
う70∠ゝ

◎警 報
轡；EE，…3：3≡；ACLUB

武将ロータリー

第564号

1970．8．4（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al］

concerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会員数　　　64名
出席数　　　48名
出席率　75・00％

皆出席　7年間皆出席　五十嵐伊市郎君
6年間皆出席　林　茂助君

7月100％出席　40名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤
君、張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、

欠　席　者　阿宗君、平田（圭）君、平田　林君、飯自君、石黒君、五十嵐（三）君、五
（貢）君、飯自君、金井君、　十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、五十嵐（八）君

黒谷君、今間君、嶺岸君、三　伊藤（貞）君、海東君、加藤君、上林君、中
井（徹）君、岩網君、斎藤　　花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井（徹）
（信）君、佐藤（伊）君、富

樫君、笹原君、篠原君、手塚
林蔵君

前嘱の出席　前回出席率　76．92％
修正出席数　　　57名
確定出席率　87．69％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

舅網君、新穂君一温海RC
林君、伊藤君、金井君、鷲田
君一鶴岡西RC

ビジター　東田一男君一高畠RC

ゲスト　三井安弥君

会員誕生　安藤定助君、早坂源四郎君
三井徹君、三井賢二君

典棒誕生　三井章様、佐藤奈津子様
手塚峰子様

君、三井（賢）君、三井（健）君、小野寺君
大川君、蓼君、斎藤（得）君、佐藤（忠）君
鈴木（善）、新穂君、鈴木（弥）君、篠原君
谷口君、高橋（無）君、高橋（正）君、手塚
林治君、上野君、鷲田君

会長報告

今間さんのご好意により、当クラブ分と同
型のスマイルボックスを、温海、余日、遊佐
の各クラブ分をつくっていただいて、お届出

来る段階になりました。
NHK局長高橋さんが、富山放送局長に栄

転することになり2日赴任しました。近く家
族とともに引越のため、こちらにこられるの
で、来週か釆々週の例会で、ご挨拶したいと
のことでした。

お手許に配られた鶴岡クラブの10通年誌が
見事に出来上りました。嶺岸委員長はじめ関
係者に厚く感謝します。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



恰度三井安弥さんが、鶴岡にお出でになり
ましたので、この例会でスピーチをおねがい
しました。

去年ローータリーの会合が飯坂と会津若松で
あったときに、一緒に旅行せせていただき、
そのときロータリーの話が出ました。三井さ
んは、自分はロータリーの共鳴者であると言
われまして、P【クリークラブには共鳴者の

団体はないかとたずねられました。無論ない
のですが、一昨日お会したとき自分はロータ

リーのシンパと言われました。
三井さんは、鶴岡をこよなく愛しておられ

ると思います。そういったこともあって鶴岡
クラブのシン㌧ぺといわれるではないかと思い

ます。また感銘深いお話をいただくことを期
待しますので、ご静聴ねがいます。

日本ジャンボリーについて　安藤君

凍て、ボーイスカウトを激励しようという
ことで、臓の準備をしておりましたが、この
ほど出来上りましたので、お目にかけます。

これは荘内藩の紋を入れたもので、酒井忠
明さんが心をこめて書き上げたもので、これ
を染色し、装備したもので、背負い袋なども
整っております。
今日3時14分鶴岡発の列車で、庄内から77

名が2隊に編成されて、富士宮市の朝霧高原
に向い出発します。2時半に駅頭で、激励壮
行会をやり、そのとき当クラブから庄内地区
委員会長佐藤寅之助を通じ、2隊に贈呈いた
します。時間の繰合せのつく方は、どうぞ駅
頭で激励して上げていただくようおねがいし
ます。
日本ジャンボリーは、4年毎に開かれま

す。第1回は31年に軽井沢で、第2回は34年
に滋賀県の琵琶湖畔で、第3回は37年に静岡
県の御殿場で、第4回は41年に日本原で実施
して参りました。今度は朝霧高原において行
われることになったのであります。ここでは
来年第13回の世界ジャンボリーが開かれので
今年度はリハーサルの形となりました。文部
省が大へん力を入れて、諸施設の改善にとり
くんでおります。
今回のジャンボリーは6日から開会し、10

日の閉会式まで3万人のボーイスカウトが彼
地に集います。そのうち500名～1，000名は外

国からの参加であります。
キャンプサイドには、当市の兄弟都市の鹿

児島のボーイスカウと隣接し、親交をたかめ
るよう本部に要望してきましたが、その要望
が叶えられて、隣接が実現しましたので喜ん
でおります。
去年のジャンボリーを猪苗代でやったとき

毎日雨にたたられて、一歩も外に出ずにその

礎引返した例がありました。
今年の日本ジャンボリーも天候を案じてお

ります。

三井安弥氏の卓話

皆さんの中にはごらんになられた万もある
と思いますが、荘内日報に雑文をのせまし
た。大学は出たけれどという標題でありまし
たが、意を尽せないこともあったので、この
ことにふれてみたいと思います。

これには大事なことも含んでおりますので

結論を申し上げますと、昔の大学も、今の大
学も、学問の基礎知識だけを与えられるとこ
ろで、人間形成には意味をなさないとのこと
を申し上げたのでありました。

大学ということにこだわって言えば、人間　＼、一一／
の一生の歩みが大学と思います。社会が大学
で人生大学の学生であると言えますから、皆
さんも私も、人生大学の学生な訳です。ただ
し一生かかっても卒業は出来ますまい。即ち
卒業試験が大変難しいからであります。

ここにお集りの方々は、大学院程度の方だ
と思います。そういう方々の為になる話など
私には出来そうもありません。
皆さんのように、社会で活躍なさっている方
々に対してほ、下手なお話をきくより、食後
15乃至30分休養することをお奨めいたしま

す。従って、食後人の話をきかねはならぬ事
などほ衛生上よくない事と思いますが、会長
さんの、折角の要望でしたし、またひさごや
の主人が、私と小学校の同級生で、仲がよい
し、鶴岡の方々であるので、お会いしたい方
もあって参りましたのでよろしくねがいます

さて、今日の話題には、多少の腹案もあ（
たのですが、ここに参ってから君ケ代の斉唱
をきき、君ケ代の作曲者を思い出したのでそ
れを申し上げることにいたします。

それは庄内にも関係あることであります。
というのは、現在の酒田市伊藤助役が、私と　＼
中学校の同級生でありました。それが仲々変　　、J
った人物であって、どうして助役になったか
不思議ですが、大分評判もよく結構と思いま
す。
伊藤君と一緒に中学に入ったときは校長が

交替しました。森岡喜三郎さんで、あとで文
部省督学官などになられた方の弟でした。

私が佐賀県の学務課長に行った頃、彼は佐
賀高等学校の校長でした。その森岡先生がバ
リバリのときで、宮城県の築飯から代ってこ
れれました。非常に革新にもえた方で、今ま
であった鳥海月山雲に入りという校歌を、香
えようという訳であります。現在もそうでし
ょうが、鵬嶺月峯雲に入りで萱間先生の作詞
のものになりましたが、前の鳥海月山雲に入



というのは、酒田の女学校の校歌、その他い
くつかの校歌とともにその曲をつくった先生
が、酒田女学校の先生で赴任しました奥好義
という方であります。

先生は宮内省の雅楽の楽師の出ということ
でした。ぞれが、汽車も通わぬ明治の昔、庄
内くんだりまできたのほどういう訳か、即ち
当時の宮内省だから給与もよかったのでわざ
わざ庄内にくるには理由があることと。そう
いったことを伊藤君が知りたいとのことでし
た。当時私は現職をやめて、鎌倉に引込んで
からなので、知っていたことを紹介してやっ
たのです。それで伊藤君が上京してきて調べ
たところ、奥先生は、私の生れた頃に楽部の
楽師をやっておりまして、ご承知の金剛石の
歌曲をつくったのでした。それが君ケ代もつ
くったのだとのことですが、当時は楽部の長
の人名が功績になるようなもので、その人が
つくったことになっております。しかし事実

は奥先生がつくったことがわかったのであり
ます。大した先生ですが、それがどうして庄
内にきたのかを調べた訳です。それによると
息は早逝していないが世襲として孫が楽師で
おったので、その方に消息をきいたのです
が、さっぱりわからない。
恐らく、夫婦仲でも悪くなって家庭の事情

で庄内まで来たように思われるのであり　ま

す。
私は当時病気で弱っていたので伊藤君以上

には調べられなかったのですが、今は元気に
なったので孫さんと会ったり雅楽の一番の年
配者と会って、このへんの事情をたしかめた
いと思います。

話題が代りますが、会長さんから紹介のあ
ったロータリークラブについてですが、内容
は忘れましたが、これを始めてきいたのは、
恐らく皆さんより私の方が早いと思います。
即ち大正11年に私が一高に入ったとき、そ

こにクレメソトというアメリカの英語教師が

おり、この人が、日本語を使わず、英語でベ
ラベラ言うのでした。当時の英語教育は、耳
にきく会話本意ではなく、そのため会話がさ
っぱりわからず、自分の成績もそのために落
ちたように思います。その先生の云うことは
わからないが、私は三井バンクと云われて金
を集めるときに私がさせられたのであり　ま
す。

さて英語の講議でテキストに使ったのが、
ローークリークラブのテストでした。ところが

ロータリークラブが出来たのは1905年といわ

れ、私が入学したのは、その後18年でしたの
で、創立後18年目に私がロータリーを知った
のであります。会長さんにロータリーのこと

について、いろいろ伺ってみると、ロークリ

一に対し世間の誤解も可成残っていると思わ

れるのであります。私も理解まで行っており
ませんが、何か上流階級の有閑的クラブと漠
然と思ていましたが、きいてみますと仲々味
のあるもので、今日の世上ではもっとも有意

義なことと思います。
即ち国民生産が世界第三位とか云われてエ

コノミックアニマルなどと悪評されています

が、振替ってみると、人間回復など佐藤さん
は言っているようですが、ちっとも人間回復
になっていない。

ますます人間性がなくなって、機械なの、
煙なの、公害ばかりで、自然は破壊されぼか
しであります。
しかし郷里の鶴岡はまだまだおそくはな

い。人間回復が出来ると固く信じておりま

す。
皆さんは、社会の中心大学院生なのでがす

から、こう云った面でも活躍してもらわねは
ならぬのであります。自然が破慎され、人間
性が失はれ、人間が皆ベルトコンベアで進む
ようでは困ります。人間性の回復をくれぐれ
もおねがいします。
夏になりましていつも思い出すのは、終戦

記念日の思い出であります。恰度よい機会で
ありますので、前回までに言い尽せなかった
点、また本当に言いたかった点を述べさせて
いただきます。

私が本当に言いたかったのは、人間回復の
ことです。歴史も今では唯物史観になり、英
雄はいかん、個人の功績はたたえるなすべて
組織で行くのだという解釈になったのですが
何と云っても人間個人の力量なり人格が歴史
を或程度左右するのでないかということは、
否定出来ぬように思うのであります。

何も英雄崇拝ではありませんが、またこれ
からは合議性でなければ運営出来ないことも
あると思います。

しかし人物なり人格なりの大小が、またえ
らいか否かが、組織の中に影響を与えるもの
と思います。
一例をとっても時代の趨勢とは云いながら

西郷さんと勝さんという二人のえらい人物の
出合いと相互の腹芸によって、徳川時代から
明治維新へとスムーズなバトンタッチが出来
たものと思います。それが我々のように理屈
ぼくて議論してみたって外交々渉などスムー
ズに進みようがないのであります。

終戦のときのことも前に申し上げたのです
が、私は陛下と鈴木貫太郎と当時の阿南陸相
の3人こそが、組戦のためにとっておかれた

人物だと思います。若し鈴木貫太郎でなかっ
たら、ああいう風にスムーズには行かなかっ
たと思います。



8月14日の午前10時、最後の御前会議のと

きに集った構成員は、海軍大臣、陸軍大臣、
陸軍参謀総長、海軍々令部長、外務大臣に、
柩密院議長の6人と総理の鈴木貫太郎でし
た。
それでポッダム宣言を受諾するか否かの意

見が3人宛に別れて収拾おぼつかなくなった
ころ、鈴木貫太郎が断を下すべきであったの
に、自分は何も言わずに陛下の御前に罷
て、陛下に断を下させたというのは、た
みのようにも思われますが、これは陛下
木貫太郎が個人的に親しい間柄ゆえに出来た
のでそれが最善の途だったのです。

阿南陸相が陛下の侍従武官でいたときに鈴
木貫太郎が侍従長であり、呼吸もそろってい
たこともありました。阿南は日本の武士道の
典型みたいに思われますが、私は鈴木貫太郎
こそは終戦のために残された無二の人物と思
ってるのであります。

幹事報告

（1）例会変更

秋田県仁賀保RC　8／1より

羽後銀行仁賀保支店
東京江東RC　　　8／25より

錦糸町ロッテ会館

岐阜南RC、岐阜西RC、岐阜東RC

8月より　岐阜会館

金沢南RC　8月より（木）～（火）

（2）会報到着

石巻東RC

（3）チャーターナイト案内

長崎東RC lO／17　於玉屋デパート

登録料　￥4，000

広島西RC　町1　於東洋工業体育館
登録料　￥4，000

日）山形県北西区インターシティ、ゼネラル
フォラム案内

9／13（目）於酒任l市庄内経済連

AMID′～PM5．30

（5）353区インターアクトクラブ年次大会

8／22（土）8／23（日）郡山市

スマイル

佐藤（昇）君　医療法人三井産婦人科医院設計
のため

中　山　君　同上の電気工事施工のため

小　花　君　市議無競率当選のため

小　池　君　ロータリーの友8月号に当クラ

ブのバーナー掲載のため

薮　田　君10通年記念誌に大きく写真掲載
のため
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