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1．咋23日に開催された鶴岡・ニューブランズウィ

ック友好協会の総会後に行なわれた青少年親善訪

問使節団の壮行会の席上で、一行に対し、ニュー

ブランズウィックR．C．会長にメッセージの伝達を

お願いし、銭別を差し上げました。

使節団は、男性1名、女性6名で、内3名は女

子高校生、通訳に山口孝子さん、随行として市職

員の中村さんの総勢9名です。

一行は、鶴岡を7月31日（火）昼の鳥海で出発し

8月8日（水）の朝、鶴岡に帰ってくる予定です。

向うに着いてからは、新穂意さんが殆んど一行

と行動を共にして案内して下さるようです。

着いて2日日の木曜日は、ニューブランズウィ

ックR．C．の例会日に当っており、一行は例会に招

待されて一緒に食事をすることになっています。

向うでのスケジュールには、D．ハイライン君

とど両親の懇切など配慮があり、大変良いスケジ

ュールになっているようで、心から感謝申し上げ

ます。

なお、昨日クラブから出席しましたのは、友好

協会の三井会長はか数名でした。盟約を結んだR．

C．のある市との友好を深めようということですし、

当クラブとしても二十何年かの空白を乗り越えて

戻ってきた友好の絆を益々強めるためにも、8月

3日のリンチ市長の歓迎レセプションには多くの

会員のご出席をよろしくお願い致します。

2．ロータリーの関係

○ニューブランズウィックのリンチ市長の歓迎晩

さん会の出欠の返事は7月27日までです。

07月30日（月）は土用の丑の日です。どうぞ、健

康に注意し、スタミナをつけて夏を乗り切って

下さい。

3．クラブ細則の改正について

7月10日の例会で、「鶴岡ロータリークラブ細

則改正案」を改正の趣旨を付記して差し上げ、又

当日欠席の方には郵送しました。

「鶴岡ロータリー・クラブ細則の改正案」

第7粂（b）項中「及び職業奉仕」を「、職業奉

仕及び青少年奉仕」に改め、同条（C）項中「及び

職業奉仕委員会」を「、職業奉仕委員会及び青少

年奉仕委員会」に改め、同条（d）項の前段の表を

次のように改める。

S・A・A委員会　　出席委員会

親睦活動委員会　　プログラム委員会

会員増強委員会　　雑誌広報委員会

会員選考委員会　　会報委員会

第7条（g）項申「雑誌委員会」を「雑誌広報委

員会」に改める。

今回の改正は、委員会の名称を削ったり、二つ

を一つに合せたりするだけの最少限度の改正に止

めました。

現在の細則に生′旦宣杢盤些≒∈＿クがあり、例

貢套石任務について規定してしく盲育鴫

中で、常任委員会のうちの青少年奉仕委員会、

〔特定委員会では会報委員会等の任務に関する規定

転竺ます0
こういう英文秒新もい追加と血←条文の申わ文

章を改めるとかの大きい改正は、今後、時間をか

けて理事会で検討したいと考えています。

今回は、提案申し上げた細則改正についての賛



否をお伺いしたいと思います。

一全員賛成の拍手－

では、全員賛成頂けましたので、細則を改正す

ることと致します。

〔幹事報蔓」　迎田稔君

1．例会変更のお知らせ

○八幡R．C．

ゆかた例会のため7月28日（土）を7月27日

（金）に変更

点　鐘　午後6時

場　所　池田歯科医院宅にて

○酒田R．C．

ゆかた会開催のため・

日　時　8月1日（水）午後6時

場　所　ホテ／レリッチ酒田

ビァガーデンにて

○温海R．C．

納涼家族会（花火大会）のため、7月30日

（月）を8月2日（木）に変更

時　間　午後6時30分

場　所　鼠ヶ関ビーチセンター

0酒田東R．C．

台湾苗栗R．C．来訪、姉妹続盟式のため、8月

2日（木）を8月4日（土）に変更

時　間　午後5時

場　所　酒田産業会館大ホール

2．新会員の推薦に関する氏名発表

今村　暫氏　NHK鶴岡放送局長

職業分類　全国放送

⊂画）
青少年奉仕委員会：インターアクト委員会

委員長　佐々木詰彦君

青少年関係宣伝用パンフレットの製作について

1．製作意図について

インターアクトクラブは、現在鶴岡工寺と鶴岡

工高で組織され、クラブ員が減少している。これ

を打開し会員の増強を図るためには、ロータリー

クラブ及びインターアクトクラブに対する理解を

深めることが必要である。そのため、対象とする

高校生が理解しやすいP．R．資料作りが必要と考え

られる。

2．編集内容について

イ）ロータリークラブ及び、その組織概要を紹介

する。内容は平易に、図解、イラスト入りにす

る。

ロ）ロータリークラブは、世界的な親睦と奉仕の

ための団体である事を表現し、青少年奉仕が重

要な目的の一つである事で、ロータリークラブ

が青少年と特に密接な関係がある事を解説する。

ノウ　インターアクトクラブの目的、内容、ロータ

リークラブとの結びつき等を図示で解説する。

ニ）インターアクトクラブの結成の方法及び手順

を図式によって説明する。

3．配布の方法について

イ）現インターアクトクラブ員及び関係者に配布

ロ）鶴岡市及び周辺の高校へ配布

（ス　マ　イ　ル）

三井　　徹君

飯野準治君

中田敏和君

工藤弘道君

高田耕助君

佐藤英明君

民間ユネスコ世界大会の大成果

に感謝して

第1イン・ゴルフ大会で準優勝

しました

第1イン・ゴルフ大会でベスト

ドレッサー賞をいただきました

第1イン・ゴルフ大会で第1位

になりました

改築記念経済講演会が満員大盛

況に終りました

カード公衆電話が初めて鶴岡管

内に設置（物産館前）と電話料

金の改定（30％くらい値下げ）

を記念して

津田晋介君　昨日、今年の初泳ぎをしました

吐つ
鶴岡西R．C．　菅原幸雄君・瀬尾助三郎君

＼→■′



斎藤正志君．野口　　弥君

佐藤　　拡君

宗； がんばれ

ニッポン．′

ロスアンゼルスでのオリンピックは7月29日

開会式で、8月13日の男子マラソンを最後に終

ります。是非日本からは数多くの金メダルを期

待したいですね。

1984．7．24（火）晴

P．M．6：00ノ〉6：30

菅原辰古君宅

「オリンピックと私」

阿蘇：今晩は。急にお電話し

て申し訳ありません。今、先

生は鶴岡体育協会の会長で、山形県体育協会の副会

長をしているわけですね。

菅原さん：ええ、そうです。

阿蘇：7月29日からロスアンゼルスでオリンピック

が開催されますが、オリンピックと私ということで

取材に来ました。

菅原さん：オリンピックと私ということですか。本

当は私がロスアンゼルスへ見に行きたかったのです

がね。8月の東北総体（8月24日～26日）があるの

であきらめました。

阿蘇：それはお忙しいですね。残念ですね。私が代

って行ってあげてもよいですよ。アッハッハ。

ところでオリンピックでは何が日本チームで有望と

思われますか。

菅原さん：それは君、柔道だな。山下、斎藤、他に

も2”3人金銀銅候補がいるな。それにマラソンの

瀬古、水泳の長崎、そして庄内からの重量上げの我

孫子、佐々木だな。

阿蘇：あっ、そうか。先生はたしか柔道をやってい

たので、トップに山下が出てきたのですね。

菅原さん：いや、そうい

うわけではないのですが。

日本のお家芸が今年も発

揮されると思うし、私自

身もオリンピックは昔は

なかったからねぇ、柔道

で16才のとき、満州に柔

道の修業に行きましてね、旅順の旅順工科大で6年

間留学して来ましたよ。

阿蘇：何でわざわざ満州くんだりまで行ったのです

か。日本国内でも、又、別のところもあったのでは

…。しかし御両親もよく許されましたね。

菅原さん：当時の若者は一種の流行ですかな、満州

というところにあこがれていましてね、一旗あげよ

うという意気があったことは事実ですよ。両親にも

熱意をもって説得しました。

阿蘇：ところで、オリンピックのソ連の不参加はど

う思われますか。

菅原さん：残念なことですね。政治やいろいろのこ

とがからんでいるらしいですがね。毎回オリンピッ

クは発生の地、アテネでやった方がよいのではない

かな。

阿蘇：4年後に韓国でやることに決っていますが、

鶴岡からの有望選手はいますか。

菅原さん：いますよ。出したいと思っている者は4

”5人いますがね。特に今回のオリンピックの候補

にも上った羽黒工の佐藤　　君（山添）は残念でし

たよ。又、重量あげでもいますね。

阿蘇：ところで先生のお

生れは辰年ですね。

いつまでもお元気に頑張

って下さい。

いろいろありがとうござ

いました。

（今週の担当者　手　塚　拓）



ロータリー用語便覧（3）

一業種一員制
ロータリークラブは

その地域社会の横断

面（縮図）であることが建前である。

そのためには、地域社会のあらゆる職

業がクラブ員の構成に反映され、代表されているこ

とが最ものぞましい。したがって、それぞれの職業

を代表する会員が、クラブ内で複数になることは好

ましくない。これが一業種一員制をとる根本の理由

であるが、他にも、たとえばクラブがひとつの職業

グループに支配されるようなことがあると、クラブ

全体の親睦をそこなうといった点なども、その理由

のひとつである。

インターシティ 都市連合公開討論会のことである

一・ゼネラル・が、実際には分区単位の公開討論

フォ‾フム　　会を指して、こう呼んでいる。こ

の会議には分区内の数クラブのロータリアンが集ま

り、経験ゆたかなロータリアンの司会のもとに、ロ

ータリーの全般的な性格・プログラム・活動につい

て討議を行ない、各クラブ間におけるロータリー情

報や意見の交換、ロータリー教育の推進をはかる。

しかし、なにかの問題が討議されても、その際、必

ずしも結論や決議をしなければならないというもの

ではない。

会員の資格
ロータリー・クラブ会員になるた

めには、資格条件として定められ

た①善良な成人男子であって、職業上良い世評を受

けている者（基本的な条件＠有益な一般に認められ

た実業の経営者・専門職業者・法人役員または支配

人・専門職業において管理職的な重要な地位にある

者、管理の権限をもつ地方代理人または支店代理人

・支店代表者（付随的条件）かでなければならない。

いずれの場合も男子でなければ、その会員としての

資格は認められない。また、本人がクラブにおいて

分類された職業に現実にたすさわっていること、そ

の住居がそのクラブの区域限界内にあることが必要

とされる。

会　員の移籍
会員は、事務所の移転先地域のロ

ータリー・クラブへ移籍できない。

再入会の場合は、初入会と同じ手続が必要となる。

そのため、所属クラブから移転地域のロータリー・

クラブ宛推薦状をおくり、再入会を容易にすること

が行われている。例えば、東京大井ロータリー・ク

ラブ会員の奥野さんは、入会後在籍一年はとで学校

が日野市へ移転となったが、所属クラブよりの推薦

状により、日野市ロータリー・クラブ理事会の会員

賛成を得て、同クラブへの再入会が認められたが、

その際に、一年間に二度の入会金納入も無理と判断

入会金は免除されている。

ガバナーに選ばれるには、次の条
ガ　バ　ナ　ー

件が満たされなければならない。

①　選出される地区内のクラブ員であること。

④　ガバナーとして指名をうける時点で、5年以

上の会員歴を有すること。

④　クラブの会長か幹事をつとめた経験者である

こと。

④　健康で、任務と責任を果たす意欲の盛んであ

ること。

㊥　任期開始直前の国際協議会（毎年、国際大会

の直前に開催）に全期間出席すること。

以上のほかに、本人はもとより家族の品性にも、

道徳的にみて非難の余地がないことが付随的な条件

となっている。

ク　ラ　ブ会報
クラブ会報の主な任務は、出席へ

の関心を刺激して出席率を高めた

り、前の例会での重要事項の説明をするとか、親睦

をはかるとか、全会員のロータリー教育に寄与する

とか色々ある。また次の例会のプログラムを発表し

たり、クラブやその会員および世界的なロータリー

計画等で興味ある事柄を報道することもその一つで

ある。もし所属するクラブが会報を発行していない

としたら、その発行の可能性を検討し、理事会の議

題として提出すべきであろう。′
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