円をお願いいただければありがたいと思います。宜しくお掛、申し

上げます。

万円也

30，DO0円

37人×300円11，000円

37人×150円　5，550円

4サツ10，490円

2，960円

60，000円

ロータリークラブの会員の皆様の御参加をお待ちいたしています。

昭和52年5月18日

庄内浜加茂水族館々長

村　　　上　　　龍　　　男

■出席報告

阿部（公）君、飯自君、玉城君、風間君、森田君、板垣（広）

君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、笹原君、津田君、手塚君、

薮田君、諸橋君

修正出席数

笹原君一仙台R・C　飯自君一立川R・C　早坂（源）君一温
海R・C　皆川君、半田君、板垣（俊）君、玉城君、風間君
高橋（耕）君、三井（賢）君、角田君、中野（重）君、小野寺君
佐藤（忠）君、鷲田君、横山君、高橋（正）君、富樫君、金沢
君一鶴岡西R・C

＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿叉は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん．く／委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、叢告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。

・写真は打撲この買係上なるべく白黒でお節いします。
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◎。必打
CLUB BULLETIN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

田　　　植

例会場　鶴岡市属場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12；30－1！30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

Se川ice・lbeHevein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信幸する。

第909号　　1977．5．31（火）（晴）　No．43

本　日　の　プ　ロ　グラム

1．点　　　鐘

2．　ロータリーソング

3・ゲスト・ビジタト紹介

4．会長報告

5・幹事報告

6・台車濯区R．C来訪団の感想についての報告

7．委員会報告

8・特別スピーチ～箕面と東北旅行～大阪箕面R・C　家田茂樹氏

8．出席報告

郎
亮

‥弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



』ゲスト・ビジター紹介

家田茂樹君一大阪箕面R・C

上野十九治君、羽根田正吉君、石寺龍象君、加藤広君一鶴岡西R・C

阿部隆君一温海R・C

■会長報告

①　昨30日には例年の通りクラブ青少年奉仕活動の一環として盲学校生徒（小学部）を加茂

水族館に案内致しました。後程三井青少年委員長さんより御報告を御願い致します。

③　6月9日は当クラブの創立記念日で御座いますので次回の例会7日（6月の第一例会）

には記念日としてのプログラムを考えて居ります。

③　先般来訪されました鹿児島の外西寿彦氏より御礼状が届いています。

■幹事報告

。例会変更～立川R・C　6月15日の例会場～狩川上幅　見竜寺

0会報到着～酒田東R・C

。年次大会案内～D－256（前橋R・Cスポンサー）

9月30日～10月2日～於群馬県民会館　登録料＠8，000円

。G・S・E負担金　＠1，500円

台中港区R・C歓迎負担金＠1，000円を至急　事務局にお納付下さい。

。活動報告書の捷出期日～6月10日

■台中港区R・C来訪団の来鶴感想 中　江　幹　事

先日来訪された台中港区R・Cの方々は5月27日東京をたちましたが、東京で出発前に

来訪メンバーの数人と会合するチャソスがありました。鶴岡での歓迎には大変感謝してい

ました。

我々は台湾の田甫の中から牛をつれて行々たのに鶴岡の方々は我々に美しいお妹さんを

贈ってくれました（お土産交換のこと）誠に申し訳ない様な気がすると云っていました。

その時に小梅クラブでの歓迎の模様を聞きました。小桶クラブでは東京からT．Ⅴ局員を

＼ヽ－■ノ



動員したり種々のアトラクションを準備して大変豪華であったらしいですが、鶴岡での歓

迎会程感激軌、ものはなかった、と喜んでいましたし、あんなに心のこもった歓迎を受け

てこの次ぎ我々はどんな風に鶴岡の人達を迎えたら良いのか今から頭が痛いとも云ってい

ました。

今回の旅行では1人平均150万円位使ったそうで最高は300万円と云う人もいました。真

珠を80万円位買った人もいた様です。無事に帰郷された管ですが鶴岡の人達にくれくuれも

よろしくとの事でした。

■委員会報告

鶴岡盲学校生徒と同行して　　　　　　　　　　　　阿　部　　豪　君

昨日青少年活動委員会の事業として鶴岡盲学校の生徒を加茂の水族館へ招待しました。

午前8時50分学校を出て田川を経由菅ノ代小学校で休憩、戸沢、山五十川から海岸に出

て加茂水族館へのコースでした。魚等を見せていただいて昼食時にはロータリーからの拠

金で御菓子等も出てその後で私が少しばかりお話しをしました．

「地震となまず」の話です。なまずを詳細に観察していると80％以上地震を予知するこ

とが出来ると話したら、子供達は大変びっくりしていました。あわびやえびの養殖を見た

り磯遊びをしたりして午後3時に学校に戻りました。

目の不自由な子供達が喜んで魚等を見ている姿は私個人の考えですが、矢張り子供達は

健康が第一で頭の良しあし等はあまり問題でないと思いました。子供達は大変よろこんで

くれましたし水族館長さんや学校の先生方からロータリークラブの皆さんによろしくとの

事でした。

｛特別スピーチ

箕面と東北旅行　　　　　　　　箕面R・C産婦人科医　森田茂樹氏

箕面R・Cは創立8年、会員数43名の小じんまりしたクラブです。万博会場から車で約

15分、大阪の北部です。

例会は数少ないと思いますが午後6時半から7時半迄です。自画自讃する様ですが大阪

杢港から車で10分、新大阪駅から車で20分と云う非常に便利な処です。

都蝶々さんが大阪市内に住んでたのですが、T・Ⅴや仕事の関係上交通の優が良いと云



う訳で箕面に転居した例もあります。私は阪大当時当地の丸谷八郎先生の後輩で大変孤世

話になりましたが、東北の地を知らなかったのでこの度今頃が一番好季節だからとの事で

来鶴しました。

私は出身が京都ですが家内は山形県で勿論恋愛結婚でした。御当地に来てこんな事を云

うと叱られるかも知りませんが古くから美人は秋田・新形・金沢・京都と不思議と一つづ

つ県を飛んでいるので山形美人とは聞いた事がないと家内に云ってたのですが、御当地で

は美人も沢山拝見しましたし、職業柄仲々旅行することが出来なかったのですが、結婚後

20数年振りで東北に来る事が出来ました。

好天に恵まれ丸谷先生初め鶴岡の皆さん方の御親切に援する事が出来て非常に幸せに思

っています。どうも有難う御座いました。

｝出席報告

前回出席率181・69％lメア
飯自君1長岡R．C

器に還し：ニj≡芸芸：慧冨書芸品（友）乱手掛鶴岡西R・。

前
回
の
出
席



◎。必打
CLUB BULLETJN

創立534・6・9　承認S34．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

登　　　山

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12；30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235¢う5775

会　長　　鈴　木　弥　一　郎

幹　事　　中　　　江　　　　亮

SerYice・日蝕翫肌＝n Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第910号　　1977・6．7（火）（暗）　　No．44

本　日　の　プ　ログラム

1・点　　　鐘

2・ロータリーソング　君が代

3・ゲスト・ビジター紹介

4・感謝状、記念品贈呈（鶴岡工業高校及び阿部清三先生）

5・表彰状、記念品贈呈（西海紙器店　佐藤菊雄氏）

6・愛状老挨拶

7・会員、奥様誕生祝

8・年間皆出席会員表彰

9．会長報告

10．幹事報告

日・台中港区R・C来訪収支決算報告

12・第18回クラブ創立記念日特別スピーチ～安藤定助君

13・スマイル～西海正一君（会社工場長佐藤菊雄君表彰に感謝して）

14．出席報告



｝ゲスト・ビジター紹介

菅原鉄三郎君、本間留芳君、今野義介君、佐藤五右工門君、佐々木暢美君、三浦徳一君
一温海R．C

桜井瑞男君一鶴岡西R．C

｝受状者挨拶　　　　　西海紙器盾淀川段ボール工場工場長　佐藤菊雄氏

本日、鶴岡ロータリークラブ創立18周年記念日に当りまして皆々様よりの深い御理解と

御推選によりましてお招きをいただきまして喜んで出席させていただきました。この盛大
な式典の中で名誉ある表彰を受けさせていただき身に余る光栄であります。御出席なされ

ました鶴岡ローークリークラブの皆々様に厚く御礼申し上げます。

思えば入社以来20数年問西海紙器店社長を始め御家族御一同様の心暖まる洗い御理解と

御指導並びに御援助と社員一同の御協力があれはこそと心から深く感謝申し上げます。
本日のこの名誉ある受賞の喜びを終生忘れることなく尚一層努力致す所存でございま

す。誠にありがとうございました。

甚だ簡単ではございますが御礼のことばとさせていただきます。

昭和52年6月7日

■会員奥様誕生視

＜会員誕生＞

阿部裏君、張紹淵君、石黒慶之助君、上林一郎君、小野寺清君、高橋艮士君、角田博君

＜奥様誕生＞

安藤美智子様、金沢弘子様、角田千鶴子様

■年間皆出席会員表彰

＜年間皆出席＞
14年間皆出席　　早坂源四郎君

8年間皆出席　　手塚林治君
6年間皆出席　　佐藤順治君
6年間皆出席　　市川輝雄君
1年間皆出席　　横山　　昇君、丹下誠四郎君

く5月150％出席＞　1名

小野寺君

＜5月125％出席＞　6名

阿部（嚢）君、安藤君、黒谷君、高橋（耕）君、中江君、横山若

く5月100％出席＞　53名

皆川君、張君、早坂（源）君、早坂（徳）君、半田君、飯自君、石井君、石黒君、五十嵐

（三）君、石川君、板垣（俊）君、玉城君、上林君、風間君、小池君、小松君、嶺岸君、三井
（賢）君、三井（徹）君、三井（健）君、森田君、角田君、中野（垂）君、中野（清）君、西海君、

斎藤（得）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、鷲田君、

笹原君、新穂君、内山君、菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高橋（正）君、高橋（良）君、丹
下君、迎田君、谷口君、手塚、富樫君、上野君、菅原君、山口君、中村君、薮田君、吉野

君、金沢君、市川君



■会長報告

①　R．Ⅰより本日当クラブのロータリー財団2，400％達成の証書が参りました。会員の皆さ

んの御協力誠に有り難とう御座いました。厚く御礼申し上げます。

②　来る14日の日には年度最後のクラブ協議会を新、旧委員長合同で開催致したいと思いま
す。例会終了後午後2時よりマイクロノべスにて酒田市の中国飯店にて開催致します。委員

長さん欠席の場合は必ず代りの方を出席させて戴きます。又各委員会の行事遂行がありま
したら今月中に実行して下さい。

③　6月9日は当鶴岡ロータリークラブの第18回の創立記念日で御座います。従いまして本

日の例会に於てその記念プログラムを実施致します。

当クラブの初代会長で御座いました小花盛雄先生が昨年の9月に逝去されました事はか
えすがえすも残念な事でありまして御遺徳を偲び更めて御冥福を御祈り致します。本日は

初代幹事を務められクラブのチャーターメンバーであります安藤さんに記念スピーチを御

願い致して居ります。

次に記念行事の一環と致しまして本年は御承知の通りR・Ⅰ会長のメッセージに示され

た如く、職業奉仕を大きい目標として参りましたので、クラブとしては初めてと思います

が優良従業員の表彰を行います。

表彰者は当クラブ西海会員の従業員でありまして身体障害の方で佐藤菊雄さんでありま

すがし身昼型杢旦虫を垂嬰して稀与見ろ榎範的な方で鼻旦L一方社会福祉の活動面から見｝ましても立派な人材であると思います。勿論御主人であられる西海君の御熱意と御指導に

は襟甚の敬意を表するものであります。

次に当クラブに於て長年に亘り歴代交換学生の母校としてその受入に就きまして率先し
て御協力を戴き勉学、育成、指導に並々ならぬ御尽力を戴いて居ります鶴岡工業高校さん

並びに交換学生の指導教官として多年に亘り慈父の如き御指導を賜りました阿部清三先生
の御功績は、国際奉仕活動の一環として誠に大きく感謝に堪えない次第で御座います。

尚、当クラブの菅原辰吉先生の絶大なる御尽力、御教導に就きましてはこれ又万腔の敬
意と感謝を捧げる次第で御座います。
本日の記念日に当り会員の皆さんと共に後程感謝状、並びに表彰状を御送り致したいと

思います。

翳幹事報告

ひ例会変更　山形北R・C～6月30日の例会は

新、旧役員の歓送迎会のため　P・M5‥30　亀松閣

山形R．C～6月15日　P・M12＝30　山形女子短大

酒田東R．C～6月9日の例会は8％映写会のためP・M6‥00　妙法寺

立川R．C～6月15日の例会は職場訪問のため　狩川上幡見諾寺

酒田R．C～6月29日の例会は

交換学生送別会と懇親会のため　P・M2；00　湯田川　甚内旅館
0会報到着～東京R・C、遊佐R・C

oローターアクトクラブ結成案内～福島県梁川R・C　スポンサー　梁川R・A・C

oオーストラリヤ派遣交換学生小池志保さんの近況報告

0台中港区R．C紀会長からの礼状披露

06月14日のクラブ協議会の出席案内　活動報告書提出6月10日迄

01王．Ⅰ会長ターゲット披露（77～78年度）

SERVE TO UNI TE MANKI ND

全人類を結びつけるため奉仕せよ



■台中港区R・C来訪収支決算報告　　　歓迎実行委員長　上野三郎君

収入の部
会　　　費　136，000円　　＠4，000×34名

ク　　　　　70，000円　　＠7，000×10組

ク　　　　　28，000円　　＠4，000×7名　ビジター

ク　　　　　85，000円　　お祝　招待者19名

会員負担金　　71，000円　　＠1，000×71名

クラブ助成　　　45，500円　　会場費＠650×70名

ク　　　　142，300円　　クラブ助成

合　計　　　577，800円

支出の部

合　計

6，000円　　看板代（歓迎会場）

335，750円　　エルサン　料理代

45，000円　　物産館　お土産代＠1，000×45

4，000円　　贈呈用花束＠2，000×2

7，500円　　早坂食品（イチゴ）

52，950円　　羽黒関係（昼食代、他）

2，000円　　ラッケル＠1，000×2

（花束贈呈の2人のお子さんへ菓子）
36，000円　　中国飯店（追加料理代）

53，600円　　笹原商店（のみもの代）

30，000円　　富士印刷（プログラム印刷代）

2，400円　　白布　＠80×30枚（クリーニング代）

5，600円　　物産館（お土産の追加）

577，800円

■第18回鶴岡R・C創立記念日創立を想う　　初代幹事　安藤定助君

1・鶴岡R・Cの創立

山形県に初めてR・Cの出来たのは昭和25年、山形R・Cであります。その7年後の昭和
32年に至って、当時山形R・Cの会長であった安斎徹君（山大教授、地質学者、蔵王の名

付親）が県内のR・C拡大に情熱を注がれたのを契機として、昭和32年～35年間に米沢、

上山、山形西、天童、村山と続々、5R・Cが創立され、県内第7番目のR．Cとして山形
R・C並びに山形西R・C共同スポンサーのもとに、安斎　徹君を特別代表とし、東北、北

海道を一地区とする第350区伊部政次郎ガバナー（札幌）統轄のもとに昭和34年6月9日

（1959年）「ひさごや」に於て創立総会を挙げ創立に至ったのであります。

御承知の様にロータリー年度は7月1日に始まり6月30日に終るために、何とか年度内

に国際加盟の承認を坂り付けたいとの安斎特別代表並びに伊部ガバナーの非常な御努力で

全く例のない創立総会後僅か18日目の6月27日にシカゴのR・Ⅰ本部より国際ロータリー

加盟を承認され、立派に国際ロータリーの一員となったのであります。

創立総会に於ける創立会員即ちチャーターメンバーは次の21名でした。

阿部公一君、安藤足助君、長谷川文清君、広瀬健吉君、池内方平君、海東与歳君、
小花盛雄君、今野六郎君、丸谷茂雄君、金井国之助君、大野武雄君、佐藤貞吾君、

斎藤栄作君、荘司繁太郎君、田中正臣君、津田晋介君、板垣清治君、広瀬議決君、

河村秀一郎君、諏訪信一君、手塚林蔵君



又当時の役員は次の通りでした。

会長　小花盛雄君　副会長　今野六郎君　幹事　安藤足助君
クラブ奉仕　広瀬健吉君　社会奉仕　丸谷茂雄君　職業奉仕　荘司繁太郎君

国際奉仕　阿部公一君　　S・A・A　池内方平君　会計　田中正臣君
なお、当時のR・Ⅰの現況は次の通りでした。

加盟国114ヶ国　　加盟R・ClO，296　　会員　481，000名

2・鶴岡R・C誕生の難産と生みの親、育ての親

山形R・Cは創立7年後の昭和32年頃から県内にR・Cを拡大すべく、内陸各都市と共に

酒田、鶴岡両市にも地元有力者と親交のある会員が打揃って何回か推称を重ねたが仲々荘

内は難攻不落の地であった様です。そこで特別代表の安斎徹君は実業界の有力者を対照と
してほ無理と判断され、ロータリーは行動しなければならないし、取敢ず若い層で発足し

後は行動によって理解を求め乍ら拡大だと、拡大方針を立てられ教え子を対照に拡大を計
られ次々に成功され、第7番目のR・Cとして鶴岡の教え子、小花盛雄君を捉えられて説

得され、次に地域に明るく、若い当時の商工会議所副会頭の広瀬健吉君を入れられ、又小
生がその前年に山形商工会議所の前田専務の机の上にあったロータリーーの文献に興味をも
ち、いろいろ話を聞き、之をもらい受け、当商工会議議所の事務局長田中正臣君と「こん

なものを鶴岡にも何とか作りたいものだが研究しよう」と話し合っていたこともあったこ

とからこの両人も引入れられ、之に力を得られた安斎徹君の情熱は燃え盛り、一方こちら

は内容が判れば判る程「大変なものに手を出した」と引込みかけたが、安斎徹君の情熱に
ほだされ、遂に力を合せて満身創痍を覚悟で活動することを期し合い、現在のヤマリン本

店の場所にあった旧商工会議所の一角や小花君の御宅で会員拡大や創立準備が始まりまし
た。

扱て、会員も17～18名決定し、もうひと息となり、そろそろクラブの編成となったが、

そこで文一頓挫することになった。それは、誰を会長、役員にするかであった。当時の地

域の特性として、今は亡き佐藤政吉氏を始め「一流の人」と云うのがあって、ロータリー

の建前から、その人達がメンバーに入らなければ形が整わないし、又今後の発展にも協力

が得られないと云うことで大変な苦労をしましたが、之も最後は安斎徹君の勇断で上記の

編成となったわけです。この間には枚挙に暇のない苦心談や失敗談が数多く残されており
ます。

考えて見れば、現在こそ40代と云えはそうそうたる年代ですが18年前の当時会長48才、

幹事43才の4D代では、地域の先輩即ち「一流の人」から見れば若僧の「たわごと」に見え
たかも知れません。

斯くして何とか6月9日の創立総会にこぎつけ、その後は6月16日の第1回例会から無

我夢中の活動に入ったわけですが、ここに特筆して忘れ得ないことは、毎例会及びその他

の会合にも殆ど欠かすことなく、当時としては今より不便な山形から風雨、酷寒、炎暑を

厭わず安斎特別代表が毎回出席され例会は勿論、その前後に筆舌につくし難い懇切、徹底

したロータリーの理想から運営のすべてに乳飲児を育てる様に文字通り親身に優る御指導

を賜ったことであります。

先般の平松ガバナーの公式訪問の際「このR・Cは18年と云うクラブ経歴で、大分年輩

者も多いR・Cだが、それに反して若々しい広範な活動をし、顔ぶれも若い」と誉められ
ましたが、それと云うのも「三つ子の魂百までも」と云われる様に、当R．Cの現在ある

のは正に創立当時の生みの親、育ての親の安斎特別代表の御恩によるものと18回の創立記

念日にあたり会員皆様と共に、改めて感謝の意を表し、御冥福をお祈り申し上げたいと思
います。

3．ロータリー活動の想い出

（1）例　　会

第1回例会　6月16日



出席会員　21名車19名　90・4％

R．Cの間では名前を「君」づけで呼び合うこと。

欠席は前日10時までS・A・Aに申し出ること。

第2回例会　6月23日
スピーチ「クラブ活動あれこれ」安斎特別代表

第3回例会　6月30日
スピーチ「ロータリー創立のよろこび」松木市長

スポンサー　山形R・Cより点鐘贈られる。

回を重ねて第6回には

第6回例会　7月21日
スポンサー山形西R・Cよりロータリー旗贈られる。

漸くして会員を増強し乍ら活動も次第に活発となり自信をつけて参りました。

（2）会員拡大
7月7日　　金井勝助君、酒井忠明君入会
7月14日　　松木市長、今間壮太郎君、大竹博君入会

11月24日　　飯自祐倍君、鷲田克己君入会

12月1日　　佐藤寅之助君入会

12月24日　　鈴木善作君入会

1月19日　　早坂源四郎君、佐藤仁太郎君、佐藤昇君、五十嵐三郎君、小池繁治

君、菅原主純君、谷口晴敏君、三浦岩治郎君入会
この間諏訪信一君、酒井忠明君の退会あって17名の拡大、2名の退会で21名の創立会

員が年度末には36名の会員となった。

（3）会　　報

創立当初から会報はクラブの歴史であると共に、ロータリーを知り、親睦を洗める唯
一の機関紙であることを安斎特別代表に懇々とさとされ、創立当時から現在の様な充実

した会報をタイプのガリ版刷で発行しました。その印刷に当たられた須貝印刷さんには

献身的な協力をいただき、今の富士印刷さんと共に浮く敬意と感謝の意を表します。

t・11親　　睦

第1回家族会は10月6日、例会を見ていただき乍ら家族にロータリーの理解と親睦を

疎めました。

第2回は12月24日　クリスマス家族会　当時としては相当冒険的な批判の出そうな催

しであったが、ロータリー色を出すためにあえてこの催しを会員、家族の義務出席で行

ったが結果は案ずるより易く、却ってその後の親睦を探めるのに大いに効を奏した。

第3回は2月23日、国際ロータリー創立記念日に家族にも国際ロータリーの創始者ポ
ールハリスの偉業やロータリーの理想について理解を深めると共に社会奉仕の行事を通

じその理解も疾めました。

以下家族会の回を重ねる度に会員同志、会員と家族、家族と家族夫々に親睦が洗まり
それまでには余りなかった御主人と一緒に楽しめる奥様方の喜びはひとしおであった。

炉談会（ファイヤサイドミーティング）は会員、家族の親睦を探めロータリーを語り

合うに効果のある重要な会合であるという認識から第1回炉談会を1月23日、大勢の新

会員の歓迎をかね、会員の飯自旅館で開催した。

（5）広　　報

荘内日報社の佐藤寅之助君、NHKの大竹博君の熱心な理解ある協力で行事その他を
よく広報し、地域社会の理解を深めることが出来たが、他面批判もあって之を克服する

苦労が思い出される。

（6）社会奉仕

①　ロータリー傘20本を鶴岡駅に備え付ける



②　思恩園老人ホームの慰問
③　5年間岡山市の未知の孝行少年を励まし続けた余目町太田まり子さんの善行表彰
④　第1、第2、第3中学校に桜苗木40本寄贈
⑤　伊勢湾台風被害者に金一封贈呈

（7）国際奉仕
①　今問会員の海外視察
②　張会員の学界講演と欧米12ヶ国R．C訪問

③　小花会長のマイアミ国際大会出席と欧米8ヶ国11R・C訪問

④　松木鶴岡市長の依嘱により小花会長米国ニュージャージー州のニュープランズウィ

ヅク市と姉妹都市盟約を果たし、同時にニュープランズウィックR．Cと当クラブと

の姉妹盟約を結ぶ

（　ニュープランズウィック市は、当市出身の高木三郎氏が日本最初の留学生と
して同市ラトガ←ス大学に学び、同地で逝くなり同市日本人墓地に他の日本人
10数人と共に埋り同市民に守られている

（8）職業奉仕
職業奉仕は安斎特別代表にもいろいろ御指導を受け文献等を読み乍らもその何ものか

どうすることが職業奉仕かを模索するのに勢一杯の活動であった。

（9）そ　の　他

①　例会の時間と出席に対する抵抗
（参　大人が会合で毎回大声で唄を歌うことの抵抗
（身　日常使われるロータリー用語に耳なれない英語の多いことの抵抗等々

今にして思えば楽しい話題乍ら当時としては真剣な問題として之を乗り切るには随分と

苦労のあったことが懐しく思い出されます。

｝出席報告

阿部（公）君、阿部（襲）君、張君、早坂（源）君、市川君、玉

城君、風間君、高橋（耕）君、石倉君、小松君、三井（徹）君

森田君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、横山君、内山君、高橋

（良）君、富樫君、山口君、薮田君、金沢君

佐藤（患）君一酒田R・C

笹原君、薮田君一仙台R．C

中野（清）君、鷲田君、高橋（良）君、諸橋君一鶴岡西R・C

張君、早坂（源）君、三井（徹）君一外国R・C



＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を捷出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん・く′　委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。

・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお願いします。



◎。必打
CLUB BULLETlN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔問ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

登　　　山

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12！30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235的5775

Se川ice・lbelieYein Rotary・

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第911号　　1977．6．14（火）（晴）　No．45

本　日　の　プ　ロ　グラム

1．点　　　鐘

2．　ロータリーソング

3．ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．委員会報告

。台車港区R．C紀団長さんからの御礼状

。小池志保さんからのお便り

。台中港区R．C及び箕面R．C家田氏よりの御礼状～安藤定助君

。インターアクト指導者講習会について～三井徹君

。国際大会報告とメキシコ旅行談～三井徹君

7．出席報告

即
売

■弥

江

木鈴
中

長
事

会
幹



溺ゲスト　ビジター紹介

渡部晃雄君一温海R．C

半田茂弥君、阿宗健一郎君、足達一見君1鶴岡西R．C

■会長報告

①　ロータリーの国際大会に御出席の当クラブ張先生より大会通信が参って居ります。

②　本日は御案内申し上げて居りました通り、例会終了後、酒田、中国飯店に於て新旧、両

委員長さんの合同クラブ協議会を開催致しますので必ず御出席下さい。

■幹事報告

㊥クラブ協議会の案内

㊥例会変更
0立川R・Cへノ6月23日の時間　P・M6：DD　滝沢屋旅館　＠3，000円

0酒田東R・C～7月7日の時間　P．M4：00　溝光園

0酒田R・C～6月22日を6月24日

0山形西R・C～6月20日の時間　R．M5：30　ホテルオーヌマ

0鶴岡西R・C～6月24日の時間　P・M6：00　かに船　＠3，000

0山形南R・C～6月28日の時間　P・M6：00　山交ビル

＠年次大会案内

D－252～ホスト　花巻R・Cl0月7日～10月9日　＠10，000円

D－261～ホスト　金沢西R．C10月14日～10月16日　＠8，000

㊥会員推せん～内海政志君（42才）

ポーラ化粧品鶴岡支店長

入会に異議ある方は理由を付して記名の上、10日以内に幹事迄提出して下さい。

㊥ロータリー手帳配布～必要な方のみ事務局からお求め下さい。

d委員会報告

＜台申港区R・C紀団長さんからの御礼状＞

鶴岡ロータリークラブ

会長　鈴木弥一郎殿

謹啓　貴下はじめ皆様には益々御健勝のことと拝察し衷心よりお喜び申し上げます。私達
一行は5月27日無事帰国致しましたから御放念下さい。

貴クラブ訪問の際は盛大な歓迎宴会に預り、尚且つ懇切な御接待を辱うし誠に有難う御

座いました。一行を代表し厚く御礼申し上げます。殊に翌日は庄内地方の名所旧跡を案内

して戴き、私達旅行の貴重な一貫を飾り一生のよき思い出として永遠に残ることでしょ

う。

此の度の表敬訪問で身に泌みて痛感したことは人間として持つべきは友であり、ロータ

リークラブとして持つべきはシスタークラブであるということでありました。



何卒今後共益々親交を深め相互間の訪問を活発にし、以て国際親善に寄与されんことを

祈念し、又貴クラブ益々の御発展と皆様益々の御健勝をお祈りして御礼の言葉にかえさせ

て戴きます。
台中港区扶輪社

社長　紀　　　坤　棲　　敬拝
中華民国66年5月29日

＜小池志保さんからのお便り＞

鶴岡ロータリークラブの皆様

ロータリークラブの皆様お元気ですか。私は、おととい、3週間のセントラルオースト

ラリアの旅行から帰ってきました。

この旅行は、アメリカ、カナダなど11ヶ国の交換留学生が参加してのキャンピング旅行

でした。日本人は12人いましたが、残念ながらD353の交換閏学生とはあうことができま

せんでした。

国籍、ことばはちがっても、同じ交換学生としてオーストラリアで暮らしているといっ

た仲間意識のようなものがあり、旅行が終わり、別れなければならない時には交換学生が

お互いに抱きあい、涙を流すといった別れでした。

この旅行のあいだ、どこにいってもそこのロー－タリーの皆様が、バーベキューパーティ

ーなどであたたかくむかえてくださり、今さらながらに、国際ロータリーの規模の大きさ

と、ロータリアンの皆様のあたたかさを感じさせられました。

5月29日には、ホストの移動がありましたが、以前に何度もおあいしている方々なので

早くとけこむことができるのではないかと思っております。

では皆様お元気で。さようなら
D353交換留学生

小　　池　　志　　保
3ト5．77

＜台中港区R．C紀団長さん及び箕面R・C森田茂樹氏よりの御礼状＞　安藤定幼君

台中程区の皆さんが来訪されたときの感激を私信で紀団長さんにおあげしてありました

が、それに対してクラブに対する礼状とほぼ似ていますが私宛にも紀団長より丁重な言葉

をつくしての御礼のお手紙を受けとりました。

又、先般来訪されました箕面R．Cの家田茂樹氏より鶴岡クラブのなごやかさ、親切さ

が身にしみました。初めての東北の旅であったが鶴岡は本当に気拝の良い恵まれた環境の

土地であったし、温海の萬国屋、湯田川のたみや旅館さんも非常に気持良く泊めて貰った

ので是非又行きたい。

又、木村屋さんのお菓子が誠にすぼらしかった。大阪にも種々銘菓はあるがとても足元

に及ばない程美味であったと賞讃の手紙をいただきました。

＜インター7クト指導者講習会開催について＞

記

期　　　日　　昭和52年6月18日（土）

時　　　間　　午後1時30分～5時30分

場　　　所　　産業会館4階第2会議室
ホスト校　　鶴　岡　西　高　等　学　校

三井　　徹君



インターアクト指導者講習会プログラム

52・6・18（土）

P・Ml：30～　　　点　　鐘　　　　　　　　鶴岡西高Ⅰ．C会長　大　川

インターアクトの歌

開会のことば

歓迎のことば

講習会の目的

会の運営について

諸事お知らせ

議　　　題

鶴岡西高Ⅰ．C会長

鶴岡西R・C会長

地区Ⅰ・C委員長

鶴岡西Ⅰ・C委員長

同

P・Ml：50～2：00　　会長、副会長の任務について地区Ⅰ．C　　委員長　三　井

P・M2‥30～3：20　　幹事、会計について

P・M3‥30～4：20　　各委員会について

P・M4：30～5＝00　　質疑、

P・M5：00へノ　　　　所

閉

P．M5．30　　　　　　占

同　　　　上

同　　　　上

本　間　玄　良

鶴岡西高Ⅰ・C会長　大　川　　　博

同　　　　上

＜国際大会報告とメキシコ旅行談＞　　　　　　　　　　　　　　　三井　徹君

今回の旅行は国際大会出席の他に、昨年と一昨年の1月に当地区からカリフォルニアの

サンパラディーノを中心にしてインターアクトが訪問して御世話になって参りましたが、

今度米国のインターアクト会員がこちらに来たいとの話があったのでその打合せが一つの

仕事でした。
ロスアンゼルスの阿部さんと云う歯科医さんと地区幹事のビリングさん御夫妻と打合せ

をしたり、サンフランシスコではカリフォルニア朝食会で加藤ガバナーノミニーと一緒に

行ってむこうのガバナー、青少年委員長と会って受け入れについて話合いました。むこう

からは10名のインターアクト会員とビリングさん御夫妻と青少年委員長がついて来ます。

日本には7月20日羽田着、8月4日迄約20日間滞在します。その間1週間位は鶴岡を中

心にこちらのインターアクト会員とのミーティング等があると思われます。

メキシコに初めて行きました。メキシコは面積が日本の5・5倍、人口は半分、住人はモ

ンゴロイドの他はスペインの混血児が65％もいます。混血児は美人が多くカトリック信者

てすが15才位で結婚し40代ではおばあさんになります。早婚の為子供も沢山いる様です。

公用語はスペイン語でインデオの言葉も少こし使われている。むこうの人は情熱的で男だ

て気質の人が多く、礼儀も正しく人柄も良く、対日感情も非常に良い様です。

社会構造から見るとビラミット型で少ない上層階級が豪華な生活をして中流が技術者と

か公務員で堅実な活動をしていて将来のメキシコを作ると云われています。下層階級が非

常に多く肉体労働者等で義務教育もある様ですが、文盲者が37％もいるとのことです。

鋼物資源が豊富で鉛、金、銀、石油の今後の開発が期待されている。農産物はトウモロコ
シ、トマト、トウガラシ、コーヒー、砂糖が多く生産されます。

0メキシコシティー

海抜2，240m、人口9m万、環境と空気のすぼらしい所と思って行きましたが、ここは

世界一排気瓦斯が多く、空気が薄く、ガソリンも悪いと云われています。風がないので

俊
　
　
瑞

川

川

井

井

上

大

大

三

桜

論
感
会
鐘

討

博
　
　
博
一
徹
男



排気瓦斯が散らないとの事で、何んとなく呼吸苦しい様でした。古い立派な教会が沢山

あり、近くに壮大な太陽と月を祭ったピラミッドや遺跡がありました。

0クエルナバ力

線と花が多く気持が良い。古い教会があってここの壁画が26聖人受難図です。日本の

大間天皇に依ってとらえられて、京、大阪から長崎への苦行の状態と処刑される画で

す。日本との関連がこんなところで見せられてびっくりしました。ここの教会はフラン

シスコ派でドクロと骨のマークをかかげています。日本では海賊のマークですが昔、海

賊がこの旗を立てて安心させて商船等を襲ったとのことです。
0タ　ス　コ

山の斜面に赤い屋根と白い壁が美しい石だたみの街で、坂の多いところです。銀の産

地で現在でも銀細工の家内工業が盛んです。ここのロータリークラブに出席しましたの

で後日バッチとバナーが送られて来ると思います。

0アカプルコ

メキシコ第一の港でハワイをしのぐ海水浴場として脚光をあびているところで、施設

も非常に良い様です。ここに支倉常長の銅像が立っています。昔スペイン人が東洋に来

るときの基地にもなったところです。

0メリ　ー　ダ

ユカタン半島の大西洋岸の街でここの大学に野口英世の銅像があります。ここで野口

博士がしばらく教鞭をとっていたところです。近くにマヤ文化の最大の遺跡と云われる

大きなピラミッド・チチェン・ツアーがあります。太陽、月、水の神等を祭ったと云われ

ています。エジプトのピラミッドは知っていましたが、こんなところにこの様に壮大な

遺跡やピラミッドがある事は知りませんでした。遺跡の中には天文台もあり、当時の計

算によれば一年の日数は365．242129で現在は365．242198ですから高度の天文学が発達し

ていた事に驚ろかされました。現在のマヤ人は草葺の3～4坪の土間のままの生活で、

農作業に従事しています。巨大な遺跡を作った先人と現在の粗末な家に住んでいるマヤ

人の対称で考えさせられるものがありました。

■出席報告

会　員　数l　71名
l

－　　　－－　－　－

出　席数l　56名

欠買阿部（公）君、張君、半開、玉城君、中野（活）君、斎藤

席巨栄）君、斎藤（得）君、佐藤（友鳳笹原君、横山君、内山

老l君・高橋（艮）君、手塚君、諸橋君、金沢君

阿部（裏）君一酒田R・C　石倉君一酒田東R・C

本
日
　
の
　
出
席



＜会報委員会よりお願い＞

・毎回会員各位にお願いしているように、スピーチ等の場合、原稿又は要旨（箇条書

きでも可）を提出して頂くと、省力化が計れますので、御協力下さい。
・各委員会の委員長の皆さん．（／委員会報告用紙がありますので、御利用下さい。
・原稿、要旨、報告事項はスピーチ等終了後、直ちに会報委員にお渡し下さい。
・写真は印刷の関係上なるべく白黒でお瞑いします。



攣。必打
CLUB BULLETJN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

品岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
OF TSURUOKA

登　　　山

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　P・M12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

SerYice・lb輔eYein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信幸する。

第912号　　1977．6．21（火）（晴）　No．46

本　日　の　プ　ロ　グラム

1・点　　　鐘

2．　ロータリーソング

3・ゲスト・ビジター紹介

4．会長報告

5．幹事報告

6．会員報告
0故小花盛雄君のロータリー遺品寄贈～三井　徹君

0市民の森についてのお願い

（1口500円何口でも良いからお願いします）～三井　健君
。八甲田山の映画の説明～余目R．C佐藤孝二郎君
。鶴岡R．A．C次期役員紹介・挨拶

会長～斎藤政広君、幹事～渡会一雄君になりました

7．国際大会報告～張紹淵君

8．ボーイスカウトについて～安藤定助君

9・委員会報告　スマイル～吉野　勲君（新築祝）

10．出席報告

郎
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江
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中
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■ゲスト・ビジター紹介

佐藤孝二郎君一余目R．C

羽根田正吉君、桜井清君、中沢秀雄君、井上彬君、林権之助君一鶴岡西R．C

『会長報告（52．6．21）

①　去る14日には例会終了後、酒田市の中国飯店に於て年度最後の第6回クラブ協議会を、

新旧委員長さん合同で開催致しました。先ず年度内の各委員会の反省と活動報告を審議し

次いで次年度の活動計画について活発なる討議を行いました。新旧委員長さん御苦労様で

した。

②　先般16日には庄内分区の新旧会長・幹事会が温海グランドホテルにて開催されました。

庄内地区の各ロータリークラブの年度内の活動の概要報告があり、次年度庄内地区小池分

区代理さんの方針と抱負についての御話がありました。

③　去る18日、産業会館に置きまして地区のインターアクト指導者会議が開催されました。

鶴岡西校がホストクラブとして次年度の活動について指導教官を交えて懇談されました。

④　R・Ⅰ3b3地区青少年交換委員会の主催にてR・C交換学生教育指導経験交流会が明日、

10：30より山形の城北高校にて開催、中江幹事出席。

■幹事報告

0鶴岡西R・Cにメークアップされる会員へお願い－

同クラブ役員の方の苦情ですが、It例会食事を終えると直ぐゾロゾロ退場される光景を見

るたび毎に寂しさと情なさを感じます。どうか鶴岡クラブの例会に出席された時と同じ様

なルールを守られて親クラブとしての範を示してほしい’’との事です。会員各位の御理解

と御協力をお願いします。

0例会変更

新庄R・C～6月17日を6月19日　温海海岸

村上R・C～6月30日を6月27日　P．M5：00　交換学生歓迎会

酒田東R・C～7月7日を7月13日　P．M4：00　満光園

0Ⅰ・C地区年次大会～8月10日～8月12日

福島北ホストクラブ～福島工業高校

■国際大会に出席して 張　　　紹　淵　君

1・東京から5月31日の午後6時に出発して、ニューヨークに31日の午後4時に着きました



1．ニューヨーク例会出席について

前もって2、3週間前に会長、幹事にあいさつ状とバーナーと民芸品の馬の記念パッチを

送りました。

1．6月2日にニコ」．－プランズウィックの例会に出席、特別ゲストとして紹介されました。

記念バッチを全員に紹介、贈呈しました。両クラブの姉妹クラブ結成当時の写真、私達が

13年前にたずねた時の市長のメッセージ、記念写真、クラブ例会からもらったおみやげな

どの写真、集まった人達の場面の写真を回し、今年の鶴岡口一クリークラブの国際奉仕の

写真を回し、つづいて鶴岡公園の桜祭りと出羽三山の写真、庄内平野の写真を見せた。

これから国際ロータリーに出席する事を告げて、来年の東京国際ロータリー大会の御参加

を歓迎し、今後の両クラブ間の親睦活動を一層つづけられるようお願いしました。

ロータリー大会の様子で感じた事

1．友愛の家は腰かけがあるけれどもテーブルが少なく利用する人が少くなかった。

1．ポールハリスの午餐会はえらく豪華なものと期待されましたが、あまりにも粗食でお

かずはグリンピースばかりでした。

グリンピースのわけはローータリー財団が昔、会合する時に金がないのでおかずにグリ

ンピースを出したそうで、それにちなんで今回もグリンピースをごちそうに出しました

由。会長、事務長夫妻も同席し、みななごやかに家族的な昼食会でした。

ニューヨークのヤソカーズロータリークラブに出席して

／て－ナーの交換。そこでもあいさつを求められ、又ついでに鶴岡庄内米の紹介をし、鶴

岡の農村からとれた民芸プレゼントを全員に与えて大喜びでした。

ニューヨーク大学病院の見学

し　救急医療

1・整形手術

1・心臓管理の実態

1・脳腫瘍の診断技術とテレビ

1・輸血について

等見学しましたが、緊急時のためにヘリコプター等が楽に使用される態勢や、その他種

々の医療施設が完備していました。

■ボーイスカウトについて

県表彰のお礼　　　日本ボーイスカウト山形第51団委員長　安藤定助君

当クラブには創立以来ボーイスカウト活動には深いご理解を賜わり、歴年物心両面にわ

たり格別のご支援、御鞭睦をいただきお蔭様で庄内地区ボーイスカウト活動は県内でも注

目される活動と拡大をいたして参って居りますことは、その一員として深く感謝申し上げ

ます。

この度計らずも当日本ボーイスカウト山形第51団が優良青少年団体として県知事並びに



山形県明日を築く青少年県民会議会長より表彰され深く感謝いたしておるところでござい

ます。

之偏に平素当クラブの庄内地区ボーイスカウトに対する限りない御受援、御鞭蛙の賜も

のと衷心より厚く御礼申し上げます。

今後微力乍ら当団の育成は申すに及ばず地区並びに県のボーイスカウト活動の発展拡大

に努力いたして参りたいと存じますので、今後共一層の御鞭撞、御支援をお願い申し上げ

ます。

庄内地区ボーイスカウト県表彰受彰　　　　　　　　　　　青少年委員会

クラブ創立以来青少年奉仕の一環として支援、激励をして参りました庄内地区ボーイス

カウトが、逐年発展拡大して居りますことは同慶に堪えません。

先年その実績を認められ県内優良青少年団体として庄内地区の山形第16団が山形県知事

並びに山形県あすをひらく青少年県民会議会長より表彰され、今回又同地区山形第51団

（団委員長　安藤足助君）が表彰されました。

今後共他の青少年団体と共にボーイスカウトの支援、激励を続けて参りたいと思いま

す。

■出席報告



◎。強打
CLUB BULLETJN

創立S34．6．9　承認S34．6．27

顔阿ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

登　　　山

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎遇火曜日　P・M12：30－1；30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電　話　0235材5775

Se川ice・lbelievein Rotary．

奉仕・ロータリーを私は信奉する。

第913号　　1977．6．28（火）（晴）　No．47

本　日　の　プ　ロ　グラム

1．点　　　鐘
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■ゲスト・ビジター紹介

菅原隼雄君、阿宗健一郎君一鶴岡西R・C

『会長報告

①　過る25日、26日の両日に亘り米沢市に於て地区協議会が開催され、次年度会長・幹事並

びに理事、役員の方々が出席されました。大変御苦労様でした。後程御報告を御願い致し

ます。

②　己に皆さんに御案内の通り7月5日に産業会館の5階ホールに於てローターアクト、イ

ンターアクト、両クラブと共催の近く帰国される当クラブ交換学生ミス・ダイアソの御別

れパーティーを開催致します。何卒奪って御参加下さい。

＜会長退任の御あいさつ♪ 鈴木弥一郎君

本日は本年度最終例会で御座います。この一年を省みて私自身ロークリアソとして、又

会長として一生懸命努力はした積りですが、無我夢中で突走した様な感じも多分にありま

して、統率の不充分であったことは深く反省致して居る次第で御座います。然し会長の能

力の不足は会員の皆さんから助けて戴き御協力を戴きましたロータリー精神の有難さは泌

みじみと感じさせられました。皆様方の御友情に更めて厚く御礼申し上げます。

御蔭様にて昨年7月に佐藤名会長さんとバトンタッチして間もなく、平松ガバナーの公

式訪問を受けて以来こんな筈では無かったのですが、目白押しの行事に何度か冷や汗を流

し乍ら漸くゴールにたどり着いたと云う感じで御座います。その間御声援を戴きました先

輩諸兄の御指導と会員諸君の御協力に対しましては心から感謝と御礼を申し上げます。

本年度のクラブ活動は外部的な行事遂行の刺戟もあり、活発なる活動を遂げて居るよう

に思われます、殊に国際奉仕苦開耶こありましては、交換学生のミス・ダイアソの受け入れ

を初め、ノルウェー合唱団の公演会、9月にはG．S．E進藤昇君のアメリカ派遣があり、

今年5月にはG・S・Eアメリカチーム　ジョージ　Lセットマイヤー団長以下5名の来訪

受け入れがありました。又同じ5月末には姉妹クラブ台中港区R．C紀団長以下25名の大　＼・一

挙来訪があり、感激未ださめやらぬ所であります。又当クラブよりは財団奨学生として小

池志保さんの派遣もありました。青少年奉仕部門にありましては、8月にインターアクト

の地区大会が善宝寺に、9月にはローターアクトの地区大会が鶴岡市青少年センター並び

に羽黒山に於て夫々立派な成果を修め得たものと考えて居ります。

本年度の年次大会は10月の初に東北、北海道5地区連合大会が札幌市に於てR，Ⅰマソ

チュスター会長を迎え記念すべき大会でありましたが、御出席の会員の方々は御遠方誠に

有難度う御座いました。

親睦委員会の企画による姉妹クラブ鹿児島西クラブへの盟約10周年を記念しての義藤栄

作団長以下目名の表敬訪問は誠に意義深く、友好親善の実を挙げた快挙であり同委員会の

御尽力に深謝申し上げます。



会員出席率も目標92％でありましたが、尻上りに98％～95％と向上致して居ります。ロ

ータリー財団寄附額は張先生を筆頭に絶大なる御協力を賜わり2，400％を達成致しました

事は感激に堪えない次第で御座います。

然し年度中最も残念であったのはクラブ初代会長小花盛雄先生と大先輩会員五十嵐伊
一郎さんの御逝去でありました。有りし日の御遺徳を偲び心から皆さんと共に御冥福を御

祈り致す次第であります。

次に転出されました会員の方々が5名で、従いまして会員増強は期首75名、現会員71名

で御座いまして目標に達する事が出来ませんでした。次年度上野会長さんに会員増強を指

命されたのも次年度こそ責務を果す様にと云う事だろうと深く反省致して居ります。

職業奉仕は本年度R．Ⅰ会長のメッセージに示された如く最重点目標でありましたので

事例研究による会員スピーチ12回、会員の職場見学、優良従業員の表彰等中就本年度

トC．G．Fに於ける職業奉仕部門のアドバイザーとして立派に重責を果されました同委

員会には深く敬意を表するものであります。

社会奉仕部門に於ては鶴岡駅ハイヤー待合のテント及びボーイスカウトに対しての野外

訓練用のテントの寄贈、又酒田市の大火に依る義摘金の募集並びに酒田及び酒田東両R・C

の慰問、その他歴代に亘り当クラブの交換学生のホームスクールとしてその指導・育成に

特段の尽力を戴きました鶴岡工業高校並びに同校指導教官の阿部清三先生に対し、当クラ

ブ創立記念日に際し感謝の意を表わしたのも記憶に残るものであります。

又親睦、S．A．A、プログラムの各委員会には各行事毎に責極的なる協力に依り楽しい

家族会や例会を盛り上げるために御活躍を戴いた事に就いては深く感謝を申し上げます。

最後になりましたが早坂バストガバナーには本年度R・Ⅰ規定審議会委員として353地区

を代表して渡米され重責を果され、又国際大会には張先生、三井徹先生、斎藤得四郎さん

内山さん等の御出席御遠方誠に有り難度う御座いました。

さて、中江幹事で御座いますが、年度内盛り沢山の行事並びに例会に陰の力として終始
一回の例会も休まれる事なく、歯車のベアリング所か、すぼらしい性能のエンジンとして

御活隈、御助力を戴きました事に深甚の感謝を捧るものであります。

古い歴史ある鶴岡クラブを皆さんの友情と親睦を中心に、更に新しい活力と最高のアイ

デア一により一層の発展を期待し次年度活動の御健闘を御願い致しまして辞任の挨拶と致

します。皆さん本当に有り難度う御座いました。

＜退任の御あいさつ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　江　　亮　君

一年間を振り返り誠に感無量であります。謹んでお礼を兼ねて御挨拶を申し上げたいと

存じます。

最初に私は一年間の経験を通して我が鶴岡ロータリークラブが棒大な立派なクラブであ

る事を知り、誇りに思い、そして今日迄この基礎を培って下さった諸先輩に感謝を申し上

げたいと存じます。勿論時代の変遷に対応する工夫と改善をすべき点も少くありませんが

それは70余名の会員の今後の課題であるかと存じます。

放て、鶴岡ロータリークラブの仕組みを見ると歴代会長の指名はクラブ総会の議を経て



指名委員会が選考し、横綱推挙の儀式よろしくクラブの使者2名が部屋に参上して指名の

旨をお伝えすると、威儀を正して被選人はIt謹んでお受け致します’’とお告げになる。そ

の瞬間晴れの会長ユレクトが決り塘て悲劇の幹事が誕生し、続いて八百万の委員長が任命

されるのであります。

副幹事が次期幹事を務める慣行が出来ていた事も露知らず、当時の佐藤忠会長から国際

親睦委員長と云う妙なポストの兼務を言い渡されて黙々と無為徒食をむさぼっていた或る

日、当時副会長の要職に居られた鈴木現会長から呼ばれてtt来年は之と言った行事もない

様ですから、ロータリーの原点に立ち返り、友情と親睦をクラブ活動の重点目標にした

い”と言われた時、私はテッキリ再度親睦活動委員長をさせられると思ったのであります

が、続くお言葉がtt就いては君に幹事として協力してほしい”と言われて私の直感が見事

に外れた覚えがあります。

私は職場の距離的事情からその任に耐えられない不安を感じ乍ら何時しかお引き受けし

たのであります。

あれから一年の問私は残り少い貴重な青春時代を牢に繋がれたのでありますが、非才の

故に遂に模範の囚たり得ず、勿論恩赦、大赦の恵みもなく予定通り一年365日の刑に服し

今日漸く次のお客様の御入来のため出所を許された様な次第であります。

幹事就任の挨拶で私は目立たぬベアリングの役目を果したいと念願し、皆様に左様に申

し上げましたが、いざ任期に入るや矢継ぎ早の行事に追われて上期、下期の別なく意外な

掛こ仕事の量が多く、鈴木会長の予言は大番狂わせとなりました。

私は友情と親睦と言う会長の目玉商品となる日ぼしき委員長に三顧の礼を尽し将亦上野

次期会長が出し惜しむ秘蔵の虎の子迄拝借し、そして姑諸公の顔色を横目で伺い乍らひた

すらの思いで今日迄たどり着いたのであります。それ故にお目障りの場面も多々あったか

と存じここに深く不徳をお詫び致したいと存じます。

温厚にした凡帳面な鈴木会長の仁徳に支えられ、その善意に導びかれ乍らその付託に応

えるべく理事会の意を休して委員会のお手伝いを致し、誠実にクラブの用務員としての我

が務めをして参った積りでありますが、その間会員諸兄に対する尊敬の念と自己を諌める

自重の心を以て事に処して来たと自認致しております。ここに改めて諸兄の御確認を求め

る次第であります。

役目柄私はむずかしいロータリー六法を読み、又ルールのあれこれを覚えさせられまし

たが、之等は決して私の好きな選択科目ではなく、唯々幹事課程の必修科目だったからで

あります。

当然の事乍ら単位も取れず証書もない儲卒業する事になりましたが、不思議な事に年度

初めに習ったロータリー知識は→行事、一仕事が終るたび毎に順序よく忘れて了って昨日

の棚卸しではその在庫量は僅か3日分しかなかったのであります。

従いまして7月1日以降はすべて頭の中から拭い去り、過く“る一年の鈴木会長の名句や

数々の思い出と反省を胸に秘めて小さく貝になって閉じ込もりたい心境であります。

至らなかった私を懇切に指導して下さった鈴木会長、そして不行届きを赦して下さった

会員諸兄の厚き友迄に心から感謝を申し上げ、且つ又次期幹事の佐藤順治殿にtt次なる副



幹事をこき使っても良い”と言う権利書をお譲りしてお礼に代えさせて戴きたいと存じま

す。

最後になりましたが私が大過なく任務を全う出来たのも事務局の生辞典山下女史のお助

桝こよるものと厚くお礼を申し上げて甚だ粗末ではありますが退任の挨拶と致します。

皆様本当にお世話になりました。

＜会長、幹事、役員への謝辞＞　　　　　　　　　　　会員代表　安　藤　定　助　君

本日、弦に1976年～1977年ロータリー年度の最終例会に当り、この一年間多事多用のク

ラブ運営に御苦労下さった会長・幹事並びに役員の方々に会員一同を代表し、鈴木会長就

任泣き落しの張本人の故を以て誠に借越乍ら私から感謝の言葉を申し述べさせていただき

ます。

年度開始前、役員選考当時は本年度は全く平穏なクラブの内部充実に終始すればいい年

度のように予測されたのであります。従って鈴木現会長の就任の接渉を仰せ付かった小生

も「医療保険制度の改正（即ち医薬分業）による大改革の時機に業界の会長の要職にあら

れ且つ御自業の鶴岡薬局の新築とそれを契機に事業内容の近代化と云う大事業を抱えてい

るのでその任に耐えない」と固い御辞退と御家族の反対に何度となく足を運び、末期には

鈴木善作君、三井賢二君の応援を得乍ら奥様、専務さんまで口説き、その都度「今年度は

何にも苦労のない一番楽な年度だから」と口を重ねてお願いし、遂に泣き落し皆様の御期

待に添いその任を星したわけですが「開けてびっくり玉手箱」次から次と思わぬ大行事が

続出し、何とも申し訳の立たない一年となったので御座います。

しかし、この多事多用の一年、先に申した様に鈴木会長におかれては内外に大事業を抱

え重責におられ乍ら、日夜マンチェスターR・Ⅰ会長のターゲット」奉仕、ロータリーを

私は信奉する」を休されクラブ運営に全力を憤注され、その一つ一つを立派な成果を挙げ

られ乍ら消化され、クラブに大いに若さを蘇らせ、数々の想い出を残し、会員一同「今年

はよくやった」と満足する一年を過ごすことが出来ました。

この間にあって幹事を勤められた中江君におかれては御就任の挨拶に「忙しいから駄目

だと云う言葉はロータリーの禁句、頼まれたことは拒まないのがロータリーの不文律と八

方逃げ場を塞がれた、今では大蛇に狙われた雨蛙は惨めなものとあきらめ、ロータリーは

大きな歯車であり、会長はその中心の軸であり、幹事はその回転をよくするベアリングと

して目立たない中に不可欠の部品として努力したい」と述べられましたが、終始全くお言

葉通りに、あの酒田大火、そしてその後の御多用加えて御事業の拡張、店舗の新築等々席

の温まる暇のない身の廻りの多事多用をおくびにも出さず、積極、綿密、周到しかも行き

届いた日夜を分たぬ御活躍は会員一同全く敬服の外なく、この優秀なベアリングが会長シ

ャフトの威大な力を遺憾なく歯車に伝え、更に之を受けた大小の歯車、即ち理事を始め各

役員の方々も積極的に活動されてロータリーという大歯車を廻し、本年の大成果を得たも

のと深く深く感謝申し上げるところで御座います。

退任される会長・幹事を初め各役員の方々、さぞかし今夜の晩酌は美味しゅうございまし

ょう。



一年の御活躍そしてその成果を噛みしめ乍ら之を肴にゆっくりお寛ぎ下さい。今後共こ

の一年の御経験を更にロータリー奉仕、クラブ活動に御貢献下さる様お願い申し上げま

す。

最後にこの一年の御苦労に対し皆様と共に拍手を以てその労を摘い深甚の感謝の意を表

したいと存じます。

■国際大会に旅行して　　　　　　　　　　　　　　内　山　喜　一　君

初めてアメリカに行って参りました。サソフランシスコの印象は坂の多い街でした。ボ

デーの破損している串が非常に多く目につきました。石川ボデーさんがここで開業された

ら大繁昌するのではないかと思いました。黒人の多いのも印象に残ります。

国際大会には前夜祭と開会式だけに出席しました。ラスベガスで何んと云うゲームか知

りませんが5セントを入れたら40ドルも出て来てびっくりしました。このお金でロスアン

ゼルスでの夕食のとき皆さんにワインを御馳走出来ました。帰りはハワイに2泊しました

が大変爽やかな夜を過ごすことが出来ました。

■スマイル

荘内銀行温海支店竣工

設　　計　　新穂設計事務所　　新穂光一郎君

主体工事　　温海佐藤組　　佐藤　　衛君

電気工事　　東北電気工事　　中村富昭君

日本商工会議所永年勤続表彰　　海東与蔵君

■出席報告

会　員　数l　71名ヨ欠

∴一一二∴∴∴

阿部（賽）君、玉城君、石倉君、嶺岸君、森田君、板垣（広）

君、佐藤（伊）君、佐藤（衛）君、佐藤（正）君、笹原君、横山

君、津田君、富樫君、薮田君、吉野君

前回出席率

修正出席数

確定出席率

83．10％lメア
笹原君、薮田君一仙台R．C

＿＿堅恒市川君、森田君、横山君、内山君、高橋（良篭遜慧C
97・轡クプr石倉君‾外国R●C、板垣（広）計米沢西R・C

本
日
の
出
席

前
回
の
出
席


	1976-1977（昭和51-52）年度
	７月
	第863回
	第864回
	第865回
	第866回

	８月
	第867回
	第868回
	第869回
	第870回
	第871回

	９月
	第872回
	第873回
	第874回
	第875回
	特集号（第１回ファイヤーサイド・ミーティング）

	１０月
	第876回
	第877回
	第878回
	第879回

	１１月
	第880回
	第881回
	第882回
	第883回

	１２月
	第884回
	第885回
	第886回
	第887回

	１月
	第888回
	第889回
	第890回
	第891回

	２月
	第892回
	第893回
	第893回
	第895回

	３月
	第896回
	第897回
	第898回
	第899回
	第900回
	特集号（鹿児島RC兄弟盟約10周年記念）

	４月
	第901回
	第902回
	第903回
	第904回

	５月
	第905回
	第906回
	第907回
	第908回
	第909回

	６月
	第910回
	第911回
	第912回
	第913回



