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ロータリーを楽しもう！

塚原闇黒　青少年帝位鋤疎　賢

出席報告：会員繍　名　出席72　名　出席率旧．56％　前回出席率75．仰％　修正出席数71名　確定出席率82．19％

（会長報告）
高橋良士君

本日、第1回定例理事会を行ない、次の事項に
ついて審議致しました。

1．名誉会員の委嘱

鶴岡市長　斎　藤

酒　井

2．第1回クラブ協議会

8月22日の第1521回例会を納涼例会とし

納涼例会前にクラブ協議会を行なう。

場所は東京第一ホテル鶴岡。

3．退会の承認

本山　　弥君　　鈴木弥一郎君
布施隆夫君　　山本順一君

4．所属委員会の委嘱及び確認

高田耕助君　→　会員選考委員長
吉野　勲君　→　職業奉仕委員会

村上龍男君　→　親睦委員会
五十嵐宏夫君　→　雑誌委員会

萩原　　晋君　→　広報委員会
喜田川博也君　－→　インターアクト

5．年2回例会休会日

8月15日（火）（お盆休会）

1月2日（火）（正月休会）

6．女性会員の入会に関する件

この件についてはR．Ⅰで決議され

ており、当クラブとしては、クラブフォー

ラム、協議会、アンケート等によって慎重

に対処したい。

7．R．Ⅰ人頭分担金

20米ドルから9米ドル上がって29米ドル

8．年　会　費

入　会　金　　20，000円

年　会　費　130，加0円

ポリオ・プラス　　10，000円

以上の審議をした結果、御承認頂いたことを報

告致します。

（幹事報阜）
佐々木忠彦君

例会変更はありません。

来信がきています。回覧中です。

①　年次大会事務局　開設通知

②　ロータリーの友　ここが見どころ（資料）

③　米山奨学金　名簿
④　pHDレター

⑤　ロータリー米山記念奨学金

分担金納入依頼
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（バッジの贈呈）

市　川　輝　雄君（直前会長）
若　生　恒　吉君（直前幹事）

会長就任挨拶

高橋良士君
ヒュ一・H・アーチャー

R．Ⅰ会長は本年度のテー
マを“EnjoyRotary”ロー

タリーを楽しもうと発表い

たしました。R．Ⅰ会長の

意図するところは、ロータ

リーの綱領を理解し、そし
てロータリーに馴染み、ロー

タリー活動を楽しみながら

実践し、ロータリーを楽しもうということである

とメッセージで述べております。

enjoyは単に楽しむという簡潔な意味の他に、

権利を享受するという解釈もあります。ロータリー
の出席や奉仕活動はロータリアンにとって義務に

非らず、当然の権利であるとお考えいただいて、

本年度はRotaryをEnjoy、ロータリアンの権

利を存分に享受していただきたいと存じます。

本年のクラブ計画といたしましては、R．Ⅰ会

長の要請課題と地区ガバナーの方針を勘案しまし

て次の如く立案いたしました。

1．ロータリーを楽しむために魅力ある

例会の運営
2．ロータリー活動への全員参加

3．10％を目標とした会員増強

4．新入会員を中心にロータリーの理解と

研修を目的にクラブフォーラムの開催

5．ローターアクト、インターアクトの再開

6．ライラ研修会のホストクラブ

7．姉妹クラブ台中港区との続盟式

8．ポリオ・プラスの達成

本年度もR．Ⅰ会長のテーマの意図するenjoy

を充分考慮に入れまして、ロータリーの原点をよ

くみつめ“親睦と奉仕”の調和に努力いたしたい

と考えております。

ゲーテの格言に“よきものにふれ自分を知る”

という言葉があります。即ち、すぼらしいロータ

リーとの出会いによって自己を研磨する。この格

言をクラブのターゲットに本年度はロータリーラ

イフを会員各位とenjoyいたしたいと存じます。

クラブ運営にあたりましては私共医師が座右の

銘としております近代医学教育の父、ウイリアム・
オスラー教授の

List，en tO the patient，

heis telling you the diagnosis

を心にきざみ、会員各位の御意見をよく拝聴し、

クラブ運営指針を誤らぬよう努力いたす所存でご

ざいます。

幹事就任挨拶

佐々木缶彦君
不慣れなことでめっ

たにないことですが、

いささか上がってお

ります。看板がまだ

未完成というのに気
づかれておられると

思います。後程スマ

イルでお詫びいたし

ますが、来週までご

勘弁を頂きたいと思います。このようにあっちこっ

ち穴だらけでございますけれども、皆様のご協力

によりまして今年度一年間よろしくお願いします。

幹事と申しますのは、会長の影に隠れてなるべ
く出ないように勤めるものでございますが、とか

く頭を光らせてまいりますので、目立っことがあ

るかも知れませんが、目だった時はお布施が入っ

たんだとご理解頂いて、スマイルしろと言って下

されば、多少はスマイル出来ると患います。その



へんのところでご勘弁頂いて、ご協力をお願いし

たいと思います。本年度一年間よろしくお願いい

たします。

（新入会員紹介）
庄司嘉男君

氏　名　五十嵐　宏　夫君
生年月日　　昭和10年7月7日

自　　宅　　鶴岡市上畑町6－16

職　業　庄内交通株式会社　専務取締役

家　族　　要　ヤス子株　S12．1．7生

長男　宏　一様　S46．7．2生

略　歴　　中央大学経済学部卒業

趣味特技　　読　書

（新会員挨拶）
五十嵐宏夫君

紹介いただきまし

た五十嵐でございま

す。これまで私共の

本山がお世話になり
ました。何かと仕事
の関係で出席できな

かったようです。今

日私が出席したらお

詫びするようにとこ

とづけられて参りま

した。大変お世話になりました。今度私も会員に

入れさせて頂きました。皆様の暖かいご指導ご鞭

権をよろしくお願いいたします。

（退会のご挨拶）
布施隆夫君

私は山形スバル自

動車㈱の株主総会
（6月30日）の役員改

選において代表取締

役社長より監査役に
廻ることになりまし

た。そして住居も神

奈川県厚木の方に移
し、月1～2回程度

鶴岡に来ることとな

りました。従いまして6月30日付をもって当クラ

ブを退会せざるを得ないこととなりました。私に

とりまして寂しさ一杯であり、去り難い、何とも

言えない心境であります。

私は、58．8．23にこの伝統ある名門の鶴岡R．

Cに入会させて頂き、よき先輩のご指導を受けな

がらこの6月30日まで5年10カ月余り本当に楽し

いR．C活動をさせて頂き、毎週火曜日が待ち遠

しい、そして火曜日に出張が当るとなにか物足り

ない気分でした。

この5年10カ月の間に親睦2回、SAA、社会

奉仕、職業奉仕、プログラムを担当させて頂き、

良い勉強となりました。そして、30周年記念行事

において接待委員会の副委員長として自分なりに

やることをやりましたと云う思い出が残る反面、

関係の皆様にご迷惑をおかけしたのではと反省も

したものです。

私にとってはこの鶴岡R．Cの活動は終生の思
い出として残るものでありますし、またご厚誼蘇っ

た会員の皆様は私にとって素晴らしい人生の宝と

なりましたことを幸せに思っております。この5

年10カ月間にわたり、大変お世話になりました。

どうもありがとうございました。

これからも鶴岡に参ると思いますので、どうぞ

これまでと変らぬご厚誼をお願いしまして退会の

挨拶とします。

（委員会報告）

30周年記念誌委員長　石井敬三君

先の例会で話しましたように、今日皆様のお手

元に記念誌をお届けすることが出来ました。やっ

と肩の荷を下ろしたような心境です。この本づく

りに関しては斎藤印刷さんから無理なことを聞い
て頂きました。斎藤隆さんは、この本を社員に任

せることなく、ご自分で全部おやりになりました。

大変感謝申し上げます。私はこのような本を作る

に当り、全くの素人ですので、いろいろな面で苦

労しながらやりましたが、文字の間違いやミスが

目に付きました。出来てしまってからこうすれば

よかったなど、いろいろありましたが今日お届け

することが出来ましたのでご報告いたします。

校正は先輩から、校正恐るべしだ、十分校正す

るようにと言われておりましたが、それでもミス

はありました。なるべく早く正誤表を作りたいと

思います。皆様からご覧頂いた上でご指摘を頂け

ればと思います。作るに当っての苦労話もござい

ますが、それは又の機会に致します。このような

ものを作りましたので、私はクラブの歴史につい

て詳しくなりました。建前だけですけれども何か

ありましたら応援できることもあるかと思います。

どうぞよろしくお願いします。



（出席委員会）
板垣俊次君

0年間皆出席

2年間皆出席　板垣広志君
06月100％以上出席　　6名

150％…佐々木

125％…市川、新穂、斎藤（昭）、高橋（良）

忠鉢
06月100％出席　　　56名

秋野（忠）．阿蘇．藤川．布施．荒井．石井

秋野（昭）．石川（寿）．石黒．板垣（俊）
板垣（広）．飯野．小池．川上．風間．加藤
三井（賢）．三井（健）．毛呂．迎田．松田

松永中江．中沢．斎藤（隆）．佐藤（昇）
佐藤（忠）．佐藤（順）．佐藤（衛）．荘司
佐藤（友）．矢口．鈴木（肇）．丹下．塚原
高橋（登）．笹原（信）．奥野．富田（直）
碓氷．若生．山口．吉野．日向．石川（一）

来海．御橋．阿部（頁）．富田（利）．三浦
阿部（信）．秋元．嶺岸．園部．村上萩原

（親睦委員今）
中沢　　進君

昨年度の石川親睦委員長の後を受けまして担当

させて頂くことになりました中沢でございます。

経験的にも人柄も大変素晴らしい委員長の後だけ

に重荷の任ではございます。

親睦委員会と言うのは、ロータリーの活力をも

たらすェンジン部分です。会長も申されましたが、

全員参加されて親睦の花が開くのだろうと考えま

す。皆様方にロータリーを楽しくエンジョイして

頂く各種企画を提供したいと思いますのでよろし

くお願い致します。

スマイルのことですが、昨年度の実績はスマイ

ル基金として120万円程集ったようでございます。

鱈汁例会のオークション16万円を除きまして約

100万円からの皆様の浄財を頂いている訳です。

さらに、誕生祝等のスマイルを除きますと、残り

約70万円が、それ以外のスマイルということに

なります。これを年50回の例会数で割った1匝I

1万4千円を上回ると昨年の実績は何とかいける

ということになります。会員一人当りに換算する

と年間8千円でございます。従いまして月1回は

よろしくお願いします。昨年は1週間何か心に響

いたこと、嬉しかったことということでスマイル

頂きましたが、今年は幹事さんも佐々木大僧正さ
んですので、何か俄梅の場も設けましてスマイル

して頂きますと大僧正からのお導きもありますの

で是非一つよろしくお願いもうし上げます。

07月会員誕生

中江　亮君
笹原信一郎君
中沢　　進君
嶺岸橙三君

07月奥様誕生

奥野美枝子様
中野ふみ子様
小池　　英様
佐藤清子様

（ス　マイ　ル）

佐藤順治君
五十嵐宏夫君
黒谷正夫君

風間富士子様
張　秀子様
諸橋靖子様
荻原眞理様

高橋良士君　　　上野
佐藤　　衛君
富田直治君
鈴木　　肇君
喜田川博也君
山口篤之助君
塚原初男君
矢口良行君
碓氷節雄君

松永
斎藤
荒井宏明
石井敬三
斎藤　　昭
忠鉢　　徹
秋野　　忠
村上龍男

石川寿男君　　佐々木話彦
中沢　進君

※　今回のスマイルの記載は勝手ながら省略さ

せていただきました。　　（会報委員会）

お　　願　　い

0コラム欄「ェンジョイライフ」を企画しまし

たので、皆々様よりご寄稿いただき、会報

に掲載致します。よろしくお願い致します。
。内容は各人の生活をより楽しくさせている

対象について、例えば、趣味、ペット、今

でも忘れられない映画そして女優、歌それ

に歌手、酒、古くからの友人、家族、とり

わけ奥様、女房、愚妻、その他何でも結構

です。
0ロータリー専用原稿用紙一枚分（400字）

0原稿責任者　小松　　稔

・ゲストスピーチ

鶴岡市企画調整課長　鈴木寿和氏
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