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（会長報告）
市川輝雄君

0日本人はど桜の好きな国民はありますまい。

いさざよく散るという“散りぎわの美学”が国民

性に合っているのでしょうか、日曜の夜から吹い

た春二番は忽ち花を散らして、「夜半に嵐の吹か

ぬものかは」と心配した通りになりました。昨年、

長井に行った時、うわさに聞く久保桜を見てきま

した。長井市の脇を流れる松川の橋を渡って、ひ

と山越えた伊佐沢という所にポッカリと桜の大樹

があたりを払って咲いていました。暮れなずむか

くれ里のような山村に樹齢五百年の巨木が爛漫と

花をっけているさまは華麗というより一種妖艶な

ふんいきをただよわせていました。昔の人が古木

には「木霊」（こだま）といって精霊が宿ってい

ると、あがめ恐れたのもむべなるかな、と恩いま

した。一見の価値のある桜です。

0愈々待望の30周年式典が4日後に迫りました。云

うまでもなく記念行事は、式典並に祝宴と南洲碑

の建立、記念誌の発刊が三本柱であります。いづ

れもクラブの面目がかかっています。今日これか

ら各委員会の最終報告がありますが、桟の連絡を

密にして、他の委員会の仕事と云えども、一応頭

に入れておいて頂きたいと思います。

ここで基本方針をもう一度申しあげます。

・参加者に深い感動を与える式典

・ロータリアンとしての友情と喜びを満足させる

祝宴

・ユニークでしかも芸術的センスに溢れた記念誌

・市民に親しまれ後世まで高く評価される記念事

業

・鶴岡R．Cのアイデンテティを社会に主張する

広報

以上ですが、特に21日22日の両日は、大胆にして

細心、厳粛にして朗らかに、そして鶴岡クラブの

個性を出してもらいたいと思います。

。遠方より参加される西鹿児島R．Cより、名物の

焼酎とお菓子が送られてきました。菓子は生物で

すので早速今日頂くことにして、焼酎は祝宴の時

までのお楽しみとしてとっておきます。

姉妹クラブのお心づかいに有難く御礼申しあげま

す。

呂　ロータリアン日記　〇月〇日
§　「出会い」
9　　去る2月中旬久し振りに上京する機会があっ
星　た。食品機械の展示会が晴海埠頭で行われたの

で、なにか私の所でも使われるものがあるかと
云う目的と、たまには都会へでもと思って出掛
けた。暫く振りに見学に来た会場には所せまし

昌　と近代的な機械が並べられて、あれも欲しいこ
れも欲しいと眺めながら四つの会場を順次見て
廻った。たまたま三号館に入って以前から買替
えの時期にきていた蒸し物用の機械が展示して

星空諸芸写真姦三晶窪送票禁箕蒜是議書
9　あるそのメーカーの社長といろいろ機械の説明
0

を聞きながら話をしているうちに、たまたま私
のロータリーのバッチを見つけお互い遂、仲間
意識のようなものを感じながら一応帰って来た。
それから十日程すぎたある日態々今度は当社を
尋ねて来られた。鶴岡ははじめてのことだった
ので一応市内を案内しながら工場で彼の考え出
した無圧式と云うこの機械に私も感心しながら

諾盲謂鷲覧豊を孟…至だ節義蛋詣喜
来具合の均一的で良いのに気付き無理して一台　呂
買求めることにした。人との出会いは大切にし　8
たいものである、お蔭で今工場で機械はフル稼　萱
働している毎日です。

吉野　勲　喜
0
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（幹事報告）
若生恒吉君

0第47回国民体育大会鶴岡市実行委員会より本ク

ラブが実行委員会の実行委員に委嘱されました。

。認証状伝達式

・第269地区岡山県牛窓R．Cの誕生

日　時　6月18日（日）

場　所　牛窓町民体育館

希望者は5月20日事務局まで申込

0例会変更

・酒田中央R．C．4月28日（金）の例会は花

見の為に28日　7時貞鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　6，000円

・八幡R．C．4月19日（水）の例会は花見例

会の為に19日　6時貞鐘

場　所　八森荘

登録料　3，500円

0会報到着　　東京R．C．

東北電力㈱　東北電力情報誌到着

。会費未納者13名周年行事支払の為に今月納付

。30周年式典に参加される御夫人の会費5，000円

は今日の例会中に納入して下さい。

0姉妹クラブ歓迎パーティーの参加者は6，000円

の内4，000円が会費負担となりますので当日持

参下さい。

030周年式典当日の集合時間は各委員会の委員長

の指示に従って下さい。

。30周年式典当日の御夫人の集合時間は10時30

分とします。

（新会員紹介）
庄司嘉男君

氏　名　　松　永　輝　夫　君

生年月日　　昭和14年1月2日

自　　宅　　鶴岡市大字日枝字海老島276－8

職　業　　日本生命荘内地域担当支社長

家　　族　　妻　　　綾子様　　S19．1．5

長女　智恵子様　　S41．4．1

次女　久美子様　　S43．8．14

略　　歴　　名古屋市立桜台高校卒

趣味・特技　ゴルフ、絵画、卓球

（新会員挨拶）
松永輝夫君

松永輝夫と申します。

2度目の鶴岡赴任であり

まして、丁度10年前に2

年間程こちらにおりまし

た。今回、荘内全域の担

当ということでこちらに

参りました。長女が4月9日に結婚したばかりで、

また次女がこの4月から就職致しましたので家族

は現在東京におります。そのためとりあえず単身

できております。今後何卒よろしくご指導賜わり

ますようよろしくお願い申し上げます。

（退会挨拶）
松沢圭一君

創立30周年と言う、伝

統ある鶴岡R．Cに入会

させていただいてから1

年と2ケ月、会員の皆様

にご指導、ご支援をいた

だきました事を先づもっ

て心より御礼申し上げます。会社の組織が変りま

して、鶴岡・酒田を庄内ブロックとして運営する

事になり、私は勤務上、酒田へ行く事になりまし

た。

ヽ－／



鶴岡R．Cで学んだ事を、これからの人生に生

かして行きたいと思いますので、今後ともよろし

くお願い申し上げます。終わりに、来る創立30周

年記念大会の成功と会員の皆様のご健康と、ご多

幸を切にお祈り申し上げまして退会のごあいさつ

にかえたせていただきます。

本当にありがとうございました。

（委員会報告）

創立30周年記念事業委員会

総務、式典、記念事業、記念誌編集、祝賀、接

待の各委員会より当日（4月22日）の運営方法

に関し概略の説明がありました。

・内容については省略させて頂きます。

N Bロータリークラブ会長からの

メ　ッ　セージ

Apri　9th　89

Tetsu Mitsui Ml）

Chairman Executice Committee

TsuruOka Rotary Cluh

Dear Dr．Mitsui：

Thank you for yourletter of March　24th．

Your expression of regrats at the passing of DrD．Heinleinis greatly appreciated．

Congratulations on the　30th anniversary of your Rotary Foundation．

RegetsI canmot be present at your commemoration．

Best　wishes and regards from　all of us at The New Brubswick Rotary Club．

We All　with yotl COntinued SuCCeSSin the future．

Your Simcerely，

Alfred D．Frumkin

presidemt

3月24日付の手紙ありがとうございました。故へインへイ医師への意に感謝申し上げます。

創立30周年記念おめでとうございます。式典に出席できないのがとても残念です。

今後とも、ますますご発展致しますことをお祈り申し上げます。



（ス　マイ　ル）

加藤有倫君　　鹿児島西クラブよりのお土産

をビジターにもいただきまし

てありがとうございます。

佐々木諾彦君　木蓮をNHKで取材していた

だきまして、その結果大勢の

方に見物に来ていただきまし

た。

丹下誠四郎君　「ザ・カクテル」という映画

が米国で話題になっているよ

うですが、庄内日報さんの好

意により、カクテルに因んで

若い女性が取材に来てくれま

した。30分位二人きりでカク

テルに関する話をしました。

カクテルについての歴史の普

及と店の名前を宣伝して戴き。

富田利信君　　昨年の4月以降、単身で来て

おりましたが、こんどの日曜

日にやっと家内がこちらに来

ることになりました。楽しい

こともこれで終りになるかと，

なおよろしくお願い致します。

本日の米山奨学金寄付　10，948円

（ビ　ジ　タ　ー）

加藤有倫君　（鶴岡西R．C．）

桜井　　進君　（鶴岡西R．C．）

三浦次雄君　（鶴岡東R．C．）
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辟かな技術で企画から印刷まで

斎藤印刷株式会社

鶴岡市昭和町7－16

℡22－3110（代）
サイトウ

日石ダッシュレーサー100

日本石油株式会社特約店
日本石油ガス株式会社特約店

株式会社鶴岡日石
代表取締役　中　野　清　書

鶴岡市大字平京田堀口7－5　℡24－3191

一　今、いちばん見られています　－

ベストチャンネルYTS

連続9期三冠王／

山形テレビ鶴岡支局
鶴岡市本町2－3－1（鶴園ビル2F）
TEL　0235（22）2851

クスリと化粧品

㈱ツルオカ薬局
薬剤師　　鈴　木　弥一郎

同　　　鈴　木　　　肇

…　ビュづ；芸告基）居．。慧
i　　支　店　主婦の店新斎店内（24－9666）

i　　　　　　　主婦の店　美原店内（24－5664）

ふ一一一〇一●●●一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－■
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