
第253地区鶴周ロータリークラブ第1516回例会会報1989（平1・7・18）（天候晴）

例会場　鶴岡市馬場町　産業会館5階ホール　　例会日　毎過火曜日　午後12：30～1‥30

鞘OYROW！釆
ロータリーを楽しもう！

出席報告：会員87名　出席51名　出席率59．72％　前回出席率79．17％　修正出席数74名　確定出席率90．28％

（会長報告）
高橋良士署

1）先週から引きつづき近隣クラブの鶴岡東クラ

ブ、西クラブ、昨日は温海クラブへ佐々木幹事

と一緒に新年度の御挨拶に行って参りました。

2）7月11日には6月30日で退会されました鈴木

弥一郎さんと布施さんの送別会が大変盛大に行

われました。

鈴木弥一郎さんは26年の長さにわたり、特に

18代会長として大変御活躍下さいました。又、

布施さんは特異なキャラクターで親睦活動に特
に御努力下さいました。御二人の今後の御健康

をお祈りしたいと存じます。

3）本日は五大奉仕部門の活動計画の御報告が予

定されております。
ロータリークラブの活動指針といたしましては

全体の調和の中の多様性が要求されますが、各奉

仕部門の委員長の皆様方にはバランスのとれた委

員会活動を御期待申し上げます。ロータリーの活

動はもとより厳格な意味でのduty　というもの

は御座いません。奉仕活動に一汗かいて皆様方と

ロータリアンとしての権利を充分enjoyいたし

たいと存じます。ロータリー活動が会員皆様方の

tensionにならないように、むしろ少しでもstr

essの解消になります様、ロータリーを苦しもう

ではなくここで特に委員長の皆様方には肩のカを

抜いて本年度はロータリーを楽しみたいと存じま

（幹事報告■）
佐々木治彦君

1来信・通知

①　財団奨学生選考結果　泉川由紀　不合格

（補欠）カバナー事務所

②　ふるさとキャラバン鶴岡・名義後援依頼

③　酒田クラブ会報到着

④　アイラブ上海“芸術団歓迎交流会、第六ユ
ミロン（7／28）

⑤　団体、本県開催決定報告　県知事

⑧　年次計画、報告書　鶴岡東RC

⑦　30周年記念誌、お礼状　山崎慶一・松永詳

彦・田中善六の各氏より

⑧　第3回日本RC親睦ゴルフ大会11／6（月）

相模カントリークラブ

⑨　台中港区RC会報（1年分）

⑳　年次大会委員委嘱状到着

⑳　ニュープランズィック友好協会開催通知
2　例会変更

①　八幡クラブ7月26日（水）ゆかた例会のため

日時・場所　7／29（土）点鐘18：30　八森荘
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登録料　4，000円

（診　遊佐クラブ　家族納涼ゆかた会

日時・場所　7／25（火）点鐘18：30磯兵ヱ

登録料　4，000円

3　そ　の　他

（む　奥の細路三百年と鶴岡市国際交流指定都市

記念講演、協力要請

主　催　国際交流　カタカゴレデース

入場券　800円

（診　アイラブ上海芸術団公演

入場券の依頼1，000円

年次大会委嘱状伝達

登録宿泊委員委嘱　鈴木寿男君　石川一男君

丹下誠四郎君

五大奉仕部門活動報告

クラブ奉仕委員会

委員長　佐藤　　衛君
高橋年度クラブ奉仕

担当理事を努めます佐
藤衛です。もとより浅

学非才の身ではござい
ますが、これから一年

間私なりに努力し、高

橋会長が仕事をやりや
すいようにサポートし

てまいりたいと思いま

す。

先ず、クラブ奉仕の概要についてお話したいと

思います。クラブ奉仕はロータリーの奉仕部門の

中で最も基礎的な奉仕活動であります。ボールハ

リス以来ロータリーの歴史が示すようにはじめに

親睦があり職業奉仕が生れ社会奉仕に展開しそこ

から国際奉仕が育ったようにロータリーはすべて

親睦活動が出発点となっています。この親睦から

奉仕の理想が生まれる仕組みが例会であり、クラ
ブ奉仕はこの目的にかなった立派な例会を持つた

めの奉仕を総括したものであります。その目的は
ロータリークラブの管理面を成功させる事にある

と思います。そういう事でロータリの第一一奉仕部

門であるクラブ奉仕は多くのロータリー指導者に

よってクラブ機構の最も重要な要素と見なされて

います。

当クラブにおきましてはクラブ奉仕委員会とし

て、クラブの管理運営のために11の委員会が設け

られておりましたが、市川年度理事会の決定によ

り、クラブ資料委員会を新設することとなり今年

度より12の委員会となりました。それは会員に関

する職業分類、会員選考、会員増強の委員会、例

会や行事に関するSAA、親睦、出席、プログラ

ムの諸委員会、それに会報、広報、情報、雑誌、

クラブ資料の委員会でございます。

これらの各委員会は単独に活動することもあり

又、合同でやるものもあります。お互いの連絡調

整を大事にしていきたいと思います。

高橋会長は就任の挨拶で今年度クラブの活動目

標を提示されました。
それは魅力ある例会、全員参加のロータリー、

会員増強10名の新入会員を中心とするクラブフォー

ラムの開催等でございます。

会長方針に従い関連の委員会について若干説明

を致したいと思います。

魅力ある例会づくり、これはSAAの分野です。

SAAは例会場の気品と風紀を守ることは勿論で

すが例会がその使命を発揮できるよう設定する責

任があります。先ずリラックスな親睦ムードを作

るためにテーブル配置を考え、席順を指定席制に

したり、おいしい料理を準備したり、魅力ある例

会づくりに工夫をこらし努力してまいりたいと思

います。

会員参加のロータリー、これは出席委員会の分

野と思います。出席は会員としての最少限の奉仕
であり、出席なくしてロータリーの目的は達せら

れないものと思います。

会員のみならず機会あるごとに御家族の方の参加

もお願いしたいと思います。

次に会員増強ですが、この委員会は特に職業分

類、会員選考の委員会とチームワークをよくし分

類表を見直し、若くて活力のあるバランスのとれ

た会員を探す事が大事と思います。特に当クラブ

は会員の平均年齢が56．15才という事もありシニ

ア会員が非常に多いと思います。シニア会員の方

は先輩としての責任で同じ職業の若い人を入会さ

せるよう努力してもらいたいと思います。

私事で恐縮ですが私もまだまだ若いっもりでお

りましたが15年のバッチをもらいましてシニアの



仲間入りをしました。

次に新入会員を中心とするクラブフォーラムの

開催ですが、これは新入会員の方々の大事な教育

研修の場と思います。12月の第2例会にロータリー

情報のフォーラムをやる予定です。

以上高橋会長の活動目標に沿って説明を致しま

した。

今年度村上地区ガバナーのテーマ、ならびに高

橋クラブ会長の活動目標をもとにクラブ奉仕委員

会としての活動目標を設定しましたがそれを簡潔

に表現すれば

1いい会員を探して仲間に入れる

2いい会員を育てる

3いい例会を作って行く

という事です

12の委員会の皆さん会員の皆さん

御協力宜しくお願いします。

職業奉仕委員会

委員長　忠鉢　　徹君
職業奉仕委員会の委

員長を仰せつかりまし

た忠鉢でございます。

入会5年余りの未熟者
ですが当委員会の吉野

さん、早坂さんにしっ

かりとおすがりしなが

ら此一年間、頑張って

行くつもりです。先頃

行われました地区協議会では私自身がロータリー
の意義と職業奉仕と言う事に大変勉強不足であっ

た事を痛感致し、深く反省すると共に職業奉仕の

重大さを再認識して参りました。Vocasional

Serviceつまり職業奉仕の語源はVoice　即ち

「神の声」であり、Vocasionalと言うのは「おまえ

はこの仕事をして人の世の為に役立ちなさいよ。」

と言う神の命令であり職業奉仕（Vocasinonal

Service）の意とするところです。

又、RI会長のヒューM．アーチャーさんが最

も重要な職業奉仕は各自の職業を品位をあらしめ、

他の職業を尊重する事です。そして皆様の想像力

を生かしてロータリーを各自の職場に持ち込み実

践して下さい。それは皆さんが住んで居られる隣

近所から街全体の事に積極的に参加、活躍する事

を意味します。

今年度は皆様の地域社会に創意を生じさせて下

さい。と要請して居られます。

この様な観点から今年度活動計画と致しまして

も“四つのテストの活用”を基本目標に職業奉仕

月間である10月にクラブフォーラムを予定し、歴

代委員長の遺してくれました、事業所訪問、優良

従業員の表彰を考えて居ります。

会員皆様の多大なる友情と御協力の程をよろし

く御願い致します。

社会奉仕委員会

委員長　斎藤　　昭君
今年度、社会奉仕委

員会の大役を担当する
ことになり、とまどっ

ているところでありま

す。

幸い佐藤昇、三井賢
二両君の大ベテランの

先輩方が一緒であり力

強く、好意と友情にす
がると共に会員皆さんの協力によりその大役を果

たしたく御願い申し上げます。

本年度R．Ⅰ会長は「ロータリーを楽しもう」
とターゲットされ超我の奉仕と言う共通の理想の

もと価値ある奉仕に向かい次の計画を致しました。

1．景観モデル都市計画への協力として鶴岡公園

の桜並木の老木化が進み、景観にもこのましく

なく、行政等でも補櫓はされているもの不充分

で観光鶴岡の未来のため、桜の若木を寄贈した

い。　（市計画管理課充分協議の上実施）

2．高齢化社会を迎え地域社会の高齢者の実態等

認識しその対応に協力

（市福祉関係と連絡）
3．都市環境の美化運動への協力（内川清掃等）

以上活動計画と致しましたので会員皆様の絶

大など協力をお願い申し上げます。

国際奉仕委員会

塚原初男君
私達一人一人が、世

界に対し成し得る国際
親善は、たとえどんな
に小さいことでも、み

んなで積み重ねること

によって、やがて大き

な世界平和の実現に貢

献するであろうことを



確信いたします。
そのために今年度は以下の3点を提案いたしま

す。

①　RI年次国際大会、我と思わん方の積極的
なご参加をご期待申し上げます。

②1989年11月ロータリー財団、1990年2月に

世界会議のための特別企画、こう指定されて

おりますので、これらの機会には、関係委員

会とよく相談の上、クラブメンバーのために

情報交換などを行いたいと思います。

③　前年度RI国際報告、1509回会報に沿って

韓国ロータリー姉妹クラブ発掘のため何等か
の手がかりを見つけたい。

青少年奉仕委員会
加藤　　寛君

青少年委員会として
は従来の英語弁論大会
への協力に加え、もう
一つの活動を計画中で

あります。

インターアクトクラ

ブ委員会は従来ありま

す高専、工業高校の見

直しをして部員、先生
との対話を計り、活動できる学校には全面的にバッ

クアップしたいと思います。

羽黒高校にぜひインターアクトクラブを発足発

会したく関係の方々に運動中であります。ローター

アクトクラブ委員会は前年度まで休眠中だったの

ですが。4月に前委員長の高田君がいろいろ苦労

して道を作って下さいましたので、今年度はぜひ

2か－30名のクラブ員を集めて活動したいと思いま

す。この為にはRCの皆様の事業所からの協力が

必要かと思われます。よろしくお願い申し上げま

す。

もう一つ、来年の5月に行われますライラ研修

会は鶴岡クラブがホストとなり活動しなければな

りません。実行委員会を早急に作り、ぜひ成功し

たいと思います。皆様のご協力をお願い致します。

（委員会報告）

（会計報告）

前年度会計理事　斉藤庄治君
1988年7月より1989年6月迄のRC収支決算報

告、詳細は活動報告書に記載致します。

（親睦委員会＿）

中沢　　進君
アンケート協力のお願い、本年度鶴岡RCの親

睦活動がより楽しく又、皆さん方のたくさんのご

参加をいただくべく、皆さん方の意見を承りたく

協力をお願いします。

（ス　マ　イ　ル）

斎藤庄治君　　無事前年度会計を終えまして

中沢　進君　　親睦活動アンケート協力をお

願いして

佐藤友吉君　　加茂水産高校建設工事優秀な
工事で待望の山建賞を受賞し

て

小池繁治君　　商工会議所議員30年を努め、

東北6県商工会議所より表彰

を受けまして

高橋　　登君　　庄内ミート専務斎藤さんより

馬サシと上等な肉をいただき

社員一同ますます頑張るよう

に

来海憲宜君　　第7回同和火災ゴルフコンペ

を湯の浜にて行い72名の参加

をいただき同RCよりも多数

参加をいただきなごやかにで

きました。

（ビ　ジ　タ　ー）

加藤有倫君（鶴岡西R．C）
阿部光男君（鶴岡西R．C）
三井盾夫君（鶴岡西R．C）

・新入会員スピーチ

矢口良行君


