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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 goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

COnCerned？

や隔りを取り除こうも

出席報告
本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　47名
出　席　率　77・05％

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、長谷川
（文）君、五十嵐（伊）君、金井君
黒谷君、金野君、三井（徹）君
慶君、斎藤（栄）君、津田君、
富樫君、上野君、薮田君

前回の出席　前回出席率　73．77％
修正出席数　　　53名
確定出席率　86・89％

メークアップ　薮田君一高畠RC

阿部（嚢）君、五十嵐（伊）君、
海東君、金井君、小野寺君、
磨君、佐藤（昇）君一鶴岡西RC

ビジター　帯谷義雄君、佐藤勝夫君
一鶴岡西RC

ゲスト　朝場第二小学校　安野恵美先生
頼俊雄君

スマイル　笹原桂一君　男児出生のため

本日のスケジュールの発表　会長

林先生が、此度鶴岡を去られることになり
ましたので、そのことについてのご挨拶を頂

戴したいと存じます。
それから頼俊雄君が3月15日に仙台に行か

れるというので、その挨拶を受けたいと存じ

ます。

次に、西多賀ベッドクスールの映画上映に
ついて、私は内容がよくわからぬのですが、

きわめて熱心にやっておられる安野恵美先生
から、それに係るお話をうけたまわりたいと

存じます。
最後になりましたが、次期の役員が決定さ

れたので、次期会長の三井賢二さんからご発

表をねがいます。

離任についての挨拶　　林茂助君

3月31日で、鶴岡高専を退き、郷里を去っ
て、東京で爾後過ごして行きたいと思ってお

ります。多分この次の週も、その次も、また

その次も、東京なり仙台に出張その他で出向

くので、皆さんにお目にかかるのは、今日が

最後でないかと思います。

今まで永いことお世話になり有難うござい

ました。何もやることが出来ませんでした。
ただインターアクトをつくっていただいた

ので今後とも育成に力添をねがいたいと思い

ます。またローターアクトが出来ず残念です

けれども、前週会長宛に、やめさせていただ
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きたいという退会のお願いを差上げてありま

す。
小さな文書を書いて出しましたので、読ん

でいただけば有難いと思います。今後ともよ

ろしくおねがいします。

林先生から会長宛てに差し出された
文書の朗読　　　　　　　　　会　　長

永いことご厚志に預りまして、誠に有難う
ございました。この3月で退職いたしますの

で、鶴岡ロータリークラブを退会させていた

だきたくおねがい申します。

小花先生のご紹介で入会以来今日まで、会
員の皆様に何かと御親切に御指導賜りました
にも係らず、何の役にも立たず漸悦に堪えま

せん。インターアクトクラブを今後ともよろ

しく、ローターアクトクラブの一日も早き創

設を希望してやみません。時々帰郷の日もあ
ることと存じますので、今後とも御指導御援

助めほど願い上げます。
なお鶴岡クラブの発展と、諸兄の御多幸を

お祈り申し上げます。

頼俊雄君の挨拶

永い間大変お世話になりどうも有難うござ
いました。今度私は東北大学大学院で勉強す

るため仙台に行かなければなりませんが、今

後また鶴岡に参りますときに、どうぞよろし

くおねがいします。では皆さんのご健康と、

鶴岡ロータリークラブの今後の益々ご発展を
お祈りいたします。

次期役員の発表について　　三井賢二君

次期役員の発表をさせていただきます。

理事　佐藤伊和治君、小池繁治君、彦万江君
五十嵐一郎君、嶺岸光害君、手塚林治君、そ

れに私を加えて7名が理事であります。

幹事　高橋正太郎君、副幹事　椙浦勝久君、
会計　長谷川悦郎君、SAA　鈴木弥一郎君
以上の方々を次期役員としておねがいいたし

ます。

会長報告

お諮りするまでもないことと思いますが、

今年5月シドニーにおいて年次大会を開催す
る折に、うちのクラブの会員小花先生と嶺岸

さんが参加されるだろうと思います。その一

行として、バストガバナーの穴沢義一氏が団

長となり各地区を訪問したいとのことです。

そのときに郷土人形をオーストラリヤの、

クラブの方へお土産として持参したいとのこ

とで、その費用の一部3，000円を当クラブで

負担ねがいたいという書面が参りました。検

討の上返事下さるようとのことですが、当然
支出しなければならないと思うので、早速お
送りしたいと思います。その時にバナーを10

本位一緒に持参したいとのことですので、バ

ナーと分担費用を送付いたします。どうぞお

含みねがいます。
それから今日スピーチおねがいするのは、

私もよく知らないのですが、西多賀ベッドス
クールに係る映画を上映するということで、　、

安野先生が熱心に尽力されております。
当クラブとして、共催をして、（ロータリ

ークラブは、共催ということでなく、独自の

活動をすべきだと思っておりますが、全くの

方向ちがいではないだろうということで共催

することにしました）映画を上映することに
しました。

いろんな都合があって、ロータリークラブ

の会長としての私が、今の映画を見る会の会

長になってくれということで、昨日一寸お話

もあり、阿部賽先生からは顧問になっていた

だき、上映のための努力をしたいと存じま

す。簡単に安野先生の経歴を申し上げますと
山形大学の教育学部で学ばれ、養護学校教員

養成課程を出られ、特殊教育関好に非常に興
味をもたれたということで、まだ若い先生で

昨年卒業され、今年度から第二小学校に先生
としてお勤めになっておられる先生でありま

す。
西多賀ベッドスクールの映画について、こ

れからご説明をし、皆様の質問にお応えした
いとのことですのでご静聴ねがいます。

西多賀ベッドスクール映画上映にあたって

安野恵美先生

まだ先生になってから一年にもならないの

で、子供達の前でお話するにはどうやら馴れ

ましたが、このような席では不馴れで、心臓

がどきどきいたします。

映画のことについては、このようなポスタ
ーがございます。ボクの中の夜と朝という映

画のポスターです。

西多賀ベッドスクールというのは、仙台市
の釣取字紅堂13にある国立療養所西多賀病院

の中にあります。ベッドスクールなので、そ



こで療養治療を受けながら、近くの学校の分

校という形になっていて学んでおります。こ

ちらにも結核療養所があり、そういうような

形になっております。

西多賀ベッドスクールには、進行性筋萎縮

症、、筋ジストロフイ症にかかっている子供が

120人位、それからベルテス氏病、結核骨髄

炎、血友病、カリエスその他の病気を合せて

約209人の子供がそこで治療を受けながら、

そこで車椅子やベッドで学習しているところ

です。

その映画は、主に、筋ジストロフイ症にか

かっている子供を中心とした記録映画なので

す。筋ジストロフイ症というのは、筋萎縮症

のうちでも最も代表的なもので、人口10万人

当り4～5人は躍るといわれておりま。全国

で約5千人位の潜在炉似患者も合わせると約

2万人位にもなると推測されているとのこと

です。

これがどういう病気かと云いますと、3才
～5才頃に発病して、筋肉にたんばく質が蓄

えられなくなるのだそうで、進行性の名が示
す通り次第に筋肉がやせて行って小学校の5
～6年頃になると歩けなくなり、それからだ

んだん身動き出来なくなってベッドの生活に

なって、車椅子を動かして生活することも出

来なくなって、20才前後、早い子だと15才頃

即ち20才前後で死亡するという病気だそうで

す。手足の指先や、それから言語、呼吸に関
する筋肉はあまり障害されず、また知能の発
達も犯されないとのことで、生きながら、じ
わじわと体躯がしめつけられて行って死んで
いくような病気です。

現在は発生の原因は、遺伝ではないだろう
かというような疑いがあるらしいですけれど

も、学問的には解明されていないので、進行
をとめることが出来ず、完全に治療する方法
がないとのことです。それで西多賀ベッドス
クールで医師と看護婦と医療法士や、学校の

先生方などが、いろんな方法を試みて、子供
の生命を少しでも伸ばす為の手段を尽して発

見しようとしておりますが、まだまだの段階

だそうです。

それで、私が大学に在学中に、病弱児の療

育という集中講義があってそこで西多賀病院
の近藤院長という方が講義をして下さったの

で、はじめてこの病気を知りました。私も実

際にそこに行き子供等に接してきました。今

から数えると一昨年あたりに柳沢さんという

方が、r前に近江学園というところの重症児

療育、重症心易障害児の療育の記録をあつか
った夜明前の子等という映画をつくった方だ

そうです）東北地方旅行中にたまたま西多賀

病院を訪れて、そこで映画をつくろうという
ことになったとのことです。

それで映画をつくるた捌こ最初製作協力会

員という会員が集められて、それで多くの方
即ち4万人位の人々の個人的な協力や、種々
の団体の協力にあって、製作費用2千万円以

上のお金が映画を製作しながら資金として集
まってやっと映画が昨年の10月頃に完成した
のだそうです。

そこで、この映画を鶴岡でも是非上映して
いろいろな方々にこの病気のことなども、知

っていただいて、そして西多賀の子供という

ことだけでなくて、すべての病弱児や身心障

害児を考え、それからこうした人達を阻害し
ている社会の在り方や、その考え方について

振り返ってみよう。また、夢かもしれないが

出来ればそういう運動がたかまって、また資

金などもあっまって、綜合研究所というのが
設立されたらということで、この映画上映の

運動を続けている訳であります。
まだ出だしたものですから、製作資金はや

っと集ったという段階で、上映活動の資金も

なくて、また地方で上映活動する方も少く、

山形県では山形市で3回ほど奉仕活動団体の

方が主催して下さって、上映をやってるそう
です。仙台とか塩釜でも上映をなきったそう
です。

映画上映は、特別試写会という形をとって

映画の主旨などからいっても、入場料という

形でなく、映画の主旨に賛同して下さる方か
ら会員になっていただいて（今まで製作に協

力する方からも会員になっていただいており

ます）即ち今度は上映活動に賛同して下さる

方から会員になっていただいて、会員になっ
て下さった方々に会員券を差上げて、映画を

みるときに、この会員券を提示して下されば

試写会をみることが出来るというシステムを

採っております。

鶴岡の場合、会費が大人が200円、大学・

高校生が150円、中・小学生が100円という形
で会員を募るようにしております。

この間、問い合わせたところ、山形県には

仙台の西多賀病院に登録されている数だけで



34名の方がおり、うち24名が筋ジストロフイ

症の子供だそうです。酒田、余目、鶴岡では
5名の方が登録されているそうです。
登録されている子供の外に、登録しても病

院が満員のため入院出来ないとのことで登録
しない子供、またそういう病気だということ
がわからないで、家族の間だけで看守られて
いる方などを合わせれば、どの位の数になる
か一寸わからない状態です。
上映の期日は3月26日（金）午後6時半か

ら8時半まで、3月27日（土）午後2時半か
ら4時半までと、午後6時半から8時半まで
市中央公民館の講堂で行うことになっており
ます。
映画は16拡煎カラーで、映画の内容は1時間

40分です。それで共催として鶴岡ロータリー
クラブと鶴岡西ロータリークラブ、それから

鶴岡ライオンズクラブ、朝場ライオンズクラ
ブ、それに鶴岡青年会議所の方から了承をい
ただきました。後援として社会福祉協議会の
方からも了解を得て、教育委員会などからも
今日あたり返事がくると思っております。
実際この子達が入院出来なければ、唯家で

だまって死ぬのを待つばかりですし、新しく
一人の子供が入院出来るということは、一人

の子供が退院することで、退院ということは
この子達にとってほ死を意味していることで
そういう状態でいるということが現況であり
ます。それで可成り入院出来ない子供がいる
訳です。全国には15ヶ所このベッドがあるそ
うですけれども、15ヶ所といっても全部で千
数百ベッドしかなく、仲々この子等に、少し
でも人間らしい生活が出来るということが、
はばまれている訳です。
大体このような内容ですが、何か質問があ

りましたらお答えします。
なお、おわりにたりましたが、出来るだけ

多くの方々からみていただきたいと思いまし
てロータリーの会員の方々にも出来れば御協
力おねがいしたいと思って、今日こうやって
お話しした訳です。出来るだけ多くの会員が
集っていただきたいというのが私の希望であ
ります。
その後2、3の会員との間に質疑応答がな
された。

地区諮問委員会安斎徹氏より張紹淵君宛てに
送付された書翰の披露

張　　結滞様
拝復　其後は御無音失礼いたしました。貴

下益々御活動の趣き感謝の至りに堪えませ
ん。老生も元気ですから御安心下さい。
放て此度は世界社会奉仕に対するアンケー

トその返答の状況をお知らせ下され地区委員

としての御活動に心からの敬意を表します。
老生も研究グループ交換計画委員として活

動し、郵便投票によって賛成成立しましたの
で、詳細な計画を作り漸く本部に対する申請
書を作製し、本日ガバナーに送りました。

ガバナーが署名して本部に提出する訳で
す。地区委員をよくつとめることは仲々骨の
折れることです。過般のペルー地震の際はと
りあえず6つのRCに見舞を出し、東パキス
タンの台風の時は4RC、第2次エクアドル

地震に対してほ4RCに即座に見舞状を出し
たが、何れも1撃に感謝の返事をよこしまし
た。
殊にパキスタンのコミラクラブからは直ぐ

にビタミンを送ってくれという返事なので、　、

佐藤ガバナーに依捺し早速地区からコミラに
ビタミンを空送してもらった次第、私も老人

ながらロータリアンとして出来る限り気を張
っているところ、それで貴下の御骨折りがよ

くわかります。
次に参考のため最近のロータリー情報をお

知らせ申します。
ト1970年国際大会決議
標準クラブ定款を改正して、RC会長をそ
の就任するロータリー年度の開始直前2ケ
年間の如何なる時でも選挙出来る。

2・地区大会は次年度ガバナーを指名する。
また場合によっては2年後の年度に就任す1
る地区ガバナーを指名する。

3．RI理事会は、細則第8粂第4節再を改
正した。
ぐうクラブ親睦委員会の名称を親睦活動委
員会に改めた。

4．理事会は地区ガバナーによって任命され
る「地区レクリエーショナル活動委員会1
の名称を「地区国際親睦活動委員会」と改
称。

5・ロータリアンは、他の奉仕クラブに入会
した場合「標準ロータリークラブ定款に、l
理事、理事会は充分な理由ありと認めた場
合、会員の資格が如何なる場合でも終結せ　＼
しめることが出来る」とある〔その理由と
して認めて良いことになりました。

以上は鶴岡RCの皆様についでの時情報とし
てお知らせ下さい。特に（5）の問題を重視して
下さい。先づほ御返事に添えて申し上げます

地区諮問委員会　安斎　徹
1971年3月2日

幹事報告（副会長代行）
会報到着　東京RC、石巻東RC、本荘RC

鹿児島RC
認証状伝達式ご案内
1．東京雪ケ谷RC　4月25日

（東京プリンスホテル）
2・松阪東RC　6月20日（松阪市公会堂）
3．東久留米RC　5月1日（椿山荘）
事務所変更　能代RC　レストラン・ミヤコ


