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、記念祝賀会が会員皆様のご協力により、
無事終了しました。この場を借りてお礼申し上げます。
無事終了し
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さて、本日は、
本日は、先週ご案内しましたように、
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宇部ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの創立までの歴史に
さて、
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先週ご案内しましたように、
宇部ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
の創立までの歴史に
ついて話をしたいと思います。
ついて話をしたいと思います。
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当時宇部窒素工業常務の国吉省三氏
の国吉省三氏と
宇部興産社長の俵田明氏に
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ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞをつくったらどうか
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将来、
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清治氏、宇部ｿｰﾀﾞの安近勲冶氏、及び国吉省三氏と話合いが重ねられて発足の
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会を行いましたが、国際ﾛｰﾀﾘｰ
に申請して
3ヶ月たっても承認が得られ
ませんで
した。当時のこの地区（
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が偏りﾊﾞﾗﾝｽを欠いているという点でした。
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黒川ガバナーから国際ﾛｰﾀﾘｰ
ガバナーから国際ﾛｰﾀﾘｰに送付して頂いて
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ガバナーから国際ﾛｰﾀﾘｰ
に送付して頂いて
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国際ﾛ
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おいて開催された第
64
区年次
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が挨拶せられる直前に本部より承認の電報が到着し、黒川ガバナーの挨拶の最
が挨拶せられる直前に本部より承認の電報が到着し、黒川ガバナーの
挨拶の最
後の言葉の中にそのことを会場に報告され､満場の祝福の拍手を受けた
後の言葉の中にそのことを会場に報告され､満場の祝福の拍手を受けたそうで
祝福の拍手を受けたそうで
す｡大会に出席した会員の喜びはもちろん、国吉幹事はこのことをすぐに宇部の
俵田会長に電報されたそうです。
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