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みん尉こ奉仕を　　．lkJ′㌔転≡身

出席報告：会員74名　出席58名　出席率祁・38％　前回出席率細屈％　修正出席和名　確定出席率92・11％

第25期鶴岡ロータリークラブ会長就任挨拶

本日から来年6月末日ま

での1年間、この伝統ある

鶴岡クラブの第25代目会長

として奉仕の機会を与えら

れました。諸先輩がこ苦労

を重ねて築いて来られたこ

の25年の尊い歴史を汚さず

＼、ノ

無事に過すことができるかと考える時、誠に不安で

ございます。

それに加えて、前会長・幹事さんが、実にユニー

クな発想の下に実りある素晴らしい年度の後だけに

尚更でございます。

昭和51年4月8日、小池繁治さんのご紹介で入会

させて頂き、そのまま今日を迎えたような次第で、

全くの不勉強さも不安を駆り立てており、誠にお恥

かしい限1りです。

只今、こうしてロ⊥グリー会員として在籍させて

頂いている事は、偏に会員皆様の温かい友情の賜と

私の終生忘れる事のできない、何よりも得難いもの

であると深く感謝申し上げる次第でございます。

ど承知の様にロータリーには目的として「綱領」

と「4つのテスト」があります。私は折にふれてロ

ータリーとは、と考える時、先ずこの「4つのテス

ト」を思い浮かべます。これ故にこそ会員皆様から

温かく支えられて、今日があるのだと更に感銘を深

く致して居るものでございます。

私の入会以来、この約10年、会員の方々の顔ぶれ

も随分と変りました。人が入替るという事は、．時代

内　　山　　喜　　一　君

の移り変りを意味し、又一つには進歩ともいえまし

ょう。しかし、時代が変り人が替っても真理は変り

ません。「4つのテスト」は永遠不変の真理であり

ます。

本年度R．Ⅰ．会長ウイリアム．E．スケルトン氏は、

（みんなにロータリーを　みんなに奉仕を）と言う

ターゲットを示されました。このターゲットこそ、

「4つのテスト」の心を謳いあげていると申せまし

ょう。

みんなに奉仕を¶という事は、別の面から申すな

らロータリアンは勿論のこと、その地域社会にく一和”

する心が顕現されてはじめて真の奉仕、誠の奉仕が

実を結ぶものと思います。

このtt和”とは何か。和する心こそ「4つのテス

ト」の理想であり、ロータリーの求むる処でありま

す。この和一4つのテスト、この基本に更に田中ガ

バナーの打ち出された「4本の柱」と更に「共に奉

仕する我々の年度」なる重点目標を軸としてクラブ

の運営に当りたいと考えております。

なお、クラブ本年度の活動計画を項目別に簡単に

申し上げますと、

①　青少年問題が憂慮される昨今、インターアクト、

ローターアクトの育成強化を

④　交換学生の受入れ・派遣を通しての奉仕を

④　内部・外部会員拡大強化

④　25周年記念および25年にわたる資料の整備

㊥　台中港区R．C．との姉妹クラブ続盟

以上5つの目標を掲げました。決して背伸びせず



精一杯頑張る覚悟でおります。幸い斎藤幹事も若さ

一杯で張り切っております。どうぞ会員皆様の絶大

なるど協力とど支援を重ねてお願い致しまして、実

幹　事　就

本年度の幹事の重責をお

引受けすることになりまし

たが、諸先輩が多勢いらっ

しゃる中で、入会して1年

2ケ月、ロータリーについ

て何もわからない私に順番

がまわってきて困惑してい

る次第ですが、任命された以上は、無力な私にどれ

ほどの事ができますかわかりませんが、内山会長を

補佐して、皆様のど期待に背かぬ様に最大の努力を

尽して行きたいと思っております。

内山会長のテーマの1つに「和」を以て親睦と友

りある年度となりますよう念じて、私の就任のど挨

拶と致します。

任　挨　拶

斎　　藤　　　　隆　君

情、協力の実をあげたいという事ですが、当クラブ

は敷居が高くメークしにくいと云う事を耳にします

が、例会をあまり固苦しくなく、明るく親しみ易い

雰囲気にしたいという考えであります。

幸か不幸か、会長・幹事共頭の方は明るく光り輝

いていますので、会場を今まで以上明るく楽しめる

例会にしたいと思います。

私には前幹事の様にり／＼一一サル期間がなく、すぐ

本番です。不馴れの為ど迷惑をかける事が多いと思

いますが、皆様のご指導・ど協力によりまして、1

年間の貢を務めさせて頂きたくよろしくお願いして

幹事就任の挨拶とさせていただきます。

⊂む声由‾‾‾套つ　内山喜＿君

025周年記念実行委員会のメンバーとして次の8名

が担当します。

委員長　　三　井　　健　君

副委員長　小　池　繁　治　君

委　員　佐　藤　　忠　君

佐　藤　元　伸　君

松　田　貞　夫　君

藤　川　享　胤　君

会　　　長

幹　　　事

以上8名

07月18日ガバナーを囲む夕食会　第1イン

公式訪問　会長幹事会　　11時

例　会　　　　　通常どおり

クラブ協議会　14時～16時

懇親会　　　　16時から

○名誉会員委嘱

斎藤第六鶴岡市長さん

酒井忠明さん

○会長代行

副会長・会長エレクト・直前会長の順で

○幹事代行

副幹事・直前幹事の順で

0会計監査

黒谷正夫君

。田中ガバナーから電報が届いております。

「4ツノハシラヲウチタテソウインカカレ　コウ

ロータリーヲワカチアイヒトビトニホウシヲ」

（逐＝章二二重互二）斎藤瞳君
○温海R．C．より会報到着

○社会福祉法人恩恩会tt特別養護老人ホームしおん

荘”より増築工事の竣工式の案内到着

7月5日　ホテル海山　新穂光一郎君出席

○ロータリーの友事務所より

＼▼



「ロータリーの友」英語版の案内到着

今年11月と明年4月の年2回発行

2冊で1，000円

0鶴岡工尊より

「庄内の産業発展における諸問題」の公開講座

の案内

期日　9月3日（土）10月1日（土）

11月5日（士）　3回計18時間

○石黒バストガバナ▼より6月30日でガバナーの任

務を終了した報告および礼状が到着

。直前会長・幹事にバッチ贈呈

（亘亘＿旦旦亙）
氏　　名　　白　坂　　　久　君

生年月日　　昭和14年9月16日生（43才）

職　業　　日本交通公社鶴岡支店長

TEL　22－3073

出　　身　　東　京

家　　族　　妻　　一世（S16．11．23生）

長男　和久（S40．8．11生）

2男　貴志（S44．8．12生）

趣　　味　　ゴルフ歴10年　野球

現住所　　鶴岡市美原町2－27　笠原アパート

B403号　TEL23¶7279

ただいまご紹介に預りま

した交通公社の白坂でござ

います。前任の大森が転任

になりまして、6月に着任

いたしました。若輩でござ

いますが、諸先輩のご指導

をいただきながら、一生懸

命やっていきたいと存じます。よろしくお願いいた

⊂軒‾‾会挨拶＿〕

・池田　　弘君

年度当初にこういうことで申し訳ありません。よ

うやくロータリーソングも見ないで歌えるようにな

り、3年経ちました。また皆様のご指導をいただき

商売も可愛がっていただいたのに本当に申し訳あり

ません。昨年、今年と商売が厳しい中で春闘を迎え

3月から5月にかけて12回ほどやりました。昨年か

ら田川の会長と県の労務委員長もやって、健康的に

も大変な中で、もう一つバレ」があり、実業団一般

高校ママさんチ欄ム、小学生のミニバレーと負担に

なってきている。入会したあとすぐ病気で、その時

も十分考えたが、お見舞い等もいただいてキッカケ

がなかった。これからもよろしくお願いします。

ありがとうございました。

・根岸光一君

このたび宮城スバル自動車に出向を命ぜられまし

た。急な話ですが先週辞令をもらって参りました。

今年5月17日に伝統ある当R．C．に入会させていた

だき、やっと馴れはじめたという矢先でとまどって

いる次第です。特に前会長の中江さんをはじめ、親

睦委員会の方々にはご指導をいただき有難うござい

ました。皆様の友情に応える時間もなく、今度は仙

台の地で車を売っていかなければならない状況で弟

後任は富士重工から現在総務部長の布施というの

が参る予定ですので、何卒よろしくお願い致します。

仙台にお越しの節は是非お立寄り下さい。有難う

ございました。

⊂釘畠会報告〕
○決算報告　　森田清治君

1982年7月1日より1983年6月30日までの収支決

算書資料を配布し、収支および繰越金等について一

般会計、スマイル会計、交換学生会計、クラブ基金

会計、ロータリー財団、米山奨学金会計につき説明

を行い承認された。

○予算承認　　風間真一君

今年度の収支予算資料を配布し、説明があった。

特に例会食事代を100円アップし、質の向上を計り

たい旨説明があり、それぞれ承認された。

詳細については当日配布の資料を参照下さい。

0親睦活動委員会　早坂徳治君

会員誕生　黒谷正夫君．嵐岸光古君．森田清治君

中江　亮君．佐藤順治君



奥様誕生　張秀子様　小池英様　工藤利子様

中野ふみ子様　佐藤清子（忠）様

飯白安江様　風間富士子様　富樫貞様

諸橋靖子様　中村静子様

0出席委員会　　鈴木茂男君

年間皆出席18年間皆出席　鈴木弥一郎君

12　　〃　　　小松広穂君

11　ク　　　森田清治君

7　　ク　　　石川寿男君

4　　〃　　　本山　弥君

6月100％出席　62名

。前年度ロータリー財団委員会　　佐藤　衝君

6月28日最終例会に会員の佐々木霊彦君、高田

耕助君、鈴木茂男君、松田士郎君よりポールハリ

ス準フェローとなるためのど寄附を頂きました。

○社会毒仕委員会　　佐藤　衛君

例年のことですが、本年も県民河川愛護デーに

当る7月10日の日曜日、内川清掃奉仕作業の協力

方お願いについて、内川を美しくする会よりご案

内が参っております。

日　　時　　7月10日（目）午前7時～9時まで

集合場所　　消防本部駐車場

清掃区内　　鶴園橋～三雪橋間

なるべく多勢の方のご参加をお願いします。

○プログラム委員会　　中村富昭君

7月12日の例会から各委員会の本年度の活動計

画の報告をしてもらう予定です。1回に5委員会

くらいの予定でやり、今月中に終るようにしたい。

各委員会担当の理事は、所属委員会の方をまとめ

て報告して下さい。7月19日はガバナ¶公式訪問

のためとりやめます。

○クラブ細則の一部改正について

会長から次の内容の提案があり承認された。

第7條　委員会

第1節　㈲　会長は理事会の承認の下に、次の

常任委員会を設置しなければならない。

クラブ奉仕委員会

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

叫　会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕の

中の特定分野を担当する次の各委員会を設

置するものとする。

SA．A委員会

出席委員会

親睦活動委員会

プログラム委員会

会員増強委員会

外部拡大委員会

会員選考委員会

雑誌広報委員会

クラブ資料委員会

職業情報委員会

社会環境委員会

国際青少年交換委員会

ロ¶タリー財団委員会

米山奨学金委員会

世界社会奉仕委員会

国際親睦活動委員会

インターアクト委員会

ローターアクト委員会

会報委員会

第13條　議事の順序

開会宣言

来訪ロータリアンの紹介

来信及び告示事項

スピーチその他のプログラム

委員会報告

閉　会

OS．A．A．委員会　　松田貞夫君

今回の例会から会場正面の両サイドにパネルを

掲げました。私語が多い時には裏をかえして注意

換起の絵が出る仕組みになっております。

（ビ　ジ　タ　ー）

立川R．C．　　滝　　禅源君

温海R．C．　　斎藤　　順君

鶴岡西R．C．　瀬尾助三郎君．桜井　　構君

加藤有倫君．井上　　彬君

佐藤茂生君

◎会報委員会からお願い 

各委員会が例会席上報告された場合は、閉会 

後会報委員に原稿をお渡し下さるようお願いし 

ます。ゲストスピ▼チの場合、プログラム委員 

はゲストに出来るだけ原稿をⅠ副するよう事前に 

お話していただければ助かります。 

（今週の担当者　佐々木栄一）

田鉦、Ⅰ′Jjローダり一一ツラフ捌、二′二　昭枇う4　6！）　承H忍　昭和34．6　27　253池「メー

ト操　り＋在号岡∫行甘∴場往け＋雀帥射軋L会議所内　‘産話　0235し24J7711

刊会」払　桃†拙いiJ場町物凍灘i3階ホ∽ル　例会　日　払坦火曜日　午後12：う（ト130



253地区鶴岡ロータリークラブ第1214画例会＿全章紅柑83－（昭58・7・12）（夷蔽－＿‾疇　気温24・5度）

Share月Olaly－

Se叩e嘩鱒三三
リ三を

垂猿伝重任を

街牒陰鱒

出席報告：会昌74名　出席61名　出席率82・伯％－前回出席率78欄％　修正出席69名　確定出席率盟・24％

〔季長報告＿〕
内　山喜一君

てご

、＿ノ

ビジターのご紹介と、本日の例会の内容のど説明

がありました。

先般、プログラム委員会の要請で、各委員会の今

年度の活動のど報告を頂く例会で、時間は沢山あり

ますので、充分に報告されますようお願い致します。

鶴岡西R．C．会長　帯谷義雄君

今年度、鶴岡西ロータリ

ークラブ会長にご指名頂き

ました帯谷でございます。

日頃、親クラブでありま

す当クラブの皆様には大変

お世話になり有難うござい

ます。本席をお借り致しまして厚くお礼申し上げま

す。貴重な時間をお借り致しまして一言ど挨拶申し

上げます。

私もはずかしながら、入会以来今だにロータリー

精神に徹し切れないでおる、ふつつかな者でござい

ますが、今迄より以上に、鶴岡クラブの皆様には親

クラブの皆様としまして、尚一層の友情とご指導の

程、宜敷くお願いを申し上げ、ご挨拶と致します。

鶴岡西R．C．幹事　三浦正志君

今年度、西ロータリーク

ラブ幹事を指名されました

三浦でございます。

先般の第4回ライラ研修

大会には、当クラブの藤川

さんはじめ、バストガバナ

ーの石黒先生、又、多くの会員皆様方よりど協力頂

き無事終了する事が出来、本当に有難うございまし

た。先日、大変りっぱな報告書も出来上り、各クラ

ブにも配布を終えたところでございます。

今年1年、帯谷会長共々皆様よりご指導・ど鞭接

の程、宜敷くお願い申し上げます。

（幹事報告）　斎藤隆君

1．会報到着　　東京R．C．

2．日中友好の新聞「日本と中国」7月5日号到着

3．ユネスコ新聞到着

4．第2別地区直前ガバナー大坂嘉市氏より日本海

中部地震に対する義援金についての報告

5．東京江北R．C．会長．岡村貴行氏より

佐藤千寿バストガバナーの著書「ようこそロ

ータリーへ」1部400円

6．例会日及び場所変更のお知らせ

余目R．C．ガバナー公式訪問のため

7月20日（水）12時10分点鐘

場所　余目町中央公民館2階

7．当クラブ第1回クラブ協議会

例　　会　　　12：30～13：30

クラブ協議会　14：00～16：00

4階第2会議室

懇親会　　　16：00～　　例会場

※佐藤千寿バストガバナー（東京江北R．C．）の

著書「ようこそロータリーへ」のご紹介

本書は著者のど厚意により、我が東京江北R．

C．が版権の寄贈を受け、これまで希望者に頒布

して参りました。その後、版を重ねて四版にな



りますが、規定審議会の議により一部規定の更

改、世界のクラブ数、会員数の増加等、内容に

変更が生じて参りましたので、このたび、佐藤

バストガバナーに加筆訂正をお願いし、改訂補

版養刊行する事になりました。ロータリアンの

クラブ活動への参加、奉仕活動の意義等が大変

わかりやすく解説されており、新会員の手引書

としてばかりでなく、広くロータリアン各位が

座右に備えられ、ど愛読下さることをおすすめ

するものです。

1部　400円

本書ど購読ど希望の方は、事務局迄お申し込み

下さい。

R．Ⅰ．第254地区

直前ガバナー　大坂嘉市

日本海中部地震に対する義援金

についての報告

前略

日本海中部地震については早速義援金を寄せら

れましたことにつきまして厚く御礼申し上げま

す。

6月30日を以って締切り集計致しましたのでど

報告申し上げます。

全国各地区・ロータリークラブより

165件　総額10，954，890円となりました。

これを秋田県・青森県の被害額を参考にして

秋　田　県　　　7，700，000円

青　森　県　　　2，754，890円

合川南小学校　　　500，000円

（R．Ⅰ．第257地区秦野中R．C．より指名送金

に付、直接手渡し）

と配分し、秋田県は秋田魁新報募金窓口を通じ、

青森県は日本海中部地震災害対策本部（本部長

北村県知事）に手渡しました。

以上簡単ですがど報告申し上げます。

以　上

了盲員会報訂、）

◎S．A．A．委員会　　委員長　松田貞夫君

会員相互の友情と親睦を深め、ロータリーにとっ

て望ましい発展が行なわれるために、例会が秩序正

しく、そして楽しく有意義な会合である事を目的と

して、

1．例会が規則正しく運営され、会員の友情と親睦

の輪をより一層深めて戴くために、奇数月の第1

例会日の配席を同一的にならないよう実施する0

2．プログラム・出席・親睦・情報の各委員会との

連絡を密にして、楽しく例会に出席出来る雰囲気

づくりに努力するため、S．AA．委員相互の連帯協

力を計る。

3．例会の欠席者は、必らず事務局に連絡していた

だき、経費の節約を計るよう努める。

4．食事の時、楽しく語らうも、スピーチの時の私

語を慎しむよう監督する。

5．ゲスト・ビジターの方へ不快感を与えないよう

努める。

以上、5つの方針で活動したいと思います。

◎社会奉仕委員会　委員長　佐　藤　衛君

咋日の日曜日は、県民河川愛護デーという事で、

会員の皆様にも内川清掃ど協力をお願いしておりま

したが、内山会長以下17名のご参加を戴きました。

ど協力大変有難うございました。

◎出席委員会　　　委員長　鈴木茂男君

出席こそロータリアンの資格である事を強調して

本年度は、出席率を前年度以上に置き、次の計画を

実行して、尚一層の出席率向上を努めます。

①　各人、月間・年間皆出席に努力するように促進

する。

④　例会に欠席した時は、必らずメークアップする

ように会員に呼びかける。

④　新会員に対し、気軽に出席出来るような雰囲気

作りにもっていく。

④　昨年は、クラブ創立以来はじめて100％出席の



例会がありましたが、本年度は1度でなく、月に

1度か、年に何度かの100％出席例会にしたいと

思います。

年間出席の発表

12年間100％出席　小松広穂君

4年間100％出席　本山　　弥君

◎親睦活動委員会　委員長　佐　藤　忠君

会員相互の親睦は、出席・プログラム両委員会と

共に、五大奉仕部門を支える重要な重点であり、又

諸活動の原動力である事と認識し、活発に行動実践

、＿ノ

する。

○庄内浜の味覚を楽しむ家族会

○クリスマス家族会

0鱈　什　会

○ゴルフ大会

○マージャン大会

○釣　大　会

奥様誕生

0諸橋政横君奥様　靖子様

○工藤弘道君奥様　利子様

10月　9日（日）

12月17日（土）

1月24日（火）

7月・9月・4月

2月21日（火）

10月下旬

◎プログラム委員会　委員長　森田清治君

クラブ例会が楽しく魅力あるものにするために、

委員3名は常に連絡を取り合い、月別担当制をなし

会員スピーチを重点とする。

0毎月1～2回をゲストスピーチの実施と、会員

スピーチに重点を置く。

0各委員会と連携を密にし、委員会報告、情報伝

達時間帯を確保する。

◎職業分類委員会　委員長　石塚敏彦君

①　8月31日迄地域社会の職業分類調査を行なう。

㊥　現在のクラブ内で代表されている職業分類表を

再検討する。

④10月31日迄充填及び未充填職業分類表を作成す

る。

④　禾充填職業分類の充填に努力する。（職業分類

表は活動計画書に記載）

◎会員増強委員会　委員長　渡部利夫君

最近5ケ年間の会員数の年間増減率の低下は、オ

イルショック、世界同時不況の進行等々、極めてき

びしい経済環境にあり、その影響のもと、当クラブ

の会員増強がままならない状況にあります。しかし

きびしい環境下にあるものの、会員の自然減を補な

い、新しい会員の加入を得て、ロータリーの基本理

念である奉仕の理想を実践する上で、会員増強は全

会員の避けて通る事の出来ない義務である。力を合

わせ会員増強を強力に推進すべきである。

会員増強目標

253地区運営基本方針に基き純増会員数　5名

1984年6月30日現在会員数目標　　　82名

◎国際青少年交換委員会

地区委員　新穂光一郎君

7月2日と10日に福島県飯坂に於いて、地区委員

会が開催され、それに出席しての報告。

担当者及び受入れ数等が話し合われた。各担当は

ア　メ　リ　カウ寒河江R．C．宮森氏

オーストラリア0鶴岡R．C．　新穂氏

フイリッピン1〇山形R．C．　岡崎氏

受入れの場合、1対1名が原則で、今年アメリカ

から来るのが4名で、日本から向うへ行き度いのが

8名で、バランスが合わない。

受入れ予定

アメリカ　　　　　5名

オーストラリア　　5名

フイリッピン　　　2名　　　計12名

申請書の〆切

アメリカ　　　012月末

オーストラリア已〉12月末

フイリッピン　く〉　9月末

現在派遣しているクラブ　　50クラブ

現在受入れているクラブ　　56～7クラブ

今年度の受入れが

ア　メ　リ　カ⇒南陽．酒田．寒河江

オーストラリアq福島県



今後、多くの学生が応募する事を予定して、以前

当クラブで作製した選衡基準を地区の方へ送付した。

8月6日・7日に地区の委員会が開催される予定。

又、8月27日、アメリカからの受入れ学生の歓迎会

と、オリエンテーションが行なわれる。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　青谷義雄君．三浦正志君．

桜井　晋君

温海R．C．　　本間儀左工門君

（今週の担当者　秋　野　忠）

ロータリー用語便覧

Absence

アブセンス

欠　席

出席規定で理由なく、④連続4回

欠席してメイクアップ（出席補填）

しない時　㊥クラブ年度前半又は後

半の6ケ月で出席率が60％に達しな

い時は、理事会が認めない限り、会員は自動的にそ

の資格を失う。但し、病気・負傷等、健康上の理由

で出席出来ないと本人が申出たときは例外である。

Active Member

アクチブ　メンバー

正　　会　　員

職業分類の下にクラブ会員として選ばれ、国際ロ
ータリー定款および細則に定められた会員としての

総ての義務・責任および特典を有するクラブ会員。

Additional Active Member

アディショナル　アクチブ　メンバー

アディショナル正会員

（1）クラブの正会員により、その所属する事業所

の同僚幹部または同業者の中から推せんされ、

推せん者と同一の職業分類の下に、そのクラブ

の会員として選挙された者。

（2）何れかのロータリークラブの正会員であった

者で、そのクラブの区域限界内でクラブで分類

されていた職業に従事しなくなったために退会

し、別のクラブによってそのクラブの当該職業

分類保持者の承諾を得て、同一職業分類の下に

会員として選挙された者。

クラブが（2）項によってアディショナル正会員を選

挙した場合、当該正会員は（1）項によってアディシ′ヨ

ナル正会員を推せんする権利を失なわない。アディ

ショナル正会員は正会員であり、正会員と同一の義

務・責任および特典を有する。但し、同一職業分類

を有する正会員が、正会員の身分を失なったとき、

またはクラブにおける当該職業分類が空席となった

場合には、その会員身分を失なう。

Additional Rotary Club
アディショナル　ロータリークラブ

市・区、あるいはその他の自治体地域、都市地域

または農村地域において、区域限界を同じくする2

つ以上のクラブを国際ロータリーの加盟員として認

めることができる。ただし本規定の下に、アディシ

ョナル・クラブを結成しようとする区域内にある既　　、－／

存のクラブの承認を前提とする。

Attendance

アッテンダンス

出　　　席

出席はホーム・クラブの例会出席を基本とする。

例会を欠席した時は、他のロータリークラブ又は仮

クラブの例会、Ⅰ．C．G．F．、地区大会、地区協議会、

国際大会、チャーターナイトなどに出席して補填で

きる。但しクラブの委員会、協議会、炉辺ミーティ

ング、クラブ親睦会などに出ても補填にならない。

出席は月々幹事が集計して、翌月の10日迄にガバナ
ー事務所に報告する。手紙が間に合わない時は、ガ

バナー事務所に電話で報告する。会員がメイクアッ

プした時は、幹事又はRC．事務所に葉書、電報また

は電話で通報するのがよい。例会の出席には次の規

定がある。

1．各半期毎60％以上出席しなければならない。

2．正当な理由なく連続4回欠席してはならない。

（但しメイクアップの場合と、理事会が承認し

た時は別）

例会の時間は日本では大抵1時間である。例会で

は60％すなわち36分以上着席すれば、早退しても出

席と認められる。しかし例会の途中、食事が済み次

第ドヤドヤと早退するのは、いわゆる「喰い逃げ」

で「逃げクリアン」と言うべきであり、メイクアッ

プした時は、相手のクラブに対して失礼であり、品

位が疑がわれる。万己むを得ぬ時にはSAAに理由

を述べて、合間をはかって静かに退出すべきである。

刷ロー一夕リ　ークラーブ糾、　昭粧最（う〔　巫　認　昭糾31｛〕27　253地区

躇　f．J IH．T。日吉HIJ場椚　　相称佃‾†＿会議抑人J　定話（はこう5伽7711

会場11帥‖行J場町物種緒　3階ホール　例会　日　払坦火曜日　午後123（ト130
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田中ガバナー挨拶

私がこの鶴岡ロータリー

クラブにお伺いする事は、

無上の喜びです。と申しま

すのは、私は9年前、大原
バストガバナの地区幹事を

致しました時、同クラブの

早坂源四郎先生のもとで御
指導を頂き、そして小池さ

ん、高橋正太郎さん、上野三郎さんに陰に陽に御指

導を頂き、歴史は繰返すと申しますか、石黒先生の

後に私が再びガバナーとしてお伺いする事になりま
した。これも前世の御縁があったんだなと思ってお

ります。

今日の例会にインターアクト、ローターアクトの

方々をお招きする石黒先生の情熱に、私の年度も出

来るだけ真似させて頂きたいと思います。私のポケ
ットマネーを差し上げます。（直接会長に渡す）
さて、私はこのクラブに家内スミ子と共に参りま

した。それは、私は此の度コパルトンに参りました。
一番ガバナーとして苦しい時がありました。それは

そこに行く前の一時であります。どんな不安を夫婦
は感じとったか測りしれないものがありました。果

してコパルトンでどんな事をするのでしょうか。或

は着物はどうか、研修はどうか、お土産の交換はど

うか‥・その時、石黒先生ど夫妻が御出で下さいまし

て、色々の御体験を詳しくお話して下さいました。

その素晴らしい友情否ロータリーの友情を超越した

暖かい心に接した時に、涙が流れて止まりませんで
した。と申しますのは、R．Ⅰ．会長の招待で懇親会が

あります。そういう事を知らずに行ったガバナーも

沢山おりました。私はそこで英語で紹介する時間が
ありました。私は書いたものでやりました。家内も

やりました。話を聞かずに行ったガバナーは右往左

往するようでした。私はお蔭で英語が出来るんだと
思われて、後から英語で話かけられました。これが

友情の始まりであり、26人のガバナーの内私達夫妻

程国際親善したものはないと自負しております。こ
れは一にかつて石黒夫妻のご友情がしからしめたも
のでした。コパルトンを去る時、ホテルの部屋にも

う一度入ってみて、どうも有難うこの部屋のお蔭で
と思ったものでした。暫らくぶりで昨夜ホテル第一

イン鶴岡に入ってみて、コパルトンを思い、石黒先

生のお蔭だと思いました。そんな意味で家内が例会
の席で石黒先生にお礼を申し上げる事が、ガバナー

公式訪問の第一歩を意味する、お礼のロータリー精

神にかなうものと思って参りました。佐藤幹事も大
柄な小松幹事にお礼を言いに来ました。今日は会長

幹事会でお話し合いをして、素晴らしい会長・幹事
と思い、嬉しく思った。創立25年の鶴岡クラブさん
の歴史にふさわしいメンバーと息いました。どうぞ

頑張って下さい。私の会社も創業25年であります。
あのスケルトン会長も、ロータリーは原点に帰れと

申しております。原点に帰るということは、ロータ

リーの金看板である職業奉仕に徹し、親睦と友情が

基礎であります。
伝統のある当クラブは、既にクラブのチームの和

ができているのであります。私が申し述べる事はお

こがましいのでありますが、若干申し上げたいと思

います。
スケルトンさんは、ロータリーではポールハリス

以外の方はどなたかのお蔭で入会されていると思い

ます。入会された人がその人に有難うという気が一

年、二年、三年たって出てくる。それがロータリー
だ。ロータリーは平等だという事に疑問を感ずる。

平等の平等さは権利とか義務とかの平等であって、

先輩は先輩らしく、お年寄りの方は色々の体験をし
ている。それに限りない愛情をもって接していく事

に、原点に帰っていくのが大切だ。その原点から生

れるものは友情だ。それが例会である。

私は、25年前会社を引き受けた。つぶれかかった

会社、現在のスポーツウエアの会社であります。家

内共々会社から給料をもらうと貯金して、その一部
を会社に入れて、貯金が担保でありました。お得意

先を開拓する事を考えず、製造工場は製造しさえす
ればよいという武士商法はくつがえされ、自ら販売

しなければならない事になりました。工場が出来た

時には感謝の念がわいてきた。私の心の中には、有

難い事は有難いと卒直に思う事が大切でないか、ロ
ータリーも例外ではない、根本は感謝である。ロー

タリーの根本精神は、感謝から生まれ、友情になり、

社会奉仕、国際奉仕になるのでないかと思います。

私の従業員の中に、眼球を支えるものにケイレン
をし、物は二重写しになる子どもがいる。お母さん

は女子大出、お父さんは立派な大学を出て警官であ



ります。この子どもを預りました。この子どもは字

が解りません。字を教える事から始めました。点字

はどんなにして教えるのか、そんな事を考えながら

始めました。今は5年の才月を経て、出荷係をして

おります。なんと素晴らしい事と親は喜びました。

毎年お盆とお正月に来てお礼を言われます。私は、
ロータリーは暖かい心で職業奉仕をやる、自分の職

場に障害者を採用することがロータリー精神でない

かと思います。失なわれた能力でなく、残存する能

力を発揮させる。現在130人の中30人の障害者を採

用している。知能の遅れた子どももおります。失わ

れた知能でなく、残存する素晴らしい知能の良さを

見ながらやってます。ロータリーは、その人の悪さ

を見るより、その人の良さを認める事ではないでし

ょうか。私はそんなふうに感じてならない。R．Ⅰ．会

長は、総ての人に奉仕をといって、会員増強を言わ

れます。そういう人達の素晴らしい町づくりを考え

ておられます。私は、元会長さんが善意は先づ貴方

からといっております。

私は、石黒先生御夫妻から得た友情をもとにして
一年やっていきます。どうか皆さん、新らしい友達

が一人お話した事を覚えておいて下さい。

最後になりますが、石黒先生が全力を傾けてクラ
ブ拡大、藤島町にその実現に努力される事を知って

喜んでおります。私は昨日、私の恩人であった早坂

先生の御仏前ぬかずいた時に、石黒先生が涙を浮か
べておられた。先生の話では、早坂先生の最後の言

葉に、私がロータリーに貢献した事があれば、君を

選んだ事だよといわれた事です。私もそうなりたい

と思って、ガバナーの道を進んで行きます。

地区幹事挨拶

佐藤哲雄君

石黒バストガバナーの友

情に感謝し、これから一年

誠心誠意田中ガバナーに御

協力申し上げます。

地区大会は10月1日・2

日と決定。講演は、NHK

の磯村報道局長を予定して

いるとの事です。

〔‾‾室長報＿草つ　内山喜一君
○田中ガバナー、奥様同伴で御光来下され名誉なこ

とであります。

0石黒バストガバナーから万国旗を御寄贈下さいま

して有難うございました。

。山下さんが事務局功労者として表彰される事にな

った。

○今後、会員相互は「さん」づげで呼ぶことにする。

（幹事　報告）　斎藤　隆君
1．八幡R．C例会時間・場所変更のお知らせ

7月23日を7月24日（日）18：30～

池田歯科医院庭園において

登録料　　3，000円

酒田R．C例会時間・場所変更のお知らせ

7月20日　朝5：30～

山王森の清掃後日和山会館において

登録料　1，500円

2．内川を美しくする会

7月9日に行われた礼状

3．第253地区の第5回ロータリー学友会年次大会　＼、一

案内状

期　日　　8月6日・7日

場　所　　飯坂温泉　伊勢屋

登録料　　7，000円

宿泊料　　3，000円

4．日中友好の新聞「日本と中国」7月15日到着

⊂画⊃
・親睦活動委員会

○田中善六さん、石黒慶之助さん、佐藤哲雄さんよ

り多大のスマイルをいただきました。
0自主スマイル

新穂光一郎君（県体協功労賞）

佐藤　衛君（兄の議長会会長）

張　紹渕君（ガバナーの健康を祝して）

（ゲ　ス　ト）
○田中善六ガバナー及び同夫人

○石黒慶之助バストガバナー及び同夫人

○佐藤哲雄地区幹事

0伊藤政一分区代理

○鶴岡ローターアクト

五十嵐由紀さん（会長）　清和由雅君

0高専インターアクト

碓氷雅保君（会長）　佐藤智洋君
○鶴工インターアクト

桜井峰夫君（会長）　佐藤文勇君

⊂亘」＿㌢タ　二）
鶴岡西R．C．　斎藤健治君．井上　彬君

佐藤　拡君
（今週の担当者　菅原辰吉）

机糊口一一ダートグラフ酢、l′　哨恥う4　b q　率認　耶＝封‥6㌧27　253地区
・巨機上1う　う鶴岡「行情」為剛　机岡商工会議所内　定謡　0235lZ1－7711

†叫会場　矧品目川卜場町物産館　3牲ト1JL　例会　円　毎週火鴨川　′ト後12二伸～1ニ醐
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Share戯0ね匂＝

さerue廊句寧e
日＝≡タリーを

垂産衣に奉仕を

垂重蓋秦荘名 確定出席率83・78％

日　本の農村社会について

今日、招いて頂きありが
とうございます。鶴岡R．C．

三井先生のど好意により、

16年前、日本の畳の上でミ
ーティングやった時の想い

出や、当時、天狗の面をい
ただき、仲間からうらやま

しがられたものです。

私、アメリカの高校時代
にスウェーデンに留学か？　と思っていたのですが、

日本へ留学したのです。それ以来、日本の事を研究

し、又R．Cの世界への理解のテーマで、現在日本の

農村社会について、日本の3ヶ所、①宮城県の申田

町　④酒田の本楯地区　④秋田県の八郎潟の農業社

会について研究をいたしております。

耕作面積ですが、宮城の中田町の場合1町1反、
酒田の本楯の場合2町1反、秋田の八郎潟の場合は

もっと大きい耕作をされております。アメリカの場

合は200～300舶耕作で2つの農場形式をとり運営

リチャ　ード・モア　氏

をしている。又、日本に来てやはり言葉が一番苦労
している。日本語は仙台で習って、特に中田町の場

合は、田圃の呼び方でおちえの家の前、私の家の前
又字名で呼び方があり、家族の組織の名称も変り、

習慣も所によっては非常に違いがあります。又、農

業の中で、中田町の場合は部落の組織、アメリカの

場合はヘリコプターで、中田町は各家庭から出て、
又は部落代表者が出るようです。昔の習慣が今日で

もあるようですが、共同田植から共同育苗になって
きて、又コンバインでやる米よりも、自然乾燥が味
がありおいしいです。

先日、テキサス州の稲作研究がテレビで御覧なっ
たと思いますが、日本では米1俵20円位の値上げの

問題で米価闘争をしている。
まだまだお話したいことがあるのですが、聞きと

れない部分もあったと思いますが、ロータリークラ

ブは私の心の仲間であります。これからも研究に努

力し、発表の機会を与えていただきありがとうござ
いました。

田中ガバナーより礼状

創立25周年に及ぶ伝統あるクラブの皆様に接し、
心から感謝申し上げます。お2人のガバナーを選出
された歴史あるクラブであり、歴史の重みにすっか

り感激いたしました。又、インターアクト、ロータ
ーアクトの育成にも強力に力を注がれ、青少年に対

する育成の情熱に深く心をうたれました。又、創立
25周年の記念すべき年にクラブ拡大に熱意を示され

ました事は誠に意義深く、且又大きな記念行事とな

るでありましょう。どうぞ会員皆様のご健勝とご発

展を心から祈り申し上げ、お礼のことばと致します。

（会長報告）　内山喜＿君
○日本の農業について、リチャード・モアさんのス

ピーチがあります。
0例会変更等お知らせがあるかと思います。

（幹事報告）　斎藤　隆君
1．例会時間変更のお知らせ
○遊佐ロータリークラブ

8月2日（火）恒例のゆかた例会のため

点鐘　午後7時　　会場　商工会館
会費　3，000円

○温海ロータリークラブ

8月1日を納涼家族会のため8月2日（火）

午後6：30～　ねすがせきビーチセンター

会費　4，500円
○鶴岡西ロータリークラブ

8月5日（金）を納涼家族会のため

午後6：30～　三瀬　坂本屋

会費　5，000円

2．温海ロータリークラブより活動計画書到着

3．庄内分区インターシティ　ゼネラルフォーラム開催

のご案内



9月4日（日）酒田市総合文化センター

申込〆切　8月10日
赤2年以内の新会員及び雑誌広報、会員増強、

青少年、米山奨学会の委員長義務出席

次回の例会で出欠をとる
4．R．Ⅰ．第253地区年次大会のご案内

10月1日（土）～2日（日）

福島県文化センター　　申込〆切　8月20日
登2年以内の会員は義務出席

昨年の年次大会のお返しの意味で多数の参

加をお願いします。

〔享丁畠金森‾享⊃
・外部拡大委員会

本年度は内部・外部の会員拡大強化に全力を憤注
されるよう、会員各位に伝えて欲しい。この事はR．
Ⅰ．会長の主要のテーマであり、ガバナーの重点目標

になっており、公式訪問の意をお含みとり頂き、会

員増強に皆様のど協力を重ねてお願い申し上げます。

・会員選考委員会

従来からの方針で確かな人材を求め、当クラブの

発展に寄与していただける方を考えていきたい。

・雑誌広報委員会

今回広報と一体となり、地元の報道機関と密接な連
連絡をとり、R．C．の理解を深めて参りたいと思いま

（ブ　ス二三⊃
○リチャード・モア氏

仙台育英高校へ交換学生として留学、現在日

本の農村社会について研究中。前テキサス州立
大講師、東北大学農学研究所。

⊂す‾‾ジタ＿二二）
温海R．C．　阿部一大君．佐藤五右工門君

本間　　毅君
鶴岡西R．C．　佐藤　　等君．鈴木昭吾君

「‾‾云マイ＿＿亘〕
工藤弘道君の奥様誕生

⊂∈二義亘二二亘〕
当クラブ会報7月12日付1215回例会となり、7月

19日付1216回例会となります。訂正しおわび申し上

げます。
（今週の担当者　小松三雄）

ロータリー用語便覧（2）

Attendance Committee

アッテンダンス　コンミッティー

出席委員会

クラブ奉仕の委員会のひとつ。例会
は勿論、ロータリーの各会合に会員が

出席するようにすすめる委員会である。
1．例会への出席をすすめ、欠席した時はメークア

ップ（出席補填）をすすめる。
2．地区大会、Ⅰ．C．G．F．、国際大会などへ出席をす

すめる。
3．会員に出席規定を周知させ、出席不良の原因を

確かめ、その原因の除去に努力する、

Attendance Contest Rules

アッテンダンス　コンテスト　ルールズ

出席競争規定

クラブまたは地区全体としての出席率を競うもの

で、7月1日から翌年の6月30日に至る1ヶ年を単

位として行う。

Attendance Report（Governor）

アッテンダンス　リポート　　カンマナー

出席報告（ガバナー）

所管地区内のクラブから受取った月例出席報告の
一覧表。ガバナーはその写しを国際ロータリー事務

総長に送付する。

Attendance to Meeting
アッテンダンストウー　ミーティング

例　会　出　席

ロータリアンは毎週1回、定められた例会に出席

することに定められている。欠席したとき、他クラ
ブの例会に出席すれば、この欠席は補填され、出席

したことになる。これをメーク．アップ（MakeUp）

という。

Badge

バッジ

記　章

会員が襟につける会員章のこと。Emblemとも

言い、歯車の意匠である。　　　　エムプラム

Banner

ノマナー

バナー（クラブ旗）

各ロータリークラブで作っているクラブの小旗で
ロータリー歯車とクラブ名とを表示してある。意匠

はローカルカラーを表現したものが多い。

Birthplace of Rotary

バースプレース　オブロータリー

ロータリー発祥地

第1番目のロータリークラブが設立された米国イ
リノイ州シカゴ市を言う。

1帥いト夕日一一一クラブ別、’′二　L榊」31ぐう　9　承認　昭和4・6・27　253地区

J】操り　鶴「‘r」右目も場町　構岡商工会議巾内　電話。235し21）7711

例会」基　矧．射け鵠場町物塵紆　階ホ一一ル　例会　日　航型火曜日　午後12：丸トユニうり
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きぬre嘲－

監≡≡≡≡≡箋嚢重き莞奉を≧
藍露報告：手套量74名三二魂9名　画蚕室≡路・了等蔦≡覇回滋養率7椅三冤　修重責責苛6名≡琴蚕出席率舶・壬草葉

「‾室長報告）

鶴岡公園地内に観賞池設置
についてのお願い

内山喜一君

鶴岡公園内のバラ園の一部（県道側）を利用して、
錦鯉の観賞池（県道側に巾1．57方、延長約100〝7、
深さ0．7〝7）を設置することに、多額の費用を必要
とするために、クラブに3，000円のど寄付のど依頼

がありました。

（幹事報告）　斎藤　隆君
1．会報到着　　鶴岡西ロータリークラブ
2．日中友好のしんぶん「日本と中国」

7月25日号到着
3．例会時間及び場所変更のお知らせ

酒田東R．C．
北海道稚内R．C．との姉妹クラブ盟約式の為
8月3日（水）　PA皿2：00～3：00

酒田産業会館4階大ホール
ビジター料1，000円

酒田R．C．ゆかた会のため
8月10日（水）　P．M．6：00～

ル・ポット・フー

ビジター料　2，000円

4．第253地区ロ→クーアクト年次大会の案内到着
9月3日（土）～4日（日）

会場　福島県相席市岩の子厚生年金
相馬松川浦荘

〆切　8月10日

5．原町ロータリークラブ創立20周年記念式典のご

案内
期　日　9月15日（敬老の日）
会　場　第一イン原町
登録料10，000円
〆　切　8月20日

6．新会員の推薦に関する氏名発表
布施隆夫　山形スバル自動車代表取締役
職業分類　自動車部品小売

7．地区年次大会（10月1～2日）、イシターシティ
ゼネラルフォーラム（9月4日）の出欠を帰りに

事務局まで連絡すること。

（＿委員会報告〕
○ロータリー情報委員会　　吉　野　勲君

1．将来会員になる見込みのある人には、ロータ

リークラブに於ける会員の特典及び義務に関す
る情報を提供する。

2．新会員には特に特典と義務を完全に理解して
もらい、一日も早い同化を計るようにする。

3．新会員に対しては、年間3回位の予定で歓迎
会のため、ファイヤーサイドミーティングを開

催する。
4．ガバナースレター、ロータリーの友及びロー
タリアン誌等の講読をすすめ、ロータリー意識
を高める。

5．地区行事、他クラブへの出席を奨励する。
6．広報委員会や会報委員会に最新のロータリー
情報を提供する。
以上の責務を遂行するよう努めます。

○クラブ資料委員会　　中　江　亮君

創立以来長い間にかなりのロータリー資料が山
積みされている筈であります。奉仕活動の実績等
その記録は貴重なものが沢山あるので、これらを
整理分類し、管理することによって、手早く利用
されるようにしたいと思います。山下さんが在職
中にど協力をいただいて、今年から根気よく仕事
を始めたいと考えています。

0会報委員会　　佐々木栄一君

（1）会報発行の基本的な方針は、前年度までの方
法を引き継くことにしました。

12）形式・体裁については次の点を取り入れる。
1．ターゲット部分の色は、ターゲットの変更
に伴ない、より鮮明な色に変更しました。

2．原則として毎回1枚2ページとし、予算を

勘案しながら特別な行事等の場合は2枚4ペ
ージとする。

3．紙質は、経費節減を考慮して若干薄手のも
のにする。

4．写真は原則として毎回1～2枚とする。
（3）会員にとって有益かつ親しまれる会報にする

ため、内容についても次の点を盛込むように努
力いたします。
1．会員の記録としても重要なので、例会の内
容は出来るだけ詳細に記載する。そのため、
各委員会には出来るだけ原稿を提出するよう
協力をお願いします。

2．例会出席の関心を高めるため、関係委員会
と密接な連絡のもとに、次回例会について次
の事項を紹介する。
7．ゲスト（又は会員）スピーチの演題・氏名
ィ．昼食の献立

3．新しい会員にロータリーの知識を早く持っ
てもらうよう、情報委員会と連携をとりなが
ら、ロータリーの知識についての一口メモ、



「ロータリー教室」の欄を設け、適時適切に
掲載する。

○クラブ奉仕委員会　　佐藤順治君

会員増強拡大・広報委員会セミナーに出席して

58．7．1611：00′〉15：00

於　福島県青少年会館

●石黒直前ガバナー
Ⅰ拡大について

Rエ（完咋葦≡芸冒芳書諸芸

日本（許等　詔書書諸芸
2．県別ロータリー．ライオンズ比較

山形県（

福島県（

ロークリ→　32クラブ1，383人

ライオンズ　42クラブ1，825人

ロ¶タリー　44クラブ　2，148人

ライオンズ　67クラブ　3，000人

3．田中ガバナーの要望
田中ガバナー年度内においては1～2クラ
ブ新設の希望あり。

4．二世の人達だけで新しいクラブを設けてはど
うか。
・ライオンズクラブがある為、ロータリーの拡

大が出来ないということはない。
・ロータリーはライオンズに比べ堅実である。

Ⅰ　増強について
1．来年1月より増強の規定が改正される。
ィ．同じ都市内（例えば鶴岡市内）であれば、

どこのクラブに入会してもよい。
ロ．隣接市町村であれば越境して入会してもよ

い。
ノ＼東京都は全域一区連と見倣す。

2．其の他
ィ．各クラブお互い縄張り争い等のトラブルの
起らないよう連絡を密にする。

ロ．会員増に当っては、セールスマンと同じで

あり、何回でも足を運んで説得に努める。
へ　前にはエリート意識を持った人達の集りの

ようでしたけれども、現在は大衆化社会とい
って、経済的に安定した中流層が急激に増大
し、ロータリアンとして該当するような人が
沢山増えておるので、入会させるにはそう難
しくない。

二．会費の負担は問題ないか

日本の基準　120，000～240，000

地区の場合　　98，000～210，000

メイク登録料　　　　500～　4，500

3．田中ガバナーの要望
当クラブは5名増である。是非達成してほ
しい。

4．過去10年間会員の異動を調査し、毎年延びて
いるクラブは良いクラブである。

●津田バストガバナー
Ⅰ拡大について

人口との関連について、3万人に1クラブは無
理ではない。鶴岡は2クラブあるが、人口10万で
あるからもう1クラブ新設は大丈夫である。

Ⅱ　増強について
1．誰でも、誰からでも推選される者が若過ぎる

ということはない。

2．ライオンズ、青年会議所が多ければ入会する
可能性も多いことである。

3．今迄新入会員を1人も招介したことのない人
は、必ず1名を招介すること。

4．会員を増強するには、先づ退会者を出さない。
5．退会を防止するには、‾ロータリーを自分の仕

事に利用することをすすめること。他クラブに
メイクの時、会員名簿を利用し、SAA．に頼ん
で仕事上必要な人に紹介してもらう。

6．新入会員には、ロータリアン必携、手続要覧
と共に全日本会員名簿をプレゼントしてはどう
か。

●地区広報委員長　佐藤　信
Ⅰ広報・会報について
1．一般大衆との交流を計る。
2．如何にしてロータリーの活動を、

地域の　目一観察
耳一地域の要請
口一行動・宣伝

を通じ宣伝するか。
3．対外的には宣伝不足である。
4．ロータリー財団、3H運動等を地域の人にわ
かってもらいたい。

5．陰徳の美性でなく、テレビ・ラジオ等報道関
係者と連絡を密にして宣伝に努めること。

6．会報は1ケ月に1回位地域にアピールするよ
うな記事を載せ、地域の人に読んでもらう。

●地区口一夕リーの友委員長　脇屋隆治
Ⅰロータリーの友の利用について

1．自分が読んだら他人にも読んでもらいたい。
2．会報にロータリーの友の紹介をしてもらいた

い。
3．来年5月号は、地区の記事95％位掲載するこ
とになっておるので、投稿してもらいたい。2

月原稿〆切り。
○親睦活動委員会

会員誕生　　三井　　徹
佐藤陸男
佐々木栄一

奥様誕生　　阿蘇幸子
三井　　章

藤川一子様
様

吉野英子様．手塚峰子様
7月100％出席　　59名

⊂享‾マ＿＿＿＿1亘つ
鈴木弥一郎君　此の度、東新斎町荘内銀行さんの隣

の主婦の店店内に、クスリと化粧品
の支店を開設致しました。

藤川享胤君　お盆の行事をNHKのテレビに取材
され放送されました。

松田士郎君　クラブ主催のゴルフ大会に優勝した。
佐藤　衛君　　　　　　〃　　　　　準優勝した。

鶴岡西R．C．　瀬尾助三郎君．菅井幹雄君
（今週の担当者　嶺岸光吉）

和コークり‥クラブ糾、■′　H銅H3－1．6　9　　年こ．≡ぎ　昭軋り（5　27　25：川王L）〔

紹　HJ　村　‖▲J rFJl焉場町　鶴岡商工会議所内　乱　詔　0235だ4〉7711

会　場　矧姉川ノ場町物産純‡3階十一一JL　例　会　日　毎毎週火曜日　′巨後123し卜13日
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〔ゲストスピーチ）

交換留学生と

このたび、ロータリーの

皆様のお蔭でアメリカに留

学することに決定いたしま

して感謝しております。

私は高校3年生でありま

して、進学希望なんですけ

ど、ご存じの方もいらっし

やると思いますが、私達の次から教育内容が全く変

わるものですから、1年休学して来年帰ってきて1

つ下の人達と一緒に学校生活をはじめるとなると、

色々不都合な点があって、この話が出たとき色々悩

んだのですが、日本の大学受験で学ぶようなことだ

ったら、アメリカに行って勉強することの方がずっ

と有意義だし、大きいこともあるだろうし、又誰で

して渡米ご挨拶
新　穂　　恵　さん

も出来ることではないということなので、その辺は

切り捨てて自分で決めました。

それから、6日に福島でオリエンテーションがあ

りました。そのとき色々勉強させて貰いましたが、

向うに行くと、女の子は20k夕くらい太って来るとい

われ、その点が多少引っかかっております。

向うに行ってニューブランズ　ウィックの市長さ

んやR．C．の会長さんにメッセージやバナーを渡すと

いう大切な役目、それも日本語がほぼ通じないよう

な所でやるという。それが今のところすごく恐いと

いうか、心配ですけれど頑張ってきたいと思います。

こういう機会を与えて下さいまして本当に有難う

ございました。頑張ってきます。よろしくお願いい

たします。

⊂㌻‾姦森‾育つ　内山喜＿君

○新穂恵さん、この度のアメリカ留学おめでとうご

ざいます。アメリカに行かれましたら鶴岡とニュ

ーブランズ　ウィックのかけ橋、一歩進めて日本

とアメリカのかけ橋になるよう努力して下さい。

なお、この1年元気で勉強や研修に励まれるよう

お願いいたしまして壮行の辞といたします。

○本間利雄さんという荘内銀行の行員がおられまし

て、今、同行仙台長町支店長をやっておられます

が、この方はかつて当地区のGSEメンバーの1

人としてオーストラリアへ渡られまして、ロータ

リー財団の研究グルー7交換の一人でございまし

た。この方から非常に感動あふれるお手紙をいた

だきました。このGSEメンバーというのは、グ

ループ　スタディ　ェクスチェンジ、正式にはロー

タリー財団研究グループ交換といいまして、25才か

ら35才までの若手実業人および専門職業人で、派遣

される期間は、最低4週間から最高6週間以内とい

うように細則に規定されております。10何年前に行

かれた方が今ここに、御恩報じとして1，000＄を送

られてきました。早速事務局不百百本万金に替え〒「

送金致します。この次の年次大会の際報告あると思

いますが、大変感動あるお手紙だったので、紹介さ

せていただきます。有難うございました。

（お手紙の内容）

謹啓　盛夏の頃となりましたが、先生はじめ皆

様には益々御健やかにお過しの事と推察申し上

げます。



扱、私事先生はじめ皆様方の御推挙に依り、

当地区第1回目のGSEメンバーの一員として

オーストラリアに派遣研修させていただいてか

ら、早くも10余年を経過いたしました。

この間、皆様の御恩と、懐しくも貴重な体験

は、1日として忘れる事ないものでありますが

御恩に報いる機会を得なかった事を、心からお

詫び申し上げます。

今般、私事でありますが、肝に銘じたき些事

がございますので、その発心として、心ばかり

ですが、ロータリー財団のポールハリス寄金に

申込みさせていただきたく、玄許1，000＄同封

申しましたので、御笑納いただければ幸に存じ

ます。

時節柄御自愛され、今後共引続き御活躍され

ますようお祈り申し上げ、お願いと御挨拶を申

し上げます。会員皆様の御繁栄を心から祈念申

し上げます。　　　　　　　　　　敬　具

（鶴岡市友江町5番25号　本間利雄）

（幹事報告）　斎藤　隆君

1．例会場変更のお知らせ

立川R．C．8月11日（木）

庄内ドライブイン

P．M．12：15

2．鶴岡・田川地区日中友好協会だより到着

3．日中友好のしんぶん「日本と中国」

8月5日号到着

4．会報到着　　東京R．C．大阪R．C．

5．東京日野R．C．より「ロータリー用語辞典」刊行

価格1，100円　送料　250円

申込みは事務局まで

6．1983～84年度版「公式名簿」

（内容）

0世界の全R．C．の例会日時および会場

○全R．C．の会長および幹事の氏名と住所

。国際ロー∵グリー役員の氏名と住所

○ロータリアンが所有もしくは運営する、或

は例会場に使われるホテルの名簿

0ロrタリーインターアクト及びローターア

クトの徽章入り商品の製造・販売を許可さ

れた業者の名簿

6＄　申込みは事務局まで

⊂吏＿鼻会森‾享⊃
。親睦活動委員会

会員誕生　佐藤陸男君．庄司嘉男君

（垂塁華活動計醐告）

。職業奉仕委員会　　　　　石川寿男君

本年度は活動計画書の通り進めていきますが、10

月の職業奉仕月間中に優秀な設備と最新の技術を誇

る松田会員の高砂電子の見学を実施します。多数の

会員の参加をお願いします。

また、P．G．の石黒先生に4つのテストの解説を、

小池会員に職業奉仕倫理を内容とする卓話をお願い

したいと考えております。3人の方々よろしくお願

いいたします。

0社会環境委員会　　　　　迎　田　稔君

社会奉仕委員会の活動に協力することが大きな柱

になる。もう1つは、鶴岡市が通産省のクリーンジ

ャパン推進モデル都市になったということなので、

色々施業がでると思われるが、これに協力して小さ

なことでも環境汚染の原因除去に努力していきたい。

また、下水は処理した水を農業潅漑に使うので厳し

い基準になっているということなので、参考に下水

処理場見学を実施したい。

。社会奉仕委員会　　　　　佐　藤　衝君

今年度はなるべく金のかからない奉仕活動をやっ

ていきたい。市の美化運動に協力する。先輩の残し

た財産の維持管理、善行市民の表彰、歳末助け合い

協力、庄内交通バス利用による町の美化運動の一口

P．R．などを続けたい。また、石黒先生が地区の社会

奉仕のカウンセラーをされたということなので、先

生にアドバイスをいただきながら、何か一つでもや

っていきたいと考えています。

0国際青少年計画委員会　　藤川享胤君

今年は新穂意さんの渡米があります。また1月に

は交換学生を引き受けなければならない状態がでて



きます。このため配布したアンケートを是非帰りま

でに記入して提出して下さい。特にホストファミリ

ーに対する補助の可否については、是非意見を出し

て下さい。

○ロータリー財団委員会　　富樫良書君

前任者の努力で、昨年度はP．H．フェローに新しく

5人、準フェローに27人がなった。感謝します。

計画書のとおり実施していくか、経済的に先の見え

ない時代なので、今年が機会だと思うので、遠慮な

くやってほしい。今日の財団の寄附額は総額で地区

内2番目、昨年度寄附額は1番目になった。財団寄

金の使途は、財団週間によくガバナーから説明して

もらうつもりでいます。

○米山奨学会委員会　　　　　中野清書君

計画書のとおりであるが、変ったのは10月に週間

があったのが月間になった。

先日、ガバナー月信の臨時号をいただいたが、こ

の中に253地区の米山奨学委員長になられた石黒さ

んの明快な解説がかかれてあるので、よく読んで理

解していただき米山功労者、協力者の制度もあるの

で、特別のど協力をいただきたい。

。世界社会奉仕委員会　　　高橋良士君

W．C．Sは地域社会で援助の必要な地域に援助を提

供するということで、低開発国への援助ということ

である。資料室の資料からプロジェクトをリストア

ップして、クラブのレベルに応じたプログラムをと

りあげてやりたい。地区では鶴岡西クラブがマレー

シアのガイアンに奨学金を送っている。難しい委員

会だが、是非やりたいと考えています。

（ラマ▲ィル二＿〕

佐藤　忠君　7日の湯野浜C．C．の月例コンペでシ

ニアの部5位になったので

本山　弥君　庄内交通の社長に就任したので

小池繁治君　夏祭りが無事終了したので

新穂光一郎君　娘が交換留学生を終え無事帰国する

ことを願って

石黒慶之助君　38回目の原爆記念日をむかえ、本日

は長崎への投爆の日、8月6日には

吉野　勲君

三井　健君

石川寿男君

張　紹渕君

嶺岸光吉君

三井　徹君

広島へ原爆が投下されました。私は

当時海軍に在住していたが、6月末

に鶴岡へ帰したため被爆せずに安全

だった。その幸運に感謝し、被爆者

の惨状を想い出し、涙を新たにして

おります。世界平和を念じて

初孫（息子の子供）が誕生したので

（三井病院で）

5番目の孫ができたので

自分が町内会長をしている朝暢町の

第2回夏祭りが大盛況に終ったので

地区財団推進委員を無事終えたので

地区副幹事としてガバナー月信を担

当し、14号の発刊無事終了したので

吉野会員のお孫さんの無事誕生（当

院で）をお祝いして

ニューブランズウィック市長からの便り紹介

新穂光一郎君

昨日、ニューブランズウィックの市長から立派な

市の紋章のついた手紙をもらいましたので報告しま

す。今回娘を送り出す親の立場として、大変安心し

ております。

（内容要約）

あなたの7月12日付の手紙を受取りました。

貴方もど存じだと思いますが、丁度重要な案件

の会議が私の鶴岡行きを妨げてしまいました。

私としては個人的には大変がっかりしています。

私は貴方がた鶴岡の友人と逢えることを大変楽

しみにしておりました。しかし私は、またこの

次の機会をみて近いうちに必ず鶴岡へ参ります。

あなたのお嬢さんのことは私達にお委せ下さ

い。私達のスタッフとロータリーの代表者との

間で、彼女がアメリカで快適で生産的な日々を

送れるように考えておりますので、どうぞど安

心下さい。もし何か私共でお手伝いすることが

あれば、躊躇することなく私に教えて下さい。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C．　井上　彬君．足達一見君



鶴岡西R．C．　菅原隼雄君．野口　弥君

長野正彦君 〔ゲ　ス　ト）

新穂　恵さん（鶴南3年）

（今週の担当者　佐々木栄一）

ロータリー用語便覧（3J

Board of Directors　（Club）

ボード　オブ　ディレクターズ

クラブ理事会

クラブ細則の規定によって構成され

たクラブの管理主体であって、クラブの最高決定機

関である。通常7名をもって構成する。

Bunku Dairi

ブンク　ダイリ

分　区代理

地区内で予め区分された区域内のクラブの役員に

助力するため、経験あるロータリアンの中からガバ

ナーが指名する非公式ガバナー代理である。ガバナ

ーはその任務を何人にも委譲する権限を持たないの

で、この代理は非公式であって、分区代理は何等の

権限を持つものではない。

Buzz Session

バズ　セッション

全参会者が幾つかのグループに分れて、各々与え

られた問題について討論し、その結論を持って全体

会議に臨み、各グループの代表が発言報告して全体

会議を討議する会議のやりかたを言う。

Charter

チャーター

加盟認証状

新たに創立されたクラブが国際ロータリー理事会

によりR．Ⅰ．加盟を正式に証記された時、R．Ⅰ．から交

付される証書で、クラブにとって最重要な書類であ

る。この証書にはR．Ⅰ．会長、事務総長の署名があり

地区ガバナーが副署する。加盟認証状伝達式（チャ

ーター・ナイト）は通常、地区ガバナー臨席のもと

に行われるが、伝達はガバナー指定の代理人、特別

代表またはスポンサークラブの会員が行ってもよい。

Elect

イレクト

次期会長に指名された国際ロータリー会長ノミニ

ーが、国際大会の選挙人によって正式に選挙された

時点から、会長に就任する時点までの間、会長イレ

クトという。ガバナーの場合は同様に、ガバナー・

イレクトという。

Etiquette

エチケット

人間社会に生存するためには通常のエチケットを

守ることが大切であるが、ロータリアンは更に次の

ことに留意すべきである。

（1）例会に出席する。

（2）例会欠席の場合および他クラブにメークアップ

した場合には、電話で事務所に連絡する。

（3）卓話の時間には私語しない。

（4）各種アンケートの回答、出席の返事は迅速にす

る。

（5）各種支払の期日を守る。

（6）ビジターに対する心尽しを忘れない。

（7）メークアップの時、ビジターカードの氏名は楷

書で書き、仮名をふる。

（8）時間の厳守。原則的に早退しない。（逃げクリ

アンにならぬこと）

Extension within the Club

イクステンション　ウイスイン　ザクラブ

クラブの内部拡大

クラブの区域限界内で得られる適格な職業分類代

表者を洩れなく入会させて、クラブ会員数を増加す

ることを言う。

Fire－Side Meeting

ファイヤサイド　ミーティング

炉　辺　会　合

必ずしも炉辺でなくてもよい。経験に富むロータ

リアンが新入ロータリアンを自宅に招待して、少人

数で食事をし、親しくロータリーについて説明する

会合を言う。この会合は新入会員に限ったことでは

ないし、また、自宅以外の場所を使うこともある。

。jローー一夕・トー　ラ∵7糾、′1瞑目訳　しう　～）　ノ］丈認　昭軒う4・t）27　25こう地「ズ

葎lHユ1鵜匠いけ倶場田　鶴帆卸し会議所内　′宣請（はこう5（Z芸ノ7711

こき場　純抑い†瀾町J物産館　3階ホール　例会　日　毎空け（曜日　′†二後12二封ト13（）
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5垣l℃些申奉切要

』豊、＿二二＿呈器諾－∴干し＼
出席報告：会員74名　出席59名 出席率79・73％ 蚕豆出頭牽強項箋　修重要奉6蚕確憂重奏率要請4委

（会長スピーチ）　内山喜＿君

今月、この8月の月は今から丁度38年前、ご承知

の通り8月6日には広島に、また9日には長崎に原

爆が投下された日であります。そして昨日15日に終

戦を迎える事となったのであります。この8月は、

日本の歴史に於いて非常に大きな足跡を残した日で

あると思います。現在の平和が末永く続く事を念じ

ております。その意味におきましても、我々ロータ

リアンも大いに平和を念願していきたいものと思い

（幹事報告〕　斎藤　隆君

1．会報到着

台中港区ロータリークラブ

鹿児島西ロータリークラブ

2．例会時間・場所変更のお知らせ

温海ロータリークラブ

8月22日（月）　総合運動場（一霞）

親睦ソフトボール大会のため　3時から

例会終了後その場で生ビール大会

夕方5時点鐘

3．酒田ロータリークラブ・酒田東ロータリークラ

ブより暑中見舞のはがき到着

4．財団法人ロータリー米山記念奨学会より昭和57

年度の寄附金明細表到着

（委員会活動計画姦⇒

0匡＝祭親睦活動委員会

委員長　佐藤元伸君

姉妹クラブ、マチドクラブ等を通して、国際理解

と親睦と友情を深めるよう努力します。

1．台中港区との第4回日の続盟（1983．7～1984．6）

の準備に力を注ぎたい。

2．当市と姉妹都市NEW BRUNSWICK市との交

流に積極的に参加するよう努めます。

3．当クラブ会員が海外旅行の折は、出来るだけ海

外クラブ例会へ出席し、バナーの交換等により、

国際親睦に協力していただきます。

4．台中港区R．C．へ、前年に引き続き当クラブのメ

ンバーからカレンダー等の寄贈に依り、親交を深

めるよう努力します。

5．「ロータリーの友」日本語版を台中港区に、マ

チドクラブへは英語版の贈呈を前年同様続けます。

○国際奉仕委員会

担当理事　三井　　健君

1．各委員会が相互に密接な連絡の下に、夫々の機

能を充分に発揮出来るように、その連絡・調整役

を努める。

2．各委員会の活動計画を尊重し、その遂行に万全

を期して手助けする。

。青少年委員会

委員長　市川輝雄君

本年度R．Ⅰ．のターゲット並びにクラブの活動方針

に沿い、特に当クラブの伝統的な青少年活動の成果

を着実にあげるよう、関係各委員会と連絡を密にし

て努力していきたい。

1．9月の青少年活動月間を中心として、集中的に

プログラムを組みたい。

2．Ⅰ．C．、RAC．会員、分区内交換学生などを機会

ある毎に例会やクラブ集会に招待し、R．C．への理

解を深め、その運営などを見習わせたい。

3．中学校、高等学校の英語弁論大会を援助する。

4．ユネスコ子供学校に対して認識を新たにし、社

会教育関係のフイルムの映写会をⅠ．C．、RA．C．、

ユネスコ等と共同で行いたい。

○インターアクト委員会

委員長　山口篤之助君

インターアクトクラブの強化・発展を計るために

学校当局にも十分理解を得るよう次の計画を行う。

1．鶴工等、鶴工高の顧問教師並びに学校長と連絡

をとり、育成のために協力する。



2．R．C．会員のⅠ．C．例会等に出来るだけ多く出席す

るようお願いする。

3．RAC．と連絡を取り、地域社会に奉仕する機会

を作る。

4．例会の出席率向上と会員の増強に努める。

。ローターアクト委員会

委員長　中　田敏和君

ローターアクトクラブ結成10周年を経た今、クラ

ブの発展のために、R．C．とRA．C．の関係を出来得る

限り密接に保つ事を念願において活動をすすめます。

1．ローターアクトクラブ会員の増強

ロータリークラブ会員の強力など支援をいただ

き、会員増強の指導と援助をする。

2．ローターアクトクラブ会員とロータリークラブ

会員の交流の増進

双方の事業と例会の出席を推進し、相互理解を

深める。

3．青少年、インターアクト、ローターアクトの三

委員会の事業には積極的に参加し、活動していく。

0青少年奉仕委員会

委員長　小池繁治君

青少年のための小委員会を持つ当クラブとして、

ローターアクト、インターアクト、ライラ、青少年

交換等、それ等委員会と互に連携を持ちながら、青

少年向けのプログラムを偏重する事なく、バランス

を保ちながら行事予定を組む。

。特にインターアクト、ローターアクトの会員の増

強のために、全会員の情報の提供・協力を求め強

化する。

。青少年月間（9月）に特に焦点を合わせて青少年奉

仕プログラムを計画し実施する。

○ローターアクト、インターアクトクラブの活動の

理解を深めるために、多数のロータリアンの出席

を呼びかける。

0昨今社会問題化しつつある青少年非行について、

ロータリークラブ或はロータリアンは何をなし得

るのか等、ロータリアンと青少年の関り合いにつ

いて討論する機会を作る。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　長野正彦君

遊漁事故防止対策について

佐藤順治君

去る8月5日（金）13：30～15：15の間、市役所の

602号会議室に於て、遊漁事故防止対策の協議会が

開かれました。出席者は、市役所側から教育委員会

・生活環境課・商工観光課・農林水産課の各課代表

その他民間から、各釣クラブ、釣具商組合、遊漁船

組合等、それにR．C．より私が出席し、14名位でした。

このプランのきっかけは、去る7月3日未明、飛

島で起きた遊漁船の転覆事故が発生したことに依る

ものであります。

又、7月7日行われた定例記者会見で斎藤市長が

冒頭「いかに私的なこととはいえ、市職員がこうい　、）

った事故に遭い、世間を騒がせたことについては雇

い主としても責任を感じ、申し訳なく思っている。

これを教訓に、2度とこうした事故が起きないよう

未然防止に一層力を入れたい」と申しております。

更に市長は、「以前、有志で連絡組織をつくったこ

とがあったと聞くが、現在は活動していないようだ。

今回の組織づくりについては、地域のベテランに加

わってもらい、実のある内容にしていきたい。近く

具体化していくが、もちろんその為の予算も図る」

と積極的な発言をしております。

その後7月15日、市役所内で関係各課が打ち合せ

を行い、その結果8月5日の協議会になった様です。

協議の内容は、先づ以て組織を作る事の一点に集

中させ、全員異議ありませんでした。組織を作るに

は既設の会、釣具商組合、親睦会等、また釣場につ

いては由良、三瀬、小波渡等の団体に呼び掛けるこ

と。次回は仮称「釣安全対策協議会」の準備委員会

として8月末に召集、協議することに致しました。

〔ス　マ　イ　ル＿）

佐藤元伸君　　第20回鶴岡市学童水泳大会で、2

人のお子さんが共に第1位に入賞

して

三井賢二君　　「ケトルワンみつい」のオープン

記念として

（今週の担当者　秋野　忠）

机刷ロータリークラブ創立　昭和34　6　9　　承　認　H侶旧4．（．27　253地lメ二
▲∫1．操　り　机1両正目．lJ場机　　鶴岡商⊥会議所内　′紅　ぷ　0235（24J7711

例　会　場　11帥日照凋聞物亜鉛　3階ホー1ノし　　例　会　臼　毎週火曜Ll　勺二後12こ封ト1：うり



253地区一三鶴岡ロータリークラフ　第1221＿回例会一会報≡＝相田（昭5番・8iBき三（貢候＝‾晴‾二気恵三沌度）

Sha些嘲i・
墨鱒再　鱒如哩

葬希在土∈日≒雲型≡を≡
転J妄重任を⊆＝≡三二：

（ゲストスピーチ）

エ　ネ　ル　ギ　ー　に　つ　い　て

東北電力株式会社鶴岡営業所長　菅　原　和　雄　氏

御先輩の前でお話し幸い

面もありますが、石油を中

心としたエネルギーについ

て、物の考え方についてお

話し致します。

世界のエネルギーはどう

なっているかと申しますと、

石油・天然ガス・石炭・原

子力が主で、原子力は色々の方法がありますが、現

在のシステムではこれ位であります。開発が進んで

今の原子力でなく、別の利用法一高速増殖炉を使う

と、エネルギーの量は70～80倍位になる。

石油は、終戦後自由世界の経済成長をする為のエ

ネルギー戦略として、当時非常に安かった石油を戦

略物資にしようと、米国で決まり、ヨーロッパ・日

本でも同調した。

石油は、ソ連・米国にもあるが、殆んとが大体中

東に埋蔵されている。

石炭は、ソ連・中国に相当ある。

中東では、石油は1945年（終戦後）から非常に多

くの資源が発見された。石油の生産量は、1945年～

1950年頃から経済復興の戦略物資として多く使われ

ている。しかも、液体燃料であるから石炭に比べる

と使い易い。しかも価格が非常に安いという面から

も非常に使用された。しかし、1970年以降になると

生産量よりも発見量が少なくなってきている。従っ

て、石油が有限であるという認識が出てきた。

ここで、1960年頃石油1バーレル御存知のように

159βであるが、1ドルから2ドルであった。とこ

ろが、世界で一番多く使う米国が、自分の国だけで

間に合わせようと輸入制限をするようになった。そ

こで中東の油がダブついて、値段が下降状態になっ

てきた。それではいけないとオペックが出来た。現

在オペックは13ヶ国であるが、中東が大部分である。

ベネズエラ・エクアドル、アフリカの中にもチュニ

ジア・アルジェリア・ナイジェリア・バボンもオペ

ックに入っている。インドネシアもオペックの中に

入っている。

オペックの生産能力でグンを抜いて高いのがサウ

ジァラビアである。イランもそれに次くものであっ

た。オペックの生産能力は1日当り3，200万バーレ

ル。このレもがサウジアラビァである。これを制限

しようと各国の希望量を出したところ2，300万バー

レル位で、これではダブつくので、1，750万バーレ

ルに押さえることにしている。

昨年度の世界の消費量は米国が1位で1日1，500

万バーレル、2位がソ連で900万バーレル、3位日

本438万バーレル、西ドイツ、フランス、イタリア

中国、カナダと続いている。

生産量の一番多いのはソ連で1，200万バーレル、

米国・サウジァラビア・メキシコ・イラン・英国

（200万バーレル）、従って石油輸出国はソ連・中

国・英国であり、サウジアラビアである。

相対的に申し上げますと、世界の石油状況をかえ

る力をもっているのは米国・ソ連・サウジアラビア

である。即ち、世界の石油の調整をかえる力を持っ

ている。

石油価格は、1973年第4次中東戦争後4倍に上が

り、1979年イラン革命後34ドル、ものによっては40

ドルになっている。こういうふうな値上りも、今年

3月、34ドルから29ドルに値下げをした。イラン革

命を契機として、世界の石油調整は非常に変化した。



今迄サウジァラビアとイランは対立していたが、最

後には合意に達して石油価格が決った。それがイラ

ン革命後は調整がつかなくなった。その他石油に関

するメジャー（モビル等）の影響力がなくなったか

らである。

1979年を契機として石油の生産量、即ちオペック

の生産量が減った。3，200万バーレルが希望量なの

に、1982年には1，800万バーレルになっているから

オペックにとっては重大である。

自由世界では、オペック以外の所から20％、経済

不況から20％節約、省エネルギーで20％、代替エネ

ルギーで14％、ソ連から買ったり、備蓄から放出し

ている。

日本の状況は、石油に頼っていた昭和47年以降

（第1次オイルシ／ヨツク）32，000万Kから昭和57年

は24，000万Kに落ち込んでいる。それに代るものは

石炭・LMG・原子力等である。

当社としては、石油を減らして、その代りガス・

原子力を中心に電源の多様化、エネルギーの多様化

を計画している。

（会長報告）　内山喜＿君

8月2日新会員に推薦され

た山形スバル代表取締役．布

施隆夫さんを御紹介致します。

所属は親睦委員会です。速や

かに力強い戦力となられる事

を望みます。

〔幹事鱒＿＿＿＿＿阜」　斎藤隆君

1．会報到着

山形R．C．　山形西R．C．　鶴岡西R．C．

2．第262地区伊豆東R．C．認証状伝達式の案内

日　時　11月3日

会　場　　稲取温泉　銀水荘

登録料　12，000円

3．「ポールノ＼リスー偉大なる奉仕の先覚者」日

本語版が刊行　一部6，200円　申込事務局まで

4．交換学生の新穂恵さんが今月20日、ニューブラ

ンズウィック市に無事到着

（米山奨学会委員⇒　中野清書君

先週頂いたお金15，660円有難うございました。

⊂ネマ　イ　ル〕

佐藤元仲君　　山形県学童水泳大会で2人のお子

さんが第1位、第2位に入賞して

佐々木鑑彦君　　お盆に感謝して

斎藤　隆君　　市民総体軟式庭球で優勝して

松田士郎君　　斎藤隆君のパートナーとして

⊂亘ジi‾‾‾⊃

鶴岡西R．C．　桜井　晋君

佐藤　拡君

（今週の担当者　菅原辰吉）

ロータリー用語便覧（4）

Four Avenues of

フォー　アヴェニューズ　オブ

Rotary Service

ロータリー　サービス

ロータリー奉仕の四大部門

クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕お

よび国際奉仕がこれである。この4大奉仕部門はロ
ータリーの綱領に示されている理念を具現する部門

で、これに対応してクラブの委員会が構成されてい

る。

The FourJⅣay Test

ザ　フォーウェイ　テスト

四つのテスト

H・テーラー（1954～55年度R．Ⅰ．会長）が考え

出した自己反省の一つの方式である。テーラーがあ

る破産に頻した会社の再建を引き受けた時、この方

式を発案して経営の指針として見事に再建に成功し

た。国際ロータリーはこの自己反省方式を高く評価

して、ロータリーにおける奉仕活動の指針として採

用した。その4つの項目は1つ1つを目標とするの

ではなく、4つをからみ合わせて、それらの項目が

調和しているかどうかを反省するのである。よって

Wayが単数になっており、Waysと複数になっては

おらないことに注意されたい。4つのテストは、

（言行はこれに照らしてから）

1．真実かどうか

2．みんなに公平か

3．好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

鶴岡ロータリークラブ創立＋昭和34　6　9　承認　昭和34　6　27　253地区

三ii蒋局　鶴l瑚了‡J馬場町　鶴岡商丁会議所内　電話　0235（21）7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜U　午後1230～130



重き鞄区鶴岡口≡＿クリークラフ　第122∃二回例会‾会報ニー1‾陀れ塵盛息衝仁一（天候≡蚕≡気温　‾一重恵）

（会見スピーチ）

最　近　の　結　婚　式　よ　り

婚姻数の推移と今後の予測

戦後、上昇の一途をたどったわが国の婚姻数は、

昭和47年をピークとして下降期に入ったといわれて

いる。

具体的な数字を挙げると、昭和45年には100万組

の大台を突破し、47年には110万組のピークに達し

た。これは戦後のベビーブーム人口が結婚適令期に

達したためで、この結婚ラッシュは昭和49年頃まで

続いた。

ところが、5年間続いたブームが去って、昭和50

年には94万組と100万台を割り、56年には77万組と

ピーク時の昭和47年の70％に落ち込んだ。

鶴岡市の場合も、l～2年のずれはあるが、ほぼ

同じ傾向を示し、昭和46年818組をピークとして、

昨年（57年）は、46年の69．5％に落ちている。

厚生省の昭和70年までの予測では、今後10年間の

婚姻数は急激に減少するということで、これはブラ

川　村　徳　男　君

イダル産業界にとって深刻な事態を迎えることにな

る。

結嬉式場の現状

足元に目を向けて、鶴岡保健所管内の市町村の式

場をみると、鶴岡市では専門式場・ホテル・料亭・

神社・農協など民営施設が約17、それに公共施設4

を加えて約21。町村では民営施設約8、公共施設13

で、あわせて21と、管内で42位の式場設備がありま

す。以上は、温泉旅館・ホテルを除いた数字です。

更に、結婚式は季節的な増減幅が大きく、特に専

門式場の経営の上では大きな課題です。

結嬉式にかかる費用

市内の結婚式場を利用した場合の平均的な数字で

は、結婚式1件当りの人員が約120名、費用が約

150万円で、1人当りの費用は1万2千5百円程度

というところです。

（会長報告）
内山喜一君

残暑が厳しい折、又今回253地区から当クラブ会

計への送金あり、前年度のガバナー石黒先生、小松

地区幹事さん始め、上野さん、嶺岸さん、板垣さん、

市川さん、三井さんの各氏がガバナー月信6月30日

発行にお礼のことばとして、月信に投稿されていま

す。

また、70万円の大金については、9月6日の理事

会に計り、有効に使用させていただきたいと考えて

おります。

本当にありがとうございました。

（幹事報告）
斎　藤　隆君

1．会報到着

立川ロータリークラブ

2．日中友好のしんぶん「日本と中国」到着

3．当クラブの例会場変更について

0期間　9月6日～10月4日まで

○物産館2階改修工事のため、会議所5階ホール

になります。

（新会員紹介）

氏　　　名　　布　施　隆　夫（フセ　タカオ）



生年月　日

勤　務　先

自　　　宅

会　　　社

出　身　地

学　　　歴

職　　　歴

昭和4年6月2日

山形スバル自動車㈱　代表取締役

鶴岡市泉町8－18　泉荘

鶴岡市西新斎町8－20

TEL　22－7911

東　京　都

学習院大学政経学部　昭和29年卒

昭和29年富士重工㈱入社

本社総務部長

昭和58年6月

山形スバル自動車㈱代表取締役に

就任（地方に出るのは2度目）

家　　　族　　神奈川県厚木市鳶尾1－35－3

妻　　和子　S　7．8．11生

長女　淳子　S35．3．1生

次女　裕子　S43．12．24生

趣　　　味　　ゴルフ．歌舞伎観賞

委員会所属　　親睦委員会

第253地区国際青少年交換小委員会

新穂光一郎君

現在、南陽・寒河江・酒田に米国より3名の留学

生をお預りしております。又、留学生に対してのク

ラブよりの負担等の問題及び小遣い・プレゼントな

どにおいて、プレゼントか貸し付けたものか、はっ

きりしておくこと。12月にオーストラリア派遣のオ

リエンテーションが行われます。

（ス　マ　イ　ル）

新穂光一郎君　東北大学同窓会副会長就任

佐々木霊彦君　　講演等でいただいた謝礼の一部

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　井上　彬君．加藤有倫君

斎藤正志君．菅原隼雄君

（今週の担当者　小松三雄）

ロータリー用語便覧（5）

Fundamental Characteristics

Of Rotary

ファンダメンタル　キャラクテリス

ティックス　オブ　ロータリー

ロータリーの基本的特色

ロータリーの基本的特色について1962

～63年のRエ理事会は次のように声明した。

仙　ロータリーは奉仕の理想に基づく理解と親睦と

平和への努力を世界中の人々に呼びかけるもので

ある。

12）ロータリーは個人的に重きを置く奉仕の理想を

推進するために、ロータリークラブの組織の下に

結ばれた職業人の世界的友好団体である。

（3）ロータリークラブは個人の職業的活動の本質と

その本拠に応じて職業分類に基づいて会員を選ぶ

ものである。

（4）クラブ例会への出席を最小限度の義務として、

会員相互の知り合いを深め、永続的友情へと発展

させるようにする。

（5）ロータリークラブは会員が職業の道徳的水準を

向上させようとする意欲を助長する機会を会員に

与えようとする。

（6）ロータリアンの宗教および政治上の信念は個人

的であることを建前として、ロータリアンは各自

自分の信仰に忠実であり、祖国に忠誠であることを

求められている。

Governor’s Official Visit

カン〈ナーズ　オフィスイアル　ブィズイット

ガバナー公式訪問

地区ガバナーはその任期中に、できるだげその前

半に、地区内全クラブを少なくとも1回づつ訪問し

なければならない。公式訪問は、

（1）会長および幹事との懇談

（2）クラブ例会での卓話

（3）クラブ協議会への参加

の3部から成り、クラブ協議会は、2時間以上かけ

て指導する。

公式訪問の目的は、

（1）ガバナーとクラブ会員、特に会長・幹事との個

人的接触を深め、相互の連繋を密にすること。

12）クラブ各委員長とクラブ運営について充分協議

を行ない、クラブ活動推進のため、できる限りの

助言を与えること。

（3）会長・幹事と当該クラブの諸問題について隔意

なき懇談を行なうこと。

（4）クラブ例会において、全会員に対して感銘深い

アドレス（呼びかけ）を行なって、ロータリー活

動推進に資することなどである。

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6　9　承認　昭和34・6・27　253地区
土柱務局　机岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～130



253地区鶴岡ロータリークラブ　第1223回例会　会報1983（昭盟．9．6）（天候　晴　気温　32度）

⊂姦長報告〕
内　山喜一君

先々週の例会でした。8月は原爆投下と終戦、そ

して38年間の平和、この平和は末永く続くようにと

申し述べたのですが、今週にはいって間もなく、大

韓航空の事件が発生致しました。毎日の報道を聞い

ておりますと、愈々複雑な様相を呈しております。

何はともあれ一日も早く平和的解決をと願う次第で

す。それに多数の犠牲となられた各国の方々のご冥

福を心からお祈り申し上げる次第でございます。

次に話は変りまして、ど報告申し上げます。9月

4日第253地区庄内分区のⅠ．G．F．（インターシティ

・ゼネラル・フォーラム）が酒田R．C．をホストとし

て、酒田市総合文化センターで開催されました。当

クラブからの参加者16名。4分科会のフォーラムに

は、極めて有意義な意見交換を得まして、のちほど

4部間の委員長さんからご報告をお願い致します。

○同じ9月4日、鶴岡ライオンズ・クラブの20周年

記念式典が鶴岡市文化会館で開催されました。当

クラブから新穂光一郎さんに出席して頂きました。

極めて多彩に盛会裡に終了されました。誠にご同

慶に耐えません。

○理事会決達事項

各委員会を6つのブロックに分ける。

松田貞夫（S．AA・出席・親睦活動・プログラム）

石塚敏彦（職業分類・会員増強・外部拡大・会員

選考）

工藤弘道（雑誌広報・ロータリー情報・クラブ資

料・会報）

佐藤　衛（職業情報・社会環境）

三井　健（国際青少年交換・ロータリー財団・米

山奨学会・世界社会奉仕・国際親睦活

動）

小池繁治（青少年・インターアクト・ローターア

クト）

以上6つのブロックに分けて、ただし、これは懇

親会・各種打合せ会・ファイヤーサイド等、少な

くとも最少限このブロック単位で開催することに

より、迫力を増加するのではと思う次第です。と

申しますのは、委員長外1名文は2名での会合で

は迫力に欠けるとの声もあり、こうした統合もよ

り効果的であり、委員会の運営もより合理的に考

えられます。

尚、この件につきまして、今日5時からのクラブ

協議会に一層具体的にお話し致します。

○地区からの70万寄贈の件

クラブ基金として定期預金に致しました。

○英語弁論大会の楯又はカップ新調の件

ご希望の物と交換する。

（幹事報告）　斎藤隆君

1．会報到着

東京R．C．　鶴岡西R．C．

2．南陽ロータリークラブ創立20周年記念式典のご

案内

期　日　10月15日（土）

場　所　南陽市宮内熊野講堂諾誠殿

登録料10，000円

申込みは事務局まで

3．例会時間・会場変更について

鶴岡西ロータリークラブ

期　日　9月16日（金）

午後6時点鐘

場　所　大山楼

登録料　4，500円

4．鶴岡ライオンズクラブ20年のあゆみの記念誌到

着



インターシティ・ゼネラル・フォーラムの報告

第1分科会　　　　　　工藤弘道君

ァ　　ー　　マ　　「広報活動を

強化するには」

モデレーター　　佐々木勇助君（酒田東）

アドバイザー　　本間儀左工門君（温　海）

当クラブ出席者　　川村徳男君．斎藤　隆君．

白坂　久君．工藤弘道君

0次の3点について参加9クラブより意見発表があ

り、今後の広報活動について参考とすべき有意義

な情報交換の場となった。

1．各クラブの広報活動の当年度計画・特色・効

果的方法について

2．「ロータリーつて何ですか」と聞かれた場合

に「どう」答えるか。

3．地区に対する要望事項

○本間アドバイザー発言要旨

「効果的な広報活動と活発なクラブ活動は表裏
一体をなすものである。元来、日本人は情報の受

信力には強いが、発信力に弱い。会員個々人がロ
ータリー情報の発信力を強めることが、活発な広

報活動になり、ひいては会員増強に結びつくので

はないだろうか。」

第2分科会 渡部利夫君

会員増強部門

第2分科会は、温海クラブ渡部晃雄さんをモデレ
ーター、鶴岡クラブ中江亮さんをアドバイザーに迎

え、「会員を増強するには」をフォーラム・テーマ

に会議を進めた。

当クラブからは内山会長、佐藤副会長、小林会員

渡部会員の4名が参加しました。

モデレーターは、ロータリーの友5月号に掲載さ

れたレス・ホィットクロフト氏のtt拡大か衰退が－

述べている会員増強問題を参考に説きおこし、会員

増強は単に一地域クラブの問題ではなく、ロータリ
ークラブ全体の大問題であるとし、次のような形で

討議を進めた。

0各クラブの現状

○各クラブのかかえる問題点

○問題解決策

各クラブの現在会員数、1983～1984年の増強目

標数、どんな方法で会員増強をすすめているかにつ

いて、各クラブより発表がありました。

酒田クラブ46名、9名を増加し55名を目標として

いる。46名の会員を9ブロックに区分し、各ブロッ

クより1名の適格者の推薦を受け9名を増強する。

酒田クラブに見られる通り、会員増強を増強委員

会まかせとせず、増強目標数と同数ブロックを編成

して、会員の増強と取り組むクラブが多かった。

次に、退会者のロータリー批判、地域性からの人

選のむずかしさ、会費の問題、出席率の問題、ロー

タリーの魅力について、会員増強と量と質の問題等

等、どのクラブも大なり小なり色々とむずかしい問

題をかかえているが、何と云っても、会員を取りま

く経済環境の厳しさが会員増強をより難かしくして

いる。然し、会員の増強と取り組まねばならない私

共は、困難を克服し、ロークリ▼の機能を有効に活

用し、より多くの人々とロータリーの喜びを分ち合

うよう全力投球せねばならない。

第3分科会　　　　　　　　小池繁治君

ァ　　ー　　マ　　「青少年へ奉仕するには」

モデレーター　　大谷信夫君

アドバイザー　　伊藤春夫君

当クラブ出席者　　手塚　拓君．中田敏和君．

小池繁治君

青少年非行問題がクロ→ズ・アップされている時

期柄、それについての意見の交換から会が始まり、

各クラブより種々の問題が提起され、又活動の報告

がなされました。その中で、余目クラブの活動が印

象に残りました。余目クラブのそれは、余目の会社

・商店・集合所等にポスター（青少年に声をかけよ

う等）を配布し、ロータリークラブが青少年に奉仕

している姿勢を広く広報している事でした。又It親

切どうもありがとういと文字を入れた鉛筆を作り、

交番等へ落し物を届けてくれた子供にあげていただ

くように用意されている事でした。当クラブでは青

少年非行防止に手がける活動は非常にむずかしく、

又問題を含む点で困難でもあり、今年度はむしろ青

少年のボランティア活動に目をむけ、ロータリアン



が青少年にどうかかわり合えばよりベターなのかに

問題をしぼって活動したいと考えています。

第4分科会　　　　　　　　佐藤元伸君

テ　ー　マ　　「米山奨学会と

青少年交換について」

モデレーター　　大川俊一君（鶴岡西R．C．）

アドバイザー　　土門敏雄君（遊　佐R．C．）

大川氏より米山奨学会のおいたちとその歴史につ

いて簡単な説明があった後、各クラブより現況と問

題点について発言があった。

立川R．C．より米山奨学会の意義と目的について、

会員に理解を求める方法に苦労しておるのでと意見

を求められた。これに対し7月25日臨時号ガバナー

月信の中で、石黒バストガバナーが詳細に解説して

ある旨の報告がありました。

尚、庄内分区9クラブ中米山奨学委員会を単独に

設けているクラブは当クラブのみであった。

その後、フォーラム・リーダ」の作田正治バスト

ガバナーより説明があり、最近米山奨学会の理解が

深まり、昨年度で1億円の基金となり、近いうちに

3億円の基金に達するであろうし、その奨学資金援

助の月額引き上げが行われ、その充実に期待してい

るとのことであった。

青少年交換について、庄内分区に於てまだ一度も

交換学生の派遣・受入れの経験がない立川R．C．より

発表があり、来年度10周年の記念事業と併せ是非実

現すべく努力中との意見が出され、先輩クラブの皆

様より派遣・受入れについての参考意見を聞かせて

欲しいとの要望が出され、各クラブより発表があり

ました。鶴岡R．C．よりは、分区内に於ては最も早く

最も多くの交換学生を受入れ・派遣を行って参りま

したが、ホスト・ファミリーに対する金銭的なクラ

ブよりの援助について現在、検討中であると発表致

しました。それに対して、遊佐クラブ・温海クラブ

・酒田クラブ等より、ホスト・ファミリーは交換学

生と共に楽しみながら奉仕するのが努めであるとの

意見が多かったようでした。

土門アドバイザーよりオーストラリアへの派遣学

生に対する説明があり、各クラブよりの希望者は9

月末日迄、地区青少年交換委員でオーストラリア担

当の当クラブ会員の新穂光一郎氏迄申し込み下さい

との発表がありました。又、派遣学生に対する選考

基準は、明るく、意欲的で、学業成績が】丞程度、

英検の3級以上の語学力がある事を基準とするとの

事でした。

その他、各クラブより受入れに対する考え方等が

多数出されましたが、後日Ⅰ．G．F．の報告書が出来ま

すので、参考にして下さい。

この研修会中に度々「鶴岡R．C．」の名と共に、良

い意味での参考点を挙げられましたので、先輩諸兄

の御努力の賜と感激しながら出席して参りました。

第2回クラブ協議会（要旨）

（1）ブロック別討議

各ブロック毎に、当面の活動方向・問題点につ

いて協議する。

12】全体　会議

討議内容について各ブロック毎に発表

第1ブロック（松田貞夫君）

出席率を更に高めるため、座席配置・プログ

ラム等に趣向をこらしてゆきたい。

第2ブロック（渡部利夫君）

会員増強を積極推進するため、6ブロック毎

に新入会員2名を推薦願うような体制づくり

を検討したい。

第3ブロック（工藤弘道君）

効果的広報ができるよう、クラブ内関係委員

会と情報交換の場をつくり検討したい。

第4ブロック（佐藤衛君）

社会奉仕・職業奉仕活動の一環として、㈱高

砂電子機器製作所・鶴岡市下水処理場の見学

会を近時実施したい。

第5ブロック（佐藤元伸君）

特に報告すべき事項なし

第6ブロック（若生恒吉君）

ローターアクト・インターアクトとの協議会

を近時実施する。青少年問題について学生と

の対話の場をもちたい。学生弁論大会に対し

積極的に協賛のこととする。

（次頁に写真）



（垂車重香車つ
会員誕生　小池繁治君．今野清一君

加藤　賢君．本山　　弥君

白坂　　久君．上野三郎君

渡部利夫君

ロータリー用語便覧（6）

History of R．Ⅰ．

ヒスグリー　オブ　アール．アイ

国際ロータリーの歴史

1905年、経済恐慌で人心が荒れすさ

んだアメリカ社会、特にシカゴ市は暗

黒状態であった。この状態を憂えた青年弁護士ポー
ルノ＼リスは、奉仕の精神で人の和を図ることがよ

りよい社会をつくり出す道であると考え、3人の友

人と語らってこの理想を広く人々に呼びかけるよう

第1回の会合を開いたのが1905年2月23日であった0

即ちロータリー誕生の日である。
ロータリーの名称は、集会を会員各自の事務所で

持ち廻って開いたので付けられたものである。ロータ

リーの理想に共鳴する人々は友の輪を拡げて行き、

1983年7月現在のR．C．は157ヶ国においてクラブ数

20，114、会員総数917，500名に達している。

奥様誕生　三井　糸（徹）様

三井順子（賢二）様

本山京子様．染野恵美子様

8月100％出席　57名

阿蘇君．白坂君．阿部君．佐々木（栄）君・張君

藤川君．渡部君．飯白君．今野君．石井君・石

川君．石黒君．板垣（俊）君．市川君・加藤君・

松田（士）君．川村君．黒谷君．小池君・小松（広）

君．三井（徹）君．三井（賢）君．三井（健）君・嶺

岸君．迎田君．本山君．森田君・諸橋君・中江

君．中野君．中村君．松田（貞）君・庄司君・佐

々木（嘉）君．斎藤（昭）君．斎藤（隆）君・佐藤（忠）

君．佐藤（順）君．佐藤（衛）君．佐藤（友）君・中

田君．佐藤（元）君．新穂君．菅原君・鈴木（茂）

君．鈴木（弥）君．鈴木（善）君．小松（三）君・高

橋君．丹下君．津田君一手塚（林）君・富樫君・

風間君．山口君．吉野君．内山君

（＝∈互二を≡：）
温海R．C．　　斎藤五郎八君

鶴岡西R．C．　足　達　一　見君

（会　報　訂　正）

当クラブ会報8月30日付第1221号は、第1222号の

誤りであります。おわびして訂正致します。

（今週の担当者　嶺岸光吉）

わが国のロータリーは1920年（大正9年）10月20日

三井銀行役員米山梅吉氏を会長として創立、翌10年

4月1日、世界で855番目のクラブとして加盟を証

記された。大戦中、軍部の圧力により昭和15年一時

脱退のやむなきに至ったが、戦後復帰し、現在のク
ラブ数1，575、会員数鴎，634名に達している。

最初のロータリー例会を行なった所はシカゴ市デ
ィァボーン街のユニティめレディン列こあった鉱山技師

のガスターバス．ロー了の事務所に、仕立屋のハイラ

ム．ショーレーと弁護士ポール．ピー．ハリスおよび石

炭商スイルヴェスター．シールの4人が集まったので
この4人をロータリーの4祖ということがある。

クラブの名も、はじめはブースターといっていた

が、やがて会員の仕事場を見聞するために会合を回

り持ちにし、会長や役員も1年毎に回り持ちにした
ところからロータリーと名付けられた。会員の増加

により、会員の事業所で会合することが困難になり、

例会場を特定の場所にするようになった。

准掴ロータリー－クラブ創立　昭和34　6　9　承認　昭利34．6　27　253地区
・ト務局　鶴岡車馬場町　鶴岡商1二会議所内　電．請　0235（2417711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～13（）



253地区一鶴岡ロータリークラブ第1224回例会会報‾‾1983（昭58・9・13）‾‾‾（天候三重垂妻垂気温27二恵）

Shalで尺OlaW一

SerpePと叩Ie

垂寿を堕葦至空≡重
義面秦荘壷≧≡≡

（会長　報告）
内　山喜一君

最初に大変残念なことですが、9月8日三浦悌三

さんから退会届が提出されました。止むを得ない事

情と判断致しまして、理事会はこれを認め、本日受

理いたしました。

次に、職業情報委員長に黒谷正夫さんを理事会で

決定いたしました。よろしくお願いします。

次に、青少年活動月間の事業の一つとして、小淀

川にお住いの矢口晶一さんを表彰することに決定い

たしました。矢口さんは、特別養護老人ホームに勤

務されまして、青少年を多く結集してボランティア

活動の指導者として抜群の功績を残されております。

青少年の健全育成に大きな力を発揮したということ

が、その最大の理由でございます。

以上、理事会の決定を報告させていただきます。

（幹事報告）　斎藤隆君

1．会報到着

米沢西R．C．

2．例会場移転の案内

米沢西R．C．10月4日より

新例会場　　ニューグランド北陽

3．第266地区大阪大手前R．C．認証状伝達式の案内

と　き　　10月21日（金）

ところ　　大阪コクサイホテル

登録料　15，000円

申込みは9月25日まで事務局へ

4．1984年ロータリーカレンダーとロークリ≠ダイ

アリーのご案内

カレンダー　表紙共15枚　　1部　500円

ダイアリー　A5版　　　　1部1，000円

申込みは事務局まで

5．日中友好のしんぶん「日本と中国」9月5日号

到着

6．9月4日に行なわれた鶴岡ライオンズクラブ20

周年記念式典の礼状到着

7．千葉県栢R．C．のバナーが阿部与十郎会員と交換

（＿親睦活動委員会）　佐藤忠君

会員誕生　　上野三郎君

奥様誕生　　三井糸（徹）様．三井順子（賢二）様．

本山京子様．染野恵美子様

（青少年奉仕委員会〕　小池繁治君

9月は青少年月間ということで、その一環として

R．C．でかかわりのある鶴工．高専のインターアクト

クラブとローターアクトクラブの方々をおよびした

わけです。ただ青少年に我々ロータリアンが眼を向

けるというのは何も月間だけやればよいというので

はなくて、常時やらなければならないものではなか

ろうかと思っております。

そこで、眼を開くというか、どういう活動がされ

ているかということを今日スピーチで話を聞いて、

いくらかでも興味をもって何か手助けのできる、又

ロータリアンとして指導のできるものは、どんどん

与えていただきたい。

それから今日の資料で見ますと、ローターアクト

クラブで切手の募集を3月に計画されているようで

すが、ロータリアンの皆様もど自分のところに来た

切手などを、今からその気になって集めていただく

ことくらいの協力はできると思いますので、よろし

くお願いします。

いづれにしても青少年に対してロータリアンは眼

を向けて、これからの時代を導く人達ですから、興

味をもって見ていただくことは非常に結構なことだ

と思いますので、3人のお話を静聴願います。



鶴岡工高IA会長　桜井峰夫君

8月5～7日福島磐梯青

年の家で、インターアクト

クラブの年次大会がありま

した。鶴工からは私と佐藤

文勇者が参加しました。大

層大きな建物で、4～5団

体が私達と一緒に入りまし

た。1日目はキャンプファイアーをやりましたが、

あまり火が燃えず、盛り上らないうちに終ってしま

いました。2日目は、午前中に七宝焼、皮細工、竹

細工に分れて皆で作りました。午後はピクニックで

近くの磐梯高原に登りました。夜は猪苗代公民館で

クラウンレコードの社長の講演を聞きました。大変

興味深いお話でした。3日目は分科会で、3班に分

れ話し合いをしました。その後全体会で閉会式をし

て退館しました。

私は昨年も年次大会に楽しく参加してきましたが、

今年は昨年以上に有意義で楽しい大会でした。今年

は庄内地区のインターアクト全参加者が同じマイク

ロバスで行きました。往きは静かでしたが、帰りは

皆打ち融けて活発に楽しく過しました。以上が年次

大会の報告です。

それから、鶴工のクラブの現況ですが、会員数は

3年生11名、1年生1名で、3年生が卒業すると1

名しか残らないので、入会を促進しなければならな

いと思っています。

今年の活動は、5月に子供祭りの補助、7月に内

川清掃、8月年次大会、9月の今度の日曜に第2回

お喋りパーティを鶴工がホスト役で開きます。テー

マを「青春」とし、高校生が考えていることをその

場で思いきり話し合ってみてはどうかということで

開きました。第3回は1月に予定しています。

鶴高専Ⅰ．九会長　碓氷雅保君

年次大会は福島の喜多方

高をホスト役で開かれまし

た。私を含め4名参加しま

したが、全員が初めてとい

うことで、何もわからない

まま体験しましたが、それ

でも素晴らしいものを得て

帰りました。

出発の日は朝8時から8時間位バスに揺られて福

島まで行きましたが、向うに着くと、自然の中で疲

れを癖やしてくれるようでした。開会式のあと部屋

に入り、色んな学校の人達と顔を合わせて、人との

ふれあいということをすごく感じました。

2日目は、午前中の3班に分れての工作活動を通

して、1人1人自分なりの作品を作り上げ、2つと

ないものを作ったということで皆満足し、自慢しあ

える喜びを感じました。

午後の磐梯高原のハイクでは、灼熱の炎天下だっ

たので、気分の悪くなった人も出ましたが、友達を

つくるよい気会ということで、色々なグループがで

きました。1人1人の性格がわかってきたのもこの

頃でした。3時間位のハイクの中で、3日以上の体

験を得たような気がします。すはらしい思い出とな

りました。

2日目の夜は、猪苗代公民館での講演でしたが、

ハイクの疲れで多少居眠りもありましたが、話の後

半は迫力があって、皆社長のお話に引き込まれてい

ました。

3日目は分科会で、ボランティア活動の問題点、

国際交流等について話し合いをし、それから全体会

議に運ぶという形でした。分科会では各校の現況、

問題点等を話し合いましたが、人数が少ないという

のが一番の問題点としてあげられました。

福島は意外と人数があるというので、うらやまし

く感じました。分科会の発表では、東北の人間の性

格なのか人の話はよく聞いても自分から積極的に話

を出していかない点が見られるのは残念でした。

3日目を終り帰る頃は、皆もう1日いたいという

気分で、名残りおしそうでした。庄内はかたまって

いったので、帰りのバスの中は明るく賑やかでした。

年次大会を見て、ボランティアとは何かというこ

とに触れたのが最終日の午前中そらいだったのはさ

びしい気がしました。また、国際交流の点でアメリ

カなどから留学生や招待のお客さんが多く来ていま

したが、一緒に行動することがあまりなくて、離れ

た所から、あれが外人さんだという眼でしか見られ

なかったのは残念でした。

わが校の現況は、部員は10名弱で、なかなか集ま

らないのが問題となっているし、部員の確保を重点



にしたい。また18日、鶴工がホストでやる「お喋り

パーティ」に全員参加するよう呼びかけている。独

自の活動としては、湯田川の鶴峰園にボランティアと

して買物時の手伝いなどをしたいと考えております。

鶴岡R．A会長　五十嵐由紀君

皆さんのお手元に今年の

事業計画書がでていますが、

今年はクラブが出来て11年

目になるので、もう1度原

点に戻って一生懸命やりた

いし、他のサークルとの交

流も深めたいと考えており

ます。同じ親を持ちながら全く交流のないインター

アクトの皆さんとの交流も考えていますが、今年中

は無理としても、来年は是非実現できるよう計画し

ています。

お願いになりますが、どこのクラブも減少してい

ますが、うちのクラブは昨年まで7名、今年に入っ

て2名新会員として迎えることができて、現在11名

ですが、それでも計画書に載っている事業をやるに

は少ない人数なので、皆さんの協力を得て、人数を

増やしたいと思います。

うちのクラブは、18～25才の働く青少年男女で

構成され、例会は月2回第1・第3水曜日に青年セ

ンターを使わせてもらい、色々な事業の決定や話し

合いをやっています。出来れがローターアクト委員

長ばかりでなく、ロータリーの皆さんは1人でも例

会に出席して、見ていただきたいと思います。

各事業所の中で18～25才の職員の中から1名で

もよいからクラブに入れていただきたい。

計画書の説明をしたいと思いましたが、会員増強

が一番なので、この事を話させてもらいました。よ

ろしくお願いします。

鶴岡ローターアクトクラブ事業計画書

S58．7．1′〉S59．6．30

月　　　　日 �担　当 �内　　　　　　　　　　容 �備　　　　　考 

58．7．9出 �理事会 �創立10周年記念反省会 昭和57年度反省会 �於．中国飯店 

7．10（日） �社　会 �鶴岡市内川清掃協力 �於．内川 

8．14（日）～15（月） �社　会 �鶴岡ふるさとまつり出店協力 �於．内川通り 

8．27出～28（日） �ク　ラ　ブ �キャンプ研修 �於．七窪キャンプ場 

9．11吐） �社　会 �鶴岡公園吸殻入ペンキ塗りかえ �於．鶴岡公園 

10 �ク　ラ　ブ �他サークルとの交流会 � 

10 �社　会 �施設　訪問 �於．愛光園 

11．6（日） �社　会 �施　設　訪　問 �於．老人ホーム友江荘 

12 �ク　ラ　ブ �クリスマスパーティ � 

59．2 �社　会 �雪おろし協力 � 

2 �ク　ラ　ブ �スキー研修 � 

3 �国　際 �使用済切手、収集発送 � 

4 �ク　ラ　ブ �花　　　　見 �於．鶴岡公園 

5 �社　会 �天神まつり事前PR � 

6 �ク　ラブ �機関誌「でごいち」発行 � 



〔会‘鼻報告）
新穂光一郎君

私の娘の留学先のホストファミリーから手紙が来

ましたのでご招介させていただきます。

『恵が来てから2週間になります。彼女は学校が始

まることを大変楽しみにしているようです。

彼女は、セントピーターズハイスクールの登録も

済ませました。健康調査票もこちらに着きました。

私の家内のハイラインは、最近同校を卒業した娘

の親からブラウスとかコート、ジャケットを譲り受

けたようです。恵は自分でスカートや靴、靴下その

他の衣類などを、来週からの学校にそなえて取り揃

えているようです。

恵に、高校生の子供をもつ家族を紹介しました。

学校に行けば色んな友達を見つけることが出来ると

思います。9月8日のオリエンテーションに彼女は

出席しました。そして書くことや話すことが上達す

るようになるため、ジュニアクラス（日本の高校2

年程度）に編入することになりました。

私は、恵が大変静かで協調的な女性であることを

発見しました。家事を手伝ってくれたり、自分の家

鶴岡市のこと、自分自身のことを英語で、大変ゆっ

くり話してくれます。

私の息子のデビット．Aは、この1週間大変手助

けになったと思います。その半面、彼女もうちの息

子が鶴岡に行った折に日本語を円滑に話せるように

教えているようです。貴方は恵のことを誇りに思っ

てよいでしょう。彼女はR．C．にとって貴重な使節で

あります。彼女は当地でのショッピングとか、他家

を訪ねたこと、彼女の立場などを書いて送ったと思

います。9月の末になれば学校や勉強、日課などに

なじんでくると思います。

10月1日から彼女は、マクルーリンという家庭に

動くことになります。今その準備をしているようで

す。

デビット．Aは、ビザの照合の到着を待ち望んで

います。鶴岡へ翔んでいくことを色々準備している

ようです。貴方から良い知らせが早く来ることを期

待しております』

実は、娘には300＄しか持たせてやらなかったの

で、ミセスハイラインが古物を誰からか貰ってきて

くれたということで、大変親切で有難いと思ってお

ります。大変静かな子だと言っていますが、日本人

は英語が話せないのでそういうことになると思いま

すが、ともかく何くれとなく面倒を見てくれるのは

親の立場として大変有難いことだと思っております。

（ゲ　ス　ト）

鶴工インターアクトクラブ　　桜井峰夫君

鶴高専　　　ク　　　　　　碓氷雅保君

鶴岡口一クーアクトクラブ　　五十嵐由紀君

「i‾ジ　タ　二つ

鶴岡西R．C．　加藤有倫君．斎藤正志君

加藤重郎左衛門君

温海R．C．　　本間儀左衛門君

（次回スピーチ予定）

石黒慶之助君　「四つのテスト」

ロータリー用語便覧（7）

役員の任務
会長．本クラブの会合及び理事会の会

合において議長をつとめ、その他通常
その職に付随する任務を行なうことを

以て会長の任務とする。

会長エレクト．会長エレクトは理事会のメンバーと

しての任務およびその他会長又は理事会によって定

められる任務を行なうものとする。

副会長．会長不在の場合に本クラブの会合及び理事

会の会合において議長をつとめ、その他通常その職
に付随する任務を行なうことを以て副会長の任務と

する。
幹事．幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会

合における出席を記録し、クラブ、理事会及び委員
会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録
を作ってこれを保管し、毎年1月1日及び7月1日

現在を以て国際ロータリー事務総長に対して行なわ
れなければならない半期会員報告、国際ロータリー

事務総長に対して行なうべき会員資格変更報告、毎
月の最終例会の直後地区ガバナーに対して行なわれ
なければならないクラブ例会の月次出席報告を含む

諸種の義務報告を国際ロータリーに対して行ない、
ロータリアン誌の鰐読料を徴収してこれを国際ロー

タリーに送金し、その他通常その職に付随する任務

を行なうにある。

（今週の担当者　佐々′木栄一）

鶴岡ロー一夕リーークラブ創二、’′二　昭和34　6　9　承認　昭和34・6　27　253地区
・事務局d　鶴岡苗■馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会楊　鶴岡ホ馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12・3（ト130
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5垣I℃一助担招き

Seive一旦緬面鱒

轟亮重宝目≧至り至を≒

重奏丁重を≡≡二

出席報告：会昌74名　出席59名　出席率79．73％一前回出席率68・92％　修正出席和名　確定出席率鋸・59％

（会長　報告）
内山喜一君

本日は後程石黒先生より「四つのテスト」のスピ

ーチがあります。

酒田RC．会長、庄内分区代理、Ⅰ．G．F．委員長三氏

の連署で先日のⅠ．G．F．の御礼状が来ております。－

モデレーター、アドバイザーの適切な御助言と司会

及び出席会員の熱意が加わり、御蔭様で実りあるⅠ．

G．F．が出来ましたと一

ロータリーRJ．ニュースの中に、ロータリーの現

状として次の記事があったので御紹介致します。

6月1日なので3ケ月前の事で、時間的に一寸ズ

レがありますが、6月1日現在で157ヶ国20，146の

クラブ数、会員数が918，500名でありました。半年

間の動き1月～6月迄51ヶ国で220クラブ承認、

7，000名増加であります。日本は8月現在1，578ク

ラブ、88，968名となっているが、全国的に12％減な

ので、＝ロータリーは前進しなければならない、絶

えざる奉仕と誠をつみ重ねていかねばならない＝と

いうのがR．Ⅰ．会長の強い要望であります。

（幹事報告〕斎藤隆君

1．会報到着

台中港区ロータリークラブ

2．日中友好のしんぶん「日本と中国」到着

3．国際ロータリー第270地区福岡北ロータリーク

ラブの認証状伝達式の案内

と　き　11月5日（土）

ところ　　電気ビル本館

登録料　12，000円

申し込みは事務局まで

4．庄内分区代理より

2年以内の新会員の情報研修会が59年1月22

日（日）酒田産業会館にて開催。

予備登録は9月末日まで事務局へ

「四つのテスト」について

職業奉仕はロータリーの

真髄であり、自分の職業に

対して誇りを持ち、仕事を

正しく立派に実行しようと

するもので、ロータリーの

奉仕の源泉である。これは

ロータリーの標語の殆どす

ベてが職業奉仕に重点を置いたものであることから

理解できると思います。

石　黒　慶之助　君

職業人を会員として、各界の代表者を以って構成

するロータリーとして当然のことであり、他の奉仕

団体に類例を見ない特色でもあると思います。特に

個人の奉仕を尊ぶロータリーとして誰でも出来る身

近かな奉仕でもあります。

わがクラブが生んだ名ガバナー故早坂源四郎先生

は、職業奉仕については地区内随一の権威者であり

前年度皆様へ配布された「ロータリーとは何か、ロ

ータリーの道徳律とは」の著書は、職業奉仕への心



がまえを遺感なく教えられた名著として称賛されて

います。先生が解説されたttロータリーの道徳律”

（The Rotary Code of Ethic）は既に1980年

規定審議会で国際ロータリー細則から削除されてお

りますが、その基本理念はいささかも変っていない

と説明されている。

本題にはいる前にロータリーが創立当時より如何

に職業奉仕を重視して来たかの証左として、規在私

共が日常口ずさんでいる標語の歴史をたどってみた

いと思います。

職業上の高い道徳的水準の推進のための

ロータリーの標語

01905年当時（明治38年）

ttYou scratch my back”

君が私の背中を掻けば私も君の背中を掻く

（相互互恵主義　Reciprocity）

01908年（明治41年）

Arthur Frederick Sheldon

（シカゴR．C．）

ttHe profits most serves best”

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる

01911年（明治44年）

ミネアポリスR．C．初代会長フランク．コリンズ

により（ポーランド大会）

ttservice Not self”（没我の奉仕）が発

表され、後にService Above self（超我の

奉仕）と改められた。

01915年（大正4年）

J．R．Perkins牧師外6名により（サンフランS／

スコ大会）

The code of Ethics　（道徳律）

（The Code of Ethics for Business

Men of All Lines）ttすべての職業人に通

ずるロータリーの倫理のおきて”

01928年～1929年（昭和3年～4年）

理事会でtt道徳律よりもロータリー綱領に重点

をおくべし”と決議している。（1906年ローク

リ【の綱領を作る。1912年現在の綱領に近いも

のが採択される）

01930年（昭和5年）

／、一バード．テーラー氏tt四つのテスト’’を発

案する。

クラブ．アルミニューム製品会社の再建にこれ

を活用する→みごとに成功

01942年（昭和17年）

「四つのテスト」を使う権利をR．Ⅰ．へ与えた。

01954年（昭和29年）

R．Ⅰ．会長就任に著作権をロータリーへ譲った。

職　業　の　選　択

私は父を心から尊敬し、父業、歯科医師となるこ

とに何んのまといも持たなかった。現在も歯科医業

を天職と考え、歯科医として皆様から受けた恩義を

感謝し、地域社会に何か貢献しようと良識ある医業

に精進しているつもりであります。

皆様も何か宿縁があって現在の職業を選ばれたと

思いますが、夏目漱石は高校の時将来の自分の職業

の選択に次の3つの標準をおいたそうです。

（1）何か趣味に合った仕事

は）その仕事が何か世間に必要なもの

（3）自己を曲げずにできる仕事、そして東大英文

科へ進む

ハーバード．テーラーは職業の選択について、G）

どんな職業につくにせよ、それは自分の考え方、興

味、才能に合ったものでなければならない。④職

業は神のご意向と合致したものでなければならない。

「私達の選んだ職業・仕事の中味が時間と労力を犠

牲にして、そのお返しとしてただ賃金だけを得ると

いうのでは何んて空なしいことであろう。まるで悲

劇である」と云っている。その職業についての成功

には忍耐力と勤勉さこそ最大の要素であることに変

りありません。

四つのテストについて

「四つのテスト」の発案者HerbertJ．Tayler

について

彼は1930年代（昭和5年）の世界的恐慌時代にシ



カゴのコンチネンタル・ナショナル銀行副社長（次

期社長候補）であったが、別に勤務していたジュェ

ル・ティ～会社の社長カーカー氏よりtt寅男の時間

の半分を割いてクラブ．アルミニューム製品会社が

破産しないように手を貸してもらえないか”と頼ま

れた。同会社は250名の従業員をかかえ、40万ドル

借金を作り破産寸前の苦境に立っていた。彼にはジ

ュエル・ティー会社の要職に復帰し3万3千ドルの

年俸を得るか！クラブ．アルミニューム会社に無報

酬で会社の再建に留まるか！の2老選択に迫られた。

その時彼は、「ひょっとしたら神が本当に望んで

いるのは、私がここに留って働くことではないか」

と心の奥にヒラメキを覚えた。彼は敬虔なクリスチ

ャンであり、「1度決心したならば必ず物事をやり

とけるのだ」という信念の持主であり、聖書の言葉

通り人生のあらゆる面に指針としていたようである。

ハーバード．テーラーの会社再建には、神より与

えられた使命感を堅持し、ジュェル・ティー会社に

辞表を出し、自分の持株を担保に6，100ドルを作り

法人組織を再編して社長に就任した。

義で会社の経営を「四つのテスト」にすべての言

行をこれに照らして会社の運営を進め、役員も社員

も労務者も一丸となって会社再建に努力し、良質な

製品造りと善良な社員育成に取り組んだ。5年間で

40万ドルの借金を返済し、更に会社の資産は、15年

間で総資産750万ドルを計上するに至り、100万ド

ルの株式配当を行いました。

このような起死再生の妙案を「四つのテスト」と

されているが、ハーバード．テーラー社長の実撃な

熱情や神に近い信念があればこそと思います。「四

つのテスト」は彼の深い信仰と愛と強固な意志から

生れたものでありましょう。

この「四つのテスト」は、1942年に使用権を国際

ロータリーに与え、1954年彼がRI．会長に就任の時

著作権をロータリーに譲っております。

1978年（昭和53年）5月3日、80才の天寿を完

了した。

四つのテスト

1．真実かどうか

2．みんなに公平か

3．好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

〔廃活動委員垂つ　板垣広志君

1．スマイル

○布施隆夫君

会社新設に際して会長さん、多数の皆さんの

御協力・御支援に感謝してスマイル。

0佐々木栄吉君

東北の加入電話300万突破記念企画として

1．電話お願い手帳を鶴岡市に贈呈し、耳・

言葉の不自由な方に使っていただくことに

しました。

2．9月30日鶴岡市文化会館で「話の広場」

を開催。立川談志、林家今丸の一行を迎え

市民の皆様に楽しんでいただくことにして

おります。

以上、地域の皆様のお役にたてる喜びを言己念

してスマイルをさせて工巨きます。

○佐藤友吉君

スバル自動車さんの竣工に際して多額の金一

封を頂戴したのでスマイル。

○富樫艮古君

同じくスバル自動車さんの施行をさせて頂い

てスマイル。

0新穂光一郎君

息子さんが学校推薦で就職が内定したのでス

マイル。

2．磯釣り大会について　　　　早坂徳治君

期　　日　　10月21日（金）

出発時刻　　午前8時（商工会議所前）

場　　所　　小　岩　川

昼食は各自持参

午後4時竿納め

審査場所　　商工会議所　5時半

懇親会　　6時30分より　会費2，000円

（当日持参）



3．ゴルフ親睦会明日の予定だったが、希望者少な

かったので、10月に延期します。

〔青少年委員会）　市川輝雄君

毎年田川地区中高英語弁論大会に後援しておった

が、今年も来る22日青年センターで予定している。

毎年さしあげている持ち廻りカップ、トロフィー

が古くなったので、品格のあるカップと個人章とし

てレプリカ、若々しいデザインであるので御披露し

ます。

○ポールノ→リスのメタル授与

嶺岸光吉君

迎田　　稔君

本日はロータリー財団協力の日、55．6ドルの御協

力をいただき有難うございました。

（ビ　ジ　タ「〕

鶴岡西R．C．　野口　弥君．加藤重郎左工門君

八幡慶二君．瀬尾助三郎君

（次回スピーチ予定）

石黒慶之助君　「四つのテスト」（続）

ロータリー用語便覧（8）

早目に計画を立てよう：

職業奉仕月間

来る10月のために準備しなければな

らない何か重要なことがある。これま

で10月15日を含む過は「職業奉仕週間」と呼ばれて

きた。今回、理事会がこの週間を1カ月全期に拡大

したので、世界中のロータリー・クラブは初めて職

業奉仕月間を遵守することになる！私達のクラブ

はどのようにしてこの特別月間を遵守することがで

きるか？　次の検討表を手がかりとされたい：

・青少年の職業選択を援助する。

・四つのテストを推進する。

・競争業者との関係改善に努める。

・実業および専門職業に高度の道徳的水準を奨励

する。

・高度の科学技術が労働界に与える影響に関する

会議を主催する。

・好ましい雇主～従業員関係を育成する。

・顕著な従業員に職業奉仕賞を贈る。

雇主一従業員関係・・…・

雇主と従業員の関係における職業奉仕のねらいは

おおむね、善意と協力と友好の精神をふかめようと

いうものであり、ロータリアンが、雇主であっても、

役員、支配人、あるいは従業員であってもかまいま

せん。とにかく、このようにして、生産性をたかめ

るために、おたがいの協力がもとめられるのであっ

て、その結果、すべての人がそれぞれの生活や労働

条件をさらによいものにし、いっそうの繁栄をかち

とることになるわけです。

－ロータリアン必携（第3巻）

ポール・ハリスの職業奉仕観

「各ロータリアンは、ロータリーの理想と自己の

職業を結び付ける環である」

職業奉仕と青少年をつなぐものは？

ROVEである。ロータリー国際職業人交換（R－

Otary Overseas Vocational Exchange）の

略称であるROVEにより、前途有望な青少年が、

ロークリ一・クラブ後援の下で他国で働く機会に恵

まれる。このプログラムは、ロータリーの二つの伝

統的関心事をつなぐものである：（1）青少年に他国

の習慣を学ぶ機会を与えることによって国際協調を

深めること、（2）働く青少年への関心。手短に言う

と、ROVEは国際奉仕と職業奉仕の特色を結び合

わせたものである。私達はこの価値あるプログラム

を支援したことがあるか？青少年活動月間から職

業奉仕月間へ移る期間は、ROVE候補者を推薦す

る理想的な時である。

青少年のための未来を準備

「私達すべては、この世界を子孫に価値あるもの

にするために尽力しなければならない」

－パブロ・カザルス

（今週の担当者　菅原辰吉）

†直］ロータリーーツラー7鮎′　町粧一旦　し）し仁＋水言惹　≡l納1ニi′ユ（r H二1地区

棒十．】j†．L日や∫」■行吊場別　但胴乱「会か庁内　′壱川1（）ごう5・ヨ；■7711

会場　出汁川津J場町物産館　二川皆ホー¶ル　例会　口　毎里人帽LJ　午後12：うり～1：うり
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写れ云細岡云i
萱担些e＿挫叩k⊆一三

にロータリーを－

憂些肇延華 ・ノ｛、こち
ヽ巨去ン

（会長　報告）
内山喜一君

本日は特別養護老人ホームに勤務の矢口晶一氏を

ご紹介致します。後程矢口氏からごあいさつを頂き

ます。又、前回に引き続きまして石黒慶之助君から

「四つのテスト」のスピーチをお願い致す事になっ

ております。先づ矢口晶一氏につきまして、特別養

護老人ホ1ムにお勤めのかたわら、青少年指導者と

してボランティア活動を通して、青少年の健全育成

に大いなる力を発揮されてきました事が、この度の

表彰の理由でこざいます。我がクラブ青少年月間の

表彰の最適格者として委員会の推薦を、理事会は無

条件で承認した次第です。矢口氏には、今後共この

活動に力を注がれますようお敵い致しまして、ここ

に表彰申し上げます。おめでとうございます。

矢口晶一氏のプロフィール

青少年委員会

矢口晶一氏は昭和29年生れの29才。

東北福祉大学を卒業後、現在、特別養護老人ホー

ム「しおん荘」に勤務しております。

矢口氏は、高校の頃より難病と云われる筋ジスト

ロフイ患者の救済運動に参加し、大学時代は患者同

志の詩集の発行を手がけると共に、筋ジスの記録映

画の上映活動を展開し、今日に至っています。

大学卒業後鶴岡に帰り、各種の難病・障害者の記

録をつづった映画の上映に取り組み、一方、「我等

人間コンサート」「ボランティア協会」の中心的役

割を果し、その精力的な活動は青少年層を多く結集

し、ボランティア活動に大きく貢献しております。

⊂垂トスビラ⊃
矢　口　晶一氏

現在の私の行動の原点に

は「難病」とのかかわりが

あります。

私が難病の1つである進

行性筋ジストロフィー症を

知ったのは、16才の時でし

た。「生きるとはなんぞや」

という事を考える年頃だっ

たせいでしょうか。精神的な「生死」への問いかけ

の中で、私はこの筋ジスとかかわるようになりま

した。

日常動作のほとんど、食事準備、排泄、入浴、着

がえ、寝がえり等を、人の世話になる筋ジスとのか

かわりは、まさに裸のつきあい、というか。しばら

くすると、同情の気持ちも友達づきあいになります。

10年来のつきあいのある山田さんは、私より2つ年

上のせいもあって、兄のような存在です。

ある種の夢を福祉に描いて福祉大に入った私にと

って、筋ジス患者とのかかわりは、まさに現実との

出合いでした。知らなければ知らないで済んでしま

う世界がそこにありました。しかし、知ってしまっ

たものにとっては、今まで知らなかった世界でした

から、相当なショックでした。社会福祉を自分の仕

事にしようと思えるようになったのも、この「現実」

との出合いがあったからです。

数学の公式のように、答えがキチンと出るものば

かりでない「現実」が存在し、1つの製品が出来あ

がるような成果が確実にあがらないのが、この社会

福祉の世界です。



ですから、小さな歩みに一喜一憂することがよくあ

ります。

私は、彼ら筋ジス患者とのかかわり合いの中から

生きる力強さと、可能性へ挑戦するしぶとさ、人は

ひとりでは生きていくことの出来ないもの、つまり

おもいやりの気持ちを持つこと等を肌で知ることが

できました。

そして今自分は、人間相手の社会福祉を生業とし

ながら、人間大好きになってしまったこの気持ちを

仕事以外の分野にぶつけているこのごろです。

つい最近の出来事で、大変うれしかったことがひ

とつあります。私と同い年くらいの女性で、多発性

硬化症という、やはり難病の1つですが、この病気

と闘っている人がこの市内に住んでいます。東北大

病院にも何回か入院したり、研究チームもあるので、

開発された薬を飲んだりしていましたが、つい最近

病気になってから出なくなった声が、突然出るよう

になったのです。まさに奇跡かと思えるほどのこと

でした。声の出なかった時を知るものにとっては、

もうほっべたをつねってみたくなるほどの衝撃でし

た。「なして声出るようになったんだろう」という

問いに、妹さんが「愛の力だあんね」と言ったとの

事。まさしく可能性を信じて闘病生活を送ってきた

母と娘、妹、そして家族全員の彼女を暖かく見守り、

信じてきた愛の力だったのだと思います。

福祉、しあわせというものは、可能性を信じ努力

する者の中に存在し、こういう出来事を自分の事の

ように喜ぶことのできるものだということを再認識

させてくれました。

今年の6月に山田さんのすく上の兄（筋ジス）が

34才の人生を終えました。筋ジスを知ってから今日

まで、多くの親しい仲間の死を見てきました。死に

対するやり場のない怒りと不安を感じる者にとって

「四つのテス

四つのテストの源泉はどこだろうか？

沈んだ気持ちになっていたこの数ヶ月「声が出た」

というこの「現実」は、難病、生きることへの可能

性がややもすると、現実の死の前にはかき消されそ

うになるのをよみがえらせるものでした。

こういう出合いが、日常の中に存在するものだか

ら、私は生きていてよかった、生きていることのす

ぼらしさを感ぜずにはおれないのです。一方の現実

は大変に厳しい。不況、人間不信、先が見えない0

しかし、だからこそ、もう1つの現実が輝きを増し、

生きる力強さの基になるのだと信じ、私は今日も、

「社会福祉にロマン」を求めて生きるものでありま

す。

52．9．22　車椅子の青春（トミヤ氏話）　863人

54．5．22　君は今光の中に（トミヤ氏）　740人

55．4．14　さよならの日々

56　　　われコン1回目

57　　　われコン2回目

58．5．23　続車椅子の青春

口亡妻二旦＿卓二）　斎藤隆君

1．財団法人ロータリー米山記念奨学会より

事業報告書到着

2．市民憲章推進協議会より

憲章制定20周年記念式典が10月9日（日）午後

1時30分より文化会館ホールで開催

記念公演　真嶋美弥ソプラノ卿昌会

入場整理券配布

3．鶴岡カッパ友の会（会長　内山喜一）

劇団カッパ座「しあわせの王子」等身大ぬい

ぐるみ人形劇公演

9月27日（火）午後3時より文化会館

招待券を会員皆んなに配布してありますので

多数御入場の程を

ト」について

石　黒　慶之助　君

ハーバ欄ド・テイラーは敬虔なクリスチャンであ

ると申し上げましたが、旧約聖書（エレミヤ書第9



章23”24節）に次の文があります。

主はこう言われる「知恵ある人はその知恵を誇

ってはならない。力ある人はその力を誇ってはな

らない。富めるものはその富を誇ってはならない。

誇る者はこれを誇りとせよ。すなわち、さとくあ

って私を知っていること、わたしが主であって、

地に匝？くしわと画と匡副を行っ
ている者であることを知ることがそれである。わ

たしはこれらのことを喜ぶ」とあります。

ハーバード・テイラーはこれよりヒントを得て四つ

のテストを作ったといわれております。

巨、つくしをlは「好意と友情を深めるか」と「み

んなのためになるかどうか」が含ま

「‾公　車1は「みんなに公平か」となり

［亘　義∃は「真実かどうか」で表現された0

四つのテストの効用例

口一夕リーでは「四つのテスト」は額に入れたり

ポスターにしたり、手帖にしたり、多方面に活用し

ているが、どんな効果があるだろうか。

1．自分の事業に応用すれば、質のよい品物と善良

な人々を同時に得られた。

2．今よりももっと良い人間作りの目標となる。

3．自分に確固とした自信がもてる。

4．道徳的にも強固な人間となる。他人から信用を

受ける。

5．学校教育にも効果があがる。

真実かどうか＝嘘ではないか。

みんなに公平か＝不公平になっていないか。

好意と友情を深めるか＝敵をつくることにならな

いか。

みんなのためになるかどうか＝皆の害になってい

ないか。

私達は人の悪いところだけを鬼がちである。良い

ところを見つけて、それをのばしてあげることは難

しいのです。「四つのテスト」は人々の良いところ

を見つけてそれを益々良くする、正しい行動の前提

となる思考力を育むのであると考えます。

米国歴代国務長官の中で最も偉大なダニエル・ウ

ェブスターはtt最も深い思想は何が’と尋ねられた

時、直ちに「全能なる神に対して責任をとることで

ある」と答えたそうです。事業主の皆さん！天から

与えられた職業に対し責任を持つことが最も貴重な

人生であり、生甲斐を自覚することだと思います。

企業倒産の防止に役立たないか？

9月3日付荘内日報によれば、今年1月”8月の

県内企業倒産は165件242億円となり、昨年に比べ

件数で7件、金額で64億円増になっている。8月の

倒産だけでも16件あり、庄内だけでも5社あるとの

ことです。

企業の倒産は絶対にあってはならないと思います0

1会社の倒産による被害は社長個人の不幸だけでは

なく、株主、社員、従業員更には仕入れ先、得意先

など社会全般に大変な迷惑をかけ、商業道徳をいち

じるしく侵害いたします。経営者が夜逃げすれば済

む問題ではありません。

企業倒産の場合を「四つのテスト」に照らして考え

てみよう。

（l）真実かどうか　Truth

他人に対し正しい行動をしているか、虚偽いつ

わりを行っていないか、従業員に対し満足するよ

うな処遇を行っているか、仕入先に約束を守って

いるか、得意先に良い品を妥当な値で提供してい

るか、株主に真実な決算を報告しているか、金融

機関に信用されているか、他人の信用を裏切って

いないか。

121みんなに公平か　Fair

不公平な言行はないか、自分だけが良ければ良

いと思っていないか、悪いと思っても自己反省す

ることなく他人のせいにしてしまうことはないか、

公明正大な判断に欠けていないか、利益を社長及

びその一族だけで独占していないか、株主や従業

員に想いやりの心があるのか。

（3）好意と友情を深めるか

Goodwill Better Friendships

善意をもって相手の話を聞いてやっているか、



他人や仕事に誠意を尽くしているか、善意に欠く

るところないか、自分の周囲に心を許し合う友達

がおるだろうか（真の友情とは）

（4）みんなのためになるかどうか　Beneficial　慈善心

人間は独りでは生きていけない動物である。人

生の成功は如何に多くの物を得ることや、如何に

高い権力につくかではなく、如何に多くの良い友

を得るかである。とポール・ハリスも言っており

ます。友情を失い、信用を失えば、人生の破局と

なりましょう。企業はみんなのために存在するの

であって、社長1人のものでないことを銘記すべ

きだと覚るべきでありましょう。

ロータリアンは四つのテストを人生の指針と考えて

よいように想います。

大宅壮一氏の言葉に「30才までは才能で、40才50

才は仕事で、60才以上は人柄で勝負せよ」とありま

す。この人柄とはハーバード・テイラーの四つのテ

ストを自分の言行に照らしている人のことではない

かと思えてなりません。

鶴岡R．C．会員親睦磯釣大会ご案内

冠省　さて恒例によりまして下記日程により磯

釣大会を開催することにいたしました。

どうぞ多数のご参加を切望いたします。

記

1．期　　日　　昭和58年10月21日（金）

2，集合場所　　商工会議所前

3．出発時刻　　午前8時

4．釣場所　　小岩川

車は参加者にお願いし、同乗させていた

だき度うございます。

注：餌と昼食は各自持参願います。

5．帰りの時刻　　午後4時

（竿納め次第帰る）

6．審査時刻　　午後5時30分（産業会館）

7．懇　親　会　　午後6時より

（会場．商工会議所4階）

懇親会費　2，000円　当日ご持参願います

磯釣のみ参加

懇親会のみ参加

両方参加

参加者は早目に事務局山下さんまで。

（親睦活動委員卑⊃

●　ス　マ　イ　ル●

渡部利夫君

商工会議所議員親睦磯釣大会で準優勝して、

又風間さんの磯場での野だての風流さと名筆

に感動してスマイルさせて頂きます。尚、獲

物は猫もまたぐような小物でしたとの由？

早坂徳治君

同じく議員親睦磯釣大会で優勝して。特別コ

メントはありませんでした。

布施隆夫君

富士重工磯（スバル）主催の技術と部品のコ

ンクールで東北ブロックでの優勝でスマイル。

尚、会場提供の所は優勝しないというジンク

スを破る。昨年に続き二連覇との事。

三井　　健君

9月24日に婿化場創業30周年を記念して。ひ

とえにこれも会員の皆様のご支援の賜と感謝

して。

張　　紹渕君

八幡ロータリークラブにメイクして、その席

上、鮎についてと、老人の食生活についてのス

ピーチと、胃ガンを無くするための研究でモ

ルモットのネズミを使って研究した結果、光

明が見えた喜びと、鮎の姿がロータリー精神

にあたかも似ている事に感銘してスマイルさ

せて頂きます。

川村徳男君

9月22日の田川地区中・高校生英語弁論大会

で優勝カップを新調する。

（ビ　ジ　タ　ー〕

温海R．C．　藤谷　　隆君

余目R．C．　佐藤孝二郎君

（今週の担当者　秋野　忠）

穐開口【タリークラブ創立　昭和34．6．9　承認　昭和34．6・27　253地区
・li務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　臼　毎週火曜日　午後12・30～130



253地区鶴岡ロータリークラブ第1227回例会会報1983（昭58．10．4）（天候　雨　気温20．4度）

墨垣i竜一鱒桓！知±
SeruePと叩Pe

重奏在国≡至り三を三
顧自画を三三三

出席報告：会員74名　出席52名　出席率70．27％　前回出席率70＿27％　修正出席研名　確定出席率9ト約％

〔会長報告〕
内山喜一君

地区大会に参加された会員の皆様、本当に御苦労

様でした。

又、会場の件について理事会において産業会館5

J　　階で例会を行う予定にしておりますが、会議所から

2～3日中に返事がもらえることになっております。

（幹事報告）　斎藤隆君

1．例会時間・場所変更のお知らせ

鶴岡西ロータリークラブ

10月14日（金）職場訪問の為

地　区　年　次

1983～84年度の第253地区年次大会が、先般お

知らせしました通り、10月1日～10月2日にかけ

て福島県文化センターに於て、福島R．C．をホストと

、＿／　して開催されました。出席者総数はインター、ロー

ターアクトを含めて1，744名と云う記録的な数字を

示しての、名実共に大会となり、当鶴岡クラブから

も26名の参加者を得、西クラブから11名の参加で、

合同でマイクロバスを1台チャーターして参りまし

た。

10月1日第1日日　福島駅前のホテル辰巳屋に於

てR．Ⅰ．会長代理竹田宮殿下をお迎えしての会長・幹

事会が10時より11時まで開催され、引き続きR．Ⅰ．会

長代理ご夫妻を囲む会長・幹事・新ポールハリス．

フェロー・新米山功労者の昼食会が開かれました。

そして昼食会閉会後、大会会場である福島県文化セ

午後2時～　三瀬、加藤君の山林見学

午後3時～　山形県栽培漁業センター見学

例　会　一午後4時30分点鐘

場　所　　三瀬　坂本屋

登録料　　4，500円

マイクロバス1時30分産業会館前出発

2．日中友好のしんぶん「日本と中国」9月25日号

到着

3．先日行われた（9月22日）田川地区中・高校生

英語弁論大会のお礼状到着

4．当クラブの例会場が次回より（10月11日より）

物産館3階

大　会　報　告

内　　山　喜　一　君

ンクーに移動致しました。既に大会会場では陸上自

衛隊第6師団音楽隊のアトラクションが開始され演

奏中でありました。間もなく、大会本会議の開催と

なり、遂次予定通り進行、特にR．Ⅰ．会長代理竹田宮

殿下の挨拶そしてメッセージの中で、会員増強と人

頭苦り会費の納入の件についてのお話には、注目する

ものがありました。次いで、地区大会決議案は万来

の拍手をもって採択されまして、実りある大会の前

半を終えた次第です。

13時20分　シンポジュームのタイムです。

「みんなにロータリーを　みんなに奉仕を」をテ

ーマとして、

モデレーター　P．G．浜田耕一先生（米沢）

シンポジスト　　〃　　蔵並定男先生（鎌倉）

ク　　　　　〃　　北野幾蔵先生（長野）



以上3名の先生方の熱弁と迫力ある、実にユニーク

な発想、そして充実した内容と豊富な話材には誠に

深い感動を受けて拝聴した次第です。

こうして第1日目は、和やかな中にも厳粛な雰囲

気で終了致しました。

大会第2日日　9時30分点鐘で開会。旨頭R．Ⅰ．会

長代理のR．Ⅰ．現況報告は注目すべきお話しでした。

これは何れ本大会の記録によりご覧頂くよう特にお

推め致します。

次で、記念品を福島市へ、Rエ会長代理ご夫妻へ、

石黒直前ガバナーへの贈呈があり、引き続きまして

新ポールハリス．フェローの紹介、当クラブから故

早坂源四郎さん、迎田稔さん、嶺岸光吉さん、本間

利雄さん（この方は荘内銀行仙台支店勤務）以上四

名の方が表彰されました。

次は出席100％の会員。当クラブから20年間100

％新穂光一郎さん、石黒バストガバナーの2名。10

年間100％佐藤衛さん、佐藤友吉さん、吉野勲さん、

板垣俊次さんの4名。そして、ロ】∵グリー財団寄付

優秀クラブの第1位として当クラブを代表して私が

表彰状を受領して参りました。これは、昨年度のロ

ータリー財団委員長の佐藤衛さんが、骨身む惜しま

ぬど努力に依るもので、クラブの代表として、私は

竹田宮殿下から握手を賜わり、誠に身に余る光栄と

存じ、感激ひとしおのものがありました。

大会も以上でハイライ†と申すべきを終了致しま

した。

午後の部　愈々大会記念講演　NHK報道局長．

磯村尚徳氏の『世界とのコミュニケーション』と題

しての1時間30分に亘る講演。そのスケールの大き

さと云い内容、そして時折折り込まれる何気ないユ

ーモア等々、時の経つのを忘れて拝聴しました。こ

れは山下さんが録音して参りましたので、折をみて

お聴き頂くのむ大いにご参考になろうかと思います。

何れに致しましても、今大会に於ける一大ハイラ

イトは、R．Ⅰ．会長代理としての竹田宮殿下ご夫妻の

ご臨席にある事を申し述べて、ご報告の意の不足を

お許し原きまして、地区年次大会のど報告と致しま

す。

地　区　大　会　決　議　案

・第1号議案

ウイリアムE・スケルトンR・ト会長の本

年度方針に協力する件

ウイリアムE．スケルトンR．Ⅰ．会長は、本年度の

奉仕活動を推進する指導方針として「Share R－

otary－Serve People」（「みんなにロータリー

を、みんなに奉仕を」）のテーマを提言されました。

多くのロータリアンを増やし、育成することによっ

て、ロータリーが発揮できるすはらしい効果を晶揚

し、又そのことによってロ1グリーの任命であるみ

んなに奉仕するという大いなる目標が達成できるも

のであることを示されました。

我々口一夕リアンは、この意義深いテーマを休し

て、会員すべてが活発な奉仕活動を展開し、積極的

に協力することを決議致します。

・第2号議案

国贋ロータリー会長代理派遣に対し感謝

の意を表する件

国際口一グリー第253地区年次大会を福島市にお

いて開催するに当り、ウイリアムE・スケルトンR・

Ⅰ．会長は、特に会長代理として国際ロータリー元理

事竹田恒徳氏を派遣されました。同氏は、ど夫人同

伴で本大会に臨席され、今年度国際ロータリーの目

標、並びに現状につき、感銘深いメッセージと報告



を述べられ、本大会を一層意義深いものにされまし

た。

よって本大会は、国際ロータリー会長代理竹田恒

徳氏と夫妻に対し、記念品を贈呈し、深甚なる敬意

と感謝の意を表することを決議致します。

・第3号議案

直前ガバナー石黒慶之幼君に感謝の意を

表する件

1983年度第253地区ガバナーとして、誠実温和な

人柄と抜群の指導力によって、地区内全クラブを指

導助言され、多大の成果を収められました。その功

績は誠に顕著であります。

ここに本大会の決議をもって、その実績に対し深

甚なる敬意と感謝の意を表することを決議致します。

・第4号議案

ホストクラブ、コ・ホストクラブ並びに

協力団体に謝意を表する件

福島市において開催された1983～1984年度国際

ロークリ1第253地区年次大会は、完全な準備と、

円滑な運営により、大いなる成果を挙げることが出

来ました。

これは偏えに大会委員長並びにホストクラブの会

員諸君及び家族の理解あるご協力とご援助によるも

のであり、また福島市並びに関係官庁はじめ諸団体

のロータリーに対する温かいど理解とど協力による

ものであります。

よって本大会は、これら関係者並びに関係団体に

深甚なる敬意と感謝の意を表することを決議致しま

す。

・第5号議案

福島市に事業資金を贈呈する件

福島市は市民こぞちて本大会を歓迎され、暖かい

ご援助を与えて下さいました。本大会は福島市御当

局並びに市民各位のロータリーに対する深いご理解

と温いこ協力に対し事業資金を贈呈し、心からなる

謝意を表することを決議致します。

・第6号議案

R．l．第642地区と研究グループ交換計画

を実施する件

当地区はこれまでにオ椚ストラリア第278地区、

アメリカ第753地区、イギリス第109地区とのG．S．

E．計画を実施し、成功を収めました。よって今後、

1985年度より1987年度に亘り、アメリカ第642地

区との交換を実施することを決議いたします。

・第7号議案

1984～1985年度地区年次大会を山形市

に於て開催する件

1984～1985年度国際ロータリー第253地区年次

大会は山形ロータリークラブをホストとして、山形

市において開催する事を決議致します。

●当クラブから地区大会にて表彰者

20年間100％出席者

新穂光一郎君．石黒慶之助君

10年間100％出席者

佐藤　　衛君．佐藤　友吉君

吉野　　勲君．板垣俊次君

おめでとうございます。

●財団寄付優秀クラブ第1位

当クラブが地区大会において、佐藤衛君のご努力

により財団寄付優秀クラブ第1位に表彰されました。



●地区大会ゲストスピーカー

NHK報道局長　磯村尚徳氏

海外特派員及びニュース．キャスターとして幅広

い見識を持たれ、世界へのコミュニケーションとス

ケールの大きさに非常に感銘いたしました。又事務

局に録音テープがありますので是非と利用下さい。

◆地区大会の裏話し

石黒バストガバナーより地区大会の舞台裏のお話

があり、大変ご苦労されたと思っております。

●市民森の会より

三井健会長から市民森の会への入会の要請があり

ました。是非お1人2口以上お願いいたします。事

務局へど連絡下さい。

（親睦活動委員会〕

9月100％出席者　62名

秋野君．阿蘇君．阿部君．張君．藤川君．早坂

君．布施君．飯白君．石川君．石黒君．板垣（俊）

君．市川君．川村君．黒谷君．小池君．小松（広）

君．今野君．小松（三）君．工藤君．加藤君．御

橋君．三井（徹）君．三井（賢）君．三井（健）君．

嶺岸君．迎田君．本山君．森田君．諸橋君．松

田（貞）君．松田（士）君．中江君．中野君．中村

君．中田君．斎藤（隆）君．佐藤（忠）君．佐藤（順）

君．佐藤（衛）君．佐藤（友）君．佐藤（元）君．新

穂君．菅原君．鈴木（善）君．鈴木（弥）君．庄司

君．佐々木（栄）君．鈴木（茂）君．佐々木（詰）君

斎藤（昭）君．白坂君．高橋君．丹下君．手塚（林）

君．富樫君．高田君．手塚（拓）君．内山君．渡

部君．若生君．山口君．吉野君．

会員誕生　　秋野　　忠君．石井敬三君

石川寿男君．川村徳男君

風間真一君．小林敏夫君

斎藤　　隆君．佐藤元伸君

富樫良吉君．山口篤之助君

奥様誕生　　石井博子様．加藤典子様

佐藤萱久子（昇）様

佐藤康江（元伸）様

鈴木須美子（弥一郎）様

手塚久子（拓）様

玉城常磐様．内山キ　ミ　様

（＿スマイ　ル）

佐々木詰彦君　　駐車料金の一部

白坂　久君　　東京海上さんのご協力で損保初

級合格

石黒慶之助君

新穂光一郎君

佐藤　　衛君

佐藤友吉君

吉野　　勲君

20年．10年表彰者

ロータリー用語便覧（9）

早目に計画しよう：

ロータリー財団月間

今年の11月は、準備しなければなら

ない何か重要なことがある。世界中の

ロータリー・クラブが初めてロークリ

一財団月間を遵守することになる！財団プログラ

ムを推進することによって、全ロータリー・クラブ

と共に財団にR．Ⅰ．の世界的関心を集中させよう。私

達は次のことを行なうことができる：

凶ポール・ハリス・フェローもしくはポール・ハ

リス準フェローを指定する。

廟研究グループ交換チームの候補者を推薦する。

囲財団の奨学金プログラムに寄付する。

囲財団奨学生を受け入れる。

囲財団の「友」となる。

1983－84年度R．Ⅰ．テーマで、ビル・スケルトン

会長は述べている：「国際理解、親善、平和を真に

推進、向上させるようなロータリー・プログラムお

よび諸活動、例えば、ロータリー財団などにクラブ

が参加することを積極的に奨励することによって、

国際奉仕を通じて」みんなに奉仕する役に立つこと

ができる。

（今週の担当者　小松三雄）

鶴岡ロー1夕リー1クラフ、創立　昭和34．6　9　承認　昭和34・6　27　253地区

車磯たJ　鶴岡JH罵場町　鶴岡商1二会議所内　電話　0235（細7711

例会域　鶴岡市．県域間物産館　3階ホール　例会　日　毎遁火曜日　午後1230～130
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⊂釘長報‾至⊃
バーミンガムで開かれる匡l際ロータ

リー1984年国際大会への公式招待状

内　山喜一君

ロータリー史上、初めて、イングランドで国際大

会が開かれます。英国では一度国際大会が開かれた

ことがあります。1921年のスコットランド．エジン

バラで開かれた国際大会です。1984年6月3日～6

日にかけて、この「緑の豊かな楽しい国」の中央部

で、ロータリーの世界家族が、より一層みんなに奉

仕することができるように、みんなにロータリーを

分かち合う特別な機会を持つことになります。

私は、全ロータリアンに、イングランド、ウエス

ト・ミッドランズ州バーミンガムで開かれる1984年

国際ロータリー国際大会に是非出席されるよう要請

します。

国際大会は、空陸に交通の便の良い、立派なNa－

tional Exhibition Centreで開かれます。国際

大会では、世界的な著名人が主要なテーマについて

講演することになっており、英国風の盛儀盛宴と和

やかな親睦とにあふれた大会となることでしょう。

このExhibition Centreの近くにバーミンガム

が位置しています。バーミンガムは、過去、現在、

未来にわたり、国際交易に輝かしい貢献をしていま

す。周辺にはイングランドの真髄が存在します。シ′

ェークスピア誕生の地、城と荘園、世界的に有名な

陶器製造地、なだらかな農村風景などであります。

ここ、イングランドの中央部で、私達は、ロータ

リーの核心である奉仕を探り、広げるまたとない機

会に恵まれるのです。私から皆様に送る、この招待

状に応えて、この歴史的なロ1∵グリーの催しに是非

ご参加下さい。

国際ロータリー会長

ウィリアム　E・スケルトン

（幹事報告）斎藤隆君

1．例会時間変更のお知らせ

遊佐ロータリークラブ　いも煮会の為

10月11日（火）午後6時30分より

遊佐町商工会館にて　　会費　2，000円

2．会報到着　東京口一グリークラブ

職業奉仕と渋沢栄一の事業観

10月1日～10月31日職業奉仕月間

渋沢栄一（1840”1931）は、日本資本主義の進

展と共に歩み、国家的見地から実業界を指導した実

業家。埼玉県生れ。幕末期には尊壌運動に参加。の

小　池　繁　治　君

ち一橋家に仕え1967（慶応3年）幕臣として徳川昭

武に随行してパリ万国博を機に渡仏。欧州諸国の近

代産業組織制度を見聞、維新後は大蔵省に出仕、財

政金融制度など立案・改革に当る。1973（明治6年）

井上馨と共に退官、第一国立銀行を創立。ついで多



くの国立銀行、私立銀行、東京商法会議所等の設立

に関与、産業面で王子製紙、大阪紡績の設立をはじ

め、あらゆる分野の事業に関与、営利事業の数は

500余りで、国際親善、社会事業、福祉施設、宗教

関係、学校教育、労資協調などの非営利事業は600

余りの創立に直接間接に関与した、明治が生んだ近

代日本を創った巨星である。

その事業観は、海外で学んだ三つの柱で、

（1）官民　平等

徳川昭武の渡仏に随行した時、当時のナポ

レオン三世は二人の世話役をつけてくれた。

その一人はゲイレットと云い、陸軍大佐。

もう一人は市中銀行のオーナーのフロリヘ

ラルドであり、そのお互の話の中から、官

も民も平等であらねばならぬと確心した。

（1）合本組織の確立

近代ヨーロッパ諸国の経済発展と株式組織

を見聞L

l3）ベルギー国王のビジネスに対する姿勢

レオボルト一世からアントワープの鉄工場

の話が出て、実業の重要性を教えられた。

事業を拓くための四つの要件

（1）その事業の成立すべきや否や

は）私を利すると共に社会を利するや否や

（3）時期に適合するや否や

（4）その人物のあるや否や

“論語と算盤l）の著書の中での言葉

（経済道徳合一説）

その富を成す根源は何かと云えば仁義道徳、

正しい道理の富でなければ、その富は完全に永

続することは出来ない。ここに於て論語とそろ

ばんと云うかけ離れたものを一致せしめる事が

今日の緊要の務と自分は考えている。

国鉄に対する意見

明治23年から表面化した鉄道の国有化には終

始一貫に反対した。米寿をむかえた思い出の数

数の中で残念に思った事の一つに、鉄道を多く

敷設しようとして民営鉄道法を制定したかった

が、これと反対に国有となったので、その法を

実施する事が出来なかった事をあげている。そ

して何故国有に反対したかについて、総て事業

と云ふものは競争があり、それが世の便益と改

良とを産み出すもので、すべての進歩は競争よ

り外にないものだ。鉄道を国有にする事の利点

も勿論数えられるけれど、その弊害は恐るべき

ものである事を憂えて反対した。

ロータリークラブでのお話

大正13年、田園調布地区に児童遊園地多摩川

喝を建設、その頃口一クリークラブの会員が東

京市養育院の児童全員を多摩川園に招待して子

供たちを慰安した。そこで院長であった渋沢栄

一は同園で挨拶した“人間は嬉しかった事、苦

しかった事を後までよく覚えていて、自分を励

ます材料にしてゆかねばならない。苦しかった

事もすく忘れ奮発心を燃す薪にしなかったり、

今日のような嬉しさも深くかみしめずに、その

場限りで忘れるようでは総てのことが心の栄養

になりませんよ▲－

渋沢栄一のこのような事業に対する考え方は、ロ

ータリーの綱領の実業及び専門職業の道徳的水準を

高め、職業を通じて社会に奉仕するために、その職

業を品位あらしめる事に合致しているものと思う。

ここにポール．ハリスより以前にわが国でこのよう

な先人のいた事を銘記して、各自の職業に反映すれ

ば、ロータリーの職業奉仕を実行することになるの

ではないだろうか。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C．　桜井　清君．阿部光男君

（今週の担当者　嶺岸光吉）

鶴岡口椚タリ【クラブ創立　昭和34．6　9　承認　昭和34・6・27　253地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎過火曜日　午後1230～1・30
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（ゲストスピーチ）

南　米　　を

日頃は鶴岡市政各般に亘

りR．C．の皆様にお世話にな

りまして厚く御礼申し上げ

ます。本日は例会にお招き

いただき南米訪問の報告を

する機会を与えていただき

誠に有難うこざいました。

私、8月26日から9月9

日まで市長の代理として南

米を訪問して参りました。今回の訪問の目的はブラ

ジルに山形県人会というのが組織されておりまして、

その会が出来てから30周年を迎える記念式典がこざ

いまして、それに出席をする。又この機会にブラジ

ル・ペルー両国の行政事情の視察が目的でございま

した。

記念式典ですが、ブラジル国の記念式典はどうい

う形式でやられるかと興味深く思っておりましたが、

日本人の、特に県人会の式典でしたから全く日本式

でした。当日この祝賀会に参加された方々は約500

人でした。鶴岡からは約35世帯220人位、1世2世

3世4世含めておいでですが、鶴岡出身の方の出席

はごく僅かでした。私達市町村代表団は10名でした

が、入場の際出席した県人会の方々から盛大な拍手

を受け、熱烈に歓迎されたわけでございます。特に

来賓祝辞の中で感動した部分をお伝えしたいと思い

ますが、一つは日系ブラジル人の喜びは3つあると

いうこと。一つはブラジルに板をおろして建国に努

力すること。二つ目は母国である日本を訪問するこ

と。三つ目は母国日本の方々にブラジルを訪問して

いただくこと。これが日系ブラジル人の大きな心の

支えになり、励みになることであります。ブラジル

は現在日本人の移住は認めておりませんが、何んで

もよいからブラジルに新しい血を入れてはしいとい

う訴えがありました。花嫁さんが不足で困っている

ことから、このような形で移住して来てほしいとい

旅　　し　　て

鶴岡市助役　佐　藤　公　志　氏

うお話がありました。

もう一つ感動しましたことは、野村という日系の

国会議員の話の中に、山形県の大石田の出身者の方

で鈴木貞次郎さんという開拓の草分けの方ですが、

本当に汗と涙と血で働いたパイオニア的な存在の人

ですが、この方の評価をしておりました。今ブラジ

ルには大きな難関に突きあたっている。対外債務が

900億ドルあるため、これを返済するのに汲々とし

ている状態であります。しかし21世紀には世界の大

国になるという目標がある。資源もあり広大な土地

もあるので、ブラジル人あげて国造りに取り組んで

いるというお話しで、特に日系山形県人会の功績を

たたえて、県人会の皆様と共にブラジルの発展のた

め、世界平和のために邁進しようとジェスチャーを

交えて訴えておられたのが強く印象に残りました。

翌日から移住者の入殖地の一部を訪問しました。

案内をして下さったのは三瀬出身の斎藤伊助さん、

今年80才の方です。大正の初期に移住し、今は功成

って財産を築かれておりますが、この方から車で案

内をしていただいて、サンパウロ郊外の入殖地に行

って参りました。

私共の訪れた入殖者は鶴岡出身ではなく、最上部

鮭川出身の荒木克弥さんという方で、農場は1悌αし

か持っておりませんが、フルに活用して大きな収入

をあげていました。菊アザリア、つつじ、観葉鉢の

生産から卸まで一貫した経営で、年間50万鉢の花鉢

類の生産をする。年商日本円で1億5千万円で、現

地人約60人を使用して非常に裕福な生活をしておら

れるようにお見受けしました。その方に労働者にど

の位賃金を支払っているのか聞きましたら月1万6

千円。とても日本では生活できないと思われるが、

どんな生活をしているのかと尋ねましたところ、彼

は仲々労働者思いで、自分の農園内に住宅を建てて

やっており、家賃はかからないので食べるだけには

充分という実態のようでした。



ブラジルの賃金ベースはどうかと聞きましたら、

自分のところで払っているのは良い方で、ほとんど

1万3千円位ではないか。これは公務員労働者おし

なべてのもので、どうしてこのような低賃金で食え

るのかと聞きますと、食べるだけは何とかやってい

ける。ただし贅沢はできないとのことでした。

貧富の差が非常に激しいという実態で、上流・中

流階級が3割、本当に食えない下層階級が7割で、

これで革命やストライキがおきないのは何故かと聞

きましたが、食うに困らないのでアクセクすること

はないし、大国で平和を愛する国民性なものですか

ら、そのような騒動はおきないとのことでした。

ブラジルは、人口1億2千万位で、日系人が75万

から85万位おりますが、農業その他各界で活躍し大

統領をはじめ、政府国民から非常に尊敬され、信望

を集めているとのことです。日本の23倍の大国で21

世紀を目標として国造りに取り組んでいます。何故

借金が多いか原因を聞いてみましたら、首都ブラジ

リア、これは新しく高原を開発して造った都市です

が、首都建設に膨大な経費を要したということと、

リオデジャネイロの対岸の島1現虎あるところへ巨大

な橋をかけるのに相当な投資をしたこと、また大き

なプロジェクトを多く手がけているためにブラジル

は貧乏しているとのことでした。経済的に借金が国

日体大きくかさんでいるため、インフレが非常に激

しいとのことでした。対前年比物価が80％から2倍

になっている。ただ生活費はそう勝っていないが、

他の物価は非常に騰り方が速いということです。借

金で事業を営んでいる方の生活は極めて苦しい。例

えば借入利率はインフレにスライドして100万借り

ると翌年は180万なり200万を返さなければならな

いという実態だそうです。日本の移住者は借金して

農地を購入する。或は農場を経営しているので非常

に苦しい。そのため折角開拓した農地をブラジル人

に手放すという方もあって、なげかわしいというこ

とでした。一方、預金者も保護され、預金利率もイ

ンフレにスライドして騰がるようで、斎藤伊助さん

は100加の農地を持っておられたのがサンパウロ郊

外だったので、そこが道路や宅地になり、全部公共

事業に手放しておられ、そのかわりに土地代金を相

当手にされ、利息でゆうゆう生活されているように

お見受けしました。経済事情の非常に苦しい中で、

ブラジル人が一体となって国造りに励んでいる実態

を眼のあたりに見て参りました。

次に教育制度がどうなっているか聞いて参りまし

たが、日本は義務教育は6・3制ですが、ブラジル

は小学校4年、中学校4年、州によって小学校5年

中学校3年とまちまちで、義務教育になっていても

仲々経済事情がともなわないということで、学校に

は行かなくてよいという大らかな国のようでした。

従って文盲が3割もいるということで、文盲撲滅運

動をやっている最中だということでした。そのため

道徳は非常にすたれており、政府も道徳教育に重点

をおいた教育をやろうとしているとのことでした。

また、選挙制度にも興味があって聞いてきました

が、日本は20才にならないと参政権がありませんが、

ブラジルは18才になると参政権があるということで

す。日本の場合は、居住地・住民登録をしている所

で投票をしますが、ブラジルは本籍地で投票をする。

そのため選挙の時は皆里帰りをするということで、

棄権をすると外国に行けないというようなペナルテ

ィを課せられるということです。ただし金を払えば

解消されるということです。

兵役は、日本は自衛隊ですが、ブラジルは徴兵制

で、17才で兵隊に行き、行かないと就職できないと

いうペナルティがある。ただし扶養家族があると兵

役が免除されるということでした。

保険医療制度は、職場には保険制度があるけれど

もその他はない。日本のような皆保険制度ではない。

また保険医は態度が大きくて、よく診てもらえない。

どうしても診てもらいたい人は午前4時頃から行っ

て予約をしなければならない。そのため1加も2加

も患者がつながることがある。しかも医者や薬がよ

くないので仲々なおらないとのことでした。日本人

は大部分日系の医者にかかり、保険のきかない良い

薬をもらうため高い金を払って医者に診てもらう。

そうしないと仲々なおらないということで、医療保

険制度は非常に遅れているという印象を受けて参り

ました。

治安は誠に悪く、私共も日本を出るとき多くの方

から注意を受けて参りましたが、とにかく置引き・

万引き・かっぱらいがいっぱいあるので気をつける

ようにとのことでしたが、そういう注意をしていっ

たので被害にあわずに済みましたが、ある市長がベ

レンという町からリオデジャネイロに移る時飛行機

に荷物を積んだところ、積んだトランクの錠を開け

られ、ドル紙幣を抜きとられたということで、空港

の職員や税関の職員まで盗人になるので気をつけな

さいと言われましたが、事実そういう事件がありま

して、非常に治安が悪いなという印象を受けました。

それからサンパウロの街を歩きましたが、大きな

邸宅の塀の上にはガラスの破片がいっぱい置いてあ

る。また廻りにはいっぱいまいてある。これは盗人

よげということで、これも治安の悪さを印象つけら

れました。

店は日曜は休みでしたが、観光で感じたことを申

し上げれば、サンパウロですが、ここは都市計画の

ないままどんどん郊外膨張した街という印象を受け

ました。道路は広くとられていますが、住宅は非常

に質素で、まちまちで、街路樹なども少ない。また



道路や公園は紙屑などいっぱいで雑然とした印象で

した。日本では紙を散らかすと世間から指弾を受け

ますが、ブラジルではこれが慣習になっている。な

ぜかというと清掃夫が失業するからだということで

した。市街地には会社や店の広告がほとんどない。

あまり宣伝しなくても暮せるからよいという主義か

らかと感じました。

日本車はほとんどない。これは輸入を禁止してい

るということでした。ただし2輪車はほとんど日本

製のホンダとかヤマハでした。

道路が広いのは感心しました。片道一方通行で6

車線ずつ12車線。枝線は小さいが幹線は広々として

いて交通信号はありません。それで車の流れは極め

てスムーズだと見受けました。

ブラジルはサッカーが国技で、市内の空地の至る

所で青少年がサッカーに興ずる姿が眼につきました。

食事で珍らしいのは鶏の心臓を串にさして焼いた

シュラスコというのが非常においしいものでした。

次にブラジリアに行きましたが、ここは今世紀に

新に造られた首都で人口160万、周辺115丘都の人工

湖で、街を囲んでおりまして、昔でいえば宮城のお

濠のような形のもので、その中に官庁街・銀行街・
ホテル街・グランド類・住宅地、各業種別・職種別

に区分された町並がありまして、更にその区画毎に

膨大な空地があって、将来いくら建物が増えても受

け入れられる余地があるように都市計画つくりがな

されておりました。空地に雑草が生えれば火をつけ

て焼くということで、大使館のそばが真黒くなって

いる。銀行街の空地から野火が燃えているというよ

うに、日本では見られない風景でした。道路はやは

り広く6車線でした。
ベレン　これはアマゾン河口にありますが、この

奥地にトメアスという所がありまして、日本人が約

200世帯位移住しております。これは非常に裕福な

暮しをしておりました。農業経営者の日本人はオー

ナ【的存在で指導監督だけすればよい。あとは現地

人ということで、外国旅行もできる高いレベルの生

活をしているようでした。入殖時は金を一銭も持た

ず、泥水をすすり、マラリアと踊って大変な苦労を

したけれども、今日このような生活ができるように

なりましたというような事が印象に残りました。ベ

レンに入って感じたのはレストランに入ると壁に大

きな白や桃色のトカゲをはわせているということで

した。何故かと聞きますと蝿をとってくるのだとい

うことです。また濠の周辺に水産市場があり禿鷹や

トンビがいっぱい飛んでいる。これが臓物を始末し

てくれるということで、人畜共存共栄の風景をまの

あたりに見てきたところです。道路にも紙屑などが

非常に散らかっていて、全体的にきたないし、ゴミ

収集なども夜9時ごろから始めるということで、収

集状況も見て参りましたが、これも散らかす習慣は
ブラジル一円ではないかと思いますが、ゴミ収集夫

が失業するからということでしょうか。

時間がありませんので、ペルーの話を少しします
が、ベル→は貧乏国です。金銀銅はありますが、世

界で最も貧しい国の一つだということで、ここも治

安が非常に悪いようでした。私共はかっぱらいに会

うこともなかったのですが、特に空港で感じたこと

は子供さんが午前0時、1時になっても物売りに来

る。親はどうしているかといえば寝ているのではな

いかということで、ちょっと考えられないことです

が、代々このような生活リズムになっているのでは

ないか。児童福祉などという事は全然顧りみられて

いないのではないかとの印象を受けました。

クスコという町に行きましたが、ここはインカの

遺跡があってそこに行く拠点観光都市です。海抜
3，500米ぐらいあって、空気の非常に稀薄なところ

です。消防車が1台位しかない。30万位の都市です

から火事は大丈夫かと聞きますと、空気が稀薄なた

め隣に燃え移ったり大きくなったりしないというこ

とでした。雨は年間23諏乱位しか降らないそうです。

飲み水はどうしているかというと、アンデス山脈
6，000米くらいあって万年雪がありますが、その雪

解水でまかなっているということです。

総論的な感想を述べますと、日本と比較して格段
の相違があるということです。人間にも長所短所が

あるように、どこの国にも長所短所がありますが、

あらゆる面から比較しても現状では日本はブラジル
やベル¶と比較して数段、数十段上位にあるという

ように受けとめて来ました。日本は本当に恵まれた

国だなあ、繁栄した国だなあと感じました。しかし
ながら日本の将来というものを考えますと、21世紀

22世紀を考えた場合、ブラジルは未来性のある国だ

と感じました。面積は日本の23倍、人口は日本と同

じ1億2千万。膨大な資源があり、未開発な土地が

無限大にあるといっても過言ではないと思いますが、
こういう国とは国際親善、仲よくしていくべきだと

いうのが実感でございます。特に日本人はブラジル

人の評価、ブラジル政府の評価は非常に高い。なぜ

高いかといえば、非常に勤勉な国民性、しかも頭も

優秀である。ブラジルにおける実績もあるわけでご
ざいます。この人達は日本人の訪問を歓迎しており
ます。彼等の励みになり、支えになっているわけな

ので、今後とも機会があればブラジルを訪れて日本

人を励ます。それがブラジルにおける日本人の地位
を高めるということになるわけで、それが日本とブ

ラジルの友好関係を深める源になるのではないかと

思います。従いまして、ロータリーの皆様にもブラ
ジル、ペルーに関心を寄せられまして、機会があれ

ほど訪問を願って、移住者を励ましていただきたい

と、この機会にお敵いしたいのであります。

日本・ブラジル・ペルーの親善の輪をもっと大き

く拡大をして、将来にそなえる必要があるのではな
いかと痛感して参った次第であります。



来　日　こ

皆様、私は日本語で長い

話をしたことはないのです

が、これから頑張ります。

私は4年程前日本に居ま
した。その時は福井市を訪

問しました。福井のR．C．で
も話をしましたが、その時
は英語で話しました。

今度鶴岡は1年間の約束
ですから、外で皆様とお会いできるかも知れません。

鶴岡には先週の日曜日に着きましたが、大層良い所
だと思います。

私は今週の火曜日に斎藤第六市長に会い、N．B．か
らの挨拶状を持って来ました。斎藤市長さんには絵

を持ってきました。その絵はN．B．のR．C．で売ってい

るものです。

私の父は4年程前にニューブランズウィックR．C．

の会長でした。その前はN．B．ラトガース校（私立学

校）の校長先生でした。ラトガースはN．B．にある大

あ　い　さ　つ

DAVIT．A．HEIN LEIN氏

学ですが、1766年に建てた大学です。高校はその時
から今までやっています。明治維新のはじめに日本

から留学した学生達はN．B．に多勢いました。当地か

ら留学した高木三郎さんも来ていました。

私はこれらの若い日本人留学生達のことを研究し
ました。それから日米関係に深い興味を持っている
ので、これから1年間の鶴岡の生活を充実したもの

にしたいと思っています。どうも有難うございました。

※DAVID．A．HEINLEIN氏のプロフィール

通称SANDY　ニュージャージ州ビスカタウェ

イ出身。アーマスト大学卒修士。7－マスト大学は

新島裏の留学した大学で、同志社大学の姉妹校。彼
は特別聴講生として同志社大学で2年間修学。父D
AVID＿M．HEINLEIN氏、新穂意さんのファⅣ－

スト．ホストファミリー。

今回市役所の英語研修相談員として来日した。日本
通で和食も可。書道、その他の趣味を持つ。時間が

あれば幕末から明治維新にかけての歴史を調べたい
とのこと。

（会長　報告）　内山書■君
1．大変悲しいことですが、郡山R．C．の金子バスト

ガバナーが逝去されました。心から御冥福をお祈

り申し上げます。
2．先にご案内申し上げました荘内銀行仙台長町支

店長本間利雄さんが、過日の福島地区年次大会に
おいてポールハリス．フェロ1の表彰を受けまし

た。メダルノバッヂにお礼状を付しましてお送り

してあります。

（幹事報告）　斎藤　隆君
1．例会時間など変更のお知らせ

立川R．C．10月20日（木）　午後6時から

北月山荘　　登録料　4，000円

2．富岡R．C．より10周年記念誌が到着

3．ロータリー財団より「世界平和に尽くすロータ

リー財団」出版物到着
4．日中友好のしんぶん「日本と中国」19台号到着

5．「ロータリ【名言カレンダー」の見本到着

週めくり（53枚）定価1，200円申込みは事務局へ

（ス　マ　イ　ル）
旅河正美君（東京北R．C．）

鶴岡生れです。昨年鶴岡地区大会で田中善六ガ
バナーに来年の福島地区大会に必ず出席するとの

約束を交わしましたが、私は東京北R．C．の親睦委

員長を努めておりまして、折り悪しく丁度大会の
日は京都旅行の責任者となったため、欠席しまし

たので、そのペナルティとして郷里のクラブであ

る当クラブに挙出させていただきます。

なお、東京北クラブは160名位の会員がおります

が、陸士出身は今回R．Ⅰ．会長代理で出席された竹

田さんと私の2人ですし、田中ガバナーは陸士の

2年先輩にあたるという奇縁をつけくわえさせて

いただきます。

（委員会報告）
1．親睦委員会から
○ゴルフ大会は10月23日（日）12：30スタートで、鶴

岡西R．C．と合同で行います。参加希望者は別途受
け付けます。

010月21日実施の磯釣り大会の打ち合せが例会後あ

りますので参加者はお残り下さい。

1．米山奨学会委員会より
。本日の米山奨学会協力の日のコインスマイル協力

金として16199円集まりました。御協力を感謝し

ます。

（ゲ　ス　ト）
鶴岡市助役　佐藤公志氏
DAVID．A．HEINLEIN氏

（ビ　ジ　タ　ー）

東京北R．C．　旅河正美君
鶴岡西R．C．　井上彬君．佐藤等君．桜井情君．

桜井晋君．足立一見君．佐藤拡君
（今週の担当者　佐々木栄→）

鶴l品】ロータリー1クラブ創＿立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6　27　253地区
・ト結局　鶴岡「tJ馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

別会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎遇火曜日　午後12・30～1・30
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（亘＿長報＿＿＿垂つ　内山喜＿君

10月は米山月間でございました。今日はその最終

例会でございます。後程石黒バストガバナーより、

米山月間にちなみ、米山奨学会についてのスピーチ

をお願いする事になっております。尚来月はロータ

リー財団月間であります。すでに、ご案内申し上げ

ましたが、福島での地区年次大会に於いて当クラブ

は財団寄付最優秀クラブとして第1位に表彰された

のでこざいます。寄付の奉仕もさる事ながら、人材

育成と云う意義も見落す事の出来ないものだと思い

ます。よって奨学生の派遣、これは青少年の国際理

解と親善、それから平和への使節としての使命を帯

びての事ですが、この面に於いても力を注ぎたいと

思います。ガバナー月信の9月19日の第4号に、財

団奨学生募集要項が掲載されております。それによ

りますと、1983年～84年の奨学生は決定のようで

ありますが、次年度1984年3月1日迄に申請し、4

月14日選考とあります。若し皆様の身近に該当する

青少年諸君がおられましたら、是非推薦を頂きたい

と思います。大変簡単ですが以上で終ります。

（幹事報告）　斎藤　隆君

1．会報到着

鶴岡西ロータリークラブ

台中港区ロータリ→クラブ

2．ザ・セーフティジャパン新聞の10月号到着

3．台中港区ロータリークラブより

「扶輪」月刊誌到着

4．第3回クラブ協議会開催のお知らせ

11月8日（火）午後4時～　　クラブ協議会

午後5時30分～　懇親会

場所　中国飯店　　会費　2．000円

多数のご参加をお願いします。

財団法人ロータリー米山記念奨学会について

皆様ご承知のように、米山奨学会の制度は国際ロ
ータリ【に関係なく、日本のロータリー独自の育英

資金制度であり、世界に誇るべき立派な成果をあげ

ております。しかもその規模の大きいこと、継続性

のあること、年々発展を続けていることなどは、世

界のロータリアンより驚嘆されております。R．Ⅰ．で

は日本が米山奨学会に力を入れているので、ロータ

リー財団への寄付の低下につながらぬかと心配の声

があったそうですが、財団も世界一の成績をあげて

おるので、それは杷憂に過ぎないと判ったそうです。

米山奨学会への協力は年々増加し、昨年度は普通

寄付金2億2千万円位、特別寄付4億7千万円、合

計6億9千万円位集まっております。奨学生の数も

317名に増加し、過去の累計1，903人、通算3，624

石　黒　慶之助　君

名の海外留学生へ奨学金を支援しております。国内

の育英会としては、民間のものとして最大の規模で

あります。

米山氏が東京R．C．設立以来、私費を投じて東南ア

ジァから日本に留学している困窮生活の学生を支援

してきた美しい善意を、先生が亡くなられてから東

京R．C．がこれを継承しようとして、昭和28年に260

万円を募金して米山ファンドを作ったのが始まりで

あります。

これが、昭和42年7月1日より国内全ロータリー

クラブのこ協力により基金3，000万円を準備し、ロ

ータリー米山記念奨学会を設立し、東京クラブの事

業としてでなく、日本のロ¶一夕リークラブ全員参加

の事業として運営することになりました。



本来は東南アジァの発展途上国より日本に留学し

ている困窮している私費留学生に学費を支援する目

的でありましたが、皆様のど支援で前述のように財

政的余裕ができ、最近では中近東諸国、オセアニア

諸国、アフリカ大陸からの留学生も多く採用し、更

に欧米先進国からの留学生で生活に困っている学生

にまで恩恵を与えております。

学費支給の額も、桑君・エテバリ君の時は大学生

には月7万円、大学院学生には月8万円の支給でし

たが、昨年は8万円・9万円と増額され、更に今年

度からは9万円・10万円と増額され、学会出張旅費

の支給とか、更に本部での割当て人員数の他に、地

区サイドで選定する奨学生1名を加えることができ

るようになりました。合計375名分の予算を計上す

ることができました。これは急テンポの発展であり

ます。

米山では、このように皆様からの支援を全部奨学

金に使ってしまわず、剰余金を積み立てIt世界理解

基金ilとして、昨年まで3億円のところ今年は10億

円に増額する予定であり、最終目標50億円とし、そ

の利子で奨学金を賄うよう計画しております。

ここでおもしろいことは、米山奨学生の半数以上

が台湾出身者であることです。台湾は現在わが国と

正式の国交がなく、政府よりの支援ができないため

文部省からも感謝されております。

また、ローーグリークラブのない国からの留学生に

は恩典が与えられません。

わが鶴岡R．C．は、米山奨学会に対する貢献度がま

ことに大きいクラブであります。

過去の累積3，665，230円で、地区内第3位（①い

わき平3，876，909円（む会津若松西3，837，393円）

であります。普通寄付額は1人年2，000円ですが、

特別寄付が多かったからであります。本クラブの米

山功労者は6名ですが、張紹渕先生ご一家で5名の

功労者を出しておられます。

また、これによって地区内米山功労クラブの第1

号の表彰を昭和54年2月に受けております。（地区

内では功労クラブは現在9R．C．、功労者は42名おり、

うち私の年度で19名出ております）これと共に、過

去における米山奨学生5名のカウンセラークラブで

あったことも、地区内で最も多くの学生をお世話し

たクラブであります。

ここで、出来れば普通寄付を2，000円から3，000

円として噴ければ有難いのですが、理事会で予算を

検討して頂きたいとお願いいたします。特別寄付に

は所得税の寄付控除もありますので、海外留学生へ

の育成の重要性を認識され、よろしくど協力を願い

ます。

米山梅吉さんはどんな方でしたでしょう？

日本に始めてロータリークラブを作り、東京R．C．

の初代会長になられた方であり、米山奨学会の創始

者であることは皆様ご承知のことであります。

先づ先生の経歴をたどってみたいと思います。

米山梅吉氏は1868年（慶応四年＝明治元年）、江

戸．芝．田村町の和田竹蔵氏（大和．高取藩士）の

三男として生れ、母は三島神社の娘であります。幼

い頃は三島と東京を往き来して育っており、最近三

島市郊外に米山記念館が建てられたのむ、こんなゆ

かりがあったからであります。ポール．ハリスもこ

の年に誕生しておりますが、何か宿縁を感じます。

和田梅吉少年は、幼い頃から静岡県駿東郡長泉村

米山藤三郎氏に宿望され、1人娘のはる女と要せる

よう懇望されていた。明治20年になって養嗣子とし

て入籍し、米山梅吉と姓が変ったわけである。その

8年後に結婚した。後に賢夫人と言われた方である。

梅吉少年は始め、沼津中学に入学したが、3年で

退学し、東京の英語塾に入門し外人より英語を学び、

東京府につとめながら勉学したそうです。更に東京

英和学校（青山学院の前身）に入学し、ここでキリ

スト教的な教育を受けた。後に夫人となられる米山

はるさんも青山学院を出ておられます。

米山氏は21歳で渡米し、スクールボーイをしなか

ら、オハイオ州ウェスレアン大学に学び、更にニュ

ーヨーク市のローチェスター大学に進んだ。

米山梅吉氏は明治30年、友人の推薦で三井銀行に

入社し、彼の生涯は三井系の仕事に手腕を発揮する

のであるが、入社の翌年には欧米の銀行視察のため

研修旅行に派遣され、1ヶ年位各国を旅行します。

帰国後、三井銀行本店営業部に勤務し、間もなく大

阪支店、大津支店、深川支店、横浜支店などに次長

とか支店長を経歴し、明治42年には三井銀行の常務



取締役となる。

その後、幾回となく海外視察や会議に出かけるの

であるが、ロータリアンの私共が関心を持たねばな

らない旅行は、1917年（大正6年）政府の財政経済

視察団の団員として渡米し、テキサス州ダラスを訪

ね、偶々三井物産ダラス支店長としてダラスR．C．の

会員であった福島喜三次氏と会談した。福島喜三次

氏は日本人としての最初のロータリアンであります。

しかもこの福島さんは、後に東京R．C．の初代幹事で

あり、大阪R．C．の設立の時の初代幹事となった人で

す。

余談はさて置き、米山梅吉氏はダラスで福島喜三

次と会談している間に、ロータリーの奉仕と親睦に

非常に興味を覚え、日本にもロータリークラブを作

りたいとの考憩が生れたのです。

福島氏が国際ロー∵グリーとも充分協議し、帰国し

てから米山氏を中心にロータリークラブの設立に準

備を始めた。

2人かダラスで会ってから3年目、大正9年10月

20日（1920年）念願の東京R．C．が発会しました。米

山氏が会長に、福島氏が幹事となり、24名のチャー

ク㌧一メンバーで、日本で初めてロータリークラブが

誕生したのであります。

東京クラブは各職種毎に超一流の人物を選んだの

で、その後も日本では会員増強は量よりも質の風調

が強く、エリート意識が高いし、クラブの運用もオ

ーソドックスであり、アクテビティであったため、

日本のロークリ【は現在まで大発展したように考え

られる。（最近、種々な批判が出ているが）

米山梅吉氏の日本のロ「グリーに残された足跡は

まことに偉大であります。昭和21年（1946年）4月

28日78歳で逝去されるまで26年間のロータリー人生

でありますが、その貢献度は計り知れません。その

2～3をご紹介いたします。

01920年10月20日（大正9年）東京R．C．創立総会

会長∴米山梅吉（53才）

1921年4月l日付登録番号855を以って承認された。

01923年9月1日（大正12年）午前11時58分関東

大震災一東京、横浜は壊滅し、これに対しR．Ⅰ．よ

り89，000ドルの義援金を受けました。これによっ

て日本のクラブは活気づき、1923年11月14日の

例会より、定款通り毎週1回例会を開くようにな

った。

01924～26年（大正13～15年）米山氏はR．Ⅰ．D70

スペシャル．コミッショナー（現．地区カンマナー）

に就任。当時は東京、大阪、神戸、京都、名古屋

の5R．C．だった。尚、スペシャル．コミッショナ

ーには2代目井坂孝、三代目平生飢三郎までで、

その以後は地区ガバナーの名称。

01928～31年（昭和3～6年）米山氏はR．Ⅰ．理事に

就任。当時ガバナーには村田省蔵氏就任。第70地

区には内地に東京、大阪、神戸、京都、名古屋、

横浜の6R．C．、外地には大連、奉天、ハルビン、

台北、京城と5R．C．、合計llR．C．。

○米山氏は英語に堪能であり、現在私共が「超我の

奉仕」と言っているService above selfを、

It自我に先立つサービスiIと名訳されている。

0昭和11年（1936年）にはポールハリスの名著The

Rotarian Ageを翻訳され「ロM∵グリーの理想

と友愛」を刊行されている。この本は、私の最も

愛読した本であり、ロータリーの真髄を理解する

に必見の参考書と思います。

。先生の思想は、青山学院校友会会長を受けられて

から高木壬太郎院長と協力し、学院内に私財を以

って財団法人緑岡小学校を作り、その校長となり

春子夫人は構内に幼稚園を作り、少年の教育に力

を入れられた。その教育方針は「己れの欲せざる

ことを他に施す勿れ」でありました。幼児達には

「ひとからされていやなことは、ひとにしてはい

けない」と教えられた。そして米山氏は「他人の

楽しむのを見ているほど幸福なことはない」と常

日頃述べておられました。

0昭和15年（1940）一紀元2600年祭⊥大東亜戦争の

前年、米山梅吉氏は軍当局に呼び出され、ttロ【

グリーは日本に対する反逆いと極言され、クラブ

の解散の止むなきに至る。

東京クラブでは9月11日に解散式を行い、米山

氏は創立以来20年を顧み、まことに感無量な挨拶

を行った。最後の閉会のゴングと共に、皇国日本

を生かさんとした奉仕活動も僅か21年間を以って

自決したのであります。

日本のロータリーは終戦後4年目、1949年（昭



和24年）に再びR．Ⅰ．へ加盟復活するのであるが、

それを得ずに米山梅吉氏は昭和21年4月28日逝去

されたのであります。

○昭和20年には、貴族院議員として病躯をおして登

院されたことも、如何に責任感の強い方であった

か判ります。

（ヰ鼻会報告）

戸‾‾シターアクト委員会〕　佐々柏彦君

国僚ロータリー第253地区
インターアクト協議会報告書

場　　所　　福島市飯坂温泉　伊　勢　屋

時　　間　　P．M．16：00～18：00

議　　題　1．インターアクト年次大会の反省

2．次年度年次大会の開催地等につい

て

3．ブロック別交換研修会の実施要領

4．リーダー講習会の実施要領

5．国内研修．海外研修について

6．そ　の　他

ガバナー　　田　中　善　六

1．次年度大会の日程等について

ホストクラブ　　米沢．九里学園Ⅰ．A．

期　　　　日　　1984年8月7（火）～9（木）

2泊3日

主　会　場　　飯豊少年自然の家

（開会行事　米沢女子高）

参加　人　員　　約150名

スポンサークラブ　米沢R．C．米沢西R．C．

一般ロータリアンの参加については、行事その

他への参加を容易にするため、又積極的な参加を

図るための案内をすると共に、出欠の確認をとる

ようにしたらどうか。

2．ブロック別交換研修会（今年度新規事業）について

年次大会は参加人員に制限があるため、クラブ

員全員が参加することが出来ないので、第253地

区を3ブロックに分け、全員参加の研修会を行う。

遠隔地から集まるための時間及び経費の軽減を図

ることもできる。

内容等については、本事業実施の賛同を得た上

で小委員会で検討、実施をはかる。但し、リーダ
【講習会を従来通り実施することとの関連も充分

考慮しなければならない。

3ブロック＝（庄内5校）（山形・米沢・福島5校）

（喜多方・いわき勿来・岩瀬5校）

3．その他の話題として

○ある学校ではインターアクトクラブ員は、就職

の際非常に有利であった。特に希望就職先の経

営者がロータリアンの場合、就職は極めて確実

である。

○クラブ顧問教師が数年以上にわたって担当する

場合は問題ないが、新しく顧問になった場合、

ロー∵ダリ【クラブそのものがよくわからない。

したがってインターアクトの活動への理解も出

来ないことになる。

○インターアクトクラブの活動については、校長

・教頭の理解が不可欠要素である。顧問教師だ

けの理解だけでなく、動きやすい環境をホスト

R．C．は作らなければならない。

0次回会員スピーチ　三井徹君

テーマ「ニューブランズウィック市を訪問

して」

〇第3回クラブ協議会開催のご案内

日　時　11月8日（火）

場　所　　中国飯店

P．M．4時　クラブ協議会

P．M．5時30分　懇親会

0例会変更のお知らせ

日　時　11月15日（火）　P．M．5：30

（秋の味覚を楽しむ会）

（ス　マ　イ　ル）

石川寿男君　10月21日の親睦磯釣大会で優勝して。

庄司嘉男君　10月21日の親睦磯釣大会で準優勝。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　瀬尾助三郎君．加藤有倫君

井上　　彬君．三浦正志君

温海R．C．　　阿部一大君　　佐藤五右工門君

本間儀左工門君

（今週の担当者　秋野　　忠）

軌岡ロータリーークラブ創立　昭和34　6　9　承認　昭和34　6　27　253地区

中一躇んJ　鶴岡市塙一場町　鶴岡商工会議所内　電∴話　0235伽7711

例会均　鶴師机む場剛物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12・3（ト1・30



253地区二三鶴岡ロータリークラブ　第＿1231回例会一一会報三壬983（昭58，111うー－（天候＝云臣；二気温　＝15度）
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豪産を定日妄タリー委≡二三違
；蒜；：蒜左目二　‾「．一二奉車重垂牽二二

出席報告：会員74名　出席62名　出席率83．78％　前回出席率円・9ア％　修正出席65名　確定出席率87・朗％

（す長報奮1　内山喜＿君
理事会の決定事項を申し上げます。
1．クラブ年次総会を、今月の29日最終例会に開催

します。
2．10月25日石黒バストガバナーの米山月間のスピ
ーチの中に、米山協力金が年間会員1人2，000円

でしたが3，000円にして貰えないかと希望があっ
て、後期1月からの分を2，000円にし、年間3，000

円になりますので、予算勘案の上、そういう風に
致します。

3．ロー∵グリー財団の奨学生ですが、高専の篠崎先
生の御長男（現在千葉大学の英文科に御在学中）
御希望ですので、書類提出された時は取り上げよ
うということでした。

4．第3回クラブ協議会、これは11月8日ですが、

5時30分からの懇親会にデビット君をご招待する。
5．デビット君を講師として英会話のレッスンをし
たらという事で、新穂光一郎さんに詳細依頼して
あるので、後でお話あると思います。

6．大変おめでたい事ですが、（次の例会で石黒先
生から発表ある予定）張先生がロータリー特別功
労賞を丁戴致しました。

7．ニューブランズウイックR．C．会長よりの書簡

1983【10－6

親愛なる内山会長さん
私はR．Ⅰ．第761地区ニューブランズウイック

R．C会長カール．チャイチュンであります。

まず、新穂悪さんはここで合衆国の生活に大
変よく適応して参りました事をお伝え申し上げ
ます。彼女は第2のホスト．ファミリ【、ロー
タリアンのジェームス．マクルーリン氏の家庭

で生活しております。
ロータリアンのデビットMノ＼インライン氏

は恵さんの最初のホスト．ファミリーです。彼
の息子デビット．A．ハインライン君は現在、英

語教育のアドバイザーとして鶴岡市に勤務中で
す。彼の主要な日本側連絡者は新穂光一郡民で
した。

我々の姉妹都市と姉妹クラブの関係は、新穂
恵さんとデビット．A．ハインライン君を通じて

将来我々の友好が益々発展することでしょう。
私もまた将来、いずれかの日に日本を訪問し

たいと望んでいます。その折には鶴岡へ参り貴
クラブを訪問します。

私のクラブより貴クラブの皆様方によろしく
とお伝え下さい。

（幹事報告）斎藤　隆君
1．例会時間変更のお知らせ

八幡口一グリークラブ　600回記念のため

11月5日（土）14：00～

場所　山ゆり荘　　会費　2，000円
2．神戸西神口一夕リークラブ認証状伝達式の案内

59年3月11日（日）

会瘍　赫戸国際会議場　登録料15，000円
申込み〆切11月末日まで事務局へ

3．日中友好のしんぶん「日本と中国」
10月25日号到着

4．遊佐ロータリークラブ会報到着
5．10月15日行われた鶴岡工業高等専門学校創立20

周年記念式典の礼状到着。
6．大阪大手前ロー∵グリークラブ認証状伝達式に佐
藤衛さん出席。その時バナーを交換。

成人病の予防について

高橋良士君

日本人の三大死因についての予防を中心にスどれ
チを行った。

日本人の3大死因は、56年度に悪性新生物（ガン）
が脳卒中を抜いて第1位となった。

匪‖第1位　悪性新生物（ガン）の原因

原因は未だ不明の点も多いが、
内因一遺伝、ホルモン、ウイルス

（親から子）
10％

外因一食生活、タバコ、アルコール、放射
線、紫外線、公害汚染、感染症、医　90％
薬品

ガンを予防する食生活のポイント
1．偏食を避け、バランスのとれた栄養をとる。
2．なるべく同じ食品を繰返し食べない。
3．食べすぎを避ける。特に動物性脂肪のとりす

ぎを避ける。
4．深酒をしない。特にタバコを吸って酒を飲ま

ない。
5．適量のビタミンA．C．E、繊維質の食品をよ

くとる。

6．塩辛いものを多量に食べない。
あまり熱いものをとらない。

7．カどの生えたものを食べない。

8．ひどくこげた部分は食べない。
9．朝食を食べる。間食を避ける。
10．規則的な嘩動、十分な睡眠を心がげ、適正な



体重を保つ。

医卜第2位　脳　卒　中

脳出血・脳血栓の二種類がある。
脳出血の予防

1．高血圧の予防
2．すでに高血圧の人は、その治療を充分に持続

する。
3．食塩の制限
4．アルコールのとりすぎ、ふとりすぎを避ける。
5．酒を飲んだら安静に。
6．暖房を充分にトイレまで。急激な温度変化を

避ける。
7．トイレと風呂での注意

8．ストレスを避け、規則正しい生活、充分な睡
眠、適当な運動、便秘を避ける。

9．重労働、特に徹夜での重労働はよくない。

脳血栓の予防
1．高血圧の予防、早期治療、充分な管理
2．動脈硬化の予防、早期治療
3．糖尿病の早期治療、充分な管理
4．多量飲酒、多量喫煙、カロリ【過剰、ふとり

すぎを避ける。

医‖第3位　心臓病（心筋硬そくで代表される）

第1回の発作で3分の1が死亡する。
心筋硬そくの予防

1．動物性脂肪の制限
2．コレステロールの多い食品の制限

3．カロリーの過剰、食べすぎを避ける。
4．砂糖のとりすぎもよくない。
5．タバコの制限
6．高血圧のコントロ【ル

7．糖尿病のコントロール
8．精神的ストレスを避ける。
9．適度な運動を日課とする。

園小児外科

生れたばかりの赤ん坊の内臓奇形を生後48時間以
内（これを小児外科のゴールデンアワーという）に
診断、手術をすると救命率が極めて高くなる。
約10年前、庄内地方で始めて小児外科を開設して

以来、救命し得た小児外科の代表的な病気について
スピーチを行なった。

小児外科は、日本では診療体系が出来て約20年に
なったばかりであるが、欧米では19世紀にすでに治

療法が確立されている。1967～68年西ドイツ、ブ
レーメンの小児外科レーパイン教授の下へ留学し研

究を行った。まだまだ救命しがたい奇形も多いが、
このように子供を手術して命をとりとめるだけでな
く、70～80年の人生を、正常の人と全く変りなく

社会生活を営めるようにする事が小児外科医の使命
であり、医療の地方格差を解消する事が、我々医療
に従事する者の切なる願いでもある。

〔年間皆出オ）
21年間皆出席　　新穂光一郎君
5　　〃　　　　藤川享胤君

2年間皆出席　　小松三雄君
10月100％出席　58名

阿蘇君．阿部君．張君．藤川君・早坂君・飯自若
石井君．石川君．石黒君．板垣（俊）君．市川君・
川村君．黒谷君．小池君．小松（広）君．今野君一
小松（三）君．加藤君．御橋君．三井（徹）君．三井
（賢）君．三井（健）君．嶺岸君．迎田君．本山君・
森田君．松田（貞）君．松田（士）君．中江君．中野
君．中田君．斎藤（隆）君．佐藤（昇）君．佐藤（忠）
君＿佐藤（順）君．佐藤（衛）君．佐藤（友）君．佐藤
（元）君．新穂君．菅原君．鈴木（善）君．鈴木（弥）
君．庄司君．佐々木（栄）君．鈴木（茂）君．佐々木
（詰）君．斎藤（昭）君．白坂君．高橋（良）君・丹下
君．手塚（林）君．富樫君．高田君．手塚（拓）君．
内山君．渡部君．山口君．吉野君

「哀鼻誕生）
藤川享胤君．中村
佐藤　　衛君．鈴木
丹下誠四郎君．佐々木滋彦

ロ∈亘二旦二を）
小松久子（広穂）様．小林　　清様
中田安子様．菅原和子様
佐々木雪子（栄一）様．丹下せい子様
白坂一世様

（ス　マ　イ　ル）
丹下誠四郎君　　夫婦共誕生祝いの為
佐藤　衛君　　次兄秋の園遊会招待の栄を受けた
吉野　勲君　　優良施設工場として厚生大臣表彰
中田敏和君　　35周年開店を記念して
張　紹渕君　　ロータリー特別功労賞

経営のしおりについて
渡辺利夫君

経営のしおりの刷子は、天童R．C．の会員から県内
の全ロータリアンに配布してほしいと要望が寄せら
れた。過半、年次大会で磯村さんがIt世界とのコミ
ュニケーションノーという演題で、世界中が日本を諸

悪の根源と見ておる反面、Q．C．、サークル活動を日
本から学ぼうという話が出ている。丁度経営のしお
りとしてQ．C．導入のパンフレットが出ているので、

是非ロー∵グリーの方々に配布してほしいという要望
があった。私共の場合は、T．Q．C．ではなくて、サー
クル活動として来年1月から取り組む事になってい
るけれど、サークル活動の目的としてはttお互の心
と知識を磨いて個人の生長を図り、みんなが働き易
い職場を作り出す◆lという目的でQ．C．の導入にふみ
切っている。皆さんの事業所にとっても、このしお
りを参考としてQ．C．の導入にお取り組みになる事が
いい事でないかとお配りした次第です。

（コ亡吏二亘＝⊃
温海R．C．　　佐藤五右工門君．阿部一太君
鶴岡西R．C．　鈴木昭吾君．佐藤　等君

帯谷義雄君

（今週の担当者　菅原辰吉）

桃岡ロー夕日【クラフ創立　昭和34．6．9　承認　昭和34・6　27　253地区

中一務局　机岡市上手も場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会暢　鶴岡市振場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後123（ト13。
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〔‾会長報告〕　内山喜＿君
ご報告申し上げます。

①　玉城荘内銀行頭取からポールノ、リス・フェロ
ーとしての1，000ドルがご寄付されましたので、

事務局から本部への送金手続きをしております。
ありがとうございました。

（参　当クラブの張先生が、ロータリアンとして最高
位であります特別功労者として表彰されました。
なお、石黒バストガバナーからこ説明及び授与が
行なわれます。

（釘　当クラブ協議会が本日（中国飯店）　午後4時
から行ないますが、デビット君をご招待しており
ます。多数の方のご出席をお願いいたします。

（会員スピーチ）

21年　間　皆

プログラム委員長より21年間皆出席ということで、
これまで皆出席出来たのも健康第1、又先日高橋先
生から健康についてのお話があったのですが、偏食
酒、タバコ、睡眠不足等。でも21年間という永い間
出席出来たのは、気安さがあるからと思う。
前回、9月頃に話をしたと思いますが、交換学生

について、また私の娘のことで心配していませんが、

最近の友人諸氏の話では、娘は有名な名所にはいか
ないで、なぜかとの質問に、日本人が多いからとの

事。また、N．B．市の市長には5分間位あいました。
N．B．市の弁護士さんに1月からお世話になります。

おそらくN．B．市のリンチ市長が動いてくれたものと
思います。娘も現在シニアクラスにいます。日本で
学べば高校3年生に在籍している事になります。又
鶴岡で皆さんご承知のアマゾン教室の山口御夫妻を

知っているとのことで、娘もまた、世界も広いと思い
ながらも自分自身に身近かさを感じたようです。
N．B．市では多くの友人も出来、またデビット君の

（幹事報告）　斎藤　隆君
1．会報到着

東京R．C．　鶴岡西R．C．
2．第265地区年次大会のご案内

1984年4月21日～22日

21日　近江八幡市文化会館
22日　近江八幡市立運動公園体育館

登録料　15，000円
〆切り　11月30日事務局まで

3．鶴岡青年会議所より「公開例会」のご案内
11月18日（金）　午後7時～9時

講　師　波場武嗣氏（意識教育研究所所長）
テーマ　子を愛する心
場　所　鶴岡産業会館5階ホール

出　席　と　雑　感

新　穂　光一郎君

お父さんからの手紙では、彼女の誕生パ【ティをや
り、18本のローソクを消し、ケーキを食べ、金曜日
の夜は忙しい中で、家でもやっていない誕生会をや
っていただいて、非常に喜んでいるようです。
29日三井先生からお話があるかと思いますが、N・

B．市にも友好協会的なものを作ってはどうか。中江

前会長さん、内山会長さんも同じだと思うのですが
N．B．ロータリークラブとの友好関係が保たれている
のではないかと思う。

最後に、石黒バストガバナーの関係だと思うので
すが、青少年関係でいろんな話がなされるのですが、
また手紙などをいただき、今回留学生とし、余日1
名、福島（三春）1名、山辺1名受入れる予定にな
っております。
色々考えても、21年間出席出来たのもやはりロー

タリアンのお蔭と思っております。また昨今の状況
は大変の一言に尽きると思います。

特　別　表　彰　に　つ　い　て

先月10月30日、張紹渕先生へ最高の特別表彰であ
ります。ロータリアンとして最高位で、バストガバナ
ナーの方でもいただいていないはずです。

石黒バストガバナー

張紹渕氏ロータリー略歴
S34年入会　　S40年7代目会長

分区代理．財団委員．米山奨学委員etc．



お礼の　こ　と　ば

張　紹　淵君

只今は石黒バストガバナーからおはめの言葉をい
ただきありがとうございます。

私共は、安在先生からご指導を賜わりロータリー
を学び、ロータリーを楽しむロータリーに入会して
から、人生を教えられた。私の家族の暖かさのなか

0⊂tPber1983
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chalrmall，The Rotary Fou〔daHon Trustees

で、また友人に支えていただき、家に帰ればハーモ
ニーが大切と思う。綱領と四つのテストがあります。

不況が友人を失わせている部分があるが、やはり調
和のとれたものであれば艮いと思う。

これからも、ロータリーで楽しませていただきま

す。ありがとうございました。

世界社会奉仕山形県研修会

日　時　11月6日（日）午後1時～3時

場　所　山形市あこや会館
講　師　地区国際奉仕委員長黒沢バストガバナー

他　WC．SJ也区委員
1）世界社会奉仕の目的

World community service
W．C．S．と略す

海外の開発途上国のロータリークラブが、地域
社会のニーズに対して行われているcommunity

aervice programがそのクラブ独自では遂行

しえないような計画を、クラブ対クラブで援助す
るのが目的である。

2）W．C．S．当地区の現況

①　他の地区に比較して低調である。
④　地区耽C．S．アンケート内容について

高　橋　良　士君

山形南＝フィリピンの貧困漁村に中古として、
医薬品、文房具を援助

3）WC．S．のactivityが低調な理由としてはR．I．

資料室のプロジェクトの中から援助計画を立てて
海外クラブと文通によるcontactをとるという

手続き上の困難性。文通しても仲々返事がこない。
従って、プロジェクトと関係なく開発途上国の姉
妹クラブへ対する援助でもよい。
文通によるcontactでなくても、プロジェクト

ナンバーだけで在日代行事務所から送金する方法
もある。

4）当クラブでは近年WC．S．のactivityがないの

で、本年度は2～3年継続の小規模プロジェクト
を計画したので御協力を期待する。

恒　　　　　（二互三三コ∈二）
ロ空車年季亘⇒　三井健君　鈴木弥‾郎君　讐莞完讐ミスコンテストに
鶴岡西クラブと共催で英会話の講習会を予定して

おります。
英会話講習会

○期　間　12月～57年7月まで　毎週月曜日

○場　所　　商工会議所3階
0会　費　1，500円

0講　師　　DAVIT．A．HEINLEIN氏

申し込みは事務局まで

板垣広志君　　銀婚式を迎えて。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　三浦正志君．児玉光弥君
佐藤成生看．加藤有倫君
八幡慶二君

（今週の担当者　小松三雄）

仰州ローク1－－グラフ削立　昭和34　6　9　承認　昭和34・6　27　253地区
・ii棒た；　上1】刷rいち特利　鶴岡商工会議所内　電話　0235（2417711

例会暢　純同市馬場町物産館　3階ホール　例会　臼　毎週火曜日　午後1230～130
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SItare尺Olaw－

Se畔e叫！e
カ人々にlコーウり一色

豪豪症重症を二三≡

1984年6月3日～6日　イギリスのバーミンガム

詳細はパンフレットが来ておりますので事務
局まで

2．山形県日中友好協会第4年度通常総会のご案内
11月25日（金）　午後1時半より

会場　山形市旅籠町
山形新聞放送会館　4階テレビホール

出欠は11月19日まで協会事務局へ
3．日中友好のしんぶん「日本と中国」

11月5日号到着
4．ロータリーの友事務所より

「ロータリー財団奨学生名簿」到着
「全国ローターアクトクラブ名簿」到着

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R・C■　佐藤成生君．三浦正志君．
大川俊一君．七森玲子さん

（会長報告）　内山喜＿君
○マチドクラブ、ストーウェルのリンゼ御夫妻の名

儀で張紹渕先生がポール．ハリス・フェロー2，000
ドルの寄付をされました；ロータリー財団月間及
び当クラブ25周年の記念すべき年度に当り、意義
深い事と思います。尚、この献金は張先生の功績
は勿論のこと、当クラブの財団への協力という意
味も含めて高く評価されるものであります。

○富樫長吉君、ポール．ハリス・フェロー1，000ド

ルを完納されました。
。中野清書君、内山喜一君から米山準功労者として

各々3万円の寄贈がありました。

〔垂：竜森j⊃　斎藤隆君
1．国際ロータリー年次大会参加施行のご案内

（富士海外旅行株式会社より）

秋の味覚を楽　しむ会

⊂套‾‾長挨痙1
ご案内の通り、恒例の秋の味覚を楽しむ会が只今

から開催されます。
親睦委員会、SAA，の皆さんの素晴らしいアイデ

アとど努力により、このように立派に万端の準備も
整いました。「これから冬に向う折、スタミナ増強
と親睦を深める」という親睦委員長さんの提言をお
借り致じまして、大いに呑み、食べて、和気あいあ
い時間の許す限りお過し下さるようお願い致しまし
て、ど挨拶と致します。

国

親　睦　委　員　会

献　立
舞茸つけ焼

（酒．だし．うすくち．ガス台で焼いたもの）

豆腐　田　楽（赤出しみそ．西京みそ）
ハタハタ田楽（みりん．酒．赤みそ．田楽）

イクラのミリン漬

汁　納屋汁（鮭．大根．ねぎ）
栗　御　飯



（今週の担当者　嶺岸光吉）
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（会長報告）
内　山喜一君

このたび、風間真一さんからポール．ハリス・フ

ェロー1，000＄のど寄附がありました。早速R．Ⅰ．へ

の送金、その他手続きをさせていただきます。財団

への協力が加速されているように思います。前ロー

タリー財団委員長佐藤衛さんのご功績および現委員

長の冨樫良吉さんのご活躍は高く評価されるものと

思います。ありがとうございました。

〔ゲストスピーチ）

お願いとど報告に参上し

ました

第1点は先般17．18日に

赤湯において、来年のR．Y

LA．の研修会をどうするか

の打合会を実施しました。

その際決定したことは、後

日各クラブに詳細に送付しますが、簡単ですが内容

を説明します。

実行委員会の組織については、地区の青少年正副

委員長と地区の担当分区代理ということで置賜分区

の大峡さんがあたります。又、地区のRヱLA．委員

柿木さんほか4人が委員ということになります。

それから、カウンセラーとして各分区から2名出し

てほしいとの要請があり、一番大きいクラブの鶴岡

さんと酒田東さんの会長にお願いしましたが、青少

年委員長若しくはその経験者ということで、当クラ

ブからも選衝をお願いします。ホストクラブは若干

名ということで5名がなります。

（幹事報告）
斎　藤　隆君

1．第253地区ロータリー財団学友会より

08月に行われた第5回ロータリー学友会年次大

会の報告書到着

○学友会会員名簿到着

2．ロータリー名言カレンダー申込書到着

定価1，200円

申込み〆切11月30日　　事務局まで

庄内分区代理　伊　藤　政　一　君

ゼミナーとしては研修生の代表委員として、山形

天童の川崎徹君と山形の伊藤緑さんがリーダーとい

うことで決まりました。

今回の研修会のテーマは「希望」と決定しました。

ゲストの先生は松原秀雄さん（山形西）と足達滞さ

んのお二方がなります。実技の担当リーダーは井上

博夫さん、洋上大学の先生をやられた営林署の職員

の方だそうです。

研修会は59年5月8日（火）9日（水）の2日実施す

ることに決まりました。場所は山形県の飯豊少年自

然の家で、登録料は5，000円です。参加の範囲は1

クラブから3名以上推薦していただくこと。うち1

名は義務出席者として青少年担当委員の方をお願い

したい。ほか2名については、一般の団体の方でも

よろしいが、出来ればロータリアンの職場の方を推

薦願いたいと思います。交換学生のいるところは交

換学生をお願いします。

もう1点は、来年1月22日に酒田産業会館で2年

以内の新入会員の研修会を実施することで準備を進



めていますが、何分大変な行事ですので、当クラブ

にも協力をお願いしたい。現在登録会員が88名。そ

のほかに各クラブの義務出席者として会長、幹事、

ロータリー情報委員長は出席することになります。

準義務出席者としてクラブ奉仕委員長と会長エレク

トは出席して下さい。時間は午後1時30分から2時

まで登録、2時から4時まで研修会、4時から5時

30分まで懇親会というスケジュールで進めておりま

（β員スピ二㌢）

す。それ以外については、先般分区内の会長幹事の

集まりの際色々連絡事項がありますが、後程例会で

ご報告があると思います。是非新入会員の方々の参

加をお願いします。

この半年間Ⅰ．G．F．公式訪問などありましたが、皆

様の御協力のおかげで大過なくやって参りましたこ

とをお礼申し上げます。

ロータリ　ー財団について

ロータリー財団の最新資

料はロータリーの友11月号

に発表されておりますが、

わが地区として、わがクラ

ブとしての現況を加えて報

告させていただきます。

l）財団創立以来全世界の

寄付額合計157，206，008ドル

2）財団創立以来日本の寄付額合計39，995，752ドル

内、第253地区の分1，077，277ドル

鶴岡R．C．分　　　　37，631ドル

3）昨年度中の全世界の寄付額合計19，035，106ドル

4）昨年度の日本の寄付額4，329，165ドル、地区の

合計は126，216ドル84セント、鶴岡R・C・では、

7，655ドル77セントとなり、l人当り10，487ド

ルとなって、地区内第1位。

5）全世界のポールノ＼リス・フェロー総数91，399

名、地区内517名、鶴岡R．C．には現在19名。

6）昨年度中の全世界のポール．ハリス・フェローは

13，588名増加、地区内では62名増加し517名と

なった。鶴岡R．C．では4名増で、更に今年度5

名で24名。

7）財団創立以来授与された奨学金、3Hプログラ

ム、補助金などに支給された金額は100，511，032

ドル

8）財団創立以来の全世界の財団奨学生総数14，900

名。

石　黒　慶之助　君

9）財団創立以来の日本から選ばれた学生数は、

1，520名。当R．C．からは1970年石黒敏明君と、

1975年に菊池敏君を出している。

10）前年度日本から選ほれた財団奨学生は171名で

あり、地区からは4名、更に多くの奨学生を送

り出したい。

11）研究グループ交換計画は創立以来全世界に8，670

名参加している。

地区では明年、明後年には受入れ、派遣を計画

中。当クラブよりは1972年に本間利雄氏、1976

年に進藤昇氏を参加させている。

ロークリh財団については、鶴岡R．C．は特に関心

が強く、よく理解しておられますので、復習の意味

で財団事業について簡単にまとめておきます。

昨年、張紹渕地区財団推進委員長が「ロータリー

財団の推進」として論文を発表しており、これをご

覧になれば極めて明確にご理解できると思います。

財団の事業を要約すれば次の4つであります。

伍）奨　学　金

1．大学院課程奨学金

2．大学課程奨学金

3．職業研修奨学金

4．心身障害者の教師奨学金

5．ジャーナリズム奨学金

（B）研究グループ交換

（C）特別補助金

鋤　保健飢餓追放及び人間尊重のプログラムのため



の補助金

私は、鶴岡R．C．の赫々たる業績を称えると共に、

今まで数々の優秀な先輩を失っても、これに続く素

晴らしい会員が続々と輩出しつつある現状を知り、

非常に感激しております。私は何処へ行っても鶴岡

R．C．の会員であることに誇りを持たせていただいて

おります。

⊂軒軒亭⊃
・N．B．からのお便り

新穂光一郎君

N且のローカル紙ホームニュースの切り抜きをD．

ハインラインさんから送られてきましたのでど紹介

します。

題名は「NJう．に日本の感触をもたらしたティーン

エイジャー」となっています。中味を要約すると、

「N．B．に18才になる日本の女子学生がやってきた。

彼女に言わせると、日本人とアメリカ人は大部分は

そう変りはない。もし差があるとすれば、日本人は

感情を押えるが、アメリカ人は卒直に出すというこ

とだとのこと。彼女は古いものと新しいものをゴッ

チャに持っているような女性である。彼女が一番び

っくりしたのは、アメリカ人は本を投げたり、腰を

かけたり粗末に扱うということ。日本では本は神聖

化されているとのことである。

彼女が今もっとも関心を持っているのは、ロバー

ト．プラント、レッド．ツェッペリン、ブルース．

スプリンブステーンなどというヘビーメタルロック

のバンドのグループだということである。」

今ここにある写真は、ジェームス．マクルーリン

さんのご家族です。左右にいるのは16才と25才のお

嬢さんのようです。

「彼女はアメリカに来るとき当地の自動車学校に

入り運転免許をとる予定であったが、費用が1，000

ドルかかることと、ロータリー交換学生は自動車運

転を禁止されているとのことでガッカリしています。

彼女の英語力は大層向上しているが、恥じらいが

あるのかもう一歩である。彼女はラトガース大学に

通学しています。

マクルーリン家では、文化習慣の違う国から来て

いる彼女に何をしてやれば一番喜ばれるかと相談し

た結果、彼女の発案でステートンアイランド・フェ

リー（マンハッタンからリッチモンド間）に乗りた

いという希望が出たので、これをやる予定だとのこ

とです。

ロータリアンは、来年は交換学生や若い実業人の

交換のプログラムも考えなければということがロー

タリークラブの中で話し合われています。

N．B．は鶴岡と姉妹クラブ関係をもっています。そ

れは、ジョセ7．クラーさんが20年程前に鶴岡を訪

問したことに始まる。ミス新穂の父君は建築家で、

1982年に実業団としてここに来ています。彼は特に

J＆Jという会社のヘッドクォー一夕ーを大変興味深

く見ていったようです。これはⅠ・M・パイさんの設

計になるものです。彼は都市の建築家のドン．ガタ

ー氏と親好を深めているようです。恐らく彼が当地

に来たことで恵さんの留学が決まったようです。」

・ロータリー財団寄付金

本日集った寄付金は12，957円でした。ありがとう

ございました。

・次回スピーチ

N．B．に関する三井徹君のスピーチを予定していま

す。

・去る11月16日の庄内分区会長幹事会で、ロータリ

ー財団への寄付の方法について一部改正があった

むね報告がありました。（－部分追加）

財団への寄付の方法

1．ポール・ハリス・フェロー（PHF）

自分自身がPHFになるために1，000ドルを寄

付してもよいし、ロータリアン以外の人にPHF

の名誉を贈るために、1，000ドルの寄付をロータ

リアン個人、又はクラブが行なってもよい。

2．ポール・ハリス・準フェロー

準フェローとなるには、PHFとして認証され



るのに要する寄付額の最低の10分の1を寄付し、

10年以内に残額を寄付してPHFになることを承

諾しなければならない。そして、毎年その誓約に

よる督促状を受け取ることを了承し、新しい準フ

ェローの会員からは少なくとも毎年100ドルの寄

付追加を奨励される。即ち従来のように100ドル

を寄付して準フェローになったきりで、その後の

寄付を続けないというのでは、準フェローの資格

がないことになる。

3．「R．Ⅰ．財団の友」制度

この制度は、各クラブが自主的に「自分のクラ

ブは年度の初めに、前年度の入会者は10ドル、在

籍者も10ドル（以前は1ドルであった）を財団に

毎年寄付をします。」という約束をすることによ

り、財団よりそれを認めた旨の証書を送付される

制度である。

4．メモリアル・コントリピューター

故人を追悼してl年以内に100ドルの寄付をし

た個人、及びクラブ（昨年より新しく加わった）

に、メモリアル・コントリピューターの称号を与

える。

5．「寄付者名儀奨学金制度」又は「冠名→財団奨

学金」の設定

財団管理委員会は、1982年10月の会合におい

て、奨学金として実際に要する金額をロータリー

財団へ寄付された個人、或いは団体の名前を冠し

た奨学金を授与する計画を承認した。……財団も

アノ手コノ手で寄付増を図っている。…

「ロータリー財団の友」の制度の変更

この「ロータリー財団の友」と称する制度は

各クラブが自主的に「自分のクラブは年度の初

めに、前年度中の入会者は10ドル、在籍者は1

ドルを財団に毎年寄付をします」という約束を

することにより、財団よりそれを認めた旨の証

書を送付される制度でありますが、昨年7月1

日より財団は新入会員10ドルに対し、在籍会員

も10ドル、つまり10：10の寄付を毎年行うクラ

ブでなければ「財団の友」と認めないというこ

とを決定しました。しかし「財団の友」になっ

たからといって特別の恩典は何もありません。

地区の全クラブが10：10の寄付をする「財団の

友」クラブになれはその地区は「財団の友」地

区と認められることになります。

〔二‾スマイうつ

森田清治君　　商工会議所の⑳制度の発足から多

大の功労があったということで、

日商会頭賞を受賞したので。

伊藤政一君　　分区代理になって約半年。この間

皆様に色々こ迷惑をかけたお詫び

の意味で。

庄司嘉男君　　中小企業基本法制定20周年記念に

あたり、多大の功績があったとい

うことで中小企業庁長官賞を受賞

したので。

（ビ　ジ　タ　ー）

酒田R．C．　　伊藤政一君（分区代理）

立川R．C．　　滝　　禅源君

温海R．C．　　渡部晃雄君．斎藤新作君

鶴岡西R．C．　斎藤健治君．菅原隼雄君

菅井幹雄君．加藤有倫君

帯谷義雄君．野口　　弥君

長野正彦君

余目R．C． 佐藤孝二郎君

（今週の担当者　佐々木栄一）

鶴岡ロー一夕リー－クラブ創立　r椚口34．6　9　承認　昭和34　6・27　253地区

車篠　目　帆匪】両馬場町　鶴岡商工会議所内　電い舌　0235（2417711
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さ垣re軸物二二二一
融寧托唾！孝三三二一＿－＝三一

三二二一二三三二二二み癌に弓三菱空き壷
≡二三三三≡≡＝≡≡豪壷痘症奉薇を三三三

（会長報告〕　内山喜＿君

○冒頭より悲しい、大変悲しいお話で恐縮ですが、

11月23日「ひさどや」の村山ちとせ様が突然逝去

されました。ひさどやさんとは当クラブ創立以来

出火による災害に会われるまで24年間という長き

に亘って、当クラブの例会場として利用させて頂

いてまいりました。当クラブの絶大なる協力者で

あり、又当クラブと共に歩んできた履歴を持つお

家と言っても過言でないと思います。25日、仲道

の宗伝寺に於いて葬儀が取り行なわれ、当クラブ

から川村会長エレクトに参列して頂きました。ど

香典と事務局から弔電を差し上げさせて頂きまし

た。皆様と共に心からご冥福をお祈り申し上げた

いと思います。
〇台中港区R．C．から続盟式の案内がまいりました。

また確定したわけではありませんが、私共としま

しては、こちらから行くか、あるいは向こうから

〔会員スピーチ）

ア

来られるか、又当クラブの25周年記念の時に続盟

式をやってもよいというお話もあり、25周年記念

に「華」をそえて頂くような意味で、或はおいで

願って、その25周年の中で続盟式というふうに考

えておりますが、決定次第又ご案内致したいと思

います。
○先般、伊藤分区代理がおいで頂きました時に、ガ

バナーよりの伝言として、ポール．ハリス・フェ

ローのバッチですが、フェローの方は、これから

の例会及びその他の会合に出席の際はバッチを付

けて頂くようとの事ですので宜敷くお願い致しま

（有盲有盲〕　斎藤隆君
1．庄内分区1・2年の新会員の研修会

1月22日午後1時より酒田産業会館にて

義務出席者　会長．会長エレクト．副会長
ロータリー情報委員．幹事

先月の中旬、鶴岡市のアメリカの姉妹都市、ニュ
ーブランズウィック市（NB市）を訪問した。同市

を訪れたのは1969年以来、14年ぶり2度目である。

両市が姉妹都市の盟約を結んだのは昭和35年のこ

とである。そのつながりは幕末にさかのぼる。旧庄

内藩の俊才、高木三郎が、幕府の最初の派米留学生

の一員に選ばれ、NB市のラトガース大学に留学し

た歴史的きずなで結ばれている。盟約締結以来23年

になるが、その間の両市の交流といえばメッセージ

の交換など儀礼的な域を出ないうらみがあった。

しかし昨年、NB市のリンチ市長の招待に応じて

斎藤市長、佐藤前市議会議長はじめ市民有志が親善

訪問したのを機に両市の関係は一挙に進展した。さ

らに今春、鶴岡市側に鶴岡・NB友好協会が発足し、

井　　　徹　君

市民レベルでの交流の基盤が整った。既に若い鶴岡

市民がラトガース大学に留学、鶴岡ロータリークラ

ブから女子高校生が留学している。一方、NB市側

からは若手の日本文化研究者がこのほど来鶴し、英

語教育を通じて両国の理解親善にひと役員うなど、

交流の成果は着実に実を結んできている。

今回の私の訪問は、友好協会の代表、ロータリア
ンとして、ようやく軌道に乗り始めた両市間の交流

を市民レベルでさらに深めることであった。具体策

としては、懸案のリンチ市長の訪鶴をはじめ、中高

校生たちの交換留学の拡大などについてリンチ市長

NBロータリークラブの例会で卒直に訴えた。

特に、若手弁護士でもあるリンチ市長は日本につ

いても知識が深く、懇談ではわが国の食管会計の赤
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字間題にまで話が及んだ。

なお、同市長は今年中に

訪鶴する予定だったが、

今月行われるニュージャ
ージー州の上院議員選挙

に立候補（市長在職のま

ま）することになり、急

拠延期せざるを得なかっ

た事情がある。しかし来

年の鶴岡市制60周年記念

式の機会に訪鶴したい考

えであることを明らかに

した。

また、NBロータリー

クラブの例会の席で、姉

妹都市交流の発展を呼び

掛けたところ、会員の1

人が立って「ぜひ姉妹都

市交流の具体化と発展のために行動を起こそう。今

；阜塞行色時である」と訴えてくれた0
ところで、今回の訪問を通じて考えさせられたこ

とが幾つかある。その一つは、両市とも世代交替が

進んでいることを忘れてはならない、ということで

ある。23年前に両市の橋渡しに尽力した方々の多く

は既に故人になられた鼠、第1線をリタイアされて

いる。つまり

のは、

姉妹都市に限らず国際交流事業とい

世代交代を絶えず念頭に置いて取り組ま

ないと、いつの間にか名目だけに形がい（骸）化する

恐れがある。そのためにはこれからの姉妹都市交流

は、世代のバランスを考慮しながら、行政サイドだ

けでなく、市民レベルでの息の長い交流を掛けねは

なるまい。

もう一つは、姉妹都市交流というものは単なる儀

礼や、きれいごとではなく、地道な平和運動の一つ

であることを忘れてはならない。その礎は、第二次

大戦の反省に立ってアイゼンハワー大統領が提唱し

た平和運動にある。「住民たちがどんな小さな事で

もよい。国家という垣根を越えて、お互いの生活を

知り、理解し合う努力を積み重ねれば、そこに親し

みが生まれ、地球上から争いごとがなくなっていく」

との理念に基づく。

規に、国際間のもめ事の多くは、基本にはお互い

の無理解、誤解によるものが多いようである。人種

や社会体制の違いはあっても、相方の国民たちが相

手の生活習慣、文化に根差した物の考え方、生き方

を理解し合えば、それが世論となって一国の外交の

在り方を変えることも可能である。

特に資源小国のわが国が近代国家として成立して

いくためには、国際社会での孤立は絶対に避けなけ

ればならない。そのためには特に、これからのわが

国、わが郷土を担う若い人たちが国際的視野をもち、

国際感覚を身につけることが最も大切であると考え

る。

（58．11．4山形新聞より抜すい）

ユネスコってなんでしょう？

UNESCO（ユネスコ）とは、United Nations

Educational，Scientific and Cultural

Organization　の頭文字を集めた略称で、国際連

合教育科学文化機関といいます。
ユネスコは、どうしてつくられたのでしょうか。

ユネスコを生み出した最も大きな背景は第2次世界

大戦です。2，600万人もの貴い人命が犠牲となり、

そして、広島・長崎に投下された原子爆弾は人類が

人類を滅亡に導くという恐ろしさをまざまざと感じ

させました。

第2次大戦中の1942年以来、ロンドンに亡命政府

を置いていたヨーロッパ各国の文部大臣が集まり、

大戦によって荒廃した教育の復興について話し合い



国連ユネスコと民間ユネスコとの関係図表

を重ねました。1945年11月16日、戦禍のなまなまし

いロンドンで開かれたこの文部大臣会議で「ユネス

コ憲章」が採択され、翌年11月4日、ユネスコは国

際連合の専門機閑として発足しました。“戦争は人

の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平

和のとりでを築かなければならない〝のことばで始

まる憲章には、戦争の悲惨をくりかえしたくないと

いう人びとの願いが結集されています。
ユネスコの事業は、“教育・科学・文化・コミュ

ニケーションを通じて各国民の協力をすすめ、世界

の平和と人類共通の福祉に貢献する〝という目的で

おこなわれています。
ユネスコが設立されてからしばらくの間は、第2

次大戦の経験から各国間の誤解や偏見をとりのぞく

ための相互理解・交流・調査研究、教育の普及など

が主な活動でした。これは現在も重要な活動ですが、

1960年前後から新しい独立国が数多く加盟し、北と

南の社会経済の格差をなくすため途上国の教育・科

学・文化・コミュニケーションの発展に、協力・援

助する事業が重視されてきました。

最近のユネスコは、世界各国が当面する新しい課

題として人権の保障、平和の強化、生涯教育、環境

問題、青少年問題、文化政策、コミュニケーション

政策、世界の新国際秩卓の樹立などにとりくんでい

ます。

加盟国は158カ国、準加盟1カ国、事務局はパリ

にあります。日本は1951年7月2日に60番目の国と

して加盟し、翌年に「ユネスコ活動に関する法律」

を制定、国・公共団体のユネスコ活動への役割など

を定めています。

ttTOSEPH．H．KLER氏からのお便り”

鶴岡ロータリークラブの皆様

Dear Doctor Mitsui

Tsuruoka Rotary Club

（11－7－－，83）

どうぞ私の真撃な感謝をお受け下さい。

私の80才の誕生日に対するお祝い－あなたの

ロータリークラブから美しい花束を頂いたこと

に対して。

私の妻と私が素晴らしい鶴岡市への訪問につ

いての感銘深い想い出に浸っています。

彼女はそう長くは生きていませんでした。し

かし、私の彼女についての想い出は、あなたの

ロータリークラブメンバーのそれと同時に浮ん

で参ります。



私の妻と私は100以上の国々を旅行しました

が、今尚私は鶴岡の想い出とあなた方の友情が

最も素晴らしいものであると話しています。私

は再びあなた方皆さんに対して感謝申し上げま

す。そして、皆様方のご健勝を祈ります。

あなた方のうち、どなたかがアメリカにお出

になるときは、どうぞ私に知らせて下さい。

もし私が美しい日本に行けるならば、私は再

び鶴岡に滞在したい。

私の国はあなたの国と緊密な関係にあります。

人生には常に幾つかの問題があります。しかし

それらは両者が努力すれば解決出来るものであ

ります。

私は常に楽天主義者です。常に良い友人であ

るということは、素晴らしいことであります。

心からと幸福祈ります。

敬　具

JosephJJosephH．Kler M・D・

JOSEPH H．KLER M．D．，F．A．G．S．

127LIVINGSTON AVENUE

P．0．BOX431

NEW BRUNSWICK，N．J．08903

（婁兵舎報告〕

（会員増強委員会〕

会員増強についてのお願い

当クラブは会員増強に関する253地区運営基本方針

針を受け、本年度会員増強目標純増会員数5名、59

年6月末会員数82名と致しました。

然るに純増会員数獲得実績皆無の現状を厳しく受

け止め、去る9月6日開催されたクラブ協議会で決

定された会員増強の具体策を改めてお知らせいたし、

各位の協力をお願いいたす次第です。

会員増強委員会は万難を排し、その責任を遂行し

なければなりませんが、会員増強を一層強力に推進

するため、クラブの現組織を次の6グループに編成

し、グループリーダーを置く。グルしブリーダーは

グループをとりまとめ、2名以上の会員候補者を推

せんし、会員増強を図るといたしました。

6つのグループ、リーダーは次の通りであります。

グル　ー　プ　　　　　　　　リーダー

①　S．九九、出席、親睦活動、プ　　松田　貞夫
ログラム

④　職業分類、会員増強、外部拡　　丹下誠四郎

大、会員選考

④　雑誌広報、ロータリー情報、　　工藤　弘道

クラブ資料、会報

（む　職業情報、社会環境　　　　　　佐藤　　衛

㊥　国際奉仕部門　　　　　　　　　三井　　健

㊥　青少年奉仕部門　　　　　　　小池　繁治

是非、会員増強の目標達成を早期に実現出来るよ

うよろしくお願いします。

（牒睦活動要具会〕

クリスマス家族会開催のこ案内について

まもなく師走をむかえ、なにかとあわただしい時

期になりましたが、本年も恒例によりまして当クラ　　　ヽ．一

ブのクリスマス家族会を下記により開催いたします。

お子様方には、楽しいプレゼントを用意するほか、

趣向をこらして賑やかで楽しいクリスマスパーティ

ーにしたいと存じますので、ぜひこ家族ともども大

勢のご参加がありますようご案内申し上げます。

尚、当日クリスマスプレゼントの交換会を行ない

ますので、参加者お1人につき500円位のプレゼン

トを各自ご用意し、ご持参戴きますようお願い申し

上げます。

惑12月13日（火）の例会は、12月17日（土）のクリス

マス家族会に変更になりますのでど了承下さい。

日　時　　昭和58年12月17日（土）

点　鐘　　午後5時30分

会　場　　グランド．エルサン

（ビ　ジ　タ　ー）

東京北R．C．　旅河正美君

鶴岡西R．C．　鈴木昭吾君．野口　　弥君

半田茂弥君．佐藤成生君

温海R．C．　　本間儀左工門君

（今週の担当者　秋野　忠）

年次総会の開催

11月29日の例会終了後、年次総会が開かれました。

1986年～1987年度の会長エレクト及び副会長エレ

クトを指名選出する指名委員が、次の会員に決定致

しました。

指名委員　内山喜一君．川村徳男君．中江亮君．

新穂光一郎君．嶺岸光吉君　以上5名

棉岡ロー一夕リーーグラフ別、■′二　昭和34．6　9　　承認　昭和34．6　27　253地区
【巨楷　局　軌聞lh愕場田J　鶴t瑚商工会議所内　電話　0235割7711

別会場　軌師い、t〕場町物産館　3階ホMル　例会　日　毎週火曜日　午後123（ト130
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（会長報声＿＿＿＿）
内　山喜一君

先程の理事会において、歳末助け合いで市役所福

祉、思恩園、NHKに各2万円づつ寄贈する事にい

たしました。

次に、先月29日、クラブ年次総会で次年度の指名

委員が決って2時間協議の結果、会長エレクトに佐

藤服治さん、副会長には俊秀な候補者が多く難航し

たが、最終的に山口篤之助さんに万場一致で決まり

川村会長エレクトと共に自宅を訪問し、心よく引き

受けて貰った。

台中港区R．C．との姉妹クラブ続盟式は、当クラブ

創立25周年記念式典の折にさせて頂くよう台中港区

R．C．に一応連絡した。

ニュー．ブランズウィックR．C．の幹事オスター．

ブレインさんからの便り　　この度新穂恵さんが当

所訪問の新聞記事を送ります。恵さんは私共のR．C．

例会に出席しておりますが、将来は他の会合にも出

席する事を望んでおります。私共は素晴らしい女性

＼）　　と共に活躍出来る事を喜びとするものであります。

（幹事報告）斎藤隆君

1．例会時間・場所変更

○鶴岡西ロータリークラブ

12月9．16．30日

鶴岡産業会館4階第2会議室

12月23日　クリスマス家族会のため

点鐘　午後5時30分

場所　大山楼　　登録料　6，000円

○余目・立川ロータリークラブ合同例会のため

12月15日（木）　点鐘　午後6時

場所　庄内ドライブイン

登録料　5，000円

○立川ロータリークラブ

当クラブの次回の例会はクリスマス家族会の

ため、12月17日グランド．エルサンに変更

点鐘　午後5時30分

2．日中友好のしんぶん「日本と中国」

11月15日号到着

3．鶴岡西ロータリークラブ会報到着

4．新会員の推せんに関する氏名発表

忠鉢　徹　ますや専務取締役　　職業分類　旅館

塚原初男　山形大学農学部林学科造林学教授

職業分類　大学

入会に反対される方がありましたら、書面で反対

理由を具して理事会に10日以内にこ送付下さい。

〔会員スピーチ）

く私の健康法〉一白隠禅師の健康法一

佐々木　缶　　彦　君

私は各地の講演で、いづれの場合にも精神衛生に

関する問題をとりあげてきた。その中に、老人クラ

ブの健康教室の講師というのが二度ばかりあり、第

一回から第五回までは医師が講座を担当されて、最

終回が私の担当であった。医者から坊主へのバトン

タッチという事に、たくまざる大きな意義を感じた

次第である。

今回、健康法についてスピーチを、という事で正



直いささか困惑している。特に私自身健康法など、

あまり気にしていない方なので、取り立てて申し上

げる程のものはないからである。

強いていえば、日頃体重の維持に気を配ることく

らいであるが、その為にそろそろ20年にもなるが、

朝食を掠らない事、一日二食を実行する事と夕食の

量を決め、体調によって少し物足りない所は、野菜

か汁で補うようにしている。

その他、数年前までは水泳をやっていたが、今は

出来る限り時間を作って、スポーツ少年団の指導員

として子供達に野球をコーチしている。

先に申し上げたように、私は一日二食を実行する

と共に、最近はできるだけ一日の睡眠時間を8時間

にするように心掛けている。

最近は、成人病の時代といわれている。健康は、

それを損った人にとっては何物にも換え難いもので

健康を維持するためにそれぞれに健康法を考えてい

ると思うが、その実行は個人個人の適応によって行

うべきで、万人共通の特効薬はない事はご承知の通

りである。今流行のジョギングでさえ、その人に適

さなければ健康を害し、死に至ることさえある。

私はこれまで色々な所で、精神衛生という言葉で

心の健康、精神の健康を保つための提言を行ってき

た。これからの時代、人間の生活は、この心の健康

をどのようにはかるかが、最も大切な事になると思

う。

僧侶は、修業中に、その厳しい生活を支えるのは

修業に耐える精神を支えるための〝食〝であるとい

う教えを受ける。多食・過食をいましめ、「食は、
あじわい　　たしな

ただ気を支うるに撮りて、味　を　嗜むべからず」

と、坐禅用心記にある通り、喰べ過ぎ、栄養のとり

過ぎを厳しくいましめている。

修業道場では、早朝喫粥・午後喫飯といい、一日

二食が原則となっていた。釈迦の時代にさかのぼる

と、一目一食がきまりだったようで、この事は「ぉ
とき

斎」という言葉に今も残されている。

しかし、厳寒期の空腹は、充分な睡眠が得られな

いというところから、安眠を得るために、温石で腹

を暖める程度の軽い夕食をとるようになったのが、

僧堂における始まりで、これを飢渇の病を療ずる薬

としての食事という意味から、この夕食の事を「薬

石」と云っている。茶席などでいう「懐石」という

のも又同じである。

現代は、この「僅かに身を支うることをもって食

とせよ」という言葉が有名無実となり、今の成人病

の殆んどは、この言葉が実行されていれば、およそ

半分は無くなるであろう。所謂腹八分である0

成人病は、所謂病気と異って外的な要因によるも

のでなく、病因の多くは体内にあり、いわば身から

出たサビ、という事ができる。即ち、運動不足・過

食・美食・生活時間の乱れ・多忙による過労等の外

特に心調課外（心が通わず、助け合いのない人間関

係）の中での不安等々の精神ストレスが原因である0

つまり、精神的な緊迫、感情的なイライラがもとに

なって「心身症」を起し、神経失調・ホルモン失調

をひきおこし、心臓病・血管障害・代謝不調を引き

おこすことになる。

仏教にある最も古い健康法は、阿含経の中に既に

示されている。この経典の中で、健康とは単に肉体

の快調整のみを目的とせず、頭脳の明哲、心情の安

定、意志の堅固にまで貢献し得る健康である。と説

いている。

僧侶の不幸の通知には「四大不調の所、薬石効な

く」という表現が使われるが、四大不調とは、地・

水・火・風を示し、地は消化器系、水は排泄器系、

火は循環器系、風は呼吸器系を示している。肉体の

健康はこの四つの調和にあると云うのが仏法で言う

健康法である。この調和をはかる法として、白隠禅

師の「内観の税法」がある。これを仰臥禅（寝禅）

という。

これを分りやすく言えは次のような方法で行う。

床の上に天井を向いて静かに横たわる。枕の高さや

柔らかさは、自分が使っているものでよい。次に、

目は軽く閉じ、両手、両足を適当に開き、その力を

抜く。首・肩・背骨・腰・脚の筋肉や骨々の力をす

っかり抜く。唇は軽く開き、内臓の力もゆったりし

て、肉体のどこにも力が凝らぬよう蒲団にすべてを

打ちまかせ、ゆったりと埋もれる。

J

＼　J



次に両脚を長く伸ばし、強く踏み揃え、力を腰か

ら下に入れ、静かに軽く呼吸をし、気が落ちつきは

じめたら、ややゆっくりと息をする。、息はゆっくり

吸いこみ、かすかに息を止める。少し止めた息は静

かに吐き出す。

吐き出す要領は、吸いこんでかすかに止めた息を

下腹の方におろし入れるような感じで、細くゆっく

り吐き出すようにする。その結果下腹に力が満たさ

れた感じを受ける。

この下腹（気海丹田）に満たされた力を、そのま

ま軽く保つようにして、再び鼻孔から空気を静かに

吸い、気海丹田に次第に力をためて満たしてゆく。

こうして、下半身に力をかけ、下腹部に力をため

て練る呼吸法を行いながら、抱いている心の思いを

すべて投げはなち、心の働きを句の意味に集中して

精神の統一をはかる。

「この内観の税法を一心に修業する時、数週間に

して、これまでの苦悩・不快・神経衰弱・心臓病・

肺病などあらゆる難治の病の症状が底を払ったよう

に全治する。もしそれが偽りならば、この老僧の首

を斬り取って持ち去るがよい」白隠禅師のことばで

（委員会報告）

〔親睦活動委員会）　佐藤　忠君

会員誕生　菅原辰古君．鈴木弥一郎君

津田晋介君

奥様誕生　御橋芳子さん・森田武子さん

佐藤貴美子さん．若生　　孝さん

ni頂‾委員会）　鈴木茂男君

◎年間皆出席

14年間皆出席　　中江　　亮君

13　　ノケ　　　　富樫艮古君

11月100％出席　53名

阿蘇．阿部．張．藤川．飯白．石井．石川・石黒

．板垣（俊）．板垣（広）．市川．川村．黒谷・小池

．小松（広）．今野．小松（三）．工藤・加藤・御橋

．三井（徹）．三井（賢）．三井（健）．嶺岸．迎田・

本山．森田．松田（貞）．松田（士）．中江．中野t

斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（順）．佐藤（衛）・佐藤

（友）．新穂．菅原（辰）．鈴木（弥）．庄司・佐々木

（栄）．鈴木（茂）．佐々木（誼）．斎藤（昭）・白坂・

高橋（良）．丹下．手塚（林）．内山・渡部・山口・

（甲社会奉仕委員会）　高橋良士君

海外の、特に低開発国で行われている地域社会の

ニーズに対して、一つのクラブが孝虫白で遂行し得な

いような社会奉仕計画を、クラブ対クラブで援助す

るのを目的とするWC．S．の根源は、関東大震災の時

に海外のロータリークラブより寄せられた援助であ

って、現在の金額に換算すると数百億円にも達し、

一躍国際ロータリーが脚光を浴び、又、ロータリー

クラブの評価が高まった。

WC．S．の計画プロジェクトは、1）保健プロジェ

クト　2）地域社会開発プロジェクト　3）教育プ

ロジェクトが大・中・小規模に分かれている。来年

度はR．Ⅰ．資料室よりあらためて50のプロジェクトを

入手した。この中で保健プロジェクト1743、インド

の児童に経口ポリオワクチン、ハシカワクチンを購

入するに必要な資金を援助するために決定いたしま

した。

第1例会に100円献金、出来うれば2年間位の経

口車重交換委員会）　新穂光＿郎君

今月1日、東京のABC会館で青少年交換委員長

会議に代理で出席したが、これはベテランの方が多

く、活発に4時間やったが、終ってみればあっとい

う間に終った感じでした。

特に東京・大阪・京都・名古屋あたりの人は非常

に活発で、ガバナーですと1年交替ですが、4～5

年もやっているベテラン達でした。

特に変った内容の一部を申し上げると、羽田空港

に迎えに行く時に赤色をつけるとか、国内線は黄色



をつけていくとか、色分けしないと子供が混同し易

いので、そうするということでした。

次にDAVID M．HEINLEIN氏よりの便り

がありましたので御報告申し上げます。

DAVID M・HEINLEIN氏よりの便り

長らくどぶさたですみませんでした。

恵の学校の成績表を同封します。私と妻が学

校へ行って先生方と会いました。彼等は彼女の

個性、明るさに大変好感をもっています。

彼女は、特に数学と絵画に並々ならぬ才能を

もっているようです。彼女の絵は学校の掲示板

にかざってあります。そして、1984年度の春の

ミュージカルプレイの監督は、彼女の才能を認

め、舞台装置を自分のために作製してほしいと

望んでいます。

彼女のために英文学と英語を第2外国語にし

ている先生が一緒になって、英語の特別コース

を設けているので、来年の2月迄は単位がとれ

るでしょう。

意は貴方に日々の活動を伝えていると思いま

すが、感謝祭では日本人家族も招待したので、

彼女に大きい喜びを与えたようです。

恵はこの週末に、他地区の交換学生と共にポ

コノへ参ります。私達は恵のために日本人の友

人から着物と帯を借りてやりました。恵もそれ

を着て他の外国人と一緒に日本の着物姿を見せ

てやることでしょう。その日本人の友人は、着

物や帯の着付けを教えてくれております。私達

は意のために休日には何がいいか色々計画中で

す。Ⅹ’masの我々の文化をきっと彼女は覚え

てくれるでしょう。我々は彼女のホストファミ

リーとして大変幸いです。

口重蚕室垂：）三井健君
かねて西クラブと共催で、mVID君の奉仕で、

英会話の教室を企画しておりましたが、昨日6時か

ら7時半迄、大変愉快にあっという間に過ごす時間

をもちました。始めて参加者の希望等伺って、その

後でmVID君が自分の家庭とか、自分の生いたち

とか、現在に至るまでの経過等、わかりやすくゆっ

くりと英語で話してくれた。これを我々がヒアリン

グしたわけです。そのあとで自己紹介を兼ねて英語

で話したわけで、大変愉快でした。次回からはテキ

ストなんか使ってやる予定。昨日集まったのは15人

位で、まだ謝礼と会場費に間に合いませんので、も

う5人位欲しいので、希望者は山下さんまでお申込

み下さい。尚、毎週月曜夜6時から7時半まで委員

会室で行います。皆さんにも御参考になると思いま

すので、是非御参加をお願いします。

御　挨　拶

山口篤之助君

先週の水曜日、会長エレクトの川村さんがお見え

になり、指名委員会のお話（副会長指名）をお聞き

致しましたが、全身血のひくような思いで、器でも

なく体調も十分でないのでお断りしたのですが、ロ

ータリーでは指名されると断わる事が出来ないよう

になっているとの事で、お引きうけ致した次第です。

皆さんの御友情に頼るしかございませんのでよろし

く、精一杯頑張りますので、皆様方の御指導をお願

い致します。

⊂∈二重二タ　三）

鶴岡西R．C．　佐　藤　拡君

（今週の担当者　菅原辰吉）

純岡ロータリークラフ創立　昭利34．6　9　　承認　昭和34　6　27　253地l来

車荷h　机岡市馬場町　鵜岡商⊥会議所内　電日吉　0235（封）7711

例会均　鶴岡市振場剛物産館　3階ホール　例会　R　毎週火曜日　午後1230～130
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鶴岡R・C・第1237回例会

日　　時　　昭和58年12月17日（土）

午後5時30分　点鐘
場　　所　　グランド　エルサン
登録料　会員・家族4，000円　子供2，000円

1．占　　　　鐘　　　5：30

2．ロー∵グリーソング（奉仕の理想）
3．ゲスト・ビジター紹介
4．会長　報告
5．幹事　報告

（二女＿長報告‾〕　内山書＿君
先日の理事会において、歳末助け合い運動につき

まして市役所福祉、息恩園、NHKに各2万円づつ
寄付する事にいたしました。

先月29日のクラブ年次総会において指名委員会で
会長エレクトに佐藤順治さん、副会長に山口篤之助
さんを満場一致で決定いたしました。
又、台中港区R．C．との姉妹クラブについて、又16

日鶴岡市役所の市長室において土曜会混声合唱団と
の打ち合せに三井徹さんと私、幹事が出席いたしま
した。詳細については市の担当者からお話があるか
と思います。

（幹事報告）　斎藤　隆君
1．例会時間・場所変更のお知らせ
0八幡ロータリークラブ

クリスマス家族会のため
12月23日（金）6時より

市条公民館　会費　3，500円
12月31日の例会は12月27日（火）に変更

○温海ロータリークラブ

12月19日の例会をクリスマス家族会のため
12月21日（水）5時30分より

グランドホテル7階　会費　6，000円
2．ガバナー．ノミニー事務所開設の案内

12月20日開設

山形市七日町2丁目1－17　やまきビル3階
TEL（0236）32－1253

3．鶴岡青年会議所が11月18日に開催しました波場

武嗣氏の「子を愛する心」という演題の講演会に
多数こ来場いただき誠に有難うございましたとい
う礼状が到着

4・国際ロータリー第252地区年次大会のご案内到着

期　日　　4月28日（土）29日（日）
会　場　岩手県大船渡農協会館
登録料　10，000円　仮登録〆切12月30日

5．財団法人ロータリー米山記念奨学会より
昭和56．57年度米山功労者及び功労クラブの
名簿到着

6．ガバナー事務所より

国際ロータリー会長主催第2回日韓親善会議
の報告書到着

7．東京ロータリークラブより会報到着
8．日中友好のしんぶん「日本と中国」

12月5日号到着
9．ユネスコ新聞12月1日号到着

＊車庫勧秘境・射如獅囲唖㊥勲か獅㈹碩唖針か師㈹碩瑚

鶴岡R・C．クリスマス家族会

会長エレクト佐藤順治君の挨拶、元会員金井勝助
氏の乾杯のあと家族会に入り、子供達のカラオケ、
会員家族などやかに家族会に入る。

司会　板垣広志
布施隆夫
5：45・

1・開会のあいさつクラブ奉仕委員長　佐藤順治
2・クリスマスソング（きよしこの夜）

ソングリ1ダー　藤川享胤
3・銀婚式記念品贈呈　　　　　会長　内山喜一

板垣広志．地永子様
布施隆夫．和　子様
御橋義許．芳　子様

4・乾　杯　　　　　　元会員　金井勝助氏
5．開　　宴　　0余　興

○クリスマスプレゼントの交換

（上を向いて歩こう）
6．ロータリーソング（手に手つないで）

ソングリーダー　藤川享胤
7・閉会のあいさつ　親睦活動委員長　佐藤　忠

終了　8：00

お子様カラオケ大会参加者（順不同）
小松りつ子ちゃん　三井ひかるくん

まさるくん　　早坂　な

金

安

早坂　か

斎

井しんやく
藤みつおく

助氏．佐藤仁太郎氏
助氏．大野　武夫氏

菅　　　　健氏．池　田　　弘氏
鶴岡西R．C．会長　帯谷　義夫氏

ク　　幹事　三浦　正志氏
エルサン社長　　早坂　　剛氏

（今週の担当者　小松三雄）
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5垣！草寧中軸＝
5密嘩≡二

垂奉奉笹型≡≡タク≡を≡
蓼緬二二二

本日は米山奨学会協力の日です。1人1ド

ル以上のご寄付をお願いします。

米山奨学金13，962円有難うございました。

（会長報告）内山書＿君

去る17日のクリスマス家族会は、誠に厳粛にして

且つ大いに華かさを加えて大成功裡のうちに開催さ

れました。これは備えに親睦委員会並びにS．AAの

方々のユニークな設営と運びの巧みさに負うもので

加えて、会員並びにと家族の方々の親睦と友情の賜

と存じます。

此処に更めて親睦委員、SAAのど協力］頁きまし

〔会員スピー≠⊃

た各位に厚くお礼申し上げる次第でございます。

（幹事報告）斎藤隆君

1．台中港区口一クリークラブより

会報及び扶輪11月号到着

2．ロークリ¶の友事務所より

1983（ノ84年版全国会員名簿及びロータリー

日本60年史追加注文のお願いが到着

全国会員名簿　　　　　3，000円

口一∵グリー日本60年史　3，500円

（いづれも送料別）

申し込みは事務局まで

晩　酌　と　健　康　管　理

先づ私がお酒好きという

ことは、小売酒販業の商売

柄と云う事もありますが、

特に我が国古来の伝統ある

日本酒でチビリチビリ味を

吟味しながらいただくこと

が、実に風流さも加わり一

段と楽しみを増すことになる。

酒類の中でも日本酒は、国民酒とさえいわれ、冠

婚葬祭すべての行事になくてはならない貴重な存在

であることは、今更申し上げるまでもない。

私はもう既に喜寿の老令ですから、最近は量的に

制限をしています。大体夕食前に晩酌は一合（コッ

プ一杯）時にはテレビの番組などによっては若干弾

むこともあるが、最高一合五勺を限界としている。

早　坂　徳　治　君

しかしながら色々会合の多い私には兎に角宴席がつ

きまとうので、飲む機会がかなり多く、酒席には旧

友あり、若人あり、又老若男女を問わず、お酒が廻

るにつれ嬉しさに乗じて、さかづきを交すことしき

りで、平日の限界を無意識に突破がちで、注意に努

めている。

健康管理と申されても、格別に注意をしているこ

とはありません。元来若い時分から幸せなことに、

名のつくような病気はしたことがございませんが、

2～3年前より右足の関節を痛め（水が溜る）正座

するに一寸具合悪く、又便秘がちで少し困ることが

あり、血圧の方は時々内科の先生より計っていただ

いている程度、その時内臓関係もみていただきます

が、早坂さんはカメはいたって丈夫だと冗談を飛ば

すことさえあります。



食欲は頗る良い方で、何を食べても大変おいしく

毎食うまい、おいしいの連発で、調理人には心から

感謝を込めていただいています。

朝食は食パン1枚に蜂蜜を片面に塗って、それに

ヨーグルトをコップで一杯に黒酢を少々注ぎ（便秘

の為に）野菜或は山菜料理一品、昼はご飯茶碗で一

杯と少々、味噌汁に店で作った手造りの惣菜、つけ

物、魚或は塩乾物、夕食は肉料理、味噌汁、手造り

の野菜料理、つけ物。特に毎日のように一食は肉を

食べるので、野菜を出来るだけ多く食べ、栄養のバ

ランスをとるよう注意している（ご飯は1．3杯）。

私は普通の小作農家に生れました（出生時耕作反

別四町三反歩）内、自作田一町三反歩でした。西田

川部大泉村字矢馳という戸数33戸という小さな部落

ですが、珍らしいことには大地主2戸ありまして、

殊に1戸は豪農でした。この大地主を親方、親方と

敬称し部落民こぞって尊敬をしていました。何か事

業を起す場合は多額の寄付を仰ぎ随って、部落民は

全く大樹の陰で案外楽な生活を営みつつあった。又

他の部落民と異った気風、特に質素、謙虚、そして

努力は無言の教訓として部落民に育まれた。私もそ

の1人で、今もって感謝の念を禁じ得ないものがあ

る。「若い時はどんな苦労も買っても学べ」とやら

実に名言であるが、事実己の身にふりかかった場合

は全く有難いものではなかった。

私は満23才の時、養子として現在の職業・酒類販

売業に従事いたしましたが、僅か鴨日日にして45才

の養父を急性肺炎で亡くし、商いの経験全くなかっ

た私は殆んど途方にくれ、物心両面に亘り実に苦悶

の毎日を続けました。ただ、有難いことに、10年間

の農作業で鍛えた体と体験がありました。農作業の

中に烏耕競梨会、雁爪の競技会、藁工品競技会、同

品評会など、特に鳥耕の競梨会には大山地区或は上

郷地区と飛び入り参加する等、その場所に行くと静

かに見ていれない性分で、腕がムズムズするほど好

きでした。

鶴岡に来てからも、大山にリヤカーで酒を仕入れ

に行く途中、友江部落の整理地で黒山のような人だ

かりが見えたので、何であろうかと近づいたところ

案の定私の大好きな競梨会でした。早速出羽の雪蔵

元に品質の良い酒を詰めていただくよう頼んで、自

転車で実家に飛んで行き、烏を引き出し競技場に来

た時は最終会の六回目が既に始まり、早い人は半分

位出来ている。タイム係員に参加をお願いしました

ところ、今となっては駄目と出場を断わられた。あ

まりにも惜いるので嘆願したところ、審査長初め5

人の審査員が集まり再審議の結果出場許可になり、

喜んで出場した結果2位に入賞になった。

当時の農作業の厳しさは相当なもので、この体験

を活かし頑張ればどんな苦しい事でも堪え得ると確

信を持っていた。

青年時代は「頭髪光れば鍬錆びる」などの標語を

目標に、若い時から一度も髪を伸ばしたことなく、

休みや暇を利用しては「晴耕雨読」などの言諺を利

用し、ありあわせの皿に墨汁を流しては、吉田萄竹

先生の通信教授の書を学ぶ。どこまでやれるのか、

やれるだけはやってみようとの意気込みだけは、心

の底に流れていった。今こそ試練の時期とばかりに

先づ商いの他に得意な労働（肌で）で当れと覚悟を

決め3人分の働きを目標に進むことにした。例えば

当時は1升ビン入れのお酒は市場にはなく、もっぱ

ら樽詰（5升入）、2升5合入（半樽）の2種類で

した。本業の酒樽をリヤカーに積み、卸・小売に出

かけ、帰りには田川村方面であれば、奥の坂の下部

落まで足を伸ばし木炭（正味8買入）7俵仕入れ、

これを繰返し、木炭業も兼業とした。1俵当り30銭

の利益としても2回以上になり、昭和7～8年の不

況時では、県事業の道路の改修工事の作業員、男1

日の賃金1円で、女は80銭でした。私は帰りの収入

ですから勿体ないくらい。しかし、湯田川から町田

川に通じる大日坂をリヤカーで引き上げる夏場の暑

さ、汗は止めどなく、早鐘のように胸打つ鼓動の響

き、ひとまず一服とリヤカーを山手に横向きにし、

歯止めを掛け、呼吸の正常復帰を待つ。やがて呼吸

の整い次第又揮心をこめて温上目がけて頑張る。漸

くにしてたどり着く噴上で、どっかり腰を降しまた

一服。小さな谷川のせせらぎの水溜りに顔を沈めて

飲み込む水のうまさは何んとも賛えようがない。又



寒中に田川村の砂谷部落から10俵の木炭を小さなソ

リに仕掛けをして引き出すなど、遠くは福栄村（菅

の代）、落合、砂川、黒川村の席代部落など、この

種の仕事に対する苦労や体験が今以って新たな記憶

として整ってくる。ある時は市役所の施策で燃料不

足を補う為田沢、大鳥方面から薪の原木を大量に丸

太のままで、今の常念寺の近所の空地に運び、山と

積んだことがある。その原木の処理作業（割木作り）

を市役所から私共燃料組合が依頼を受けました。組

合としては経験の無い人は出来ませんので、実際に

参加した人は僅か10人足らずでした。朝6時半に集

合し、1人薪2棚を割り結束をし、更に各町内会の

組長さん宅にお届けするので、いわゆる配給事業で

した。これも相当の仕事で、想い出の一つ。寒中吐

き出す息は白く氷る中で、作業所は鋸の目立、次に

斧を磨ぎ、結束用の縄を切断し、用意周到怠りなく

いよいよ作業開始ともなればシャツ1枚で寒中とは

いうものの流れる汗は滝の如し。鉢巻姿もりりしく

まるで競技会同様。休憩やお昼休みなども合同で一

緒に休み、従って出来上る時間は午後3時頃で、早

く出来た人と遅い人の差たるや、実に5分位でした

から、如何に全員全力投球であったか、その真剣さ

が伺われる。

私はこのような働きはまだまだいくらもあります。

その他一番気にしておったのは、昭和18年の幕に横

須賀海軍工廠で作業中での大怪我です。入院期間約

2ケ月間、打撲症で内出血を起し、幸い血尿となっ

て出たのがよかったのか、手術を免れましたが、若

干後遺症が季節の変り目には感じる程度です。この

事があって以来、長男が大学を卒業し、家事に従事

と同時に私の事をすごくかばってくれますので、出

来るだけ重い物或は過激な動作をさけるよう注意を

しております。

顧みれば、随分激働をやり、体を酷使した方では

ないかと思いますが、よくも今日までこの健康を保

ち得たものと我ながら感心の他ありません。

私を見る限り、どんなに激務でも、病でない限り

は心配と無用と感じる。これも毎日こよなく愛し、

楽しく飲む晩酌が活性化に効ありとするならば、適

量飲用こそ正に長寿の妙薬というべきであり、大い

に愛飲されんことを望む。

（委員会・報告）

0早坂源四郎会長時代の第1回目交換学生からの手

紙

鶴岡R．C．の皆様への年末年始のど挨拶

ァメリカ合衆国オハイオ州サンダスキーめ街

に雪が降っています。私は羽黒山も雪で白くな

っているだろうと思います。

多くの年月が経過しましたが、私は鶴岡で楽

しんだ新年の休日のことを懐しく想い出します。

私は、あなたのクラブが私に下さった楽しい着

物のこと、幸福なクリスマスパーティ岬、お餅

つきのことなど想い浮べています。

たとえ、皆様とお会いしてから長い歳月が経

過しても、私や私の両親に対してのど親切を暖

かく想い出します。

私は結婚して3才になる息子がおります。夫

は地質学者です。私は新聞の編集者として働い

ています。

私はいつの日か、彼らと共に日本に行きたい。

そしてうるわしい鶴岡の方々とお会いすること

が出来ることを希望しています。

生涯の友情を以って

アイリン

0デビット．M．ヘイレンさんからの手紙

親愛なる内山喜一さんへ

いつも私の愚息デビットがお世話になり誠に

有難とうございます。

訪鶴した時も同様こまごま面倒をみていただ

き感謝に耐えません。並びに斎藤市長、新穂さ

ん、加藤さん、小野寺さん、滝川さん等より大

変お世話になっておると聞きおよんでおりますこ

これだけ色々皆々様のお世話になっておるデビ

ットは、必らず貴方の期待にそうよう頑張って



くれるものと確信しております。

私共ニューブランズ．ウィックのロータリー

クラブ会長ドクター．カール．チェイトン氏は

来春訪日し、鶴岡を訪ねることを今から楽しみ

にしております。彼から貴方と三井先生に宜し

くとのことです。

新穂めくみさんは今、セイント．ピーター高

等学校で勉学にいそしんでおります。友達もい

っぱいでき、彼女の英語の発達は驚くほどです。

明年1月7日には、スライド写実を使って素適

な鶴岡を私達に紹介してくれることになってお

ります。

向寒の折お身体大切に。　　　　敬　具

○元会員安藤定助さんからの御礼状

謹啓　一昨夜は楽しいクリスマス家族会に御招

待を賜り、御友情有難く深く感謝申し上げます。

久方振りに会員並びに御家族更に元会員のお親

しい方々にお目にかかり誠に嬉しく、又久し振

りに歌うロータリーソングも感激身に濠みるも

のが御座いました。往時を回想し乍ら、本当に

楽しく歓談させていただきました。

新進気鋭の会員も随分入会され、その数も増

強され、又相変らぬ会員各位の甲斐甲斐しい御

奉仕、そして山下さんの御心周到の御活躍等誠

に敬服の外なし。頼もしく存じました。

平素御指導賜りました奉仕の精神を忘れず、

職業に、社会に、青少年に、国際に夫々の奉仕

に励げみ、奉仕の理想の追求に努めている心算

では御座いますが、折々現役の皆様の奉仕、親

睦に接し得ますことは大変鞭捷されるところが

多く、感謝申し上げております。

貴R．C．の益々の御発展と会員並びに御家族様

の御揃い御健勝にて御越年遊ばされますようお

祈り申し上げます。先づは右御礼まで。

敬　具

鶴岡ロータリークラブ

会長　内山喜一殿

安藤定助

○ロータリー財団事務長よりの手紙

1983年12月13日

鶴岡ロータリークラブ

玉　城　俊　一　様

拝　呈

ロータリー財団管理委員会に代り、このほど

ど寄付賜りました高額のご芳志を感謝し、財団

のポールノ、リス．フェローとして認証申し上げま

したことをお知らせ申し上げます。ご芳志は、

国際理解の増進と世界平和をめざす財団活動の

推進に大きな力を加えるものとなるのであります。

ロ¶グリー財団は、その国際奉仕の充実と発

展をはかるのに、あなたのような寛大なる支持

者の皆様の自発的など寄付に依存しているので

あります。

ロータリー財団は各種奨学金、研究グループ

の交換、特別補助金、保健、飢餓追放、人間性

尊重プログラムへの補助金などの活動を行なっ

ております。これらの活動を通じてロータリア

ンは世界各国間の理解の増進をはかるために奨

学生やその他の親善使節を海外諸国へ派遣させ

ております。

ロータリー財団に対するご関心と寛大なるご

支援に対し深く感謝の意を表す次第であります。

敬　具

ハーバート．A．ピグマン

ロータリー財団　事務長

0交換学生からのお便り　大安（Diane）

あけましておめでとうございます。 

新年が貴方にとって健康で幸福であることを希 

望しております。 

私はまだサウジァラビアで教鞭をとっており 

ます。大変熱く乾燥した土地柄ゆえ日本の木の 

緑が懐しく思い出されます。日本での幸福で楽 

しかった日々を思い出して下さい。 

新年のご繁栄をお祈りします。 

⊂亘‾‾‾‾ジタ三つ
鶴岡西R．C．　佐藤　等君．菅原隼雄君

加藤重郎左工門君

（今週の担当者　嶺岸光吉）

田川ロータリ‥クラブ削、【エ　ロ価134　6　9　　承認　昭和34　6　27　25二日也†ヌー
・跨り　鶴㈲∫有人1J場町　鶴岡商工会議所内　電話　口235（24）7711
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（会長報告）内山喜＿君

本年も残り少なくなりま

した。この半年間を振り返

ってみますと、7月19日の

ガバナー公式訪問をスター

トとして、本年はガバナー

出身地の故もありましてか、

年次大会、これは別と致し

鶴岡西ロータリーク

ラブの例会場を1月

より物産館3階ホー

ルに変更。

2．日中友好のしんぶん

「日本と中国」12月15日

号到着

まして、其の他各種大会が主として福島県並に他地

区に於いて開催される傾向が強かったのであります

が、会員各位の絶大なるご協力に依りまして行事の

大半を終える事が出来ました。

尚、この前期半年の各委員会の活動は計画目標を

遥かに越え、多大なる成果をあげつつある処と確信

するものであります。特に前年度より引継がれまし

たロータリー財団への協力と活動は注目される処です。

又、本年度は田中ガバナー並に石黒バストガバナー

の強いど要請に基き、外部拡大委員会を新設致しま

した。委員長上野三郎さんの意欲的な活動で、西ク

ラブと合同・協力して新クラブ設立への実をあげつ

つある事は高く評価されるものであります。

そのほか各委員会の実績を数えあげるには本日は

時間が少なく、次の機会に譲る事と致します。

此処に改めて心から皆様のど協力と友情に厚くお

礼申し上げる次第でございます。

年末年始各位にはお体に呉々もお気をつけて、良

いお正月を迎えられますよう祈念致しまして、ど協

力への感謝をこめて会長報告を終ります。

（幹事報告）

1．例会場変更のお知らせ

斎　藤　隆君

3．1月3日は3が日のため休会。1月第1例会は

1月10日。

（委員会報草⊃

〔親睦活動委員会＿）
佐　藤　忠君

年度計画にあるタラ汁を1月24日恒例により実施

します。10日に申込書配付します。今年は職業奉仕

委員会と共催で、当日は午後4時から1時間位高砂

電子の職場見学を行ないます。従って午後5時30分

からの例会時間変更となります。

〔雑誌広報委貞盲⊃ 工藤弘道君

お手もとに「ロータリーの友」購買に関するアン

ケート調査票を配付しました。早速ご記入の上、遅

くとも次回例会までに提出して下さい。

（ス　マ　イ　ル）

石塚敏彦君　12月22日山形県知事から進出優良

企業として表彰状をいただいたの

で。

ビ　ジ　タ　ー

鶴岡西R．C．　佐藤　等君．羽根田正吉君

（今週の担当者　佐々木栄一）



ロータリー用語便覧㈹

新クラブ設立に　新クラブ設立には、
必要な会員数　少なくとも20名の正

会員を要する。なお、人口10万未満の

都市では35名、10万以上の人口があれ

は50名まで許される。創立会員が20名を越える場合

は、その超過部分にはアディショナル正会員または

シニア・アクチブ会員を含んでも差支えない。創立

会員をCharter Memberと呼んでいる。

青少年活動週間
（Yonth Activities）Week

1969年に設けられた週間。国際ロ

－クリ¶は1962年、少年を対象にインターアクトを、

1968年には青年を対象にローターアクトを発足させ

奉仕精神を若い世代に植付けるように努めてきた。

R．Ⅰ．理事会は、各クラブの青少年委員長をして、Ⅰ．

C．、RAC青少年交換など一切の活動を統括させ、

社会奉仕委員会を経ずに直接理事会へ報告するよう

にすすめている。

青少年交換
ある程度事務の経験を有する青少

年に、他国で短期間同一種職の体

験を得る機会を与え、また学生に対しては他国の学

校で勉強する経験を、休暇中の青少年に他国を訪問

・滞在する機会を与えるために、各国間で相互に行

なわれる国際ロータリー奉仕のひとつ。

青年功績賞
善良な市民精神を育成するのに表

彰ほど効果的な方法はないので、

ロータリー・クラブの所在する地域社会の優秀な青

年に、「青年功績賞」（6204－J）を贈って表彰す

るのもーつの試みとして奨励されている。

世界社会奉仕
各国のロータリー・クラブが互い

に協力して、生活水準の向上と国

際理解の推進とをめざすプログラム。約15年ほど酌

に、多くの国のロータリー・クラブがそれぞれの地

域社会において、資源の自給力不足に直面している

ことがわかった結果発足したものである。故Tee－

nstra会長が1965年度会長就任最初の理事会で国

際協調の緊要性を説き、国際奉仕への深い関心を要

請した上で、具体的に示された構想のひとつが世界

社会奉仕化であった。が、これが実際にロータリー

のプログラムとなったのは“Better World T－

hrough Rotary”を提唱し、「世界に1人の飢

えたる者、1人の文盲者のいる限り、それはロータ

リアンの重大関心事でなければならない」という名

言を残した1966年度会長Richard Evans（故人）

の年度であった。

世界理解週間
毎年、2月23日を含む週間をいう。

R．Ⅰ．は1979年7月から、新たな国

際理解の方法として、地区およびクラブの組合せ方

式を発足させたが、これは3年を1期として3回、

すなわち9年間で世界諸大陸の国民と知り合っても

らうという構想である。日本の各地区は、第1期は

北アメリカと、第2期は豪州・ニュージーランドと

第3期は中南米との組合わせになる。もちろん強制

ではなく、自発的に相手地区・クラブと世界社会奉

仕、青少年交換、研究グループ交換、その他一般文

化交流や親善活動が期待されるが、各地区・クラブ

が従来から持っている姉妹関係、マッチド関係の継

続を妨げるつもりはない。

世界社会奉仕（World Community Service）

は社会理解のための具体的な効果を上げているが、

これは発展途上国のクラブが作る社会奉仕計画に対

し、その力不足の部分に先進国クラブが手を貸そう

というもので、世界政治上の「南北問題」解明の一

助にもなっている。

創　立　会　員
新たにロータリー・クラブを結成、

国際ロークリ岬に加盟申請すると

きの会員名簿に記載された会員を創立会員という。

創立会員の数は、人口10万人までの都市では35人ま

で、10万以上の都市では50名までを最大限度として

いる。1963年1月の理事会は、最小限25名の創立会

員名簿を要求、その後1964－65年理事会はこれを

20名としたが、できるだけ速かに25名にするように

窓憑している。

なお、理事会が加盟を決定するまでは、一旦提出

された名簿に載っていない者を新しく会員にさせて

はならないことになっている。

チャーター．ナ　国際ロータリー理事会で加盟が承
イト　　　　　認された新しいクラブの創立とR．

Ⅰ加盟承認の式典を指している。

軌岡ローダ：ト【クラフ別＿立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　253地区

小汚　に】　机同市．け」場町　鶴岡商工会議所内　電話　口235（24）7711

例会暢　研同市鴇場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～130
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森元を∈日日≒竺　ききを
義面魂三三三≡

（会長報告）　内山喜＿君

皆さん、明けましてお目出度うございます。

昭和59年、ロータリー年度の後期の始まりであり

ます。この期間に含まれます最大の行事の一つに、

当クラブ創立25周年記念がございます。この式典に
は、海外並に国内のロータリーの友達の参加が予想

されます。
25年前、1959．6．9当クラブが故小花盛雄さんを初

代会長として、幹事安藤定助さん、総会員数21名に

依って誕生致しました。以来数多くの大先輩によっ
て残されました輝しい功績、これを汚すことなく継

承して参らねはならぬ使命があるものと存念する次

第であります。

幸いにも、ロータリー前年度に石黒ガバナ¶が誕
生致しまして、今年度はバストカン〈ナーとして身近
に私共を指導して頂いております。

この記念すべき時に、当クラブからガバナー誕生。

この故をもっても来るべき創立25周年記念は成功さ

せねばと思う次第です。

どうか、会員皆様の友情とご協力を心からお願い

申し上げる次第でございます。
尚、年末報告の折にも申し上げました通り、各委

員会の業績は年度の当初に計画されましたプログラ
ムを遥かに上廻る成績でありますことは確信してお

りますが、なお、この上にも努力され、R．Ⅰ．会長の

示されました目標“みんなにロータリーを　みんな

に奉仕を－1の意とする処を更にど理解ご認識頂きま

して、目標完遂に一層のど活躍をど期待申し上げる

ものであります。

本日はS．AA．のど配慮によりまして、荘内神社へ
皆様のど健康とお家並に企業の繁栄を祈願したこ神
酒を頂戴致しました。どうぞ後期もお元気で奉仕活

動に専念されますよう、重ねてお願い致しまして会

長報告と致します。

（幹事報号）　斎藤　隆君
1．年賀状到着

温海R．C、庄内分区代理伊藤政一、本間利雄

（P．H．F．）、NHK鶴岡放送局、遊佐RC．、ホ

テル福住、酒田R．C．、酒田東R．C．、立川R．C．

間沢玉貴、社会福祉法人思恩会、鶴岡青年会

議所、摩登稔、成沢額塚店、ガバナー田中善
六、オクトン、台中港区扶輪社

2．例会時間変更
○酒田口一夕リークラブ

新年会のため1月11日6時より

酒田山王プラザ　会費5，000円
0余目ロータリークラブ

1月23日6時30分より

余目町商工会館　会費3，000円
3．会報到着　　東京R．C．

4．後期分の会費65，000円納入を早目にお願いしま

す。
5．1月24日当クラブ例会変更

午後3時30分　産業会館前出発

職場見学　3時45分～4時15分（30分）

たら汁会　5時から点鐘に変更

会場　産業会館5階ホール

（新会早紹介〕

氏　　　名　　忠　鉢　　徹　君

生年月　日　　昭和17年1月26日生

自　　　宅　　鶴岡市大字湯田川乙63
随ますや旅館　専務取締役

出　身　校　　日本大学卒業
家　　　族　　妻　　泰子　昭和43年9月15日結婚

長女　生（イク）

長男　系（ケイ）

次男　大（ダイ）
趣　　　味　　山歩き

所属委員会　　S．AA



氏　　　名　　塚　原　初　男　君

勤　務　先　　山形大学農学部　林学科教授
出　身　地　　小国町
出　身　校　　米沢興譲館高校

山形大学農学部．九州大学大学院博

士課程卒業

昭和57年よりアメリカ合衆国のウィスコンシン

州立大学マジソンに留学され、帰られた許り。

家　　　族　　妻　　れい子　46才

長女　えい子

次女　かよ子

趣　　　味　　野球、ソフト、釣

所属委員会　　S．AA．

鶴岡市市民の森の会顧問
く鍵や〉ヰ）‘鍵や）⊂単や）やヰ）牛や牟く争や）や）やややや，やく皐や＞車や⊂争⊂争

◎エルサンの従業員に全一封贈呈

〔委員会報告）

（親睦活動委員会）　佐藤　忠君
会員誕生　　板垣俊次君．三井　健君

玉城俊一君．吉野　　勲君

奥様誕生　　川村友子様．今野泰子様
庄司志津子様．津田満里子様

鈴木　　勝（茂男）様
◎玉城俊一君にポール．ハリス．メタル贈呈

（出席委員会）
。年間皆出席　24年間皆出席

23　　ク

23　　ク

。12月100％出席　53名

（ス　マ　イ　ル）

内山喜一君　丁度半年会長職務を無事終了して
新穂光一郎君　　昨年度息子かクイズで優勝して

石黒慶之助君　台湾の米山奨学会から年賀状を損
戴して

◎今年の年男鈴木善作君に記念品贈呈

鈴木善作君　　記念品をもらって

（ビ　ジ　タ二つ
鶴岡西R．C．　青谷義雄

石寺龍象
佐藤　　拡

立川R．C．　　滝　　禅源

菅原隼雄君
石山和弘君

（今週の担当者　菅原辰吉）

－ア　ニー‾／創、′　日　　～　　　し1　J、．ぎ　rI那旧4（．27　25う池lべ

j　たi　　　【　7l■J場日日　　　匪蘭「会．1由井内　　一日　川102う5／21）7711

例／、Jリ　日駆伸し㌧士揚別物確鈍　川‡ホー■レ　例　会　U　毎週火曜日　1後12　う〔ト1う（）
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Sharで月bbly－
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＼＼重義表

（＿筆長報告）
内　山喜一君

昨夜から今日にかけて庄内特有の地吹雪に見舞わ

れております。明日あたりから小康状態に入るとの

ことです。風邪には十分お気をつけて下さい。

以上で会長報告とします。

⊂冬草スピニラ⊃

（幹事報告〕
斎　藤　隆君

1．日中友好のしんぶん「日本と中国」

1月1日号到着

2．トロントで行なわれた世界大会の記念誌到着

石　油　後　の　世　界

新春からご指名いただき

又、1ケ月前から森田さん

からお話があり、色々考え

てみたのでありますが、当

初の景気動向からのテーマ

でありますが、“石油後の

世界”等について、日本を

含めた話題についてお話を申し上げます。

正月の新聞には、世界や日本の“未来’’を展望す

る記事が多く載っていたので、私もそのような方向

で、昨年或るセミナーで現在米国でベストセラーに

なっているナスバウム著“石ア由後の世界The Wo－

rld after Oil”の要点を聞いて来たので、それ

を紹介したいと思います。

この10年間2度の石油ショックを経て石油離れが

進み、これからは石油に香って技術が重要視される。

それによって世界の富が再配分される。その世界を

変えて行く技術は次の三つである。

①　ロボット産業　生産の考え方や方法を大巾に

変えてしまう。又、ロボットに対する依存率が

高くなる。

④　バイオテクノロジー　食物や医療の面から生

風　間　真　一　君

命に大きな影響を与えよう。

（釘　コンピューター．コミニュケーション　コ

ンピューターを通信回線で結ぶことによって、

大量な情報を距離を越えて即時に処理可能にな

る。

このような池に替って三つの技術が世界を変えて

行くという視点でこれからの世界を見ると、

1．オペックにはたそがれがやって来る。

2．ソ連は産油国なのでオペックと同様苦しくなる

だろう。

3．西ドイツの沈没とECの分裂（フランスが新し

い核になろう）西独ではナチスがユダヤ人を追放

したので、優秀な科学者がいなくなった。（特に

バイオでは人がいない）全体的に技術が伴なわず

生産性が上らないので、輸出競争力が落ち、輸出

出来る先は東欧しかなくなり、東欧にのめり込ん

でいく。またリスクライカーのユダヤ人を追放し

たので、資本の面でも遅れをとっている。

4．発展途上国が非生産化していく　ロボットの発

達により、後進地域に生産拠点を求める理由がな

くなり、逆に引き上げつつある。

5．その中で、キャッチアップに成功した朝鮮・台



湾・香港・シンガポールの四匹のタイガーは生き

残る。

6．エレクトロニクス重商主義の日本は、教育文化

が高く勤勉なので、太平洋のリーダーたり得るで

あろう。その日本のアキレス腱は人口の老令化で

ある。

7．アメリカはこれから第二の南北戦争に入る。そ

れは在来産業の東部とエレクトロニクスの西部の

東西のCivil Warがくる。その結果により米国

の未来がきまってくる。

以上、日本を含めた世界の未来を石油から新技術

へという視点で概観してみるわけであるが、もっと

もと思われる点、或はそういうことなのかなあと思

われることなど受取り方はいろいろあると思います

が、お気にとめて頂ければ幸いでございます。

（ス　マ　イ　ル）

佐藤　衛君　1月15日（日）前田製管㈱協力会の

マージャン大会に2年連続優勝。

（今週の担当者　小松三雄）

ロータリー用語便覧的

地域社会とロー　市や町の住民が生活
タリーの役割　する中でロータリー

・クラブが特異な役割を果たしている

ことは、一般にもかなり認識されてい

る。その理由として上げられるのは、ロータリアン

が地域社会における一般に認められた専門職業活動

を代表する人たちだという点であろう。したがって

クラブ会員は鋭い直観と豊かな想像力をもって、地

域は住民の声をきき、積極的に地域の問題にとり組

む姿勢が要求されている。

地　区　と　は
国際ロータリーは、加盟クラブを

管理する便宜上、全世界のロータ

リークラブを幾つかのグループに分けている。そし

てこれらのグループを地区という。1977～78年度

の地区の総数は369。そのほか、隣接クラブと距離

的に隔絶しているために、これらの地区に附属させ

られることを不便とするクラブが56あって、これら

は「地区に所属しないクラブ」と呼ばれている。し

かし理事会は、逐次これを地区に包合したい意向で

あり、1973年から第258地区に編入されたグアムお

よびサイパンの四つのクラブの例は、この方針にも

とづくものである。

地区ガバナー
地区カン〈ナーは、国際ロータリー理

事会の指揮下にあって、その地区

のクラブの管理・運営にあたる。地区における唯一の

国際ロータリーの役員であり、最高の責任者でもある。

地区ガバナー指　次期ガバナーは、地区内のクラブ
名証書　　　　により地区内で採用された方法で

正式に指名されたなら、これを証明する書類をR．Ⅰ．

に提出しなければならない。これを地区ガバナ00指

名証書と呼んでいるが、それにはその地区の現ガバ

ナーおよび地区大会幹事の署名が必要とされる。

地区ガバナーへ（Report for District Go一

の報告　　　　V。rn。r）地区ガバナーがクラブ

を訪問する前に、クラブの各委員会はその活動状態、

業績・将来の計画についての簡単な報告書を提出す

ることになっているが、それらを充分に調べ、事前

にチェックできるように、相当の時間的余裕をもっ

て提出するのが望ましいとされている。

地区協議会
地区内における全クラブの次期会

長、幹事およびその他指名された

クラブの指導者たちが集まって開く会合で、次年度

の地区運営に備えてクラブ内外諸般のロータリー活

動について協議し、それらについての知識・情報を

交換しあう。この協議会は、次期ガバナーの協力を

得て地区ガバナーが主宰し、会長と幹事には出席の

義務がある。

なお、開催日はく　R．Ⅰ．細則の規定にかかわらず、

数年来、毎年、R・Ⅰ・理事会が「国際協議傘、終了後

なるべく早く、6月30日より遅くならない時期に開

催することを強く要望する」と言明するのか慣例と

なっている。しかし国際大会関係の時期が遅い年度

には、7月開催が認可されることがある。

地区諮問委員会
国際ロータリー理事会が認めた地

区ガバナーの諮問に応ずる委員会。

地区ガバナーに対し、その地区の運営・管理につい

て多角的な助言を行なう。委員は地区内の元R．Ⅰ．役

員の中から選ばれる。

鮎。jU一一′、i　－ケラー7用、′il．′膵旧4．し）リ　　′≠（認　昭和3一主．6．27　253地区

j■．桔　芦．．1ノ川　高石‾　　場上場／」　頼嗣商工会議所内　′■‾E話　0235飢7711

別　会　場　榔拙い1；場町物産館　3階ホール　例　会　口　毎週火曜H　午後123日～130
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（会長　報告）
佐藤順治副会長代行

今日は、職業奉仕委員会（石川寿男委員長）の事

業活動の一つであります会員事業所見学として、㈱

高砂電子機器製作所を見学させて頂きました。先端

技術の産業のすぼらしさと、設備の充実した工場は

真に一見に値いするものでありました。松田さんに

は行き届いたご手配を頂きありがとうございました。

先日、新入会員の庄内分区の合同研修会が酒田で

行なわれ、当クラブより17名の会員のど出席を頂き

ご苦労様でした。

今日は例会時間の変更を頂き、恒例のタラ汁とオ

ークションがあります。充分温かいタラ汁を賞味頂

いて下さい。又、オークションでは、ケチらないで

クラブの財源にもなりますので、大いにふんばつし

て買い上げいただきます様ご協力頂きます。

〔‾云‾マイ＿亘〕

松田貞夫君　当工場をお寒い中ご見学頂きまし

た事に感謝して

オークションの売上　58，900円

○会員の皆様より不用の品物（2，000円相当）をお

持ち寄り頂いた品々の売上金です。ご協力ありが

とうございました。尚担当は、社会奉仕委員会

（佐藤衛委員長）

○タラ汁会の担当は、親睦活動委員会（佐藤忠委員

長）

0名調理師．新穂光一郎君の味つけは、毎会乍ら一

流料亭以上でした。大変ご苦労様でした。

（今週の担当者　秋野　忠君）

R．C．1　日　の　あ　れ　こ　れ

（高砂電子工場見学）



（オ　ー　ク　シ　ョ　ン）

（　タ＿　ラ　汁　会　）
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二二二二み左在葺≡亘≧タリ三を

二三二二三二＿≡≡‾‾≡誘亮義元秦荘を二二二
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（会長報告）
内　山喜一君

先にご案内申し上げてありますが、国際年次大会

が1984年6月2日よりイギリスのバーミンガムに於

いて開催されます。遠い地ではありますが、多く会

員の皆様の参加を希望致します。又、2月7日には

クラブ協議会が午後5時から「住よし」で行なわれ

ます。新会員の方々のご出席もよろしくお願い申し

上げます。まだまだ寒さが続きますが、会員の皆様

方には充分こ眉愛下さいます様お願い申し上げます。

（幹事報告）斎藤隆君

1．国際ロ「グリー第252地区年次大会のご案内

期　日　　4月28日（土）．29日（日）

会　場　　大船渡市農協会館

登録料　10，000円

申込〆切　2月20日事務局まで

2．国際ロータリー第253地区喜多方ローク仁一アク

トクラブ認証伝達式のご案内

期　日　　3月11日（日）

会　場　　喜多方市喜多方プラザ文化センター

登録料　　8，000円

申込〆切　2月15日事務局まで

3．鶴岡西口一㌧グリークラブより会報到着

4．去る1月22日酒田市で行なわれた庄内分区新会

員合同研修会のお礼状及び収支報告書が到着

1984”1985年度理事・役員の発表

会長エリクト　川村徳男君

理事は、次の8名とし、

川　村　徳　男　　会　長

山　口　篤之助　　副会長（クラブ奉仕担当）

佐　藤　　　忠　　　　　（職業奉仕担当）

吉　野　　　勲　　　　（社会奉仕担当）

新　穂　光一郎　　　　（国際奉仕担当）

藤　川　享　胤　　　　（青少年奉仕担当）

佐　藤　順　治　　会長エレクト

内　山　喜　一　　直前会長

理事会は、次の2名を加えて10名で構成する。

迎　田　　　稔　　幹　事

渡　部　利　夫　　会　計

また、理事会にはオブザーバーとして次の2名の出

席をお願いすることになります。

加　藤　　　賢　　S．AA

秋　野　　　息　　副幹事

会員の皆様の限りないご協力をお願い致します。

新会員合同研修会に参加して

親睦活動委員会　白　坂　久君

去る1月22日酒田産業会館に於て、国際ロータリ

ー第253地区山形県庄内分区主催による新会員合同

研修会が開催され、9クラブ107名の会員の方々が

出席されました。

当鶴岡R．C．からも17名の会員が出席し、熱♭に受

講して参りました。

分区代理の伊藤政一氏のど挨拶の後、温海R．C．の

本間儀左工門講師による「ロータリークラブの組織

と運営」、酒田東R．C．の村上七五三夫講師による

「ロ…グリーを知るために」、鶴岡西R．C．の大川俊

一講師による「国際ロータリー」、と云うテーマに

より、国際ロータリーの誕生から現在にいたる迄、

及び定款、細則等種々のお話しを聞き大変勉強にな

りました。質疑応答の後、最後に、バストガバナー

の石黒慶之助先生より、非常に内容の充実した有意

義な研修会であったとの講評をいただき、私達新会

員も奉仕の理想を目ざし、一日も早く立派なロータ

リアンになるよう、これを機会に更に勉強して参り

たいと思います。



留学生とわがクラブの近況について

ニューブランズウィックR．C．デヴィッド．M・ハインライン氏

新年おめでとう！

今回は我々の正月休みについてお知らせします。

最初に、鶴岡市の地図有難うございました。恵さん

はその地図にいろいろの場所をマークしてくれ、主

要な道路を色分けしてくれました。我々は貴方の家

とか、息子デゲイッ十．Aの行っている学校などよ

く分りました。我々は貴方のためにニューブランズ

ウィックの最良の地図を探しておりますが、ご存知

の様に都市再開発中のこととて、最新版は発行され

ておりません。

木曜日（12月29日）恵さ

んは761地区の我がクラブ

で鶴岡の事を話しました。

彼女はスライドを使いなが

ら彼女の学校の話をしてく

れましたが、大変上手に話

しました。彼女は貴クラブ

にとっても、又鶴岡市にと

っても素晴らしい親善使節

です。その夜、私の妻も含

めて3人でプリンストンで

開かれたロータリー財団夕

してくれました。先週の金曜日に私達は彼のアパー

トに招待され、日本料理をごちそうになりました。

12月31日の大晦日は、私達はアスバリーパークへ

恵さんを連れてアメリカのポピュラー歌手ブルース

スプリングステーンの歌を聞きに参りました。この

歌手は恵さんの大好きな歌手です。その後私達は海

岸を散歩しながら一寸したマラソンレースなども見

ました。そしてアメリカの有名な観光地のサンディ

ー．フックの道をドライブして家へ帰りました。

向って右、現会長Dr．カール．チェイチュ
ン、左は鶴岡R．C．と姉妹クラブになった当

時（1960年度）の元会長Mr．トム．ロビン

ソン、中央が留学生の新穂恵さん。
食会に出席致しました。そ

こで恵さんは、私の地区ガバナーとガバナー．ノミ

ニーと歓談致しました。

息子デブィット．Aの新聞記事は、大変私達を喜

ばせてくれました。恵さんはそれを英語に翻訳して

くれて、リンチ市長にプレゼントしましたし、又、

私のクラブ会長にも翻訳のコピーと一緒に送ってく

れました。

クリスマスイブには、恵さんはクリスマスツリー

の飾りつけを手助けしてくれました。我々のクリス

マスプレゼントを開け合ったのち、ドクター仙場と

奥さんのドクターが夕方から私の家へ参りました。

それにドクター小林と奥さんと3人の子供達も訪問

水曜日（1月4日）、恵

さんは日本料理をつくって

くれました。私達はちらし

寿司とおでんを大変美味し

くいただきました。彼女は

材料を学校の近くの韓国マ

ーケットから仕入れてきた

ようです。これは、彼女が

次のネルソンさんの家へ移

るので、そのささやかな送

別パーティだったのです。

この手紙が貴方につく頃に

は彼女はもう彼等の家族の

もとへ行っていることでし

よう。彼女はまた私の家に帰って参ります。私達は

彼女と仲間になれた事を喜んでいます。そして彼女

も今や完全に我が家に同化しております。

デブィット．Aの住宅や車の問題を解決して頂き

本当に有難うございました。彼もこれで又仕事に身

が入ることでしょうし、彼は生徒達に責任のもてる

いい教師な筈です。新聞記事は大変グッドニュース

でした。

貴クラブ会報とロータリーの友誌の貴方の記事に

私のクラブの全員感嘆致しました。恵さんはそれを

私に訳してくれました。

三井さんと貴クラブにドクタークラーさんからの

）



便りが行った事を喜んでいたのですが、彼は死に到

る病をもち、12月に亡くなりました。彼のロータリ

ーの奉仕の理想と貴クラブの友情は今後共強くなっ

て行くでしょう。

（頂‾盲スピーチ‾）

もう一度貴家にとってよいお年でありますことを

祈り、私は恵の滞米中出来得る最全を彼女の為続け

て参りますことをお約束申し上げます。

くくボケ老人にならぬ為の生活法’’について

ボケ老人とは、精神病の精神老化現象で

ぁ。ます。これを（1）巨巫司と、（2）

直垂司に大別出来ます。

匡重ヨ
ボケにならぬ為の生活法を知ることは、

若い人達や殊に40才頃からの人達が長生

きをするために、非常に重要なことでありますし、

ボケの発症をある程度遅らせることが可能であるの

で、初期に早く気付いたり、ボケについての啓蒙を

よくすることは、どなたにも非常に大切なことであ

ります。

知識として
初期の画は、もの忘れ、
頭痛、めまい、頭が重い、知能の低

下、自発性も減退し、涙もろくなって、ゆううっに

なったり、苦悶を呈したりなどすることがあるので、

友人や近親家族達が早く、これらの変った調子に気

付いて、医者に行けは、早く治療にかかれば、病気

の進行を遅らせることができるし、薬の効果はかな

り反応を示すので、これを積極的に治療を進めるベ

きであります。 ボケが更に進むと 意識の混濁が

起ることがあり、昼間は寝ていて、夜間になるとせ

ん忘状態を呈し、興奮することが多く、体の筋肉が

かたくなったり、手指の振えが起り、よだれが出て

歩行が困難になるような極端な場合を［車重或

と云うのです。 精神の老化の要因は rH身体的要

国；脳血管障害など（Ⅱ）環境の変化；寝たきり、引

っ越し（恥性格；頑固、無口、短気、無趣味などが

挙げられますし、病理解剖では、（1）脳の老化であり

ます。加令にともなって脳神経細胞の萎縮と減数が

起り、直接間接に精神障害にかかり易くなり、（2）全

般的な身体障害、あるいは病気で特に血管病の恒

張　　　　紹　　淵　君

動脈硬化性痴呆巨ヾあり、（3）社会的・心理的面によ

っても促進されます；例えば、1）経済的な自立を

失い、2）家族や社会のつながりを失い、3）生活

の役割や生きる目的をも失った状況は容易に、うつ

状態にな。、L型姐と呼ばれ、老人痴呆の発

症を見るのがあります。その他、先天的に脳神経細

胞の生活力が弱いために、精神の老化が早期に来る

初老期痴呆 があります。 ボケ老人の生活法を

垂直ヨヒト（人体）の老化を知ることが必要で
す。由病理解剖の顕微鏡下で見ると細胞

が減ることであり、心筋細胞と脳神経細胞のみが再

生が出来ないのです。他の体細胞は再生が出来るが、

その再生が消耗に間に合わなくなって、重量が軽く

なることを云うのです。では、 老化をどう予防す

垂］であ。ます。①まず規則正しい生活㊥適度
な運動　④さらに前向きに生活すること　④常に何

かを考えること　㊥明るく生きることが大切である

こと（む総ビタミン、殊にビタミンEをとること

⑦脳神経細胞と心筋細胞は再生しないのですから、

脳や心臓を大切にすること（夢日常生活ではなるべ

く歩くこと（個人差を考えて）（9年に1”2回は

全身検査は必らず受けるようにすること　⑲殊に、

40才前後からの食生活法の三原則を守ることであり

栄養摂取の過剰は危険であること。

（その理由は代謝的、異化的、退縮的である人体だ

けでなく、適応性の巾が減少しているので、食事の

摂取量を多過ぎることは好ましくない）画

食物は消化吸収が容易なものをとるべきである。

（その理由は、身体の諸機能が加令と共に低下する。

消化液の分泌も減少し、運動は低下し食物の吸収率



は低下するからです）匝］各種の栄養分のバ

ランスのよくとれた食事でなければならんこと。

（その理由は、老化現象の進行を少しでも遅く、衰

えていく身体機能を賦活するからです）　そのバラ

ンスのよい食事をとるためには、1）タン′くク質は

；消化が容易で、柔かいタンパク質（例えば牛乳、

魚、豆腐など）を一日別愕／50k才以下にすること。

穀物の消化はやや困難であることを念頭に入れて生

活することです。2）脂肪は；血液中の脂肪量は一

般に加令とともに増加するのです。ことにコレステ

ロールの増加が動脈壁沈着と動脈硬化の進展をする

ので、動物性脂肪の摂取は血液中の脂肪を増加する

一方でよくない。植物性脂肪は血滑コレステロール

を低下せしめる作用があるので、サラダ油とか、特

に最近フランスからの輸入品の天然，ビタミンEと

リノール酸含有の「グレープシードオイル」が優秀

である。3）糖は；老人では体内の糖の利用がわる

いから、糖尿病に似た代謝状態を示すことが多いこ

とで、ひかえめにして、殊に肥満者には特にとらん

方がよいことです。4）カルシウム；老人はカルシ

ウムが骨から減少して、骨がくだけて骨折を起し易

い。カルシウムの欠乏は血管や他のところにカルシ

ウムの沈着が盛んになるから、乳酸カルシウムや牛

乳などを多くとってほしい。5）食塩類；日本民族

は高血圧症と動脈硬化症が多いのは、食塩のとりす

ぎが一役眉っていると世界的に有名な国際通念であ

るので、食塩の制限を真剣に守らなければならない

のです。一番よい方法は、食品中の食塩含有量表を

参考して、1日5G前後にとれると最良のようです。

参考のために、

0すし一人前の食塩量が　　　　3．3g位

○インスタントラーメン1袋が　4．5才位

○そば、うどん一杯が

0焼豚うす切り3枚

○ハムうす切り3枚

〇、ベーコンうす切り3枚

0食パン一食（120才）

0めざし2尾　　30才）

0しょう抽（大さじ）

○味噌（辛）（大さじ）

0味噌（甘）（大さじ）

3．0ダ位

0．1才位

0．7才位

0．8g位

1．5才位

1．0才位

2．9才位

2．1才位

1．1才位

6）ビタミン、その他；偏食をせずに、広く野菜、

魚、果物などをとり、ヨードの豊富なのり、海藻類

は老人に適当であると云われている。又老人の体内

の総水分量が大変減少するので、脱水症などになら

んように注意すること。

匡璽
以上の知識と生活法をよく守れば、（Dだ

れしも健康で長生きをすることが出来、

更にボケ老人になることが少なくなり、（参自分の身

の廻りのことを始末することが出来て、達者で元気

よく気持ちのよい生活をすることが出来る、幸福者

になられて、（如＼つまでも健康で若々しく、長生き

することの出来る喜びが得られて、④その間に歳を

重ねるうちに生理的な老衰が得られて、（申眠るよう

に安らかにこの世を去ることが出来るように、㊥偉

大なる神仏様にお祈りすることが、これ老いも若き

のものの生活法と思われる。

（日本医科大学，老人病研究所所属）

一米一米一米一米一米一米一米一米一米一米→米一米－

（空員誕生〕息鉢　徹若

しをマ　イ　ル）

斎藤　隆君　　鶴岡市体育協会より体育功労者の

表彰で、功労賞と栄光賞を受賞致

しました。ちなみに部門は軟式テ

ニスです。

森田清治君　　張先生の偉大なるスピーチに感銘

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C．　足達一見君．児玉光弥君

三浦正志君．佐藤成生君

余目R．C．　　佐藤孝二郎君

（今週の担当者　秋野　息）

鶴い一一Jロータリー－クラブ、創立　H綱目34．6．9　　承認　昭不旧4．6　27　253地口二
・才1梼丁．J　鶴岡市一覧均町　鶴岡商1二会議所内　電話　0235（24）7711

例会暢　矧岡有馬場町物産館　3階ホール　例会　口　毎週火曜口　午後123n～130

ヽ－1／



253地区鶴岡ロータリークラブ第1244回例会会報1984（昭59・2・7）（天候　雪　気温－3度）

Sme叩みんなに。＿タリ＿を長髪

重ん尉こ奉仕を　　＿＿＿＿＿二義〟革

出席報告‥会員堪衰≡面衰由名　画醸蔭墓≡麗容直垂套室垂葦≡≡琴蚕出席67名　確定出席率89・諮％

⊂亘二声帯亘二
田リ会長佐藤順治君

退会の　ど挨拶

此の度、佐々木栄一さんが退会されます。佐々木

さんは、中江会長の時にS．A．A．、現在は会報委員

長としてど活躍されました。本日5時からクラブ協

議会が開催されますが、終了後、懇親会と送別会を

兼ねて行なわれます。申込みのない方でも多数ご出

（＿軍事報告〕　斎藤　隆君

1．国際ロ¶グリー第258地区東京武蔵野中央口一

クリークラブ認証状伝達式のご案内

期　　日　　3月29日（木）

場　　所　　東京港区高輪

新高輪プリンスホテル飛天の間

登録料　15，000円

申込〆切　　2月末日　事務局まで

2．国際ロータリー第257地区東京西南ロータリー

クラブ認証状伝達式のご案内

期　　日　　4月3日（火）

場　　所　　ホテルニューオータニ本館

登録料　15，000円

申込〆切　　3月10日　事務局まで

3．会津若松南ローターアクトクラブ10周年記念式

典のご案内

期　　日　　4月7日（土）．8日（日）

場　　所　　ホテルニューパレス

登録料　　5，000円

申込〆切　　3月10日　事務局まで

4．会報到着

東京ロータリークラブ

5．「最近の航空情勢と庄内空港整備の進め方」

講　師　庄内空港建設促進期成同盟会特別顧問

今　野　修　平　氏

2月25日（土）1時半～3時　産業会館

佐々木　栄　一　君

只今佐藤副会長さんから

お話しありましたように、

私、明8日付をもちまして

宮城電気通信部付というこ

とで退任することになりま

した。

R．C．に入会させていただ

いたのは、1昨年2月9日

で、丁度2年になりますが、

青森時代の2年を含めましてR．C．の皆様には大変お

世話になりました。厚く御礼申し上げます。また会

報委員長を務めながら、中途で責任を放棄する形に

なりまして誠に申し訳なく、特に会報委員の方々に

は大変御迷惑をおかけした事をお詫び申し上げます。

退会後は仙台におりまして、皆様同様民間のサー
ビス関係の会社で責任者となる予定でありますが、

後任は、本社から佐藤英明というものが参りますの

で、私同様御指導のほとお願い申し上げます。

御存知のように私共は、街の電話局として皆様か

ら信頼され、親しまれる電信電話サービスを御提供

したいと色々努力して来ましたが、まだまだ不十分

で申し訳ないと思っております。

後任者も出来ればすぐ入会させていただきたいと

思っておりますので、今後とも変らぬ御指導御鞭達

の程をお願いいたします。

この2年間のお付きあいで、色々と教えていただ

いたことが多く、私の人生経験にとって本当によか

ったと、心から喜んでおります。

これまでの御厚誼に対し心から御礼申し上げて、

お別れの御挨拶といたします。

☆鶴岡青年会議所理事長中沢潔君と専務理事の

村井勢一君が就任の挨拶に参りました。

尚、山形ブロック協議会第17回会員大会が5月13

日（日）文化会館での開催につき、ロータリークラブ

の会員参加のよびかけに参りました。



お　年　間　皆　出　席　と　私

23年間のカレンダ」は私にとって、長いようで短

かかったような感じです。

私がロータリークラブに入会して23年間、私は大

勢のロータリアンと友達になりました。そうして、

大勢のロー∵ダリアンと心のふれあいで今日に至りま

した。ロー∵ダリ¶は時代と共に変っても、原点はた

だ一つであると思います。それは「親睦と友愛」で

あるということです。

その「親睦と友愛」を深めあうには、毎週の例会

やそうして色々の会合に出席して、人と人との心の

ふれあいの場をもつことが出席であると思います。

23年間出席してみて、如何にロータリーでは出席が

大切であるかということがわかります。然し、私は

この23年間ただロータリーソングを唄い、昼飯を食

べに出席したようなもので、ロータリーの基本方則

みたいなものは、今だに良くわからないのが実感で

す。会員の中には、なんだ会長職を務めたではない

かといわれる方もあるかと思いますが、会長の仕事

というものは、幹事や各委員長さんがクラブの運営

をやってくれるので、会長はただ連絡事項を報告す

るだけで、良くわからないのが実感であります。そ

れもそのはず、ロータリーでは毎年会員の委員会所

属が変るわけで、わかったようでわからない、わか

らないようでわかったようなのが現実であります。

私が昭和36年1月に入会いたしましたが、推選者

は元会員の今間壮太郎氏で、ロータリーの例会は毎

週火曜日だから、12時過ぎにひさどやに車に乗って

行ったのが運のつき、何にもわからぬままに入会さ

嶺　岸　光　吉　君

せられました。入会してみると、なかなか出席の事

がやかましくいわれていました。入会してみて、お

れみたいな者が金もないし、暇もないし務まるもの

かと心配致しました。私がこの23年間の間に2度程

欠席しそうになった。その一つは、入会して1年後

の37年11月30日のことです。夜明けに腹痛をおこし

張医院に入院し、3時間30分もかかって手術をいた

しました。その病名は廻腸蜂巣織炎という日本人に

は非常に珍らしい病気ということでした。手術後4

日目に例会があり、張先生の車で例会に出席しまし

た。今考えてみますと、くそ真面目というしかあり

ません。

もう一度は、クラブの例会を欠席した時です。勿

論その当時は近隣クラブがない時で、山形クラブか

中条クラブかにメークしないと欠席になるので、そ

の事を張先生に話したら、それじゃ中条クラブにメ
¶クに行こうということで、11時過ぎ、患者の治療

をやめて中条にメークいたしました。張先生の友情

には今もって感謝いたしております。

もし一度でも欠席していたら、23年間皆出席は出

来なかったと思います。

ロータリーという大きな組織の中で、多くのロ「

クリアンとの強力な連帯をもちながら、友情を深め

あうことの出来ました事は、私の大きな収穫であり

ます。

今後も健康である限り、ロータリアンとして他人

の為に役立つことを実践していく事を心がけて行き

たいと思います。

（委員会報告）

（親睦活動委員会〕
〇年間皆出席15年間皆出席

11年間　ク

11年間　〃

11年間ク

7年間　ク

3年間　ク

1年間　ク

三井　　健君
佐藤　　衛君
佐藤友吉君
吉野　勲君
菅原辰吉君
今野清一君
渡部利夫君

01ノ］100％出席　54名

阿蘇．阿部．張．藤川．布施．飯白．石川．石黒．
板垣（俊）．市川．川村．黒谷．小池．小松（広）．
今野・小松（三）．風間．工藤．加藤．御橋．三井
（徹）．＿三井（賢）．‾三井（健）．嶺岸．迎田．森田．

松け1（貞）．松田（t）．中江．中田．斎藤（隆）．佐

藤（忠上佐藤（順）．佐藤（衛）．佐藤（友）．新穂．
菅原．鈴木（弥）．庄司．佐々木（栄）．鈴木（茂）．
佐々木（宝）．斎藤（昭）．白坂．丹下．津田．手塚
（林）．富樫．内山．渡部．若生．山口．吉野．高田

（出席委員会）
会員誕生　　早坂徳治君．笹原桂一君

染野　　桓君．斎藤　　暗君
手塚　　拓君．内山喜一若

奥様誕生　　福島宣子様
佐藤鷹子（友吉）様

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　井上　　彬君．半田茂弥看
加藤有倫君

（今週の担当者　嶺岸光青）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34　6．9　承認　昭和34．6　27　253地区
－L拝聴局　鶴岡ホ馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴間市馬場町物産館　3階ホmル　例会　口　毎週火曜日　午後123（ト130



253地区鶴岡ロータリークラブ第1245回例会会報1984（昭59・2・14）（天候 曇　気温　8度）

Share月0ね吻－

Serpe作qpJe

みんなにロータリーを
＿みんなに奉仕を

出席報告テ会員数碍看‾出席別名≡雄席率73．97％　前回出蒔宰蚕歪驚一修正出席66着〒‾二頭蚕豆蚕率約．19％

（会長報≠⊃　内山喜＿君

2月11日15時17分の列車で佐々木栄一さんが任地

仙台に向けて出発されました。皆さんによろしくと

の事でした。

会報委員会へSAの斎藤昭さんの移籍が決定しま

した。よろしく。

ロータリー財団への献金ですが、1983年12月31

日現在で5，500ドルです。之を5，600ドルにするに

は82．49ドルが必要とのこと、一層の御協力をお願

（幹事報告）　斎藤隆君

1．例会時間・会場変更の案内

0遊佐ロータリークラブ

創立15周年とロータリー創立記念日のため

2月21日（火）午後6時点鐘

会　場　遊佐町中央公民館

登録料　5，000円

○酒田東ロータリークラブ

クラブ協議会のため

2月16日（木）

例会・協議会　午後5時より

懇親会　7時より

⊂室員スピー≠⊃

会　場　酒田産業会館

登録料　2，000円

2．日中友好のしんぶん「日本と中国」

1／25号、2／5号到着

3．第5回RYLA研修会開催についての案内

（ロータリー青少年指導者育成セミナー）

日　時　5月8日～9日

場　所　西置賜都飯豊町　少年自然の家

登録料　5，000円

申込〆切　3月10日　事務局まで。

4．ロータリーの友事務所より

1984～85年度　ロータリー手帳（1部400

円）・ロータリー全国会員名簿（1部3，000

円）の申込書到着。

申込みは3月10日まで事務局まで。

5．鶴岡田川地区日中友好協会より

日中友好山形県民のつばさ訪中団参加者募集

について

期　　日　7月17日～23日（6泊7日）

訪問先　北京、南京、上海

参加費用　28万円

申込〆切　2月末日

問合せ及び申込先　山形新聞鶴岡支局まで。

豊かな熟年と歯の健康

人間誰も年をとって老人となっていくが、若い頃

からの生活態度によって頭脳、体力の老化を防ぐこ

とが出来る。

歯の場合も同じで、自分が注意すれば他の身体の

器官よりも固い組織である歯を永持させることが出

来る。その為には、

①口の中に関心をもつこと。

迎　　田　　　　稔　君

日本人は文化の基盤が浅いせいか、関心が低い。

④成可く早く気が付くこと。

痛みとは、外部から侵された時の警告である。

歯では、最初水に染みる。それは刺激から逃げる

様にとの第一の警告である。その時に原因を取り除

く様にする。虫歯が神経に達する前に処置すること

が大切である。神経を取った歯は枯木のようなもの。



虫歯を進行程度によって区分すると、

Cl歯の表面のエナメル質たけがおかされている。

自覚症状なし。

C2象牙質までおかされる。

水が染みる。

C3神経に迄達している。

痛みがひどい。

C4神経が死んで棍たけの状態

（亘歯槽膿漏を正しく認識すること。

歯の病気でなく、歯肉と歯を支えている骨の病

気であり、永い年月を経て少しずつ骨を溶かし

てしまう。

歯槽膿漏の場合、歯科医に病気を直すお手伝いた

けで、自分で注意することの方が大切。

例えば、胃潰瘍の場合でも手術したり薬を飲んだ

りしても、医師のアドバイスを守らず暴飲暴食すれ

ば、又病気を悪化させる。歯槽膿漏の初期は、胃潰

瘍で云えば食事療法の段階であり、医師の注意を守

らなけれはより進行する。

歯槽膿漏の進行を見ると、

せ）歯と骨の関係で、先ず骨の先端が溶け歯肉が赤

く充血し、出血しやすくする。

（参更に骨が溶け、出血が多くなる。

④骨の大部分が溶け、歯がグラグラしノ膿が出て口

臭が強くなる。こうなると多数の歯を抜かなけ

ればならない。

歯槽膿漏の予防

口の中に関心を持って、、歯を大切にして永く持た

せようとする意識を持つこと。歯槽膿漏の原因であ

る骨が溶けるのは細菌の働きである。その細菌を押

える白血球の供給を良くすること。又、歯肉の先端

で血液の流通が悪くなり、膿がたまって炎症を起こ

してくる（その炎症を防ぐ為に手術や歯槽膿漏の処

置もあるが、自分自身で出来ること、それは血液の

渋滞を無くする様にする。その為には歯肉を圧迫し

て血液の流れを良くしてやる、固い歯ブラシで強く

圧迫する、少し出血しても良い。指先でのマッサー

ジも効果的である。それを繰返すことによってウッ

血が取れ、歯肉が固くしまってくる。

以上の様に、自分で直すより悪くしない努力が最　　、

も大切。

日本人の歯の喪失の割合を年令別に見ると、

35才　－　2本

40才　－　3．26本

50才　－　7，35本

65才　一一17．5本

例えは、他の身体器官で20本ある指のうち1本で

も無くすれば大変なことになる。それに応じた関心

を口の中にも歯にも持って欲しい。

⊂吏ジク　ー）
山形南R．C．　茨木隆夫君

温海RC．　　渡部晃雄君

ロータリー用語便覧仕カ

チャーター・ナ　国際ロータリー理事

イト　　　　会で加盟が承認され

た新しいクラブの創立とR．Ⅰ．加盟承認

の式典を指している。→加盟認証状伝

達式。

中央事務局
エバンストンのSecretariatのこ

と。国際ロークリ【運営上の事務

立川R．C．　　滝　　禅源君

鶴岡西R．C．　佐藤　　拡君

（今週の担当者　菅原辰吉）

㊥命や命令榊命令や㊥㊦づ・

は、その殆んど一切がこの中央事務局で統一処理さ

れている。たた、欧州のクラブに対するサ帆ビス

（Service to Clubs）は、チュ一一リッヒ事務局

が行なっている。この事務局のメンバーは、各国人

によって構成されている。また、日本・グアム・北

マリアナのクラブに対するサ【ビスは、東京支局が

行なっている。

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6　9　承認　昭和34．6・27　253地区

事∴彷務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12・30～130

し～

＼へ
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写れare月bb瑚－

Se印e搾叩Je

葬左を宣日章要三≡委
画喜秦荘を三二≡

出席報告：会昌73名　出席59名　出席率孤・82駕＿前回出席率73・97％　修正出席65名　確定出席率89・04％

（j＿重し＿旦二きつ
内　山喜一君

2月も残すところ少なくなり、又今月は世界理解

月間、ロータリー創立の月でもあります。又、のち

ほど石黒バストガバナーからスピーチをいただきま

す。

昨日、外部拡大の会合が上野委員長を中心に、現

メンバーを中心に説明がありました。会員皆様の新

クラブへの熱意と情熱が見受けられました。当クラ

ブ及び西クラブ等も宜しくお願いいたします。

これで会長報告とします。

〔会員スピー≠つ

（幹事　報告）
斎　藤　隆君

1．例会日時・場所変更のお知らせ

余目ロータリークラブ　一泊研修のため

3月4日～5日　　点鐘　午後6時15分

場　所　　湯の浜「亀屋ホテル」

登録料　10，000円

2．日中友好のしんぶん「日本と中国」

2月15日号到着

3．新会員氏名発表

佐藤英明氏（鶴岡電報電話局）

世界　理解　月　間について

来る2月23日は第78回目ロータリー創立記念日で

あります。そして昨年よりこの日を「世界理解と平

和の日」とされ、今年度よりは2月を「世界理解月

間」と定め、それぞれのクラブ或は会員一人一人が

世界理解と平和のためにロータリー精神を思い起し

例会において、これにちなんだ活動計画を行うよう

要請されております。

先づ最も簡単な活動としては、ロータリー財団或

は世界社会奉仕のプロジェクトに全ロータリアンが

1人当り1ドルの寄付を考慮するよう呼びかけては

しいとのことであります。国際奉仕委員長に代って

ど協力をお願いいたします。

当クラブにおいては、財団への寄付額も米山奨学

会の寄付額も更には交換学生受け入れ派遣とか、海

石　黒　慶之助　君

外R．C．との姉妹クラブ提携、或は財団奨学生の推薦

米山奨学生のカウンセラ「、G．S．E．の受け入れ派遣

などに貢献した実績を持っているクラブであり、ま

だやったことのないのはクラブ単位のWC．S．（世界

社会奉仕活動）位であります。

従って、私から今更ロータリーの国際奉仕につい

てくどくど申し上げるのは全くの蛇足と思いますの

で、これについてはもっと深くフォーラムやアッセ

ンブリーで申し上げることとし、今日は神代の伝説

についてお話しいたしますので、尋常小学校当時の

先生のお話を想い出しながらお聞きいただきたいと

思います。

昨年12月10日～12日、宮崎市において国際ロータ

リーアジァ第一ゾーンと第三ゾーンロータリー研究



会が開催され、それに家内と共に参加してまいりま

した。日本のD．P．G．、D．G．、D．G．N．が夫人同伴で集

まり、R．Ⅰ．の近況を末永・菅野両理事より報告あり、

更に日本のロー∵グリー今後の発展のためのバズセッ

ションを行ってまいりました。その内容は後日時間

があれば報告することも出来ますが、本日私共同期

のガバナーが台湾、韓国の連中と共に向笠直前会長
サイトパル

ご夫妻と共に西都原古墳の見学を行った時の報告

をいたします。

向笠前会長は、Mankindis Oneのテrマをか

かげ、国際ロータリーの管理運営に当られました。

「人類は一つ」と言われても白色人種、黄色人種、

黒色人種の夫々の先祖は吾々の想像以上の大昔の先

祖であり、仲々複雑な関係だと考えられます。また、

昨年鶴岡の年次大会に来られた会長代理英子珊先

生は、「皆様は天照大御神のご子孫でありましょう

し、私共漢民族は黄帝の子孫であるから、天照大御

神と黄帝は兄弟でありましょう」と申されました。
サイトパル

こんなことを考えながら、特別史跡西都原古墳
オ　サ　ホ　　　　メ　サ　ホ

の男狭穂塚、女狭穂塚（130mにおよぶ前方後円

墳）を特別拝観させていただきました。

最近、バイオテクノロジーの進歩により、試験管

ベビーの誕生とか、遺伝因子の組みかえのような、

神を冒漕するような科学の進歩が現われ、人倫を破

壊しかねない時代を迎えようとしております。こん

な時、素朴な神話もスピーチによいのではないかと

思います。

天孫降臨の高千穂の峯より下られた遜適芸の命は
サイトパル

西都原附近の山地諸々の神と集落を造って住んでい

た。そこが現在の三宅神社である。尊は女の神が川

で洗濯しているので声をかけたら、ふりむいたが顔
ツバハキ

がみにくかったので唾をはいた。その川が「唾吐

川」である。更に足を進めたら、別の川にまた女の

神が洗濯していた。声をかけたら大変美人であり、
オオヤマズミ　ミコト　　　　コノハナサクヤヒノ

お名前を尋ねたら「大山紙の命の娘で木花開耶媛

と申します」と答えられた。壇々杵尊はこの姫をお

嫁にしたいと申されたが、姫は「親の許しがあれば

お嫁になってもよい」と申された。墳々杵尊は事勝

国勝長狭彦を大山祇命へ使者として結婚を申し込ん

だ。大山祇命は「木花開耶暖には姉の磐長姫がいる

ので、2人の姫を共にもらってもらえないか」と云

われ、勝長狭彦は姉もきっと美人と考え、2人一緒

なら尊にも異存あるまいと考え、申込みを受けた。
アイソメ

先きに尊と媛との出会った川を「逢初川」という。

さて、勝長狭彦が帰って尊に2人のご姉妹を共にお

嫁にもらうことを報告したところ、尊は大変喜ばれ

お許しになった。ところが婚礼となって側に座られ

た磐長姫を見たら、世にも稀な醜女で、尊は大変驚

き、大山祇命におことわりした。大山祇命は「磐長

姫をもらって下されば、日本は岩のようにどっしり

と長く続くだろうに……」とくやまれた。磐長姫は

自分の顔のみにくさを悲しみ、自分の鏡を投げ捨て

た。その鏡が米良の銀鏡となり、銀鏡神社に磐長姫

をお祭りしている。当地方には美味しい米が沢山と

れている。壇々杵尊は木花開耶媛のため八尋殿を

造り、ここに住わせた。尊は周囲の部族でまだ従わ

ぬものを征伐にお出かけになり、長い間御殿を留守

にし、帰ったところ暖が堆娠していた。尊はこれは

自分の子であるまいと疑われた。姉妹心はこわいも

のです。媛はまことに心外であり、「それでは家を

造って下さい。私はその産家で出産したとき、家に

火をつけて下さい。火の中で産んだ御子が焼死しな

かったら尊の御子と考えて下さい」と云って火の中

で3人の男子をお生みになった。木花開耶暖は古事

記によれば、ポボは焼きただれ、もう使いものにな

らず、若くしてなくなったそうです。この家を無戸

室といい、現在は大木の薮かげになっている。3人

の御子が産湯を使った池が残っており、この池を、

「児湯の池」と称し、名所になっている。3人の御

子は、

火　照　命（ホテリのみこと）……（海幸彦）

火須勢理命（ホホスセリのみこと）

ヽ＿■／

ヽ■r・／



火還理命（ホオリのみこと）‥‥‥（山幸彦）－
ウカヤフキアユズ

ー鵜葺草不合命¶神武天皇

兄の大切な釣針を使って漁に出かけ、

失する。竜宮城で海神の娘豊玉昆売をめとる。
：誓紛｝

この地方を最近まで児湯郡と称し、妻、穂北、三納、

三財、都於、東米良が合併して西都市となっている。

全国の市でここだけにR．C．ができていません。

大山祇命は石貫神社に祭られている。（山の神）

≡孟芸芸芸≡芸芸芸塚桓陵とされている。

西都原にはその他200余りの古墳が点在し、5世紀

～6世紀にかけての繁栄を物語っていました。景行

天皇がくまそ征伐に来られたとき、この地方を「日

向」と命名された。

極めて大らかな楽しい神話に心を暖めながら、台

湾や韓国の友人と大いに親睦を深めてまいりました。

「世界理解と平和」は何人も望むところでありま

すが、世界中到る処で不信感、精疑心で溢れ、一触

即発の危険がただよっております。目には目、歯に

は歯と力での対抗は、人類の不幸をまねくだけであ

ります。ロータリーの善意と友情による相互理解が

本当に必要ではないでしょうか。

≪ポールハリスメタル授与≫

風　間　真　一　君

富　樫　艮　吉　君

お知らせ

財団基金として13，453円

（青少年委員会）

○鶴岡青少年育成集会へのご案内

目　時　　2月26日（日）

場　所　　荘内神社参集殿

昭和59年2月13日

鶴岡ロータリークラブ

会長　内山喜一殿

鶴岡市青少年育成市民会議

会長　高　橋　和　吉

青少年育成鶴岡地区集会への参加依頼について

厳寒の候、貴台におかれましてはますますご健勝

のこととお喜び申し上げます。

当市民会議の事業推進につきましては、平素から

格別のご理解とど協力を賜わり厚くお礼申し上げま

す。

さて、県あすをきずく青少年県民会議と庄内地方

青少年育成推進員連絡協議会、それに当市民会議で

は、青少年育成活動の一層の進展を図るため、来る

2月26日（日）、荘内神社参集殿において、標記の集

会を別添要領のとおり開催することにいたしました。

つきましては、本集会を実り多き集会とするため

に、貴会からも5人以上のご参加を賜わりたく、ご

多忙の折柄大変恐縮ではございますが、特段のど配

意をお願い申し上げます。

昭和58年度青少年育成鶴岡地区集会開催要領

1．日　　的

増大する青少年の問題行動に対処して、健全な

家庭づくりや環境浄化等、青少年をとりまく諸問

題について、広い視野から的確に把握し、認識を

深めるとともに、それぞれの地域の実情に即して

効果的な活動を推進していく方策を兄いだすため、

広く青少年関係者の参集のもとに、地区集会を開

催し、21世紀を担う青少年の健全育成に資する。

2．主唱・主催・後援

主　唱　　山　　形　　県

主　催　　山形県あすをきずく青少年県民会議

鶴岡市青少年育成市民会議

庄内地方青少年育成推進員連絡協議会



後援襟　　鶴岡市・藤島町・羽黒町・櫛引町

三川町・朝日村・温海町

3．期　　日　　昭和59年2月26日（日）

4．場　　所　　鶴岡市　荘内神社参集殿

5．参加範囲

市町村　　鶴岡市・藤島町・羽黒町・櫛引町

三川町・朝日村・温海町

参加者　　学校、地域、職場の青少年育成関係

者及び一般市町村民

参加人員　　250名

6．　テ　ー　マ

tt地域での子どもの育成活動について1－

－はぐくもう地域をになう子どもたち－

7．日程・内容

12：301：00　1：30　　　2：30　　　　3：40　　4：00

受付 �開会 行事 �講　演 �パネル討議 �集会室言 閉　会 

○講　　　演

・演　　題　　「地域の中の子育て」

・講　　師　　遠藤陽作先生

（東村山郡中山町立

中山中学校教頭）

○パネル討議

・パネラー

斎藤　欽也（鶴岡市PTA連合会会長）

近藤徳太郎（三川町青少年育成推進員）

五十嵐金昭（朝日村青少年育成推進員）

・司　　会

渡部要一（庄内支庁　青少年専門員）

⊂互二二＿±コ∈）

佐々木記彦君　電々公社の講演謝礼の一部

佐藤　衛君　商工会議所議員マージャン大会

優勝

白坂　久君　交通公社酒田支店の移転につき

三井　　健君　　2月6～7日仙台出張から無事

鶴岡へ

しゲ　ス　ト）
デビット．Aノ＼インライン君

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　佐藤成生君．佐藤　　等君

加藤有倫君

（今週の担当者　小松三雄）

ロータリー用語便覧㈹

追加ロータリー　既設のロータリーク
・クラフ　　　ラブの存在している

都市で、境界をはっきりきめ得る二カ

所以上の地域があり、しかもその各地

域が少なくとも新クラブ結成に必要な職業分類の最

低限度数をもっている場合、既存クラブがその区域

の一部を譲渡すれば、その割譲された区域に新たに

ロータリー・クラブの結成ができる。その場合、結

成されたクラブを追加ロータリー・クラブと呼ぶ。

これに対して、区域の一部を譲渡したクラブをOr－

iginalClubというが、わが国では「新クラブ」とも

言っている。ただし、OriginalClubは、新クラブの

区域内から、その事業の活動範囲が全市域に及ぶ会

員を入会させる権利を引続き保有することができる。

1974年、ミネアポリスの規定審議会は「既存のロ

ー∵グリー・クラブの承諾があれは、その同じ区域内

にAdditionalClubを結成できる」という制定案74L

50を採択したので、全世界のクラブからの反対投票

が所定の最低限に達しない限り、1981年1月1日か

ら発効することになる。

だれであれ、同時に幾つかのクラ
二　重　会　員

ブにおいて正会員、シニア・アク

チブ会員、またはバスト・サービス会員となること

はできない。

机岡ロータリー－クラブ創立　昭和34．6　9　　承認　昭和34．6　27　253地区
・il．播　hj　仙岡　市．1も場剛　鶴岡商工会議所内　宣．講　0235肌）7711

例会均　槻射　馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎旦火曜日　午後12・3n～130



253地区鶴岡ロータリークラブ第1247回例会会報1984（昭59・2・28）（天候　雪　気温13度）

ShaI℃月0bIy一

鎚整⊥＝≡一子妻昼孝二蔑＿＿≧
出席報告：套嘉琵毒≡蓋霧51名　出席率恥鹿妻≡主義回出席率重要％　修正出轟褒≡垂≡確定出席率鉱二部％

（画室）　内山喜＿君
本日は2月の最終例会です。まだ寒さの続く今日

この頃です。

さて、会員でありました中村富昭さん（東北電気
工事㈱鶴岡営業所長）が、この度酒田営業所へ転勤
が決まり、退会が承認されました事をご報告致しま
す。

ロー∵グリー財団への協力ですが、第253地区では

第1位が相席ロー∵グリークラブで、鶴岡口一グリー
クラブが第二位（6．100％）との案内がありました。

尚、会員の皆様方に感謝を申し上げると共に、重ね
てのご協力をお願い申し上げます。

（会員スピーチ）
ロ　ー　タ

先達て森田プログラム委
員長から「ロ岬グリーと私」
の題でスピーチをするよう
に仰せつかりました。
その主題には二つのとら

え方があるかと思います。
一つは亡くなった早坂さん

がよく仰言っていた「ロー
タリー哲学」に関するもの
と、もう一つは簡単に「私
とロータリーとのかかわり

合い」位の意味があるかと思います。勿論私には、
「ロータリー哲学」とは難解でありまして、他人に

話をするものは何もありません。従って当然後者の
意味にとって、私が入会以来のロータリーの私にか
かわった出来事位の事でお茶をにごさせて頂きたい
と思います。

私が鶴岡R．C．に入会させて頂いたのは、斎藤栄作
さんが会長だった64～65の年度でした。当時会員
だった山形相互の渡部勝美現専務の御推薦でした。
私と殆んど同時に佐藤忠さんが入会されたのを覚え
ております。今、当時の名簿を見ると、当時の会員
では硯在12人の方々が残っているに過ぎません。又

退会されて現在御丈夫な方も16～7人です。あれか
ら丁度20年、月並みの云い方ですが、世の中のうつ
ろいと云ったものに感慨無きを得ません。
入会当時の事を思い返しますと、一言にして云え

は何が何んだかわからない。全く無我無中の一言で
した。特にとまどったのは、やたらに横文字の多い
事で、20数年横文字にとんと御不沙汰の身には全く

〔幹事報告）　斎藤　隆君
1．福島西R．C．認証状伝達式のご案内

期　　日　　4月8日（日）12時より

場　　所　　民報ビル　ロイヤルホール
登録料　12，000円

申込〆切　　3月15日　事務局まで
2．財団法人ロータリー米山記念奨学会より

盟年度上期の寄付金明細表到着
3．鶴岡青年会議所親睦マージャン大会開催のこ案内

期　日　3月18日（日）　集合時間1時
会　場　山王プラザ　　会　費　3，500円

4名で1チームにして3月12日まで事務局へ申込

リ　ー　と　私

三　　井　　　　健　君

関りました。これは今でもそのままの状態です。
最初、未だに残っている思い出は、甥の三井玉男

が南校3年在学中、私の入会翌年度の張さんが会長

時代、アメリカ、ニュージャージーに当クラブ第一

回の交換学生として渡米した事でした。余談ではあ
りますが、玉男は当時一年間修得した英語が非常に
役立ち、東芝入社後も対外国際接渉に役立ててもら
い、現在は夫婦と、子供三人を連れてニューヨーク
支社に勤務しております。

愉快な思い出としては、張さんの会長時代に、安
斎ガバナーの公式訪問で、例会後引き続きクラブフ
ォーラムが行われたのですが、2時間の予定時間が
なんと延々と続き、当時の荘司繁太郎さんが我慢し
かねて「時間を厳守するロー∵グリーが時間を守らな
いのはおかしい」と発言した処、安斎さんの激怒を
買った事等、なんとなくおかしさの混じった思い出
です。

翌年、早坂さんが会長時代、私は笹原桂一君の下
に副幹事を勤めておりましたが、米国から第一回の

交換留学生アイリン．エヤハルトさんが来日され、
三井徹さんの所から北高校に通学致しました。彼女
は非常にしとやかで、どちらかと云えば日本人以上
に日本人らしさのある女の子でした。その後再度来
日し、早稲田に留学し、現在は学者と結婚し、新聞
記者となっているようです。

早坂さんは後にガバナーになられた方で、それだ
けロークリ”には御存知のように非常に力を入れら
れ、創立8年の若いクラブにしては、各方面にロー
タリー活動の巽を拡げられました。当時地区内で3

番目位で西クラブと共同スポンサーとなり、鶴岡西



高にインターアクトクラブも設立されました。

第10代の会長は石黒慶之助さんでした。未熟な私
が幹事を仰せつかりました。今もってみると、石黒
さんは御存知の性格、私は只々その供尾に付す、るの
み、会長が幹事兼任で、私は副幹事そのものでした。
又、同年度はクラブ創立10周年に当り、石黒会長は
随分前から色々計画をこらして、度々会長宅に集ま
って相談を致しました。当時集まったメンバーの中
に現在残っているのは会長の石黒さん、副会長の三

井徹さん、それに幹事だった私と三人だけです。式
典は昭和44年6月10日に挙行されました。式典委員
長は池内方平さんでした。場所は駅前の農協会館の
四階であったと覚えてます。張さんの御努力で沢山
の写真を飾り、彩を添えて頂きました。又、祝宴で
は都亭さんのサービスで、大変豪華な御馳走でした。
当時まだ珍らしい鯛の生き造り等が出て御客さんを
喜ばせたような思い出があります。但し、一番喜ん
だのは私共があとで「ひさど」屋での直会で、その
頭とどんがらで汁を作ってもらい堪能した事など覚
えてます。

「ひさご」屋のついでに思い出すのは、当時の御
馳走で、幾皿も御馳走があるわけではありませんが、
心のこもった旬の魚や野菜を変な味つけをしないで
素材のうまさで喰わして貰った事など懐かしく思い
出します。当時確か食費が300円で、これではとて
も間に合うまいと、会長と私が茶の間で50円の値上
げを申し入れたら、逆に「ロータリーでもうけなく
とも良い。唯、皆さんに時々ひさごを利用して頂け
ばいいんだ」と、返ってダダはんに値上げを断られ
た思い出があります。
話がわき道にそれましたが、10周年記念として交

通安全協会にシグナルとか標識を載せた幼児のため
の交通安全教育用積載車を寄付致しましたが、ほん
の初めだけ2～3利用されただけで、あとは車庫に
入りっぱなしとなり、殆んど有効に利用はされない
ようでした。これは20周年の記念の噴水もそうです
し、記念品というものの選択のむずかしさをつくづ
く考えさせられます。
尚、次の年度は会長が三井徹さん、その義弟故に

私は二年続けて幹事を仰せつかりました。
さて、話はとびますが、次には昭和48年に行われ

た地区年次大会です。当時早坂さんがガバナー、安

藤達助さんがクラブ会長、小松広穂さんが幹事とい
うスタッフでした。又、地区では幹事に小池繁治さ
ん、副幹事に三井賢二さん、故高橋正太郎さんで、
大会の方は大会委員長が金井勝助さん、副委員長は
佐藤伊和治さんと小花盛雄さん、大会幹事が石黒慶
之助さん、副幹事に三井賢二さん、高橋正太郎さん、
S．AAに佐藤忠さんという絢らんたる顔ぶれでした。
これで大会が成功しない筈はありません。全くの自
画自賛ではなく、大成功であったと思います。特に
幹部の方々の御努力でお呼びした三笠宮様の「イン
ダス文明について」の講演は大変な好評でした。但
しその接待に当られた金井さん始め幹部の方々のお
気使いと気苦労は大変だったと察しております。又
こういう催事の際に高橋正太郎君の才能は全く特異
なもので、今地下に眠る彼の最盛期であったような
気がします。
私が会長を仰せつかったのは78～79の年度でし

た。幹事に同級生山口第之助さんをお願いしました。
ガバナーは天童の黒沢茂さんで、何もわからぬ我々
を懇切にお教え下さいました。今でも黒沢さんには
尊敬と親愛の情が一杯です。私の会長の年度では、
なんといっても54年4月22日に行われたクラブ創立
20周年の記念行事です。鶴岡市長、ガバナー、バス

トガバナー以下の御招待の外、姉妹クラブの台中港
区扶輪社からは揚会長以下19名の会員及び夫人、そ
れに同じく姉妹クラブの鹿児島西クラブからは藤安
会長以下16名の多勢の方々の御参加を得まして、産
業会館五階ホールで式典、引き続き公園内参集殿で
祝宴を催しました。参加人員約220名で、残念乍ら
一寸窮屈でしたが、折からの公園の満開のさくらを

何よりの御馳走として行われました。20周年記念品
としては、先に一寸ふれたように、市にバラ園の中
に噴水を寄付致しました。行事に際しましては、大
会実行委員長に佐藤忠さんをお願いしまして、総て
をお任せしました。佐藤さんは実に綿密な計画を立
て、細かなチェックで実行に移され、大成功裡に終
ったと思っております。が、なんといっても圧巻は　　＼－＿ノ

満開の桜でした。近く4月17日に25周年が同じ参集
殿で行われますが、季節の遅れる今年はどうなりま
すか心配です。

52～53年度は石黒さんのガバナー年度でした。

大方の方は57年10月2日3日の両日に亘って行われ
た地区年次大会については、思い出も新たな事と思
います。石黒ガバナーの下、三井徹大会委員長、佐
藤思大会幹事以下会員一同が打って一丸となり、大
成功を修めました。特に草柳大蔵さんの記念講演と
郷土出身の若手のホープ加藤紘一代議士、渡部昇一
教授及び司会黒沢バストガバナーに依る「日本人の
体質と今後展望」の題名に依るシンポジウムは其の
質の高さと内容に於て、且てない成功ではなかった
かと思います。

かくて私は、我がクラブは事に当り団結を以って

当れば必ず成功する事の確信を持つに至りました。
長々と申し上げましたが、最後に私はロータリー

に依り多くの知己を得た事に感謝しております。と
にかく我々は職業上の付き合いとか、学校の先輩後

輩、或いは近所の付き合いとかに限定された付き合
いだけになり勝ちです。ロータリーでは職業を超え

年齢を越えて知り合いになれ、友人となれます。こ
れがロータリーの特長であり、一番の有難い処と思
っております。私は大正二桁、現在62才です。これ
からも諸先輩は勿論、若い方々からあらゆるものを
吸収しながら、皆様の麒尾に付していきたいと思い
ますから、一層の御指導の程をお願い致します。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C・　佐藤成生者．加藤有倫君

（ス　マ　イ　ル）
笹原桂一君　　長女が聖心女子大学へ合格されて。
石黒慶之助君　クアラルンプールに住んでいる初

孫が現地の高校でなく日本の日本
女子大附属高校へ合格されて。

鈴木弥一郎君　　孫が明治薬科大学へ合格されて。
（今週の担当者　秋野　　忠）
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253地区‾鶴岡ロータリークラブ　第1248回例会　会報1984（昭59・3．6）（天候　小雪気温　4度）

出席報告：会員74名　出席56名　出席率75．68％－

（二吏亘二重∃⊃　内山喜＿君
○鶴岡電報電話局長佐藤英明さんの委員会所

属S．A．A．に決定。
0第5回クラブ協議会3月6日を、4月16日の台中

港区R．C．との姉妹クラブとの続盟式と合併して催
したい。尚、台中港区R．C．から電話で、続盟式並

びに当クラブ創立25周年に参加者約40名来日。
○ロータリー財団奨学生として推薦があった鷲田良
一さん（本町3丁目14－25、東海大学教学部卒）

来る4月7日審査会で決定。

前回出席平和・旧％　修正出席別名　確定出席88・89％
‾　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　l　　　　　　　　　　－　　　－　－　　　　　　　－　－

〔商事報告つ　斎藤隆君
1．会報到着　　立川ロータリークラブ

2．日中友好のしんぶん「日本と中国」

2月25日号到着

3．国際ロータリー第253地区インク∴十シティミー

ティングご案内

期　　日　　4月14日（土）

時　　間　10：30′－15：20

場　　所　　山形グランドホテル

申込〆切　　3月15日（木）事務局まで

〔会員スピーチ）
雛人形の発生と変遷について

日本人は、日本のおかれ
ている恵まれた地理的風土
の関係上、四季それぞれの

季節感を非常に尊重します。

暗い寒い冬が終り、明る
く暖かい春の訪ずれを桃の

花と共に雛を飾って喜び祝
うのです。

女児の初節句を祝って3

月3日を前後して国中のあ
ちこちの家庭で繰り展げられる雛まつりは、子をい
つくしむ親としての心情の他に、日本人の持つ心根

の優しさが感ぜられますし、子供の頃のなつかしい

記憶も引出されて、いっとき童心にかえる思いが致
します。

雛人形の「雛」の語源をど存じでしょうか。辞典
には鳥の雛のどとく小さい人形の意とあります。古

くはひひなあるいはひいなと云いました。生れたば

かりの鳥の子がヒヒと鳴く。即ちここチタのつまっ

たのが語源といいます。

源氏物語には、若い頃の源氏が幼い紫上を相手に
して「ひひな遊びし給ふ」一節があります。一種の

人形遊び、ままごと遊びであり、今の雛祭りの原型
がそこに感じられます。

ところで「にんぎょう」と呼ばれるようになった

のは、さらに時代を経た中世からのことで、千年以

上の昔は「ひとがた」と言い、人間の形をしたもの
を紙や草で作り、信仰やまじないの用具としました。

市　川　輝　雄　君

三月上巳（三月初めの己の日）には、この「ひと

がた」で自分の体をなでて、身のけがれや禍いをは

らい、それに移し代えて川や海に流し捨てたのです。

現在でも山陰地方などでは、雄祭りがすむと紙雛を

川に流して女の子達の安泰を祈る習慣があります。
又、人形の源流のひとつとして「天児」（あまが

つ）と「這子」（ほうこ）があります。「あまがつ」

は30mほどの竹一本を横にして両手にし、二本束ね

て胴をつくります。それに丸い頭をのせ衣裳を着せ

平安時代、貴族のあいだで用いられました。源氏物

語のひひな遊びもこれの類と思います。「ほうこ」
は這い這いする幼児にかたどった縫いくるみ人形で

江戸時代に入ると庶民の間に幼児の被い信仰の人形
として普及しました。これは流し捨てるものでなく

子供の身近なところにおいて禍いをこれに移し負わ
せるためのものでした。

時代と共にだんだん雛人形化してゆくにしたがい
室内に飾るように変って、つくり方も手を加え精巧
な作品に変身してゆきます。

室町時代になると、信仰用具からしだいに愛玩・

鑑賞用に発達して3月3日の行事に定着したことが

当時の公卿日記などに残されています。

江戸時代に入り、国内の長い戦乱が静まって平和
な日々がくると、雛人形としての本格的な製作が始

まってきます。民間でも3月3日に桃酒を酌み、草

餅を食う習慣が年中行事化し、やがて雛まつりの遊
びが芽生えてきます。

しかし、いづれにしても江戸期の雛人形は室町時



代の御所風俗を摸してつくられてきました。（衣冠
束帯・直衣・狩衣姿の男雛、唐衣裳・小社（こうちぎ）
或は白」ヽ袖緋袴の女軍）

雛祭りは最初女の子の誕生と関係なかったのです
が、江戸中期より女子の初節句を祝うものとなり、

娘が結婚する時には嫁入道具に雛を加え、嫁入後の

初節句に雛祭りを行う風習が生れました。

初期には雛段の様式はみられず、毛せんなどの上
に雛を並べていましたが、元禄頃より段に飾りつけ

るようになりました。町人が社会経済の実権を握る
ようになると、雛は年々豪華なものになり、幕府か

らはしばしば取締り令が発せられて、身分不相応な
ぜいたくを禁じられましたが、仲々改められません

でした。

江戸時代に華かな行事として繰り返された雛まつ

りも、明治の文明開化時代を迎えると、旧習一新の

明治政府の方針で「五節句廃止」令という激動をう
げ、節句の行事も一時衰えて、江戸の雛市も昔の夢

となるのですが、やがて欧米主義の反動として古き

よき時代をなつかしむ風潮が台頭し、再び節句行事
が盛んになってきました。

先日のNHKテレビの番組で「日本の面影」と題
してラフカデオ．ハーン（小泉八雲）が、いかにして

日本に魅せられ、心の故郷を求めて明治をさまよっ
たか、その第一回が放映されていましたが、ニュー

オリンズの万国博で日本のさまざまな生活用具、と

りわけ雛人形や小道具に伝説の国日本への憧れを強

く感ずる場面が印象的でした。

どこの国にもさまざまな人形がありますが、男女
一対の人形を「お群棲」と敬称で呼んで、これを段

に飾り、女の子達の健康と幸多き将来を祈る。こん

なほほえましい伝統的な人形まつりを今も国民行事

として持ち合せているのは、広い世界に日本だけで

す。

先程のラフカデオ．ハーンを持ち出すまでもなく

心の故郷、日本の良さというものは、ささやかな郡

まつりの中にもひっそりと息づいていることを再確

認してもらいたいと思います。

⊂軒会員紹亮つ　庄司嘉男君
鶴岡電報電話局前局長佐々木さんの後任として参

りました佐藤英明さんです。出身は青森県で、昭和
22年6月の誕生です。昭和45年東北大学経済学部を

卒業、本社の職員局調査課の課長補佐ということで
ございます。

自宅は前の局長さんと同じ家中新町1－35。子供
は長男巌宏（みちひろ）君、長女恭美子（くみこ）さん
趣味は柔道三段、野球、ゴルフ、釣、絵画鑑賞でござ
います。前局長同様によろしくお願い申し上げます。

こ　挨　拶

唯今ご紹介いただきまし
た鶴岡電報電話局長の佐藤
でございます。未熟な者で

すが、当クラブの奉仕の精
神で、精一杯頑張りますの
で、よろしくお願い申し上
げます。

（委員会報告）

（亘少年委員会）
第5回ライラ研修会が5月8日9日開催されます

が、出席はどなたでも結構ですが、青少年委員会で
とりはからいたいと思います。（青少年委員会一市
川輝雄君．若生恒吉君．佐藤友吉君．山口篤之助君
三井賢二君．佐々木詰彦君．御橋義辞君）

⊂親睦活動委員会）
会員誕生　石塚敏彦

御橋義諦
佐藤　　昇

奥様誕生　　早坂保江様．石川徳江様
板垣地永子（広志）様．石塚綾子様
小松陽子（三雄）様．嶺岸豊子様
松田照子（貞夫）様．高橋多恵子様
佐藤晴子（衛）様．高田紀子様

（出席委亘至つ
年間皆出席　12年間皆出席　　小池繁治君

11　〃　　　　板垣俊次君
8　　ク　　　　迎田　　稔君
6　　〃　　　　川村徳男君

2月10095出席　　51名

阿蘇．張．藤川．福島．早坂．布施．飯白．石川．
石黒．板垣（俊）．市川．川村．小池．小松（広）．
小松（三）．風間．加藤．御橋．三井（徹）．三井（資）
三井（健）．嶺岸．迎田．森田．松田（貞）．松田（士）
中江．中野．斎藤（隆）．佐藤（昇）．佐藤（息）．佐
藤（順）．佐藤（衛）．佐藤（友）．新穂．菅原．鈴木
（善）．鈴木（弥）．庄司．鈴木（茂）．佐々木（羞）．
斎藤（昭）．白坂．丹下．手塚（林）．富樫．内山．
渡部．若生．山口．吉野

⊂L三上＿」と＿）
佐藤　忠君　　親睦マージャン大会優勝して
庄司嘉男君　　　　　ク　　　　準優勝して
川村徳男君　　　　　〃　　　1位優勝して
張　紹渕君　上野駅で1円を拾い、財団に寄付
御橋義諦君　　3月1日210名の生徒無事卒業して
加藤　賢君　　家政高校卒業アルバム作成して

（ビ　ジク　リ
見附R．C．　　山田富雄君
温海R．C．　　佐藤五着工門君．阿部一大君
鶴岡西R．C．　児玉光弥君

（今週の担当者　嶺岸光吉）
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〔車重）
内山喜一君

過日、小松広穂さん40度近い発熱が4～5日続き

その加療のため入院。又、石川寿男さんが胃潰瘍手

術のため相前後して入院されました。

私と幹事でお二人の入院先宮原病院へお見舞いに

参り、規定のお見舞金を差し上げて参った次第ですも

幸いお二人とも非常に元気でして、順調に快方へ

向われているご様子とお見受けして参りました。

お二人から、会員各位へ呉々もよろしくとのこと

です。お伝え申し上げます。

（幹事報告）　斎藤　隆君

1．国際ロータリー第250地区礼文R．C．、利尻R．C．

利尻島R．C．認証状伝達式のご案内

期　　日　　礼文R．C．5月19日（土）

利尻R・C・、利尻島R．C．合同

5月20日（日）

登録料　10，000円

申込〆切　　4月5日事務局まで

2．会報到着　　東京ロ「グリークラブ

3．新会員の推薦に関する氏名発表

匹田良平さん

東北電気工事㈱鶴岡営業所長　電気工事

（二享亘亘∃⊃湯田川め

1．茂吉の歌

式内の由豆佐責の神こ

こに在す透きとはる湯

は湧き出て止まず

斎藤茂吉

2．金峯山頂より湯田川展
七月

湯田川郷は、庄内平野

飯野準治さん

荘内三菱電機商品販売㈱代表取締役

電気機器販売

（委員会報告⊃

（国際奉仕委員会）　三井鍵君

0台中港区扶輪社と鶴岡R．C．姉妹クラブ続盟式

日　時　　昭和59年4月16日（月）

場　所　　温海温泉　万　国　屋

続盟式　　午後5時

祝　宴　　午後6時

会員は日帰り7，000円、泊り12，000円。御夫人も

御参加下さい。
0鶴岡R．C．25周年記念式典

日　時　　昭和59年4月17日（火）

場　所　　荘内神社　参　集　殿

第一部式典　　正午より

土曜会合唱

第二部祝宴　　午後3時頃終宴

登録料　　会員　5，000円

夫人　3，000円

会員は全員御参加下さい。

御夫人も出来るだけ御参加下さい。

む　か　し（スライド）

中　　鉢　　　　徹　君

から越後方面を経て、古代大和文化へ通ずる重要

地点であって、古くから開かれた温泉があり、歴

史研究家下田禰一郎氏は、古代庄内文化の発祥地

であると極言している。

3．8本三代実鏡

日本三代実録一仁和元年の頃に飽海郡西浜に石

鋲の雨が降った。これは国に異変が起る前兆なる

故に、大物忌神・月山神・由豆佐喪神に祈願する



よう、国司に命じた。とある。

4．由豆佐亮の森

仁和元年は平安時代前期朗5年である。

わが湯田川郷が古代より中世にかけて、田川地

方の政治的中心地であったことがうかがわれる。

5．鳥海山眺望

北に開ける平野の果に、秀麗鳥海山が千古の雪

にかがやき、昔から人々の心を培ってくれた。

6．湯田川の史跡地図

湯田川郷は、山と平野との接点にあり、温泉が

湧き出る谷間の里として人間生活上の理想郷であ

り、今から四～五千年前の縄文時代から古代・中

世へとその歴史は古い。

7．北方の平野展望

湯田川郷は、原始古代人のこの上もない生活環

境であったにちがいない。チヤシ跡や館跡の多い

ことは、県下にもその例を見ない。

8．岡山遺跡点景

湯田川北方の丘陵に岡山遺跡がある。岡山遺跡

からは今から五千年位前の縄文時代前期から古墳

期にわたる35棟の住居跡や、おびただしい石器・

土器類が出土している。

9．岡山遠雷亦住居定亦

岡山遺跡の縄文時代住居跡。

10．石　棒

岡山遺跡から出土した石棒。

この石を土壁に立てて崇拝した、大昔の人々の

の素朴さが伝わってくる。このように石棒を祭っ

た遺跡は全国的にも数箇所をとどめるのみである。

11．石　器

同じく岡山遺跡の石器。

12．著ケ沢遺跡点景

湯田川郷には岡山遺跡のほか、著ケ沢、底場山

岩清水及び鍋鞍などの縄文時代の遺跡がある。

これは者ケ沢遺跡。大日坂の道路から見える。

13．薯ケ沢遺跡石器

湯田川者ケ沢から出土した縄文時代中期の石器。

14．薯ケ沢遺跡土器片

同じく著ケ沢から出土した縄文時代中期の土器

片。

15．馬場山遺跡石器

烏場山から出土した縄文時代後期の石器。

右側は磨製石斧。これに柄をつけて「まさかり」

とした。

16．馬場山点景

居場山は縄文遺跡であるとともに、中世におい

ては豪族田川太郎の軍．鰐教練場でもあった。

17．岩屋洞窟遠景

縄文時代が過ぎると稲作が行われ始めた弥生時

代に入る。この頃の遺跡として、金峯山の西麓に

「藤沢岩屋洞窟」がある。この岩屋洞窟も50年8

月、第1回基本調査が行われた。

18．岩屋洞窟正面

間口15米、奥行5．5米、洞窟の規模においては

県下随一と言われている。

19．岩屋洞窟出土品

岩屋洞窟から出土した弥生式土器片。

弥生時代とは、縄文時代のあと、農耕文化が起

った時期であり、今からおよそ二千年前にあたる。

20．岩屋洞窟基本調査点景

弥生時代の遺構は、庄内地方に於ても少数であ

り、貴重な遺跡として今後の調査に期待が寄せら

れている。

21．鍋鞍チヤシ跡

有史時代に入ると、奈良時代の頃の古いチヤシ

跡が各地に点在する。

これは奈良時代のチヤシ跡、鍋鞍。

頂上台地の周囲は断崖となり、空濠が周されて

いる。チヤシは山地による蝦夷民族の住居であり

外敵に備える防備でもあった。

22．鍋鞍の石器

鍋鞍は又、縄文後期の遺跡でもある。鍋鞍から

出土した縄文時代後期の石器薄片。

23．鉢巻山

鉢巻山チヤシ跡。

湯田川郷の東の突端は鍋鞍で、西の突端は鉢巻

山。相対して湯田川古城の前線基地でもあった。

24．高野山チヤシ跡

高野山チヤシ跡。

現在の湯田川水道配水池頂上であるが、この山

は舎人山、上の山とも呼ばれ、麓には関塚の地名

があり、古代田川郡家跡説もある。

25．深沢チヤシ跡

深沢チヤシ跡の土壁。

俊喩、石堂山に通ずる丘陵の尾根に東西32米、

南北の袖6米、高さ1米の土壁が現存する。

26．鎮台チヤシ跡

鎮台チヤシ跡の土壁。

巾3米、長さ36米。土畳の規模としてはかなり

大きいものである。鎮台という名が物語るように



古代・中世に於ても、堅固な砦として使われたも

のと考えられる。

27．須恵器夫妻

湯田川には今から一千年前頃の遺跡も多い。

これは、はやと山遺跡から出土した須恵器の大

変。平安時代後期のものである。

28．不動堂全景

藤沢の不動堂。

不動堂の縁起は古く、弘仁四年813年と言われ

ている。かつては修験者が奉仕し、又、遊行上人

も誓願せられた霊場である。

29．不動明王像

不動明王は、大日如来の念恋の相とも言われ、

を怒らし、焙の中にある。8月28日には夜中の

大祈祷が行われている。

30．乳銀杏とフタロウ

月の夜は、由豆佐売の森に鳴くフクロウが聞こ

える。樹令一千年からなる由豆佐売神社前の乳銀

杏。

31．乳銀杏全景

幹囲り7米30、樋高37米。県指定天然記念物で

ある。

32．乳銀杏点景

この木には神霊が宿っているのであろう。昔か

ら乳の出の悪い婦人たちは、この木を拝んだ。

33．由豆佐売神社額

由豆佐売神社は、当地方きっての古社であり、

自雉元年650年の創建と伝えられている。

34．由豆佐売神社点景

日本三代実録、或は延書式神名帳にも登載され

た格式高い神社である。延書式とは延喜5年905

年、藤原時平らが勅命を受けて著わした古書であ

る。

35．由豆佐売神社拝殿

現在の拝殿は安永年中、今から二百年前の造営

になるものである。

36．最上義光黒印状

出羽国城主最上義光は、慶長17年、黒印百五十

石を寄進している。これは神官に与えられた黒印

状である。

37．大祭行列1．

春の大祭には、御神輿を中心とした行列が続く。

38．大祭行列2．

斎竹を先頭に、しんがりは大榊車、総勢二百人

からなる行列である。

39．御　巫　舞

行列が神社へ登ると、倭舞や御巫舞が奉納され

る。

40．経　筒

由豆佐売神社裏山の経塚から出土した鋼製の経

筒と須恵器の碧。経筒には佐伯時兼の銘が彫られ

ているが、佐伯時兼なる人物が何人であったのか

歴史研究家らの注目を集めている。

41．経塚内部構造図
一号墳経塚の内部構造。このような営造方法は

もっとも典型的な経塚の内部構造と言われている。

42．石　橋

二号境から出土した石値。凝灰岩製であり、た

がねの痕跡が明瞭に認められる。

43．経塚点景1．

経塚山には、更に幾つかの経塚がある。この経

塚も是非とも調査して歴史解明に当りたいもので

ある。

44．経塚山点景2．

西側から展望する経塚山。早春の雑木山には真

自なコブシの花が咲いている。経塚は、認億7千

万年後、弥勃菩薩の出現まで経巻を地中に埋めて

保存しようと考えたものと言われている。

45．長福寺全景

大目山長福寺。真言宗長谷寺の直末として格式

は高く、古い宝物の数々を伝えている。

46．長福寺文書

かつては村内に七坊を従え、非常な権力をふる

った寺である。

47．三千仏仏画

長福寺の三千仏仏画。金泥採色、或は裁金を用

いて一幅に一千四体の仏像が絵かれており、三幅

を以って三千仏と言われているのである。

48．三千仏仏画中尊

中尊は弥勒菩薩。南北朝時代の作品であり、浄

土信仰の遺品としては貴重なものとして県指定文

化財となっている。

49．行基菩薩坐像

同じく長福寺の行基菩薩坐像。

50．碑　伝

湯田川には、鎌倉時代における文化財も又、各

地に見られる。湯田川村はずれから出土した碑伝。

修験者が山伏修行を終えたあとに建てる記念碑で

あり、修験道を知るうえに貴重なものとされてい

る。鎌倉時代のものと思われる。



51．大日如来座像

大日堂内の金剛界大日如来座像。砂岩をもって

光背諸共彫りの立派な石仏である。様式は鎌倉時

代を表現し、作柄に強味を具えている。鶴岡市指

定文化財である。

52．笠塔婆・卒塔婆

笠塔婆と卒塔婆。一見なんの変哲もない石のよ

うではあるが、それぞれに阿弥陀如来座像が彫り

出されている。

53．笠　塔　婆

こういう形式の笠塔婆は全国的にも珍らしく、

県下唯一のものである。双方共に鎌倉時代のもの

で、鶴岡市指定文化財である。

54．大日堂跡

大日峠にある大日堂跡。嘗てはここに大日堂が

あり、大日如来像が安置され、笠塔婆、卒塔婆も

ここにあった。又、金峯修験者たちが峯中に向か

う途次、始めてホラ貝を鳴らした場所でもあった。

55．大日堂跡の石仏

今でも湯殿山木食行者供養塔や、青面庚甲など

が残されている。

56．大日峠旧道

大日峠の旧道。古代後三年の役から、中世田川

太郎の盛衰、降っては戊申戦争等の人馬の道でも

あり、幾多の興亡を知り尽している峠の道である。

57．虚空蔵山遠景

湯田川郷の南方に奪える虚空蔵山。前虚空蔵或

は新虚空蔵とも呼ばれている。

58．虚空蔵菩薩座像

虚空蔵山の頂上には虚空蔵菩薩石像が安置され

ている。化物の附いた宝冠を載き左手には蓮花を

持っている。鎌倉時代末期の作と思われる。

59．虚空蔵山点景

虚空蔵山は、修験の山として人々の信仰を集め

たで奉ろう。ここにも鎌倉時代における湯田川文

化の一端が想像される。

60．八幡神社全景

藤沢八幡神社。創建禅かではないが、天文二年

1533年軽井沢神社を八幡宮と改称したる旨、古記

にある。

61．八幡神社棟札

元禄12年。社殿造営の棟札。

62．八幡神社狗犬

八幡神社の木造狗犬。素朴さがこの狗犬の古さ

を物語っている。

63．八幡神社の木鼻

同じく八幡神社拝殿の木鼻と彫り物。両袖の獅

子頭が力強く迫ってくる。

64．藤　沢　館

藤沢館遠景。戦国時代に入ると、武藤氏から上

杉、最上氏へと領主が変り、わが湯田川郷も兵居

住俊の間にあった。武藤家の臣・中村」＼太郎が築

いた藤沢館。

65．藤沢館の空濠

頂上台地には南北に一本、東西に九本の空濠が

残存する。

66．からめ槍

藤沢の旧家、後藤三七に伝わるからめ槍。

67．－　本　桧

藤沢館の城主中村氏がこよなくいつくしんだと

言われる一本松。安政年中落雷により焼堤。今の

松はその形見に植えられたものと言う。

68．湯田川神楽・獅子舞

湯田川神楽は江戸時代より伝わる伝統芸能。

69．湯田川神楽悪魔払

芸種は、寄世【難子、獅子舞など九種があって、

悪魔払いが中心となっている。

70．湯田川神楽獅子とひょっとこ

湯田川神楽は魔の津神、いわゆるヒョットコが

出て来ることから道化神楽とも言われている。

71．湯田川神楽の道行

湯田川神楽は村人の悪魔退散、身体堅固を祈り

ながら家々を廻ってゆくのである。

72．石堂山の落日

湯田川郷は、未だ解明されない数々の歴史を残

し、石堂山の陵線を赤くして、今まさに夕日が沈

まんとしている。

（ス　マ　イ　ル）

藤川享胤君　　サンフランシスコに新しい寺建設

された記念。

板垣広志君　　娘が山形銀行に就職。

斎藤　隆君　　長男金沢工業大学経営学科に入学。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　菅原隼雄君．三浦正志君

（今週の担当者　斎藤　昭）

桃l対ロ【クリ一一クラブ創立　昭和34．6　9　　承認　昭和34　6　27　253地区
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例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎型火曜日　午後1230～130
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5椚e叫e＿＿みんなに。＿＿タリ＿を二望
ShaI℃月Ola！甘一

示左扁什4　‾　・了▲こ

出席顎告：套貴74名　奄轟55名－‡窒素率子機％一二＿前回出雇琴71∃訊　一修蚕出席6筆名　重安出席率86．49％

（会長　報告・）
内山喜一君

○始めに千葉西R．C．と鶴岡R．C．とのバナーの交換が

ありました。

0次に、去る3月24日鶴岡土曜会混声合唱団の結団

式がありました。川村さんと斎藤幹事さんに出席

して貰いましたので、後で御報告を願います。

（幹事報告）
斎　藤　隆君

1．会報到着

鶴岡西R．C．　鹿児島西R．C．

台中港区扶輪社

2．台中港区扶輪社より「扶輪」Nn5到着

3．日中友好のしんぶん「日本と中国」

3月5日号到着

4．ユネスコ新聞　3月1日号到着

5．電電公社「テレトビァ」3月号到着

6．国際ロータリー第253地区常葉ロータリークラ

ブ創立10周年記念式典のご案内

期　　日　　5月13日（日）

会　　場　　常葉農村勤労福祉センター

登録料　　8，000円

申込〆切　　4月20日まで　事務局まで

鶴岡土曜会混声合唱団結団式の報告

川　村徳男君

去る24日（土）午後6時から商工会議所の5階ホー

ルで、土曜会のヨーロッパ訪問の結団式が行なわれ

ましたが、鶴岡クラブから三井徹さん、御橋さん、

幹事の斎藤さん、それに内山会長が所用のため私が

代って出席し、祝辞を述べてきました。

来賓として市、教委などの関係機関や団員の職場

の上司など20数名が出席し、市長ほかの祝辞があり、

団長の穴沢バストガバナーの挨拶などが行なわれ、

数曲の合唱が披露されて、終始などやかな会合で、

向うへ行っても、きっとリラックスして歌ってくる

だろうという感じでした。

7月1日成田空港出発だそうですが、今のところ

行く団員は30人位で、50人位は欲しいというような

ことを言っておりました。

なお、随伴者として参加できる方があれば、ぜひ

お願いしたいとのことでした。

なお、この模様は25日（目）の昼のNHKニュース

でラジオ、テレビで放送されたそうです。

創立25周年記念式典及び
台中港区続盟式開催のこ案内

三　井　健君

予てお知らせの如く来る4月16日台中港区続盟式

及び17日創立25周年式典（例会を兼ねる）挙行につ

いてご案内申し上げます。

尚、当日は会員皆様の万障繰合せてのど参加と、

ど夫人の方々のご参加をお願い致します。

◎台中港区続盟式

目　　時　　4月16日（月）　午後5時

場　　所　　温海温泉　ホテル万国屋

登録料　　宴会のみ　　7，000円

宴会・宿泊12，000円



（往復バスを用意します）

◎創立25周年記念式典

日　　時　　4月17日（火）　正午

場　　所　　鶴岡公園内　参　集　殿

（会員スピーチ）

緑　資　源　と

1．県の新しい

森林整備事業

今月20日の新聞に「全国

的に緑の保護運動が高まっ

ている中で、県は一般県民

を対象に、森林育成の資金

を集め、生長した樹木を伐

採・販売した収益を資金提供者に分ける。という新

しい森林整備事業を新年度から発足する」という記

事が紹介されました。そのねらいは、森林資源のP．

R．と、バラバラにおこなわれてきた緑化運動の一元

化であり、21世紀をにらんだ「ふるさとづくり」と

して「貴重な緑資源を護り、県民に心の豊かさと生

活のうるおいをもたらす」というのだそうです。大

変結構な事と思います。

山形県は緑の豊かなはずだ。それを今さらとおっ

しゃるむきもあるかもしれません。本当にそうなの

でしょうか。少し考えてみたいと思います。

2．山形は森林県か？

面積でながめてみますと、山形県の森林面積は県

土の71％です。春になると田や畑も緑でいっぱいに

なりますから、緑の県という言葉は確かにまちがい

ではありません。

しかし、森林を県民の生活資源としてながめてみ

ますと、実は、かならずしも豊かだと言い切れない。

例えば、県民1人当りの森林面積にそのことがあら

登録料　会員　5，000円

夫人　3，000円

04月3日（火）の例会までに事務局までど連絡願

います。会費もお願いします。

そ　の　効　用

塚　原　初　男　君

われています。

山形県の1人当りの森林面積は約0．53加です。こ

れは全国平均の0．22んシ／人よりは広いのですが、世

界の平均1．20舶／人の半分以下なのです。ちなみに

世界の主な国々の様子を比べてみますと、カナダが

第1位で22．2Aり／ソ＼、オ「ストラリアが20．0息q′ソ＼

で飛び抜けています。5～1息α／人グループを順に

申しますと、フィンランド、ブラジル、ソ連、スウ

ェーデン、ここまでが世界平均より高い国々で、以

下、インドネシア、タイと続きます。0．5～0．1且α

／人グル¶プとして、ユーゴ、オ¶ストリア、フイ

リッピン、チェコ、ルーマニア、その次に日本が来

て、フランス、ポーランド、インド、中国、西ドイ

ツ。最後はイギリスの0．02郎／人となっています。

山形県はユーゴと同じくらいですから、とても森林

県とは言い切れません。

鶴岡はどうかと言いますと、田川地区の市町村で

0．53舶／人です。県平均と同じ程度ですから森林地

域とは言い切れません。ただし、朝日村は7．9舶／

人とこのあたりでは最も高く、北欧諸国のレベルを

越しておりますから、森林村と言ってもさしつかえ

ないでしょう。

もう一つの見方は、あと何年分の木材資源が山に

残されているかということです。そして、その年数

で再び伐採して利用できる森林に育てることが出来

るだろうかという見方があります。

わが国、世界でも有数の森林資源の消費国で、最



近の統計資料によりますと、国民1人当り0．8材つ

まり約3石の木材を毎年消費しています。ところが

山には、あと26年分の資源しか残されていません。

日本中のすべての森林を平均26年で再び伐採し利用

できる林に仕立てることは、さかだちしても無理な

相談です。実際には、その足りない分を外材に依存

しています。全国の木材消費量の65％を毎年他国か

ら輸入し補充することによって、わが国の国内の木

材資源をなんとか詔年分残しているのが現状です。

72年ならばスギならなんとか再利用できる林に仕立

てられるでしょう。キノコの原木も大丈夫でしょう。

生長の早い木ならなんとかやってゆけるでしょうが、

これでも、全国のすべての森林をもとの大きさに育

てるとしたら、この年数では不安です。100年はほ

しいところです。

山形県はどうかと申しますと、木材消費量が1人

当り年0．39〝〆、約1．4石で全国平均の約半分ですが、

53年分、足りないところを外材で補充し、あと103

年分の木材資源を残しています。また田川の9市町

村では、消費量こそ0．59材、約2．1石と県平均より

多いのですが、外材ゼロの計算ではあと92年分、外

材補充の現実はあと163年分の資源を残しているこ

とになります。以上の年数は、今と同じ木材を消費

した場合と仮定しての計算上の数値です。

外材がゼロになるとは思えませんが、世界的に森

林破壊が問題になっている昨今では、今後は一層き

びしいと考えなくてはなりません。そのうち、木材

資源は一朝一夕にして確保できる性質のものではあ

りません。戦後の復興の際の大量の木材資源の消費

のツケは、今でもいたる地方に確実に尾を引いてい

ることは、林業にたすさわる方ならどなたもよくど

存知のことです。50年、100年後のことを考えて植

林するのも、林業家の常です。その意味では、今日

の林業家は21世紀の中半から後半、やがては22世紀

に目を向けているわけです。

面積には限界のある森林です。たとえどんな可能

性でも、より早く森林を造成できることなら、なん

でもやってみる必要があります。異常に多い木材の

消費量も、再利用（リサイクル）したり、制限を加

えたりしなければならないかもしれません。

3．森林の効　用

第1の効用は、木材資源ですが、森林には他にも

いろいろな効用があります。

第2は、水資源の確保。これは、下流にいっぺん

に水を流さないで少しづつじわじわ流す。その結果

渇水期の水位を高める効用です。赤川は鶴岡市の水

の大動脈ですが、その水は櫛引町や朝日村の森林が

確保してくれているわけですから、鶴岡市民は赤川

上流の森林に対して水資源確保料金でも支払って当

然だという考え方が生れるのも不思議ではありませ

ん。

第3に国土保全。森林の存在が洪水流量を緩和し

たり、土石流を防止してくれます。

第4に生活環境の保全。防風、防雪、庄内砂丘の

クアマツ林のような海岸の飛砂の防止や防軌酒田

大火で見直された本間家の庭木のような火災防止、

霧の防止、乾燥害の防止、「おしん」のロケ地にも

なった山居倉庫の西側のケヤキ林のような気象緩和

など。

第5に環境指標。大気汚染の指標です。

第6に騒音防止、鳥類の生活の場の提供。都会生

活のストレス解消、教育材料の提供などです。近年

は「森林浴」という言葉も使われるようになりまし

た。フィトンチッドは「植物のもつ他を殺す物質」

の総称ですが、有益、無害、そして有害といろいろ

あるようで専門に研究されている方もいます。

4．防雪林のおすすめ

今冬の風雪は大変きびしいものがありました。私

の自宅は市全体からみると風上にあり、家がそらく

らゆれる日も多くありましたし、吹きだまり雪も沢



山ありました。入り口と車道までの間の除雪を終え

たのはつい1週間前のことです。

全国的にも風雪のきびしい庄内には、多数の集落

がありますが、各集落の風上には決まって防風、防

雪林が設定されています。この防雪林の防雪効果を

調べてみますと、風上約50～80〝Zの範囲に大量の

雪をためる効果があり、集落内への地吹雪の侵入を

防止しています。ところが、どこの集落でも、集落

と集落との間を南北に結ぶ防雪林は何故か見当りま

せん。そのため、集落の北側あるいは南側の道路に

巨大な吹き山の出来る場所が沢山あります。市が早

朝、通勤前に除雪作業にとりくみ、道路上ばかりで

なく、その両側の雪を平らにならしている地点を調

べてみますと、全部集落の北または南側で共通して

います。私は、集落間の主要道路の風上に、防雪林

を南北に列状に配置することをもう一度検討してほ

しいと思います。樹木の影は稲作に悪い影響を及ぼ

すかもしれません。しかし、その区域を近年の減反

政策の対象地としたり、あとでどうしても邪魔なら

人工的な防雪棚を設けて防雪林は伐採して開懇し直

すこともできます。我田引水ですが、どんな場所で

も木を植え、緑をふやせる場所に積極的に緑をつく

る。これが私達の役割りではないか。私にはそう思

われてなりません。

LLヱ＿＿±」亡）

小松虞穂君　　2週間宮原医院に入院して、多

数の御見舞い有難う御座いまし

た。加えて上の孫が北高に合格

して。

塚原初男君　　長女山大人文学部経済学科に合

格して。

佐々木記彦君　　無事卒園式を終えて感謝をこめ

て。

張　　紹渕君　　東京R．C．家族会で恩師石川先生

と会食出来て。

御橋義諸君　　酒工に栄転と、娘が大和中に採

用されて。

板垣広志君　　次男が中央大学理工学部電気工

学科に合格して。

（ビ　ジ　タ　t）

千葉西R．C．　畠山五郎治君

鶴岡西R．C．　半田茂弥君

〃　　　　桜井　　清君

鶴岡西R．C．　長野正彦君

ク　　　　野口　　弥君

ク　　　　加藤有倫君

ク　　　　佐藤成生君

〃　　　　八幡慶二君

今年度プログラム予定

4月　3日　　雑誌広報委員会　スライド

10日　　鶴岡市長

17日　　25周年記念式典

24日　　若生恒吉さんとⅠ．C．Mの報告

5月1日　　観光スライド

8日　　斎藤　　昭さん

15目　　黒谷正夫　さん

22日　　藤川享胤さん

29日　　荘司専務さん

6月　5日　　染野校長

12日　　創立記念日　津田さん

19日　　布施さ　ん

26日　　退任あいさつ

（今週の担当者　菅原辰吉）

仰■Jローークリトークラフ創立。珊134・6・9　承認　昭和34　6　27　253地区
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例会場　鵬岡直情揚町物産館3階ホr－ル　例会t】毎週火曜日　勺二後1230～130
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勧e叫Fみん射こ白＿タリ」を＿望
5halで月Ola！甘⊥・

みんな！こ華堕を　　。．左〟豆転ニ

出席寄書：会員喬蚕≡議席‾荘重≡畠席率院5％濁国出席率剥・歪雲≡修正出席覇二名‾‡確定出席率も7・84％

（会長報告）　内山喜■君

○福島西ロータリークラブが新設されました。当ク

ラブから上野拡大委員長から出席していただきま

した。又、来る8日にも出席を願っております。

〇匹田良平さんでありますが、所属はS．A．A．に理事

会にて決定いたしました。
○現在入院中の石川寿男さんですが、大変元気にな

られ、近日中にこ退院の予定であります。

○先般ご案内申し上げておりますが、台中港口一∵グ

リークラブから25周年記念式典等に40名近くの会

員が出席の予定であります。尚、当クラブ参加者

が10数名程度なので、色々お忙しい事と思います

が、何卒宜しくお願いいたします。

（幹事報妻つ　斎藤隆君
○国際ロータリー第260地区松本年次大会の会報

○日中友好のしんぶん「日本と中国」事務局まで

次年度鶴岡R．C．委員会の構成について

会長イレクト　川村徳男君

次年度の委員会の委員長・委員にお願いする方々

を別紙のように発表いたします。

委員会の新設・廃止はありませんが、先般開きま

した次年度の理事会で、「外部拡大」と「クラブ資

料」の両委員会は特別委員会にすべきではないかと

いうご意見があり、検討の結果、そのようにするこ

とにしました。

各委員会は、会議をもって相談をするにも具合が

よいように、委員長を含めて最低でも3名以上にし

ました。

特に会報委員会はご苦労をおかけしますので、従

来と同様に委員を若干多く配置しました。

なお、新しい会員で委員長にお願いした方もあり

ますが、新しい感覚でご活躍されるようこ期待申し

上げます。

格別の事態が生じない限り、この陣容で新年度に

進みたいと思いますので、よろしくど協力をお願い

申し上げます。

特別月間「ロータリー雑誌月間」にあたり

雑誌広報委員会　工藤弘道君

雑誌広報委員会の任務といたしまして、毎年4月

の雑誌月間にはロータリーの機関雑誌に敬意を表す

るため、同月間内に適当なプログラムを実施するこ

とが義務づけられております。

当クラブでは、張先生所蔵のスライド「ザ・ロー

タリアン：善意の歴史」を映写いたし、今回の月間

プログラムにかえさせていただきます。本スライド

は、ロー∵グリー機関誌「ザ・ロータリアン」の成立

した過程、その歴史、意義等について述べておりま

す。

なお、雑誌月間につきましては、「ロータリーの

友」4月号8～9貢に特別記事が掲載されておりま

す。せいぜい「ロータリーの友」をど愛読のほどお

願い申し上げます。

◎スライド「ザ・口一夕リアン；善意の歴史」抜葦

・機関雑誌について

ロータリアン誌、そしてそのスペイン語版の

レビスタ・ロータリアンは、6大陸に散在する

約50万人の読者を結びつけ、また、150以上の

国々と地理的地域において個人対個人の接触を

促進する役割を果しております。
・機関雑誌の始まり

この機関雑誌は一体どのように始まったので

しょうか。1910年、ロ【クリ¶の創始者、ポー

ル・ハリスは創立後日のまだ浅いロータリーの

組織の全会員と意思の疎通を計ろうと考えまし

た。彼は「理性的ロータリアン主義」と題する

ある一つの哲学的小論を書きました。

最初チェス・ベルリー幹事は、その小論を数

部複写しようと考えました。それから彼は、そ

れをすべてのロータリアンに役立つ出版物にし

ようと決心しました。……そして、1911年1月



ナショナル・ロータリアンという新聞を発行し

ました。ところがこの小新聞は、非常に人気を

博しましたので、2，000部が増刷されました。

その同じ年、ロータリーの年次国際大会は、

ロータリーは機関出版物を所有すべきこと、そ

して、その出版物は雑誌であるべきことを決定

しました。その後、その機関雑誌はロータリア

ン誌と命名されるようになりました。

・機関雑誌の意義

ロータリ¶の機関雑誌は、人々の善行の報道

にいどみ、人々に自発的行動を呼び起す機会を

与え、そして、ロータリアンがその手本となっ

て人々に善行を勧めるように、善行の物語を記

録するものであります。人々の善意な行為……

人々の建設的な物語…・‥を伝えること、それが

ロータリーの機関雑誌に関するすべてでありま

（退会の挨軋）　中村富昭君

当ロータリークラブの皆さんからは格段ご支援を

賜わり、又、51年から大変お世話になり、本当に長

い間ありがとうございました。

（頂‾‾会員紹介〕

氏　　　名　　匹田良平君

生年月　日　　昭和3年11月14日

自　　　宅　　鶴岡市居場町12【68

出　身　校　　県立鶴岡中学校（規鶴岡南高）

家　　　族　　妻　フクミ　昭和30年11月11日結婚

長男　勤

趣　　　味　　囲碁．将棋．釣

所属委員会　　S．A．A

（出席委員会）

年間皆出席

21年間皆出席　石　黒　慶之助君

19　ク　　　　佐　藤　　　忠君

17年間皆出席　　三　井

1　　〃　　　　佐々木

1　　〃　　　　斎　藤

3月100％出席　　56名

秋野．阿蘇．張．藤川．早坂・布施・飯白・石井

石黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川・川村・黒谷・

小池．小松（三）．加藤・御橋・忠鉢・三井（徹）・

三井（賢）．三井（健卜嶺岸．迎田・森田・諸橋・

松田（貞）．松田（士）．中江．斎藤（隆）・佐藤（順）・

佐藤（忠）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）・新穂・

菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）・庄司・佐藤（英）・鈴

木（茂）．佐々木．斎藤（昭）・白坂・高橋・丹下・

手塚（林）．富樫．高田．手塚（拓）・内山・渡部・山

口．吉野．塚原

⊂車重車重互二）
会員誕生

阿蘇司朗君．福島三郎君

飯白祐借着．小松三雄君

工藤弘道君．中田敏和君

新穂光一郎若

奥様誕生

市川芳子様．中江道子様

笹原郁子様．新穂瑠璃子様

佐藤佐保子（陸男）様

佐々木典子様

〔ス　マ　イ　ノ㌧）

小池繁治君　　会議所議員25年勤続で永野日本

商工会議所会頭より感謝状

佐藤英明看　10回目の結婚記念日を迎えて

白坂　久君　　普通保険の試験に合格して

お　わ　び

1250回例会会報4頁スマイルの記事に誤りがあり

ますので、訂正しておわび申し上げます。

誤　　　　　　正

御橋義諦君……娘が大和中　　娘が山戸中

⊂亘ジ　タ二⊃
鶴岡西R．C．　児玉光弥君

（今週の担当者　小松三雄）

鶴岡ロータリー1クラフ創立　昭和34．6．9　承認　昭和34・6　27　253地区

車務局　鶴lJf一日了馬場剛　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市塙場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～1∴50

君
　
君
君

二
　
彦
　
昭

賢
　
詔
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Share月bbI封－

岳席簸奮‾i会員商議　出席≡嚢葺‾出席率子2・08－賢二前画議席率遍尋3二鷺≡葡正出嚢苛3名≡確定出需率84・00％

〔会長報奮1
内山喜一君

今日は大変うれしいご案内を申しあげます。第253

地区ガバナー田中善六氏より、地区活動としてクラ

ブ会報の内容につき地区広報委員会の審査の結果、

奨励賞をⅠ．C．Mの全体会議にて贈呈されることにな

りました。又、当クラブの市川輝雄さんの娘さんが

今月4月3日結婚されました。それを記念に準フェ

ローになるための基金をされました。以上2点につ

いて申し上げ、会長報告といたします。

（幹事報告）　斎藤隆君

1．郡山北ロータリークラブ創立10周年記念式典の

ご案内

期　　　日　　5月13日（日）

12時30分～登録

会　　　場　　郡山市農協会館

記念講演会　13：15”　県農協連郡山会館

講師　NHK元ニュースセンターキャスター

小　浜　維　人　氏

登　録　料　10，000円

申し込みは事務局まで

2．会報到着

東京ロータリークラブ

3．ロータリー財団ニュース

「平和のための財団」3月号到着

「盲ストスピー‾≠つ

59年度予算と重点方針について

市政について、又、予算

のあらましについてその一

部をご紹介申し上げます。

平素から市政に対してご

理解をいただき、又、姉妹

都市でありますニューブラ

ンズウィックに対しては、

当ロータリークラブの熱意

に対しては心からお礼申し上げます。

鶴岡市においても財政事情は他市町村でも言われ

ておりますが、厳しい状況にあります。この認識に

立って、市民から希望のもてる健康で明るい衝つく

り、文化の香り高い街造り等を進め、21世紀つるお

かを考えていきたいと思います。

今年の予算は特別会計16項首をかかげ、96億8千

万円。これは会計増減はありますが、相対としては

鶴岡市長　斎　藤　第　六　氏

約15％伸びています。企業会計は水道事業と病院会

計でありますが、水道は5％位、病院はほぼ横ばい

0．1％という予算規模になっております。総合計で

は361億6千万という1年間の全体の予算である。

一般会計の中味は、歳入では1市税、5地方交付

税、9国庫支出金、13繰入金、16市債、市税は市民

の方から収めていただくもので69億9千万円で、前

年度に比較しますと3億5千万程度増えております。

伸び率5．3％との比率です。

鶴岡市は他市町村と比べると、国の自治省で定め

ている地方財政計画の上では全国平均に税の伸びは

6．7％とみられております。県全体の44市町村の伸

びというのは、県の審査によると6．4％伸びであろ

うとされております。本市の場合は大きな伸びは期

待出来ない。しかし大きな見積りをすると財政運営

に異常をきたしますので、固く見積って105％の伸



びを見込んでおります。現在の企業の経営、商店街

の売上げの状態、農村部の状況を計算して、又、国

の行革、減税の影響もあります。

国では国税では7，000億、地方税では3，000億を

59年度に減税するとなっているので、少なからず影

響があります。5．3％の伸びとなると、もっとも困

ったのは地方交付税です。従来は34億国から交付さ

れてきたわけですが、去年に引続き59年度は大体5

％”5．1％ダウンするというわけで、前年度からみ

ますと5．1％の下回る予算しか見込めない。市の財

政全体に影響をきたしている。歳出の方では1議会

費から14予備費まで区分されていますが、この中で

去年の予算と比べて一番伸びの高いのは17．1％土木

費です。都市計画により道路除雪等を含めての予算

です。二番目に伸びているのが民生費です。社会保

障、社会福祉の予算です。三番目に伸びているのか

10．教育費。前年度に比べると予算総額では19％ダウ

ンしてます。前年度大型事業があった。中央公民館、

視聴覚センター、黄金・加茂体育館の建設があった

ためです。今年は大型事業がないため厚生費で16・5

％伸びとなっている。四番目11・4％の総務費。又今

年行なう防災コミュニティーセンターは消防費、防

災コミセンは国の補助金でやる予定です。

重要なのは消費的経費と投資的経費がどうなって

いるかで、消費的経費は市が1年間業務をやるのに

例えば事務費、交際費、旅費、会議費、社会福祉、

生活保護の費用、学校運営費等が消費的経費です。

又、投資的経費は災害復旧、失業対策等があげられ

ます。何れにしても市の台所は厳しい現況にあり、

皆さんのど理解とご指導を宜しくお願い致します。

鶴岡R．C．

会長　内山喜一殿

国際ロータリー第253地区

1983”1984年度

ガバナー　田　中　善　六

拝　啓

日頃は地区活動に刊＼ては尽力賜り有難うございます。

さて、この度、地区が提唱しました地区広報活動

充実のためのクラブ会報の内容につき、地区広報委

員会に於て審査の結果、貴クラブから提出されまし

た会報は、内容、体裁、広報性総ての面に於て優れ

ておりますので、奨励賞をⅠ．C．M．全体会議に於て贈

呈することにいたします。

今後共、このすぼらしい実績を継承されます事を

お祈り致します。

以上、お知らせまで。　　　　　　　　敬　具

⊂蟹膵大要由つ　上野三郎君

今月8日福島西R．C．認証状伝達式が行なわれ、式

典の印象は盛大なもので、660名の出席者で、元R・

Ⅰ．理事の松本氏、知事代理、県議会議長、県内有力

者が参加され、すぼらしい式典でありました。昭和

45年当時小池会長のもとで幹事をしましたが、当時

のチャーターナイト以来の出席なので、すぼらしさ

に驚きました。又、登録料も12，000円で、テリトリ

ー福島駅の西地区になり、今後の発展が期待されて

いる所です。創立会員が21名で現在26名。認証1月

30日、例会場が民放ビルロイヤルホール。毎週月曜

日12時30分から。先日のロータリーの友に載ってお

ります。外部拡大に関しては、当クラブでも隣接す

る町村等にアプロ岬チをしておりますが、なかなか

厳しい現状下にあります。福島西R・C・にしても水面

下を入れると1年半以上をかけ、今回の創立とのこ

とであります。

新穂光一郎君

アメリカ交換学生として15才になるチモシ」・ル

ーニー．ジョン君を青少年交換として当クラブの丹

下さんが引き受けること（ホストファミリー）にな

りました。職味は音楽。体育が好きな少年です。

三井　　健君

16日（月）台中港区続盟式に出席される方3時30分

まで会議所前にご集合下さい。宜しく噸い致します。

（ス　マ　イ　ル）

娘の結婚の記念として

ロータリー精神に対して

102％と出席して

初のメイク　　　　　　金沢東R・C・

しビ　ジ　タ＿二二」
金沢東R．C．　笠間史盛君

鶴岡西R．C．　加藤有倫君・佐藤成生君

（今週の担当者　小松三雄）

軌岡ロuタリーtクラブ創立　昭和34．6　9　承認　昭和34・6　27　253地区
・il務fd　鶴岡」了罵上島町　鶴岡商1＿会議所内　電話　0235（24）7711

側会場　鶴岡市塙場刺物産結　3階ホール　例会　臼　毎週火曜日　午後12・こう（ト130
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；慧慧謡二仙丁［仇士杢♂
み兢陛タリ‾を‾烹転
義ん奄＿に奉重要

出席報告：会員汚三宅≡壬出席61名　出席率≡81・33‾笥巨‡覇回出席率芽00一覧≡彊≡丑席燵毒≡確定出席率82．67％

特集号
友情の橋かけよう

鶴岡ロータリークラブ創立25周年記念

鶴岡ロータリークラブの創立25周年記念式典は、　　　　　1．開会のことは

4月17日正午から荘内神社参集殿で行われた。　　　　　　　1．国歌　斉　唱

記念式典には会員75名の他、姉妹クラブの台中港

区扶輪社から秦財会長ら35人と、鹿児島西クラブの

高井敏治会長ら8人、ホストクラブの山形、山形西ク

ラブ、さらに庄内地区8クラブの会長・幹事らが出

席、来賓として第253地区ガバナーの田中善六氏、

鶴岡市長斎藤第六氏出席され、盛大な式典が挙行さ

れました。

式典次第

1．点　　　　鐘

1．ロータリーソング　奉仕の理想

1．物故会員黙祷

1．歓迎のことば

1．来賓並びに来訪クラブ紹介

1．来　賓　祝辞

1．姉妹クラブ代表挨拶

1．祝電　披露

1．閉会のことば

1．点　　　　鐘

鶴岡R・C・25周年記念式祝辞

本日は鶴岡R．C．の創立25周年記念の佳き日を迎え

更にこの記念すべき日を一層光彩を放たれるため、

台湾の台中港区ロータリークラブと鹿児島西R．C．と

の間に姉妹クラブ再調印の目出度き式を併せて挙行

されますことは誠に慶賀の極みでございまして心か

らお祝い申し上げます。

貴クラブは地区内14番目のクラブとして誕生以来、

25年の星霜を経て、会員75名を擁する地区内優秀ク

ラブに成長されました。その間253地区が分離され

第253地区ガバナー　　田　中　善　六　氏

た10年前、初代ガバナー早坂先生を出され、昨年は

我が地区の活性化に非凡なる実蹟をもたらす名ガバ

ナー石黒先生を誕生されました。

然も石黒先生は私に対し懇切丁寧、恰かも我が子

にさとされる如く温かくやさしく御教示下さいまし

て、私の今日あるを作って下さいました恩人であり

ます。今義にその恩人のホームクラブの記念すべき

ときに私がお祝いを申し述べる機会をお与え頂き、

光栄これを過くるものはなく、感激で一杯でありま



す。

今日までの風雪の中で、創立当時の辛酸を味わい

つつも、鶴岡クラブの良き美しきカラーを守り育て

て下さった幾多の先輩は、本日のこの佳日をどんな

お心で迎えられました事か案ずるに余りあるもので

あります。

心の融和を図られ、大きな行事には見事に鶴岡魂

を遺憾なく発揮され、立派に成功を見せて下さいま

した。そして地域社会に密着した奉仕活動の数々は

枚挙に暇ない程でありますが、早くから青少年奉仕

には力を注がれ、インターアクトクラブ、ロークトー

アクトクラブの創設を見られ、更にクラブ拡大には

昭和41年鶴岡西クラブの誕生を見るなど、地区発展

の原動力をお作り下さいましたど功績は忘れること

が出来ません。

ロータリーは他人への思いやりと、助け合いを信

侯とする奉仕を志す人々の集りであります。毎週一

視

本日、鶴岡ロータリークラブ創立25周年記念式典

にお招きを頂き、お祝辞を申し述べる機会を得まし

たことは私の深く喜びとするところであります。

特に、本日の記念式典にあたり国際ロータリー第

253地区ガバナー田中先生ど夫妻をはじめ、姉妹ク

ラブとしてお世話になっております台中ロータリー

クラブおよび鹿児島西ロータリークラブから大勢の

方々が遠路遥々おいでを頂き、又、山形ロータリー

クラブをはじめ、県内各地区から御参列をいただき

本日の式典に一層の光彩を添えて頂きましたことは

市といたしましても誠に有難く裳心から厚く御礼申

し上げる次第であります。

顧みますと、昭和34年クラブ瀧成以来、常に社会

奉仕の理念に徹し、各種の奉仕活動を通じて、明る

く住みよい地域社会の建設に大きな実績を残され、

特に新潟地震をはじめ、各種の災害に際しては被災

者の救護活動はもとより、民生の安達に寄与された

御功績は誠に大きなものがございました。

回の親睦の場とする例会に出席して人間修業に精を

出し、会員相互の理解により親睦を一層強固なもの

となし、奉仕の道を培う人生哲学の道場であると申

されております。貴クラブはこのロータリーの哲学

を見事に探究され、花を咲かせ、ここに25年の実を

立派に結び、多くの素暗しい職業人を育み、そだて

今日に至りました。そして職業を通じての社会奉仕

は会員個々の心に根ざし定着し、クラブの発展の歴

史に燥然と輝きを増しております。これは、歴代会

長さんはもとより、二人の名ガバナーを中心に貴ク

ラブの組織力の偉大さ、指導力の抜群さに負うとこ

ろ甚大である証拠であり、深く敬意を蓑するもので

あります。

創立以来の幾多の剤の道を乗り越えられ、今日を

迎えられましたど苦労を多とし、奉仕の道をひたす

ら歩まれて参りました貴クラブの前途に幸多かれを

祈りお祝いのことばといたします。

辞

鶴岡市長　斎　藤　第　六　氏

又、国際交流推進については、鶴岡ロー∵グリーク

ラブ結成間もない頃、本市とアメリカ、ニューブラ

ンズウィック市との姉妹都市提携の橋渡しをして頂

き、姉妹都市盟約の実現を見ましたが、今日これが

大きく開花し、交流・親善が年と共に深まり、現在

同市から英語教師を招噂中であり、又、ロータリー

交換学生の相互派遣など、その業績は目覚ましいも

のがございました。

現在のわが国の実情は、明かるい面ばかりではな

く、道義の廃退、犯罪の多発など憂慮すべき点が多

多ありますが、この様な社会情勢の中にあって崇高

な社会奉仕の理想を掲げて活躍するロータリークラ

ブの存在は、暗夜を照らす一灯とも申すべく、誠に

意義深く、敬意を表する次第であります。

最後に、本日のど盛会を心からおよろこび申し上

げ、輝やかしい25周年を契機として、今後一層のど

発展を祈念し、併せて御参会皆々様の御健勝をお祈

りして祝辞といたします。

＼J

＼－▼



祝

本日姉妹クラブとしてご招待にあづかり、貴クラ

ブの創立25周年畠念式典にご祝詞を申し上げる機会

を得ました事は誠に光栄の致りと存じます。

25周年という輝しい貴クラブの長い歴史に、台中

港区扶輪社を代表し敬意を表すると共に、心からお

慶び申し上げます。想い起せば、貴クラブと当クラ

ブが姉妹クラブを締結したのは1975年3月、今年で

丁度9周年を迎えました。

此の間、毎年会長は変れど、ロータリー精神に旨

祝

鶴岡R．C．創立25周年を迎えられておめでとうござ

います。昨年私共鹿児島西R．C．が20周年を迎えまし

たとき、御祝い下さいまして有難うございました。

今度はその御礼の意味あいもかねて参りましたが、

何かと暖かいおもてなしをいただき厚く御礼申し上

げる次第でございます。

鶴岡R．C．と鹿児島西R．C．が兄弟クラブの盟約を結

んで既に19年になります。それがもとになって鶴岡

市と鹿児島市が兄弟都市となるに至りました。その

ゆかりは遠く戊辰の役で、臥牛菅実秀先生と西郷南

州先生、お二人の友情・信頼感というものが今日ま

辞

台中港区扶輪社社長　葵　　　　財　氏

づき、お互いに友誼と理解を深め、活発に姉妹クラ

ブとしての連繋を保って参りました。

貴クラブ創立25周年記念日に当り、両クラブが友

愛の情を一層深めると共に、更に末永い信頼と理解

を築くものと確信致します。

最後に、貴クラブの益々の御発展とご式典のど成

功を祝福致し、内山会長様始め会員ピー同様の御健

勝を祈念してお祝いの言葉といたします。

辞

鹿児島西R．C．会長　高　井　敏　治　氏

で長く影響を及ぼしているということは、まことに

驚くべきことであります。

我々が今日、「南洲翁遺訓」という書物を通じて

西郷南州の人物を知ることができるのでありますが、

それも酒井公・菅先生を中心とした鶴岡の方々の書

物の編さん、出版、配布という活動がなければ私共

は知るよしもなかったのであります。

この度、鶴岡クラブ25周年にあたり、両クラブの

親睦を深めることができて嬉しく存ずる次第です。

おめでとうございました。

祝　二一　　辞

本日、鶴岡ロータリークラブ創立25周年記念式典

を開催するにあたり、御多用のところ来賓各位並び

に友好クラブから友情に満ちたロータリアン皆様の

御参加を頂き深く感謝申し上げますと共に、心から

歓迎申し上げるものであります。

扱て、当鶴岡市は戦国の勇将酒井家庄内藩の城下

町として、その伝統は温い人情のもとに栄えて参り

ました。一望する如く鳥海山、出羽三山、朝日連峰

鶴岡R．C．会長　内　山　喜　一　氏

と東南北をこの霊峰名山に囲まれ、西は日本海に面

し、山の幸、海の幸に恵まれた平野・庄内平野であ

ります。その平野の中心に鶴岡市は位置しておりま

す。

海岸線には国道7号線が、そして内陸を結ぶ112

号線月山新道の開通は、交通の便を一挙に速進して

その利を得ております。尚、それに加えて、目下庄

内空港建設運動は、近い将来着工の運びを確実なも



のとしております。こうした優れた近代設備に恵ま

れた自然環境の地に鶴岡ロータリークラブが誕生致

しました。丁度25年前1959年（昭和34年）6月9日

であります。承認が同月27日という誠に順調急速な

誕生でした。初代会長故小花盛雄先生他21名のメン

バーが創立会員となり、山形クラブをスポンサーク

ラブとして、先輩各位の友情と協力に支えられて、

歴代会長、会員のご努力の成果が実り、本日ここに

創立25周年を迎える事が出来ました。これは、私共

の無上の喜びであり、ど参集の皆様に対し心から敬

意と感謝申し上げる次第でございます。

この25年の歩みの中で、特筆大書に価する慶事は

枚挙にいとまありませんが、それに致しましても、

特に当クラブがスポンサーとなって創立された鶴岡

西クラブ、温海クラブの誕生は活目に価いするもの

と存じます。

尚、本年度はR．Ⅰ．会長の提唱する会員増強及び外

部拡大の線に沿って拡大の気運の盛り上りと、着々

とその実をあげつつあることは、皆様と共に喜びに

耐えないところであります。

本日の式典に委員長始め全会員の協力を得て、懸

命に準備に努力した心算ですが、会場、その他不備

な点も多々あった事と思いますが、何卒口一∵グリー

の友愛の精神でご寛容下さいますようお願い申し上

げます。

終りにのぞみまして、再び本日と臨席を賜りまし

た皆様のど友情に感謝申し上げ、益々の御健勝、御

活躍を祈念申し上げますと共に、ロータリーの目差

すところの奉仕の理想を求めつつ、この25年間築き

上げた実績を基礎として、今後共、全会員一致協力

して奉仕の輪を拡げ、一層の前進をお誓い申し上げ

ましてご挨拶と致します。

1984年4月5日

鶴岡ロー∵グリークラブ

会長　内山喜一殿

間もなく、1984年6月27日に、貴クラブが

国際ロータリーに加盟されてより満25周年の記

念日を迎えられますことは、誠に喜ばしいこと

と存じ、心よりお祝い申し上げます。貴クラブ

会員御一同の過去4半世紀における献身的奉仕

は、その目覚しい業績に現れており、この画期

的記念日は皆様方が、今後も努力を継続してい

かれるに当り新しい出発点となることと存じま

す。

クラブ史上におけるこの光輝ある記念日の祝

典に関しては、もう既に色々御計画中のことと

存じ、その御成功をお祈りすると共に、将来の

一層の御発展を期待申し上げております。

国際ロータリー

日本支局支局長

軸　冬　　　忠

物　故　会　員（1979年以降）

手　塚　林　蔵　氏． �海　東　与　蔵　氏 

加藤嘉八郎　氏 �．阿　部　　裏　氏 

石　原　　惇　氏 �．高橋正太郎　氏 

斎藤得四郎　氏 �．斎　藤　栄　作　氏 

風　間　慶　三　氏 �．早坂源四郎　氏 

来　賓　者

国際ロータリー第253地区ガバナー

田　中　善　六　氏

夫　　人

鶴岡　市長　　　　　　　斎藤　第　六　氏

台中港区扶輪社社長　　　　秦　　　　財氏

鹿児島西R．C．会長　　　　　高　井　敏　治　氏

国際ロータリー第253地区バストガバナー

石黒慶之助　氏

夫　　人

ガバナーノミニー　　　　　　斎藤　利　世　氏

第253地区庄内分区代理　　伊　藤　政　一氏

山形R．C．会長　　　　　　　岡　崎　博　弥　氏

山形西R．C．会長　　　　　　大沼善四郎　氏

＼＿／
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各クラブ出席者数

姉妹クラブ台中港区扶輪社

姉妹クラブ鹿児島西R．C．

スポンサークラブ山形R．C．
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台中港区扶輪社と鶴岡ロータリークラブ姉妹クラブ続盟式

日　時　昭和59年4月16日（月）　午後5時

場　所　温海温泉　万　　国　　屋

式　　汝　　第

1．点　　　　鐘

1．開会のことば

1．国家　斉唱　　　　中華民国国歌．君が代

1．ロータリーソング

1．歓迎のことば

1．続盟式同意書交換

1．記念品交換

1．台中港区会長挨拶

1．来賓祝辞　　ガバナー　田中善六氏

1．閉会のことば

1．点　　　　鐘

1．諸事お知らせ

祝　　　　　宴

1．開宴のことば

1．乾　　　　杯

1．祝　　　　宴

1．ロータリーソング　手に手つないで

1．万　歳　三唱

1．閑宴のことば

1．諸事お知らせ

遠十’、了IhJ・．　申し・黒　ノ：！qおト1．16

）



田中善六ガバナー挨拶

三井健大会委員長挨拶

鹿児島西R．C．会長と

当クラブ会長の記念品交換

台中港区R．C．会長と

当クラブ会長の記念品交換

田中ガバナー夫妻



懇親会風景

万国屋大広間

梢岡ロー「タ】トークラフ別、∫′　昭和34　6〔）　承認　畔撒134　6　27　253地区

巨萌しJ l鴇岡1け告境目汀＋鶴岡商⊥会議所内　ノ定言舌（）2こう5（封）7711

例会」　柾川川川シ場別物在銘　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12：う0～130

＼　J



253地区鶴岡ロータリークラブ第1254回例会会報1983（昭59．4．24）（天候

5ねar℃月b吻－

SerpePとqpIe ‾みんなにロータリーを

三菱左義臣重任を

革革　琴藁葺　毒筆葺琴圃名　出席率彊重畳　前回出席率却・33％　修正出席蘭看　確定由席率85．謂％

本日は米山奨学会の協力の日です。
1人一ドル以上のご寄付をお願いします。

し車革つ
田リ会長　佐藤順治君

04月16日台中港区扶輪社との続盟式、4月17日、

当クラブ25周年記念式典行事が盛大裡に終了しま

した。台中港区よりは、会員にお土産物を頂戴致

しました。お帰りの際お持ち願います。

04月14日山形グランドホテルに於いて、インター

シティ一・ミーティングが開催されました。その

席上、当クラブ会報が奨励賞を受賞されました。

○準米山功労者登録証明書、次の方に参っておりま

す。　　会長　内山喜一君

会員　中野滑吾君

○レート変更のお知らせ

現行1ドル238円→5月1日より1ドル226円に

なります。

○鹿児島西ロータリークラブ会長高井敏治さんより

お礼状が参っております。

⊂垂∃亡妻仁亘〕　斎藤隆君
1．鹿児島西口1㌧タリークラブ創立20周年記念誌到

し会員ス戸∃⊃

インターシティー

4月14日山形グランドホテルで開催されたⅠ．C．M．

に出席してきました。Ⅰ・C．M．の主要な行事は、次期

会長・幹事の研修会とガバナー・ノミニーの歓送会

着。全員に配布。

2．例会場及び時間変更のお知らせ

立川ロータリークラブ　観桜会の為

4月26日（木）午後6時より

庄内ドライブイン　登録料4，000円

酒田東ロータリークラブ　観桜会の為

4月26日（木）午後5時より

妙法寺　登録料2，000円

酒田ロータリークラブ　観桜会の為

4月25日（水）午後6時より

ホテルリッチ酒田　登録料5，000円

3．鶴岡西ロータリークラブより会報到着

4．ユネスコ新聞　4月号到着

5．日中友好のしんぶん「日本と中国」

3月25日号・4月5日号到着

6・国際ロータリー第262地区パろトガバナー加藤

恒七著「苦悩」青少年問題に直面して

7．福島西ロータリークラブより、認証状伝達式に

出席して頂いての礼状が到着。

ミーティングの報告

次期会長　川　村　徳　男　君

ですが、その目的は、次期ガバナー・次期会長・幹

事がスムーズに年度に入れるよう、そして、よりす

ぼらしい年度になるようにという配慮によるものの



ようです。

午前中に行なわれた全体会議で、田中ガバナーの

ど挨拶では、1年前を回顧して、ガバナーになる人

は誰でもが経験しなければならないポカラトン入り

前の緊張を、先輩ガバナーとして経験を述べて斎藤

ノミニーを激励され、更には、現在の心境は、間も

なく両肩の重荷がおりる嬉しさで眠れない夜も、と

いったお話がありました。立派に重責を果して任期

を終ろうとしている満足感が私にも伝わってくるよ

うで、心からと苦労さまでしたと申し上げたい気持

ちでした。

午後の次期会長研修会は、リーダーに黒沢P．G．、

副リーグrに斎藤G．N．と松永G．N．、アドバイザーに

石黒P．G．が当られ、懇切な指導・助言があり、私に

は暗やみの中に幽かな光を見る思いかしました。

ここで、7月からの1年間、253地区の主役を演

じられる斎藤G．N．にスポットを当ててみたいと思い

ます。

次期会長研修会での斎藤G．N．は、たいへん控え目

で、カルロス・カンセコ次期R．Ⅰ．会長のターゲット

についてど自分なりの受けとめ方を若干述べられま

したが、余り多くは語らず、また、ガバナー就任後

の抱負とか運営方針については全くふれられません

で、すべてはポカラトンから帰ってからというよう

な感じで満を持しているど様子にうかがわれました。

全体会議での斎藤G．N．は、ついにやってきた長い

道のり、私にはどっしり重い荷物ではあるが、負け

ないように頑張らなければならない。というような

型どおりの、しかし、余り気負った様子もなく、月

信に載っている吉田次期地区幹事の言を借りれば、

古武士のような感じで淡々と謝辞を述べられました

が、午後の歓送会での謝辞は、うって変ったくだけ

たお話で、以前にヨーロッパに旅行されたときのこ

とを引用され、ヨーロッパには未だにエレベーター

のドアが手動のところがあるが、私も自動式になっ

ていないので、皆さんからいろいろ動かしてもらい

たい。といったユーモアに富んだ、ソフトな話しぶ

りで、感銘深く拝聴しました。

また、全体会議では、R．Ⅰ．会長賞やガバナー賞な

どの表彰が行なわれましたが、特に目立ったもので

は、会津若松西クラブが、魚の住むきれいな川運動

を3年間続け、これが市民運動にまで発展したこと

に対する賞、米沢西クラブの地域社会に対する一般

広報紙「おしょうしな」で対外広報特別賞、福島・

福島北の新クラブ創設賞などでした。詳細はガバナ

ー月信に載ると思いますので、その方をご覧下さい。

鶴岡クラブは先程会長報告にもありましたように、

会報の部で表彰を受けました。

なお、ガバナーの公式訪問は10月23日ということ

でした。

（1　ジ　タ＿二」

鶴岡西R．C．　原田行雄君．半田茂弥君

斎藤健治君．井上　彬君

（」し＿三．±」し）

佐藤友吉君　　石黒先生の長男の歯科診療室を新

築して。

三井　健君　　25周年無事終了して。

石川寿男君　　元気に退院出来まして。

嶺岸光古君　クラブ会報が奨励賞をいただいて。

（今週の担当者　嶺岸光吉）

ロータリー用語便覧仏側　　　　　」

認証状伝達式
国際ロータリー理事

会で加盟が承認され

た仮ロータリー・クラブへは、その証

書として認証状が伝達される。新クラ

ブは、加盟と同時に正式にR．C．として、154の国家、

18，952R．C．の仲間入りができ、87万5，000名の会員

と友達になれる。この多数のロータリアンに祝福さ

れた創立と国際ロークリ【加盟承認の式典をチャー

ターナイトという。このチャーターナイトを行なえ

るのは、チャーター・メンバーだけで、たとえ数十

年の歴史あるR．C．会員でもすべての者が行なえるわ

けではない。

粧頼りロータリークラブ創、土　醐U34．6．9　承認　昭和34　6・27　253地区

車操り　鶴岡苗∵梅場町　鶴岡商工会議所内　電‖舌　0235（24）7711

別会場　宰掴直情場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～1こう∩
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；慧憲二山丁［軋士妄♂

出席報告三会員75＿宅≡蓋席55＿名≡誕露率巧∃臣∴十南画出席率享2．日匡窒≡修正威名＿≡窪憂出席率毒9．33％

⊂草長報告）
内山喜一君

1．西R．C．の半田茂弥さんがなくなられました。当

R．C．としても拡大委員会の一員として御活躍を願

って参りました。御香典として一万円差し上げる

事にしました。

2．土曜会合唱団が7月1日出発する事になりまし

た。会員1名千円以上の御寄附をお願いし、不足

分併せて総額20万円差し上げる事にしました。

3．般若寺さんがサンフランシスコにお寺を作られ

て、その落慶式に参加して参りました。

4月21日に出発し、28日に帰って参りました。

日米山桑港寺というので60年の歴史をもち藤川享

胤さんは8代目として約6年間活躍され、大変御

功績が大きい事と聞いて参りました。次にロサン

ゼルスに行き、禅宗寺と仏案寺に剃髪の青い目の

お坊さんや尼さんと共にお参りして来ました。

（旦j＿里．革つ　斎藤隆君

1．鶴岡商工会議所より4月22日行なわれた山形県

珠算選手権大会に協力していただいての礼状到着。

「出席委貞‾李つ

年間皆出席

9年間皆出席　　山　口　篤之助君

2　　〃　　　　斎　藤　　　隆君

2　　〃　　　　松　田　貞　夫君

1　／ク　　　　加　藤　　　賢君

1　〃　　　　松　田　士　郎君

4月100％出席　55名

阿蘇．張．藤川．布施．飯白．石黒．板垣（俊）．

市川．川村．黒谷．小池．小松（広）．今野．小松

（三卜工藤．加藤．息鉢．三井（徹）．三井（賢）．

三井（健）．嶺岸．迎田．森田．松田（貞）．松田（士）

中江．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（順）．佐藤（衛）．

佐藤（友）．新穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．庄

司．佐藤（英）．鈴木（茂）．佐々木．斎藤（昭）．白

坂．高橋．丹下．津田．手塚．富樫．高田．上野

内山．渡部．若生．山口．吉野．塚原．御橋

（麺些声動委員会つ

会員誕生

阿部与十郎君．諸橋政盾君

板垣広志君．松田士郎君

市川輝雄君．佐藤友吉君

迎田　　稔若

奥様誕生

石黒　　常様．板垣書美子（俊次）様

黒谷貞子様．松田一枝（士郎）様

上野和子様．山ロマサヰ様

●「鶴岡歳時」という16ミリの映画が上映された。

∴‾∈　ジク　ー

余目R．C．　　佐　藤　孝二郎君

立川R．C．　　滝　　　禅　源君

鶴岡西R．C．　佐　藤　成　生君

〃　　　　鈴　木　昭　吾君

〃　　　　三　浦　正　志君

〃　　　　佐　藤　　　拡君

（今週の担当者　菅原辰吉）



ロータリー用語便覧㈹

年会費と入会金
各正会員シニア・ア

クチブ会員およびバ

スト・サービス会員は、そのクラブの

細則に定める入会金と年会費をクラブ

に支払う。その金額は、国際ロータリー加盟各クラ

ブ間でも一定していない。

バスト．サーヒ　会員がその職業から離れたときに
ス会員　　　は職業分類を失うことになるので、

正会員としての身分を当然失う。しかし、その会員

が通算5年以上口一夕リー・クラブの正会員であっ

た場合には、バスト・サービス会員に選ばれること

ができる。これは1930年のシカゴ大会で規定された

制度であるが、このバスト・サービス会員は、職業

分類を持たないのでアディショナル正会員を推薦す

る権利はないものの、その他の点ではすべて正会員

と同じ権利と義務を有する。また、シニア・アクチ

ブ会員の身分を取得することについても、制定案

（77－26）の採択により、正会員と同じ条件である。

バスト・サービス会員が再び職業に就いた場合に

は、自動的に会員の身分は失われる。

ビジター出席力　他クラブから来訪のロータリアン
ード　　　　の出席をその所属クラブに通知し、

有効な出席を確認するため、クラブ幹事が用いるカ

ード。→メーク・アップ

標準クラブ定款
国際大会で採択され、1922年6月

6日以降の全加盟クラブが採用す

べきクラブ定款。→定款

婦人補助団体
R．Ⅰ．理事会は、クラブが有する婦

人補助団体が、ロータリーとかロ

－クリアンの名称や文字を使用することに反対であ

り、これを止めさせるよう決定しているが、こうし

た例はままあるらしい。もっとも、理事会は、会員

の家族がロータリアンおよびロータリー・クラブの

社会奉仕その他の奉仕活動に対して、個人的にも団

体としても協力されることには感謝もし、大いに希

望もしている。ただ、このような団体がロータリー

の文字を冠したり、ロータリー徽章を使用したりす

ることは認めないというのである。

アスター・クラ　ロータリー・クラブの最初の名称0
7　　　　　　1905年2月23日、ポ¶ル・P・

ハリスと石炭商のシルベスター・シールは、近くの

イクリヤ料理店で夕食を済ませた後、つれ立って鉱

山技師のガスターバス・ローアと洋服仕立職ハイラ

ム・ショーレイが集っていたローアの事務所へ行っ

て「異る職業人の集まりは成立するか」という命題

について、さらに話し合った。そして、①仲間の職

業上の利益を互いに尊重し、相互扶助の精神をもっ

て仲間に接すること。（少今日から仲間をふやす努力

をすること。④同じ職業の仲間からの入会はさせな

いこと（つまり同業者が多いと、職業上の利害衝突

がおこり易いからである）という結論を得た。この

会合の翌日、2月24日に印刷業のハリー・ラッグル

スが入会し、間もなく不動産業のウィリアム・ゼン

ゼンも加わり、やがて以上の6人がお互いの職業を

知りあうために隔週の会合を開くようになり、それ

が数カ月もつづいた。そしてこの数カ月の期間をブ

スター・クラブと呼んでいた。ブスターとは「後援

者」とか「景気をつける人」という意味であるが、

おそらく、仲間同士が友情をもってお互いに助けあ

うことから、付けられたのかも知れない。その後間

もなく、それをロー∵グリーと呼ぶようになったと伝

えられている。

「平和への七つ　世界の間熟こ関心をもち、しかも
の道」　　　効果的な行動の道を求める個人ロ

ータリアン向けに書かれた本で、国際奉仕における

ロータリーの方針要綱にもとついて編纂されてある。

広く世界にわたるロータリーの国際奉仕の経験を通

じて集められた実例は豊富で、示唆にとんでいる。

その行くべき進路を選ばんとするロータリアンおよ

びロータリアンでない人々にも、またとない贈物で

あり、小グループで討論して行動すべき結論を生み

出すように利用されるべき本として推奨されている。

なお、「平和への七つの道討論会指針」は1部500

円で入手できる。

L廿項－トタリーークラブ創J‘′　昭和34　6　9　承認　町和34．6・27　253地区

繕い　机l湖帖i烏†場鞘　鶴岡商」二会議所内　竜．講　0235（24）7711

校　腔吊川津ら場別物耗館　二川㌢ホ一一【ル　例会　日　毎過火曜日　午後1230～130
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助e叫＿＿＿みんな距タリ＿を二望
ShaI℃月bIaW－

垂多を軽率無季　　【孟〆捏

出席軍曹：会昌子臣を＿出席49一名二三匿嚢率65．3雷　前t堅函帯率7詔％　修重責蕎63名≡確定出席率84・00％

（麺二j⊃
内　山喜一君

0大型連休もようやく終り、会員の皆様もそれぞれ

の休日を楽しまれ、お仕事への英機を養なわれた

のではないでしょうか。又、おつかれの方もある

だろうと思われますので、充分ど自愛頂きたいと

思います。

○先日、外部拡大委員会のアンケートを配布致しま

したが、どんなきびしいご意見をも頂戴致し度い

と思いますので、是非こ提出を頂きたいと思いま

す。

○お願いでありますが、年度も残り少なくなってま

いりました。例会出席の方も宜敷くお願い致しま

す。100％出席で以って年度を〆繰り度いと思い

ますので、会員の皆様方のご協力を節にお願い申

〔会員スピ±二）

食　　肉　　基

●肉が生産されるまで●

今では肉は食生活に欠か

せない食品のひとつです。

肉の消費量は、国民所得が

増加し、文化的な生活様式

になるにつれて増えていま

す。現在ではヤングや子供

たちは一日に一度は何らかのかたちで肉を口にして

いるほどに定着しております。

たとえば、昭和14年の肉の消費量は全国で11万トン、

戦時中は例外として、50年には117万トン、57年に

し上げる次第です。

（亘二互垂二二を）斎藤隆君

1．例会時間．場所変更のお知らせ

○鶴岡西ロータリークラブ

創立18周年記念並びにもう宗汁例会のため

日　時　　5月18日（金）

鐘　　午後6時30分

場　所　　湯田川　七内旅館

登録料　　5，000円

○立川ロー∵タリークラブ

5月10日（木）12時15分より

立川町商工会館に場所変更

2．東京ロ「グリークラブより会報到着

礎　　知　　識

斎　　藤　　　　昭　君

は170万トンと実に戦前の12倍となり、国民一人当

り23．4kgとなっております。

そこで、食肉のできるまでにつき申し上げます。

食用に飼育された牛や豚は、人体に害を及ぼすよ

うな病気を持っていないことを確かめるために、厳

重な生体検査を受けと畜されます。それは次のよう

な順序で肉は生産されます。

（1）聖体検査……病気の有無チェック

（2）と　　畜……生体検査に合格したもの

（3）剥　　皮……皮はぎ

（4）解　体……と体から頭や足の切り離し

占…



（5）内臓検査……病気のチェック

（6）と体の分割‥＝‥と体を半分（半丸）

（7）水　　洗……と体をきれいにする

（8）枝肉検査……食用にするため検査

（9）冷　　蔵……品質保持、保管、熟成

㈹　枝肉分割……技骨して部分肉

仙　販　　泉…‥脂肪や筋除き、精肉

●肉の特質●

肉は、栄養価値の非常に高い食品で、一般の食品

とはかなり違った、いろいろな特質を持っています。

●肉に欠かせない熟成●

肉と同じように生鮮食品である魚や野菜は、栄養

価値やうま味が落ちないうちに、消費者の食卓へ送

り届けることがまず必要です。

ところが肉の場合は少々事情が異なり、と畜直後

のものは堅くておいしくありません。

なぜなら、動物類はと畜後必ず死後硬直を起こし

ます。これは、死後の酸化現象減退のため筋グリコ

【ゲンから乳酸ができ、そのため筋コロイドが膨大

するためといわれています。そこで、食用にするた

めには、と畜後一定期間熟成させることが必要なの

です。

牛や豚は、と畜後一定期間冷蔵庫（OPcから2℃

くらい）に保管され、この間に死後硬直が解かれま

す。これが熟成です。英語では「エージング」と呼

んでいます。動物の体内細胞に含まれる酵素は、死

後も一定時間は作用をし続け、死滅した細胞を侵し

て、自家融解作用を起こします。これを「自家消化」

といい、食肉の柔らかさと風味を作り出すのにたい

へんに重要な作用です。なお、熟成を効果的に行な

うには、冷蔵庫内の温度管理が大切で、適温は0℃

から2℃。0℃以下の冷凍状態では熟成が停止する

か極めて緩慢となります。反対に10Dc以上の高い温

度では、肉そのものが変質して腐りはじめてしまい

ます。熟成の期間は、一般的に牛肉で一週間以上2

週間くらい。豚肉では3日から一週間くらいです。

しかし、外気温度によってやや変化があり、若令

なものほど熟成期間は短いようです。

最近外国から輸入されているチルドビーフとかフ

ロズンビーフと呼ばれる牛肉をど存知のかたも多い

でしょう。これは、牛肉産出国であるオーストラリ

ア、ニュージーランド、アメリカなどから大型のコ

ンテナー高速船で運ばれてくる牛肉のことです。こ

れらの牛肉は、現地でと畜解体されると、すくさま

真空包装法という技術でパックされ、段ボール箱に

詰められます。これがnDcから2Dcくらいの冷蔵コ

ンテナーに収められ、冷蔵状態（チルド）のまま、

極めて短い日数で日本に運ほれます。そして小売店

の店頭に届くまでずっとこの低温状態（いわゆるコ

ールドチェーン）は保たれています。この方法によ

り牛肉は日本へ輸送される途中で、熟成が行なわれ

ることになり、消費者に届くころにはちょうど食べ

ころになります。

●肉の見分け方●

肉を食べたとき、「柔らかくておいしかった」と

はいいますが、「堅くてもおいしかった」とはいい

ません。これでもわかるように、一般によい肉とは

柔らかで風味のよいものとされています。しかし、

堅い部位の肉でも、それなりの処理と調理技術によ

っては、柔らかくもなりおいしい肉に変えることは

可能です。

牛肉や豚肉にしろ、肉質はその家畜の品種や性別、

年令や飼料などによってかなり遠がいがあります。

特に牛のように、一頭一頭その差が顕著です。反対

に多頭飼育の進んでいる豚の場合は品質は大体均一

になっています。つまり、豚では、肉質によるばら

つきはわずかであるといえます。

それでは、肉屋の店頭に並んだ場合の肉のよしあ

しについて申し上げます。

●肉の色をまず見る　●

よい肉というのは、適度な赤色でつやのよいもの

を指します。家畜の性別や年令、部位などによって

も色の濃淡がありますが、特徴的な点にだけふれて

おきます。

●牛肉の場合◆

肉が店頭でショーケースに入っている場合、着色

した照明がついているかどうか、確かめてください。

もし赤味がかったピンク系統の照明がついていると

ヽ＿ノ



これは、実際の肉の色が若干脚色されることになり

ます。よい肉の色とは、濃すぎず薄すぎないつやの

ある鮮紅色をしています。牛肉（一応和牛を例）は

切りたてはやや暗い感じの色ですが、空気に触れて

しばらくすると鮮やかな赤みが出て来ます。これは

筋肉色素を形成するミオグロビンという成分が空気

に触れて酸化作用を起こすためです。酸化作用を起

こしている間は、その発色作用が続いていますが、

作用が鈍化するにつれ、だんだんと暗赤色へと変化

してゆきます。ミオグロビンの核を形成しているの

はミネラル（特に鉄分）です。つまり、鉄が燃えて

やがてさびていく現象であると考えればよいでしょ

う。

色が黒ずんでいる・‥…切り身やスライス肉を買う

と、肉が重なった部分が黒ずんでいることがありま

す。これは肉が傷んでいるわけでなく、空気に触れ

なかったために、発色しなかったものです。

濃い赤色をしている…‥・このようなものは、老令

の牛であったり、と畜前の健康状態が悪くて発熱を

していたもの、疲労が抜けないうちにと畜された場

合、こういう肉は堅くて風味もやや落ちるようです。

色が淡い…‥・こういう肉は概して若令の牛が多い

ようです。乳用去勢肥育牛の場合は、和牛に比べて

肥育期間が短いため肉の色はやや淡めです。この牛

肉は味はやや淡白ですが、柔らかくて風味がよいの

が特徴。部位によっては焼き肉、ローストビーフ、

ステーキなどの、肉を厚めに切って用いる料理に適

しています。

●豚肉の場合●

最もよい豚肉の色とは淡白紅色ということになり

ます。美しい淡いつやのあるピンク色であれば申し

分ありません。

赤みが濃いもの……これは老令の豚肉です。繁殖

用牝豚であることがほとんどで、こういう肉は加工

原料用になるものです。

●脂肪も肉のうま味のうち　●

最近は、美容や健康のために脂肪が少ない赤身の

肉が好まれるようです。しかし、脂肪は、肉の風味

を決める重要な役割を持っています。特に調理した

ときの食欲をそそるあの独特の芳香は、脂肪であり

ます。和牛では霜降り肉が珍重されますが、この肉

は舌の上でとろけるような感触がなんともいえない

うま味、芳りであります。

●牛肉の場合●

目で見たとき堅すぎず適度の柔らかさと弾力のあ

る乳白色にちかい、つやのあるものがよい脂肪であ

ります。脂肪の色には、白色、乳白色、クリーム色

黄色、褐色などありますが、色からいえば、理想的

なのは白ですが、あまり白っぽいのは脂肪が堅くて

ポロポロすることがあります。色にはそれぞれ特色

があり、飼育の方法、飼料の質、家畜の年令により

違います。

●豚肉の場合●

豚肉も牛肉とほとんど同じで、白色で適度に粘り

があり、つやのあるものが最上です。

上等の脂肪をつけた豚肉は餅豚とも称され、香り

味とも最高です。これに対して水豚と呼ばれるもの

があり、肉の締りが悪くて水っぽく、風味が乏しく

堅いようです。

人間の皮膚、特に女性の肌の美しさを評価するた

とえに「きめ」という言葉をよく使います。きめが

細かいほどなめらかで美しい肌ということになりま

す。肉の場合も、きめが細かく、なめらかなものが

上質の肉といわれます。肉は、歯ざれがよくて柔ら

かく、しかも風味のよいものが最上とされます。私

たちが、日で見分けるには、まず肉のきめの細かさ

を第1条件にして、次によく締っていてビロードの

ようななめらかな感じかどうか見て下さい。そして

色が明るい赤色をしていれば、まず柔らかな上質の

肉だと思ってよいでしう。

〔報　　告〕　芸生恒吉君

5月2日、鶴岡西R・C．会員の半田茂弥氏の葬儀に

際しまして、当クラブより多大なるご香典を頂戴致

し、又、天気の悪い中、会員多数のご会葬とど香典、

ど供花を頂戴致し誠にありがとうございました。遺

族になりかわりまして御礼を申し上げます。



（委員会報告）

（親睦活動委員会）

親睦ゴルフ大会

日　時　　5月21日

午後12時スタート

場　所　　湯野浜カントリ→クラブ

LLヱ＿上．空っ

今野清一君　　今日から屋上（NHK）にカメラを

取り付け、毎日の天気予報の折に

風景を流されるようになりました。

又、衛生放送の故障で第一放送の

みでしか放映出来ない事のおわび

（ビ　ジ　タ　ー）

東京北R．C．　旅河正美君

鶴岡西R・C・　菅原隼雄君．菅井幹雄君

桜井　　晋看．八幡慶二君

（今週の担当者　秋野　　忠）

ロータリー用語便覧㈹

分　区　代　車聖
地区内において予め

決定した分区内のク

ラブの管理責任者を援助するために設

けちれる非公式なガバナーの代理のこ

と。したがって手続要覧では「ガバナーの分区代

理」と言っている。分区代理は分区内のクラブ会長

とガバナー間の連絡員であって、独立した権限も、

公式の権限もないし、一時的にそのような権限を委

託されることもない。その任務としては、①毎年2

～3回程度、分区内のクラブを公式に訪問し、クラ

ブ活動の状況をガバナーに報告する。（カ分区内の都

市連合フォーラムを計画・準備する。④分区内又は

勉の分区との出席競争を準備する。④非常事態の発

生した場合、分区内のクラブを特別訪問する。㊥卓

話者の斡旋その他有用な援助をクラブ役員に与える。

（釘地区ガバナーの要請事項や勧告事項の推進を督励

する。（むクラブの充填・末充填職業分類表の作成に

助力する。（む会員数を確実にふやすにはすぐれたプ

ログラムの作成が大切であることを、役員・一般の

会員にも理解させるよう協力する。（釘地区大会のプ

ログラム委員会の一員として活動する川等がある。

なお、分区代理が最も活躍できるのは都市連合フ

ォーラム（IEG）である。したがって、その能力を

発揮する機会もゼネラル・フォーラムなのである。

分区代理には元クラブの会長とか、所属クラブ管

理者として特に成功した人が適任とされている。

分区代理の活動範囲は分区内に限定されるので、

その距離も接近しているため、経費はあまりかから

ず、手続要覧では、活動に必要な経費は自己負担と

定められている。

ホーム．ホスピ　外国人ロー∵ダリアンを、自分が、
クリティ　　　（たとえは日本人が）ホストとな

って家庭に招き、親切にもてなし、国際親善と親睦

の輪を広げること。国際ロータリーの大会での大切

な行事の一つで、これによって国際間の相互認識と

理解とを深めることを目的にしている。形式的にな

りやすい国際大会での公式行事への参加招請とちが

って、真に心と心がふれ合うようなアットホームな

雰囲気のなかでこそ、外国人ロータリアンと楽しい

交流とコミュニケーションが行なわれる、というこ

とへの期待がある。そして「おもてなし」の意味も

大けさなど馳走やお土産ではなく、（⇒あまり形式に

こだわらずに、ゲストと気持ちが通じ合うような、

家庭的なもてなしをすること、④言葉の心配やスペ

【スの広さなどに余りこだわらず、家族全員でゲス

トを迎えること、④気を使いすぎて、何もかも整え

るといった迎え方よりも、ゲストが積極的に参加し、

一緒になって楽しむという方向でもてなしの内容を

考えること、などに留意すべきであろう。

眺岡ロータリークラフ別、一仁　U附し」34．6　9　承認　H珊」34・6・27　25：う地区二
・巨務ん．う　鶴岡■い、iJ場町　鶴間商」二会議所内　電‖舌　0235（24）7711

例会場　机匝日用J場町物産館　3階ホ肝ル　例会　臼　伍坦火曜日　午後1230～13。
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≡由席朝雲妻会員75蚕≡諷席58着二二頭重66毒匿前歴蚕率痘喜憂塞　堰≡窒素63－毒≡舜定出棄率84・鱒琴

本日はロータリー財団の協力の日です。
一人1ドル以上のど寄付をお願い致します。

悠長報草つ
会長代理　佐藤順治君

今日は内山会長が出張中で、私が代行させて頂き

ます。先般、鶴岡土曜会のヨーロッパ演奏旅行に際

しまして、1人当り1，000円也のご寄付を会員の皆

様にお願いしてありましたが、まだ充分な額に達し

ておりませんので、よろしくご協力の程お願い申し

（頂事報告）　斎藤　隆君
1．例会時間・場所変更のお知らせ

○鶴岡西ロータリークラブ

5月25日（金）は早朝例会のため

点　鐘　　午前6時30分より

場　所　　善　宝　寺

○酒田ロータリークラブ

5月16日を5月19日（土）に変更

午後6時30分より山王クラブ

登録料　　7，000円

2．国際ロータリー第253地区石川ロータリークラ

ブ（福島県石川郡石川町）認証状伝達式のご案内

期　日　　6月17日（目）

会　場　　ウェディングプラザ　下の湯

登録料　10，000円

申込〆切　5月23日　事務局まで

3．日中友好のしんぶん「日本と中国」

4月15日号到着

（会員スピーチ）

急逝された西R．C．半田茂弥君を偲ぶ
黒　谷　正　夫　君

西ロータリークラブの半

田茂弥君が去る4月27日に

急逝された事は皆様先刻御

承知の事と存じますが、彼

は宛の3日前の4月24日の

当クラブの例会にメイクさ

れたのが、元気な姿を御見

掛けした私にとっては最後

でありました。

何故、此機会に彼の話を申し上げるかと申します

と、皆様は御存じない事と思いますが、彼は生来温

和な性格もありまして、表面には出しませんでした

が人の好き嫌いがはっきりして居りました。

そして常平常、「私の友達は鶴岡ロータリーに居

る」とよく御話しておられたものでした。

彼は山形市の伊藤医院の末子に生まれ、鶴岡医師

会長の池田先生の弟さんでありまして、戦後加茂の

半田家に来られまし′」ので、それ以前の御友達が鶴

岡に居りませんでした。

ロータリークラブを通じ、又御酒の席を通して鶴

岡ロータリーの会員一部の方と親しくして頂いた事

は、彼の生涯にとって特に有意義な事であったと確

信しております。

此意味で彼の古い友人として、此の機会を御借り

して一言彼に代って、彼を暖かく受け入れて下さっ

た皆様にお礼を申し上げたい為にスピーチに先立っ

て入れさせて頂きました。

彼は当クラブにメイクされた翌日の25日午前中に



具合が悪くなり入院し、その時は軽度の症状でした

が、翌26日午前中大出血され、危篤状態になられ、

翌日の27日の夜に死亡されたのでございます。

税　　理　　士

皆さんは日本経済新聞で「ザ・税務署」という記

事を御覧になった方も御有りの事と思いますが、こ

れに関連して現在の税理士の置かれている状況につ

いて御話をしたいと思います。

もともと税理士というものは、戦前より税務代理

士という資格がありまして、税務署の代書人として

の仕事をしておりました。

しかし、戦後所得税の自主申告制度が発足致しま

して、戦後税制の基礎となりましたシャ17竃か告の

中で「納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と

同等あるいはそれ以上の力のある専門家の一団の援

助を得ることが必要であるJと述べております。

この趣旨のもとに税務代理士法を改正して、当時

計理士という資格がありましたので、それに関連し

て税理士という名前にしたわけであります。

もともとの趣旨は、税理士は納税者の権利を守る

為に誕生したものであります。

しかし、昭和31年の税理士法改正を機に暫定措置

として（実質無試験制度）を創設致しまして、増加

する税務署の退職者の再就職先の確保に乗り出した

ものです。

最近税理士が急増したのは戦後自主申告制度発足

の為、税務署職員が急増した時に就職した方々が定

年期を迎えた為であります。

一般納税者には、税理士という者はすべて国家試

験の難関を突破してきた人たちのように考えられて

どうぞ皆様も彼の御冥福を祈って下さいますよう

御願い致します。

の　　顔

いますが、現在は試験合格者は税理士約42，000人の

内約15，000人に過ぎないのであります。

ところが何処の官庁もそうでしょうが、国税当局

の退職者に対する面倒見の良さは相当なものであり

まして、業務の性格上、上下関係、秩序ががっちり

していますので、税務署の関係者は（国税一家）と

しての連帯感につながっております。

その結果、今後益々増加する徴税事務の下請け化　　　）

に税理士を利用しようという兆候が様々の現象とし

て現れております。

徴税事務のコンピュータ¶化も進んでは居ります

が、今後大型間接税などが導入された場合には、今

の人員では徴税事務量がさかしきれない事になりそ

うなのであります。

その場合、税務当局から見て、税理士を下請け化

する事は大きなメリットがあるのです。

税理士は本来は納税者の権利を擁護するのが使命

でありますが、税務署に恩顧をこうむった税理士は

果たして今後共独立性を保っていけるのか、また、

税理士の顔を今後共納税者側に向けていけるのか、

国税当局の圧力が今後税理士にどれだけ増して来る

のか、或いは、税理士がどれだけ此の圧力に耐えら

れるか、今後の税理士には多くの困難が待ち受けて

いるようですが、税理士を利用なさる皆様も此間題

を考えて頂きたいものです。

（‾言マ　イ　ノ㌧）

布施隆夫君　　横浜へお嫁に出されて。

松田貞夫君　　当社で製作している器機をブラ

ジルへ出荷して。

川村徳男君　　三人目の男の孫が誕生して。

迎田　　稔君　　無事海外旅行を終えられて。

斎藤　　隆君　　初めての仲人の大任を果して。

新穂光一郎君　　渡米中の娘の恵が、ランニング

中右足首を捻挫し、今月になっ

て全快して、1600米リレーの選

手に選ばれたので。

（七　ジク　ー〕

鶴岡西R．C．　桜井　　借着

立川R．C．　　池田好雄君

（今週の担当者　秋野　　忠）

■　　一夕■トークラフ打ト′　卜糾し1こう4（う　～－　承認　H附し－3－皇・6　27　25こし地は

ホ　山里烏是則‘1鴇聞商‾1急議酢内・電話　0235（24〕7711

1111㍑照射町伽招潰　3描－；、　　例会　臼　毎週火曜日＋午後12：う（ト1こう。
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出席報告：出席75名　出席53名　出席率70．57％・前回出席率66・訂％　修正出席63名　確定出席率84・00％

⊂季長報告〕　内山喜■君

○鶴岡土曜会混声合唱団演奏会期日

6月16日（土）鶴岡市文化会館

開演　P．M．7：00

6月23日（土）酒田市総合文化センター

開演　P．M．7：00

0ゲストの紹介

鶴岡市消防署長　北村敏男氏
昭和25年9月市役所に勤務され、その後水道部

長、建設部長歴任され、現在消防署長に就任し

地域住民の生命・財産の安全確保に努力されて

いる方でございます。後程、日本消防の変遷と

題してスピーチをお願いしてあります。

〔幹事報亘つ　斎藤隆君
○例会時間・場所変更のお知らせ

・温海ロータリークラブ

（ゲストスピ「妻⊃

5月28日（月）は、座禅会菜びに山菜とりの為

座禅会12：15～　木の俣　光慶寺

終了後山菜とり

例会及び懇親会を関川．金沢屋にて

16：00より

登録料　2，000円

午前11時30分あつみ商工会前マイクロバス出

発。出席の場合前もって連絡して下さい。
・立川ロークリ【クラブ

移動例会のため6月7日（木）

点　鐘　12：30～

場　所　遊佐町大字吉出　妙泉寺
登録料　4，000円

出席する方は5月31日まで事務局まで
・酒田．酒田東ロータリークラブ

合同例会のため5月23日（水）

ホテルリッチ酒田　12：00～

登録料1，500円

日　本　消　防　の　変　遷

今年は鶴岡市制施行60周

年に当り、多くの記念事業
が計画されておりますが、

その一つに消防ポンプの移

り変り展があります。そう

いうこともあり、日本消防

の色々な出来事を追ってみ

たいと思います。

日本の消防を調べてみま

すと、江戸時代より以前は、多くの火災記録はあり

ますが、制度としては熟していません。西暦800年

頃、平安朝時代に、専ら宮殿を防火する役目として

「禁裡火消制度」がありましたが、詳しいことはわ

かりません。話はどうしても江戸が中心となります。

1648年三代将軍家光は、「火災予防に関する町触

れ」を公布し、定火消として江戸城や大名屋敷の警

鶴岡市消防署長　北　村　敏　男　氏

防を命じました。これが常備消防の始まりと云えま

す。当時の大名屋敷は、桧皮葺き又は本瓦葺きで、
一般の家は板葺き、藁葺き、茅葺きで、常に延焼大

火になる危険性がありました。一般民家の瓦屋根は

禁止されていたのです。家光は4000石の旗本二人に

命じて、与力6騎、同心30人、ガエンと称する火消

し人足70人よりなる消防隊を編成し、四谷御門、半

蔵門の警防に当らせました。ところが、ガエンは城

内で博打をやったり、酒や料理を盗んだりして世の

不評を買いました。我々プロ消防士の先輩がこのよ

うな生活態度であったことは残念でたまりません。

1657年（明暦3年）江戸に107，000人の焼死者を

出す大火がありました。これは振袖火事とも云われ、

日本有史上最大の火災です。明暦3年から明治14年

までの224年間で、長さ15町（1635m）以上の大火

が93件、2年5ケ月に1件の割合で発生しています。



昭和51年の酒田大火ですら長さ約800mですから、

如何に規模が大きかったかが想像されます。この大

火後に江戸城が再建され、江戸の都市計画が樹立さ

れました。

1659年（万治2年）徳川幕府の政策が浸透し、世

の中も落ち着いてきました。将軍家綱は、武士の士

気昂揚を図るため、上野の東照宮前で4人の火消役

に命し、幕閣並居る前、火事装束も勇ましく、出初

めの指揮をとらせました。これが出初め式の始まり

です。

1671年（電文11年）鶴岡に町火消が誕生しました。

江戸の「いろは48組」の町火消よりも50年早く出来

ました。この事は、私達が自慢出来ることでしょう。

当時、鶴岡の元曲師町より出火、曲師、桧物師の住

む町として、燃え易い桧材が多かったため、見る見

るうちに延焼拡大し、雁災戸数104戸に及びました。

この対策として町火消が出来たのです。

1718年（享保3年）8代将軍吉宗は、武家屋敷の

防備のみに重点を置いた体制に疑問をもち、儒学者

萩生祖殊の進言をうげ、江戸奉行大岡越前の守忠相

に命じ、火事の時、風上、風の左右二丁以内から人

足30人ずつ出させ、火消しに当らせました。いつも

火災現場において活躍の目覚しい鳶職、大工、日用

座の人足を選抜し、「いろは48組」を設置しました。

彼等は選ばれたというプライドもあり、又人間的に

も立派でした。これが消防団の始まりです。ここで

培われた自尊、自己責任、自己犠牲の消防精神は、

約300年後の今日まで脈々として受け継がれて来て

います。「火事と喧嘩は江戸の華」と云われていま

すが、火事が江戸の華という意味は、町火消の火事

現場における働きが華々しいという外に、素晴しい

人間性を賞讃していると思うのです。

1897年（慶応3年）徳川慶喜が大政奉還しました

が、薩摩は尚、討幕の意志が強く、開戦の端緒をつ

くるため、江戸・関東各地に騒擾を起させました。

時に市中取締役であった荘内藩家老の松平権十郎は

薩摩を攻撃しなければ取締役の責任を果せないとし

て、荘内藩兵1，000人を主力として薩摩屋敷を攻撃

し焼き払ってしまった。しかし今日、西郷隆盛が縁

となり、鹿児島市と鶴岡市は兄弟都市の盟約を結ん

でいることは、全く興味深いことです。

1947年（昭和22年）終戦によって、警防団令が改

正され、「防空」が削除されました。22年に新らし

く消防団令が公布され、市町村に自主的民主的消防

団が義務設置とされましたが、23年には従来の勅令

の消防団令が廃止され、任意設置の消防団令が公布

され、指揮監督権は警察署長より、市町村長、消防

長、署長に移行されました。時代の変化の激しさを

伺い知ることができます。

1948年（昭和23年）マッカーサー元帥から、警察

制度改革に関する基本針が内閣総理大臣あて書簡で

示されました。この方針は警察を地方分権化し、人

口5，000人以上の市町に、自治体警察を設置させる

ことと、警察は本来の犯罪捜査等に専念し、その他

の行政事務はできるだけ地方自治体に委譲すること

とされました。23年に消防法、消防組織法が制定さ

れ、名実共に自治体消防として発足し、近代消防の

第一歩を踏み出したのであります。

1963年（昭和38年）救急業務が消防の実施義務と

して位置つけられました。救急業務を警察が担当す

るか、それとも消防が担当するかということで大論

争があったようです。何れも民主警察として、民主

消防として国民から親しまれ、感謝されるには救急

業務は非常に魅力のある仕事であり、両者共、所轄

業務として実施したい希望をもつことは当然のこと

でしょう。結局、消防担当になったことは、我々消

防人として、大変嬉しく思っています。しかし最近

ハイヤー代りに利用される傾向が強くなってきたこ

とは残念です。救急車の正しい利用法について、私

達はもっともっとPRLなければならないと思って

います。

・jマ　イ＿ノ√・

高橋艮士君　　5月20日健康管理センター竣工を

記念して、国立癌センター研究所

長．杉村先生の公開講演の開催で

1，200名の聴講を得て。

吉野　勲君　　木村屋葉子業100周年記念と両親

喜寿のお祝い。

小池繁治君　　絵画展の開催にて。

丹下誠四郎君　　社団法人日本バーテンダー協会よ

りミスターバーテンダ二一に選ばれ全

国14名中東北より1人に選ばれて。

〔ビ　ジ　タ二二⊃

鶴岡西R．C．　井上　彬君．加藤重郎左工門君

野口　弥君．佐藤成生君

温海R．C．　　本間　毅君．阿部一大君

（今週の担当者　嶺岸光吉）
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喪露報告：套蔓乃名　盤蚤名　出産率73．悪霊二前画宙席率商議7％一遍趨席＝偲≡毒　確定琵蕎率部．67％

（二互二互亘二二重⊃
内山喜一君

○詳細は来週第1例会で申し上げますが、6月9日

創立記念日ですが、6月12日第2例会に津田先生

の創立当時の思い出のスピーチがありますので、

出席率100％にしたいので出席委員会よろしく。

○同日新旧クラブ協議会を午後5時、祝やで開催さ

れますので多数出席して下さい。

（会員スピーチ）
米　国　気　偉

4月18日夕刻日本航空002便に乗りこみ、機上の

人となってから8時間30分後、ジャンボ旅客機はス

ムーズなランデングでサンフランシスコ　インターナ

シ′ヨナルエアポートに降り立ちました。1年振りの

想い出のサンフランシスコは雲一つない真青な空と

輝やかしいカルフォルニアの太陽の光でまばゆい感

じが致しました。

想えばこの3年間、私はこのサンフランシスコの

地に桑港寺の新本堂を再建する為に、ロータリアン

として与えられた奉仕の機会に全くというほどその

責任を果すことが出来ず、多くの諸先輩に迷惑をか

け、家庭においても親として、夫としての責任を放

棄して、唯ひたすらに新本堂落慶の為東奔西走して

きたのであります。

全てを犠牲にして情熱をかけたプロジェクトが今、

落慶法要という形で結集され、その法要厳修の為に

今回の渡米となった訳です。

サンフランシスコの日本人町の一隅に建立された

日本の禅宗寺院らしい様相を呈した桑港寺の新本堂

○次にポールハリス　フェロー藤川享胤さんと内山

英資さんの献金がありました。

〔軸を〕斎藤隆君
1．日中友好の新聞「日本と中国」到着回覧中であ

ります。

2．5月8日・9日に長井で行なわれた第253地区

第5回ライラ研修会の礼状到着。

な　一　人　旅

藤　川　享　胤　君

落慶法要は4月22日大本山永平寺副貫首．丹羽廉芳

禅師の御親修を仰ぎ、日本からは70名の人々の御随

喜を戴き、まことに厳に開眼供養が修せられました。

吾クラブからは、内山会長が直筆の般若心経の写経

を数通持参し奉経してくださいました。法要後参列

者が引きあげ、静けさをとりもどしたお寺の前に立

ちつくした私は、一人静かに感涙にむせんだのであ

ります。3年間味わわせていただいた有難き体験に

感謝をしつつ………。



法要後三滴事件で有名な？あのロスアンゼルスを

はじめとし、レイククホ、ラスベガス、メサテンポ

ー、リノ、クリーブランド、バッファロ…と気儀な

一人旅を楽しみながらニューヨーク入りしたのが5

月15日であります。ここでレンタカーをして翌16日

今回の渡米のもう一つの目的である、当クラブから

の交換留学生新穂恵さんを励ます為にニューブラン

ズウィックを訪問したのであります。

米国一の製薬会社ジョンソン　アンド　ジョンソン

社の本社があるニューブランズウィック市は、ニュ

ーヨークから南西に80キロの地点にあり、超高層ビ

ルの立ち並ぶニューヨークとは好対照な長閑な田園

都市であります。

現在恵さんは、鶴岡で活躍中のデービット．ハイ

ラインさんの御両親のところにホームステイーをし

ております。ハイライン家を訪ねた私にハイライン

氏、開口1番ようこそニューブランズウィックへ、

これがtt娘の恵です”そう言って彼女を紹介したの

です。一年振りに会う恵さんは、すっかり女性らし

く成長し、少しはにかみを残しながらもレディーと

して、ハイライン家の家族の一員として堂々と振る

まっておりました。私は彼女の成長をまのあたりに

みて安心すると同時にtt娘の恵です”そう言って紹

介してくれたハイライン御夫妻に、交換留学生のホ

ストファミリヤーとしての理想像をみせられたおも

いがし、非常な感動と同時にロータリアンの一人と

して深く敬意を表した次第であります。

ハイライン氏より素晴らしい昼食の接待を受け、

互いのクラブの実情を語りあって参りました。次回

の渡米の際には例会への出席（木曜日）を約束し、

別れをおしみつつニューブランズウィックをあとに

致しました。

（ス　マ　イ　ル〕

若生恒古君　　健康管理センター竣工式の際、鶴

岡医師会より感謝状金一封いただ　　＼、・一

いたので。

匹田良平君　　同　　上

小池繁治君　　天神祭に参加して。

早坂徳治君　　天神祭に参加して特に大黒様にな

られた。

藤川享胤君　　サンフランシスコお寺作りその落

慶のため。

（ビジタ二＿）

鶴岡西R．C．　井上　　彬君．菅原隼雄君

ロータリー用語便覧㈹

メーク・アップ
ホームクラブの欠席

を、他クラブの例会

に出席して「うめあわせる」ことを言う。

1922年の国際大会で、親睦と友情を

深めるため毎週1回例会を開くことを決めたが、そ

の後1958年のダラスの国際大会では、毎週1回例会

を閑かねばならないことを標準ロー∵ダリ一・クラブ

定款に規定することを決議したのである（標準R．C．

定款第4粂第1節）。もちろん、会員はすべてこの例

会に皆出席しなければならないと義務づけた規定は

ないが、連続して4回ホーム・クラブの例会に欠席

した会員（正会員、シニア・アクチブ会員、バスト

サービス会員等）は、その欠席を埋め合わせる（メ

－クアップ）か、正当な理由があると認めて理事会

が出席を免除しない限り、その会員としての身分を

失うことになる。しかし便法があって、ホーム・ク

ラブの例会に欠席した会員は、誰でも、欠席した日

の直前6日間のうちいずれの日か、あるいは欠席し

た当日または直後6日間のうちいずれかの日に、他

のどこかのロータリー・クラブか仮ロータリー・ク

ラブの例会に出席していれば、ホーム・クラブの例

会に出席したものとみなされ、その「欠席補充（埋

め合わせ）」が認められるのである。ただし、その場

合、出席の通知が訪問先クラブの幹事から送られて

来なくてはならないが、その会員が自分で出席の報

告をしても差支えない（標準R．C．定款第8条第5

節）とされている。

（今週の担当者　斎　藤　昭）
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i豊二Pm呵把宝器諾‾う羊ニ＼
出席報告：会員76名　出席63名　出席率82・靭％・前回出席率円・33％　修正出席65名　確定出席率86－67％

（会長報告〕　内山喜＿君

理事会決定事項
06月9日は創立記念日ですが、6月12日津田先生

の創立当時のスピーチをお願いしてあります。紅

白のお餅を皆さんに差し上げます。
。新旧クラブ協議会を午後5時より祝やで行います。

登録料3，000円です。

06月26日は最終例会です。当館5階で6時から続

いて懇親会がありますので多数の御出席をお願い

（j辛事報草つ　斎藤　隆君
1．国際ロー∵グリー第253地区年次大会のご案内

期　日　10月6日（土）～7日（日）

場　所　山形県民会館

登録料　10，000円

仮申込〆切　6月20日まで事務局まで

2．先日行われた日本青年会議所東北地区山形ブロ

ック協議会参加の礼状到着

3．立川ロータリークラブより会報到着

Ⅰ・G・F特別委員会の設置について

川村徳男君

先般、大川次期分区代理からお話がありまして、

次年度に行われる庄内分区のⅠ．G．F．のホスト役を当

クラブがお引き受けすることになりました。

期日は未定ですが、10月23日のガバナーの鶴岡ク

ラブ公式訪問－これは、庄内分区の最後になりま

す－が終ったあとの、できるだけ早い時期を予定

しているようです。

とりあえず会場の選定を急がなければなりません

ので、本年度中に特別委員会を発足することにしま

した。委員長に松田士郎さん、委員に小池繁治さん、

若公恒吉さんの三人でお願いします。

当日の会場設営・懇親会・記録などはクラブの皆

さんにお願いすることになりますので、よろしくど

協力を下さるようお願い致します。

〔透j員紹介）　庄司嘉男君

飯野準治さん（56才）庄内三菱電機社長さんであ

ります。先代は早坂源四郎さんであります。鶴岡工

業高等学校を卒業され、自力で開店されたが、後で

庄内三菱電機へ入社されたそうであります。自宅は

大山→丁目32－28。奥様はみわさん、昭和4年生れ

趣味はコソレフ、ハンディは13との事。所属S・A・A

御　　挨　　拶

この度、皆様の御蔭によ

り入会させて頂きまして有

難うございます。

先代社長の早坂源四郎も

生前皆様の御指導頂きまし

て有難うございました。

精一杯頑張りますのでよ

ろしくお願いします。

（出席委員会〕
年間皆出席　15年間皆出席　手塚林

13　　〃　　　　市川輝

13　　〃　　　　佐藤順治

10　　〃　　　　飯白祐倍

8　　〃　　　　丹下誠四郎

6　　〃　　　　内山喜一

1　ク　　　　鈴木茂男

5月100％出席　52名

阿蘇．張．藤川．布施．飯白．石井・石川・石黒・

板垣（俊）．板垣（広）．市川．川村．黒谷．小池・

今野．小松（三）．加藤・三井（徹）・三井（賢）・三

井（健）．嶺岸．迎田．森田・松田（貞）・中江・中
田．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（順）・佐藤（衛）・

佐藤（友）．佐藤（元）．新穂．菅原．鈴木（善）・鈴

木（弥）．佐藤（英）．鈴木（茂）．斎藤（昭）・白坂・

高橋．丹下．手塚（林）．富樫・内山・渡部t山口・

吉野．塚原．高田．松田（士）．佐々木）

（垂車重室二）
会員誕生　張　紹渕君・石黒慶之助君

治
雄
君
君
若
君
君
君
君



会員誕生　　佐藤英明君．高田耕助君

布施隆夫看．松田貞夫君

高橋艮士君

（砺ピーチ〕

奥様誕生　　斎藤美代子（隆）様

斎藤　　和（昭）様

渡部てい子様

庄内工業の発展と鶴岡高専

染　　野

戦後の教育制度は画一的

な6－3－3－4制でして、

これに対して色々と論議が

なされていることは新聞・

テレビなどでよく御存知の

ことと思います。

工業高等専門学校は、中

学校卒業生を受け入れて5

年間の一貫教育により豊か

な教養と高度の専門技術を身につけた技術者養成を

目的として設立された高等教育機関一一大学と同じ
－であります。

戦後の復興期が終り、新たな発展段階に入り、産

業界では技術者養成の教育機関が要望され、これを

受けて昭和36年法律が制定されて、昭和37年度12校

発足し、現在国立54校、公・私立それぞれ4校、合

計62校あり、ほぼ一県一校あるわけです。高専は工

業高校と同じ完成教育機関でありますが、さらに勉

強したい学生のために大学編入学の道が開かれてお

り、特に長岡、豊橋の二つの技術科学大学は主に高

専卒業生を受け入れるために設立された大学と考え

てよいでしょう。

私達は地域に開かれた高専をめざして、中学校招

待体育大会、公開講座の開催などを行っています。

公開講座の今年のテーマは「先端技術あれこれ」で

す。生化学、ホログラフィー、TNS、機能材料な

檀　君

どの話を予定しています。

†21世紀は地方の時代」「先端技術を中心とした

工業立国」という構想から打ち出されたテクノポリ

ス（技術集積都市）構想が新聞誌上で話題になって

います。庄内地区の産業発展の方向をみるには、産

業発展の歴史を調べ、現状をよく認識して対処せね

はならぬと思いますが、余りにも大きな問題であり

ます。

科学・工業の発展をみますと、

1940年代：生化学、材料、エレクトロニック

ス

1960年代：アポロ計画、ロケット、コンピュ

ーター

1980年代：情報技術、バイオテクノロジー

などといわれています。1960年以後は大きな発明は

余りなく、技術発展は今まである技術のシステム化

によるものが主であります。

地域の工業発展をはかるには産業集積が必要です。

そしてこれを頭脳（大学、高専、技術センター等）

技術振興基金、情報サービス、国際交流などでバッ

クアップせねはなりません。

鶴岡高専が地域の皆様にお役にたつために先づ自

分達の実力をつける事が一番大切であることを心に

銘じ、日夜研鎖にはげんでいるところです。皆様の

御後援をお願いする次第です。

⊂云　　　『

新穂光一郎君　　娘の恵がミドル・セックス地区

の美術展に学校代表として作品

を展示されて

本間儀左工門君　　第3回台中港区R・C．との続盟式

の会場を利用して頂いて

三井　　健君　　4人目の内孫が生れたので

御橋義諦君　　インターハイの軟式テニスの団

体男子で南校が初優勝

松田士郎君　　南校軟式庭球部の先輩として

（ビ　ジ　タ　ー）

温海R．C．　　本間儀左工門君．渡部晃雄君

鶴岡西R．C．　野口　　弥君

（今週の担当者　菅原辰吉）

√【桐ロークリ〉－クラブ創立　昭和34．6　9　　承認　昭和34．6．27　253地区

卜　務　f【J　親閲市塙場町J　鶴岡商工会議所内　電話　0235馴7711

例会場　机岡市場場町物廃館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～130
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⊂会長報盲つ
内　山喜一君

今月9日でありますが、25年前1959年6月9日

初代会長小花先生他20数名の方々によって創立され

ましたのが、この伝統ある鶴岡ロータリークラブで

ございます。

その25年にわたる歴史をみてこられたのが、現在

津田先生と阿部与十郎先生であり、後でご挨拶をい

ただきたいと思います。

一口に25年と申しましても、その間さまざまな出

来事があったと思います。その思い出などをこの例

会にて津田先生からスピーチをお願いしてございま

す。

本日、創立を記念いたしまして、ささやかではご

ざいますが、紅白のお餅を添えまして、心ばかりの

お祝いとした次第でございます。

尚、話は変わりますが、本日午後5時から祝やに

おいて新旧合同のクラブ協議会を開催いたします。

出席者がちょっと少ないので、皆さんの中でご都合

のよい方、例会終了後事務局までお申出いただけれ

ば幸いと思います。

突然でございますが、祝やの席の方もあいており

ますので、宜しくお願いいたします。以上で会長報

（旦＿華」旦j⊃　斎藤隆君

1．国際ロータリー第265地区鯖江北ロー∵タリーク

ラブ（福井県）認証状伝達式の案内

期　　日　　9月2日（日）

会　　場　　鯖江市文化センター

登録受付　13：00より

登録料　15，000円

申込〆切　　7月10日まで事務局まで

2．日中友好のしんぶん「日本と中国」5月15．25

日号到着

25年を振り返って

津田晋介君

創立記念日のスピ¶チということで、かなり前に

黒谷委員の方から言われておったのですが、思いだ

せないんです。きのうまで考えたのですが、どんな

ことがあったのか思いだせません。25年前のことで

すから無理もないと思います。それではロータリー

の記念すべき例会で雑談でお話をするのは不似合な

ので、それで私からの提案ですが、雑談よりも皆さ

んお互い話しあって記念すべき例会を終った方がい

いのではないかと思いますので、ご了承下さい。

来年度特定委員会の構成の変更
と斎藤G・Nの挨拶状について

次期会長　川村徳男君

先般発表しました来年度の特定委員会について若

干の変更をします。

若公恒吉さんをローターアクト委員長に、佐々木

霊彦さんをインターアクト委員長に、佐藤衛さんを

青少年委員会の委員に、夫々お願いすることにしま

す。よろしくお願い致します。

また、地区の斎藤次期ガバナーから、ケネディ一

空港で書いた挨拶状が次期会長宛に参っております

のでご紹介いたします。



しを二二上空」

藤川享胤君　　ゴルフ大会にて優勝

布施隆夫君　　　　　〃　　　準優勝

渡部利夫君　　　　　〃　　1位

松田貞夫君　　名前が発表になったので

新穂光一郎君　　娘が卒業したので

（ビ　ジ　タ　二）

鶴岡西R．C．　三浦正志君．佐藤　　等君

ロータリー用語便覧㈹

名　誉　会　員
ロータリーの推進に

著しい貢献をした人

で、現在そのクラブの地域内に居住し

ているか、かつて居住したことのある

人を、そのクラブの名誉会員に推薦することができ

る。名誉会員からは、入会金・会費はとらないから

投票権は与えられず、職業分類を代表するものでは

ない。また、会員としての権限もそのクラブだけに

限られていて、その他の会員のように他のクラブの

例会や、クラブ以外のロータリー行事への参加はで

きない。

名誉会員としての資格は、毎年7月1日の理事会

で、その継続が確認されないときには、自動的に消

滅する。

米山記念奨学会
全国ロータリー・クラブによって

日本の大学院（地方によっては大

学）に在学する外国人学生に奨学金を支給する財団

法人。この奨学制度は、アジァ諸民族の相互理解と

共存共栄の実をあげるのが目的となっている。

ラ　　イ　　ラ
（RYRA）Rotary Youth Le－

adership Awardsのことをい

う。日本では「ロー∵ダリー青少年指導者養成プログ

ラム」と訳されている。このプログラムは地区的な

もので、地区全体にわたり、若い人達とロータリア

ンを参加させて、青少年の指導者および善良な市民

としての資質を伸ばすことを目的としている。

このような「ライラ」のいわれは、1959年（昭和

34）に遡る。その年、豪州クイーンズラツド州の自

治権獲得百周年祝賀会に英国のアレクサンドラ王女

が名代として派遣されたが、この時王女と同年代の

青年たちを記念式典を招いて、王女と会う機会を作

ろうという計画がもち上がったのである。そしてブ

リスベーン・ロー∵グリー・クラブが、全豪から集ま

ってきた青年リーダーたちのホストをつとめたのが

第260地区（現在の960地区）における「ライラ」

創設の起因となったのである。これがきっかけにな

り、ロータリアンたちは、この催しを毎年行なうこ

とに決め、各クラブが二名づつの青年を選んでブリ

スベーンに招待し、一週間、文化・社会・教育プロ

グラムに参加させることにしたのである。

例会を休会にで　例会はみだりに休会することはで
きる場合　　　きない。例外としては、の例会が

国の祝祭日（法定休日）に当る場合　伊クラブ会長

が死去した場合　③全市に影響のある伝染病とか災

害などのある場合があり、そのときは休会として出

席記録から除外してもよいことになっている。休日

だから当然休会というようなことではない。したが

って、大晦日とか新年の第一例会（元旦である場合

は除く）は、法定休日ではないから休会にはできな

いが、変更することは差支えない。

例会欠席と会員　毎半期間を通じて、出席率が60％
身分の失格　　以下、あるいは正当な理由がなく

連続四回例会を欠席した場合には、会員の身分を失

うことがある。

ローターアクト　若い活動的な男女（18－28歳）を
クラブ　　　対象にして、1968年（昭和43）に

組織され、発足したクラブ。地域社会への奉仕を通

じて、指導力と責任ある市民性を育成し、国際理解

と平和とを促進することを目的に掲げている。

その場合、プログラムは、常に、国際ロータリー

の方針に沿って立てられる。

（今週の担当者　小松三雄）

親閲ロータリークラフ創立　昭和34．6．9　承認　昭和34・6　27　253地区

車結局　鶴岡「け掲揚町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　構岡市罵場町物産館　3階ホール　例会臼　毎週火曜日　午後1230～130
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蜘叫kみんを肝タリ＿を⊥望
Shalで月Ola均一

哀んをJこ春画を　　．∵∴　〆♂　≡身

出帝寄誉：会員76名三遷席53名　缶嚢率二」随・74％⊥二二前回出席率墓68％一一詞席65名≡確定出席率85．53％

⊂亘二を二重j⊃
内山喜一君

鶴岡土曜会のヨーロッパ演奏旅行に先立ちまして

16日に文化会館に於きまして、記念演奏会が開かれ、

多くの皆様からお出を頂き有難うございました。又

ご多大など寄付も頂き重ねてお礼申し上げます。

〔幹事報告〕斎藤隆君

1．例会時間・場所変更のお知らせ

○酒田ロ「グリークラブ　　年度末懇親会のため

6月27日（水）　午後6時より

場　所　　ル・ポット・フー

ビジター料　　5，000円

○鶴岡西ロータリークラブ　最終例会のため

場　所　　竹屋ホテル

登録料　　4，500円

2．事務所移転のお知らせ

福島・福島北・福島東・福島西ロータリーク

ラブ事務所の新住所

福島市栄町5－1　ホテル辰巳屋7階

TEL（0245）24－1010（代表）

3．会報到着　　東京ロータリークラブ

4．ユネスコ新聞到着

5．新会員の推せんに関する氏名発表

奥山一郎さん　お茶の山一経営者　茶配布

入会に反対される方がありましたら、書面で

その理由を書いて、理事会に10日以内にど送

付下さい。

6月29日（金）　午後6時30分より

（会員スピーチ）

「酒」の　故　事　に　学　ぶ

私はスピーチのテーマと

して、人と人とをなどやか

に親しませる「酒」をテー

マに選びました。

しかし、皆様それぞれ

「酒」に関しては通の方々

が多いと存じますので、浅

学非才の私がいまさらお話

することもないのですが、たまたま手に入れた本な

どから、酒に関する故事を集めました。

私自身の飲食に対する自戒の意味を含めて、酒の

故事に学ぶことに致した次第です。

布　施　隆　夫　君

皆様の晩酌や一寸一杯がおいしくなりますれば大

変幸いと存じます。

「酒」の徳

酒には昔から「酒は百薬の長」とか「酒に十徳あ

り」〔狂言tt餅酒”〕とかいわれております。十の

徳をあげてみますと、

1．萎虫居の友

2．万人和合す

3．位なくして貴人に交わる

4．推参に便あり

5．旅に慈悲あり

6．延命の効あり



7．百薬の長

8．愁いを払う

9．労を助く

10．寒気に衣となる

まさにこの通りで、人々に愛飲されております。

しかしながら酒に限らず、物には程々というのが

一番よいのであって、昔は「酒は三献に限る」とさ

れ、杯に九杯〔杯に三杯飲ませてから膳を引くのを

一献とし、人をもてなすにはこれを3回繰り返す〕

が適度の酒量としたようです。反対に「酒に別腸あ

り」といわれます。即ち水を5合、1升飲めと言わ

れても飲めませんが、酒なら別に入るところがあり

「百川を吸うが如し」とか「飲むこと長鯨の如し」

となると大変な酒量ということになります。

「酒」は人を変える

「酒とテーブルは友をつくるが、また友を失うこ

ともある」〔フランスの諺〕のように酒量が過ぎる

と自分自身を見失い、折角の旧来の友ともいさかい

を起してしまったり、嫌がられたりすることになっ

てしまいます。

「人・酒を飲む、酒・酒を飲む、酒・人を飲む」

とある戒めの言葉は何とも味わいのある言葉です。

やはり「酒」は最初の「人・酒を飲む」の段階で終

るべきなのだろうか。

「酒入れば舌出ず」とも言います。即ち、酒が入

ると口数が多くなり、言わなくともよいことまで言

って身を誤る。これは完全に「酒・酒を飲む」の段

階にきているわけです。

「酒」は道具なり

酒はまた、いろんな道具に使われていることがあ

ります。私共、サラリーマン社会では「酒」はいろ

んな場所、形での主人公であります。

「酔翁の意は酒に在らず」（敵は本能寺というこ

とでしょう）という、退社時に上司から今夜どうか

ねと誘われてついて行くと酒を飲みながら「実は」

と情報となり、頼みを持ちかけられて、上司の狙い

は酒ではなかったことに気がつきます。また、「人

を知るには酒が近道」といってその人をよく知ろう

と思ったら一緒に酒を飲んでみるのが一番という酒

飲みに共通した考えもあります。

「酒」の本当の酔い方

サラリーマンの特権に、同僚と共に赤提灯で一杯

飲みながら上司の悪口をいってウサを晴らしたり、

世の中のからくりや人間関係のいやらしさを忘れた

いために飲む酒が一番多いようです。まさに「亡機

の酒」でありましょう。李白は「私は酔った、君も

楽しんだ、よい気持ちになって共に世の中のからく

りを忘れた」と詰っています。李白は酒豪で有名で

すが、「酒中の趣」の詩の中で、酒に酔った時の気

分が最高に楽しいが、飲めない人にいくらそれを言

ってもわかってもらえないと嘆いています。「酒中
ク　カトセソ

の仙」「羽化登仙」（はねがはえ、仙人になって天

に登る）といわれる如く、酒は何もかも忘れ、気持

ちよく酔うのが最高ですし、また、「後に柱、前に

酒」と悠然とした気持ちが必要であります。

うまい「酒」、まずい「酒」

気分のいいときに飲む酒は何でもうまい。逆に気

分の悪いときに飲む酒はどんな高級な酒でもまずい。

「酒」を飲みながらよく　ttこの酒はうまい酒だなあ”

と悦に入っている人を見かけます。人間の仕草とし

てここに面白い言動を見かけます。うまい「酒」の

場合には首を片方の耳の方へかしげttうまい酒だな

あ”と感じ入っています。これが「片耳の酒」であ

ります。また「両耳の酒」といって、まずい酒の場

合は首を左右両方の耳の方へ交互にかしげながら、
ttうまくねえなあ”と、まるで子供が駄々をこねる

に似た言動をしています。

宴会の「酒」
ヒレヨク

宴会がたけなわになってくると「飛腸を飛ばす」

といって、杯のやりとりが激しくなってきます。そ

の結果、酒席が乱れてくることを「杯盤狼籍」とい

い、何事も極まり過ぎると乱れがちになり、なかに
デイ

は「泥酔」（泥という虫は骨がなく、水中ではシャ

ンとしているが、水から上げるとドロのようにしま

りがない）して「杯杓に勝えず」（飲み過ぎて酒席

にいることができない）となってしまいます。

＼→七戸・′

＼→ヽ一・
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宴会に遅れてくると「今入り三杯」（かけつけ三杯）

という習慣があります。

宴会の嫌いな人、また酒に弱い人は「忘酒」とい

って早目に逃げ出すことがあります。中国では途中

で逃げ出した人間は卑怯者扱いとし、史記によれば

斬り捨てたとされております。

いやでもバンザイまで席から逃げないようにした

いものです。

「酒」の呼称

中国では100近くの呼称があると言われます。そ

の一部を挙げれば、甘液、甘波、甘露、花露、含春

壬、宣春、快活湯、大和湯、忘憂、福泉、狂楽、金

花、金糸、賢人、聖人、般若湯などがあります。

終　り　に

「酒と産に懲りた者がない」という言葉がありま

す。酒を飲み過ぎた時も、お産の時もそのたびにず

いぶんと幸い思いをするはずですが、そのくせやめ

てしまう人はまずいません。人間は忘却するがゆえ

に人間なのでしょう。

やはり「酒」は飲む方が宜しいようで、そろそろ

ここらで「つもり」〔酒宴の最後の酌〕にします。

⊂云　マ　イ　ル〕

佐藤英明君

東北のプッシュホンが30万台を突破したので。

（只今、突破記念セール実施中　6月18日～7

月14日まで　この間にプッシュホンお申し込み

の方にイタリー製ボールペン：サーカスペンを

進呈）

〔参　考〕

全国のプッシュホン　　　570万台

鶴岡のプッシュホン　　3，800台

丹下誠四郎君

6月17日社団法人日本バーテンダ⊥協会より東

北地区で唯一人の表彰を受け、その受賞祝賀会

に多くのメンバーの皆様よりお祝いを受けたこ

とで。

板垣広志君

商工会議所議員親睦ゴルフ大会で優勝して。

川村徳男君

第1261回会報の中で若生恒古君の名前を間違え

て発表して、そのお詫びとして。

（ビ　ジ　タ二」

鶴岡西R．C．　瀬尾助三郎君．長南朋養君

加藤有倫君．野口　　弥君

佐藤　　拡君．井上　　彬君

立川R．C．　　滝　　禅源君

温海R．C．　　本間儀左工門君

（今週の担当者　秋野　　息）

ロータリー用語便覧㈹

ロータリアンの　ロータリーは出席す

義務と責任　　ることに意義があり、

それによって友情を深め、ロータリー

を理解することができる。したがって

100％出席が原則で、無断で四回以上欠席すると、

会員資格を失うことになる。ロー∵ダリアンとして守

るべき基本的な義務と責任を列挙すると、

G）入会金は、入会が確定したあとの入会式の前に

納入する。

④　入会金は、全国21地区1350クラブそれぞれで

金額は一定していないが、15万～25万円まである。

④　事業所、健康等の理由で退会した後、再度推薦

され、6段階の手続きを経て再入会が認められた

会員は、その際入会金を納めなくてよい。

④　例えば銀行の支店長のように、2、3年で転勤

し、後任者を推薦して行く場合には、その後任者

が所定の手続きを経て入会しても、入会金につい

ては、クラブの決定によって納入することもあり、

納入しなくてよいこともあるのが現状である。

⑨　会費は、入会金の同様、10万～25万円くらいで

納入期限は前期は7月中、後期は1月中とされて

いる。ただし、都合により翌月の第2例会日まで



を納入期日の限度としてもよい。

⑥　納入期日を2ケ月も経過し、古い会員証を提示

しても、会員資格がない者として、メーク・アッ

プを拒否される場合がある。

抄　夏の暑い時期に、上衣を着用せずに例会へ出席

したり、他クラブへメーク・アップする場合には

ワイシャツの襟へバッジか、ロータリー・マーク

の付いたタイピンを使用するなど、ロータリアン

であることをはっきりと表示すること。

ロータリアンの　ロータリー・クラブの会員には、

特典　　　クラブの会員による推薦選挙によ

ってしかなれない。会員となったロータリアンには

次のような特典がある。

G）入会と同時に世界の仲間（Fellowフェロー）

と友達になれる。

＠　日本はもちろん、世界中のどこのクラブの例会

や会合にも出席して、知り合いの輪をひろげ、好

意と友情を深め、奉仕の機会がつくれる。

（参　ロータリアンとして知られ、国際ロータリーの

徽章、襟章、紋章を僻用することができる。

④　ロータリアンとして、個人では考えられない奉

仕に参加できる。

④　通常、その地域の職域の代表として認められる。

ロータリアンに
ロータリアンの親睦を実質的に効

対する事業上の　果のあるものとするために、いろ
援助と助言

いろな主要職業分類を代表する会

員より成る委員会を設けたり、企業診断とか討論会

を闘いたりして、事業上の援助や助言を必要とする

ロータリアンに対して、内密に、しかも親身になっ

て手を差しのべることが、各クラブに奨められてい

る。

ロ　ー　タリ　ー
ロータリーは、すすんで人道的奉

仕、あらゆる職業における高度の

遺徳的基準を守ることを奨励し、世界の親善と平和

の確立に寄与することを目的として世界的に結び合

った事業人と専門職業人の団体。

ロータリー徽章　ロータリー徽章をつけた商品の製
の使用　　　造販売は厳重に規制されていて、

R．Ⅰ．の許可を得た上で一定の免許料を支払う場合の

み許される。また仮クラブは、R．Ⅰ．加盟承認の正式

通知を受けるまで使用はみとめられない。徽章の使

用禁示の例を要約すると、

①　商標や特定商品の表示としての使用

せ）他の徽章または名称と組合わせての使用

（釘　ロータリアン個人の職業用の用箋・名刺に使

用すること

④　その他すべて商業上の目的のための使用

となる。

なお、その年度の会長・幹事の名刺は作ってもよ

いが、住宅住所を入れてはならないことになってい

る。また第258地区のR．C．が記念品使用品を和光以

外よりマ¶ク人の品を購入する場合は、和光の諒解

をとり、数量・価格に伴う免許料を支払わなければ

ならない。

ロータリー教育
ロータリー教育の中心は、①ロー

クリ】の綱領・原理に関し、また

その四大奉仕部門の発達過程を会員に周知させるこ

と、せ）ロータリーの理想に対する個人的献身と奉仕

についての責任と理解の念を喚起、助長すること、

を柱としている。

ロータリー．ククラブは毎週会合し、通例は昼食
ラブ　　　　か夕食を共にし、例会プログラム

を行なう。ロ¶∵ダリ一・クラブの会員は、推薦され

た者に限られ、クラブは、地域社会を広く反映する

断面図ができるように採られている職業分類という

制度により、実業、専門職業、団体をそれぞれ代表

する者、各一名つつをもって組織されている。

ロータリー精神　④テーブル・スピーチ（卓話）の
に反する事例　講師が会場で商品のPRをするこ

と、④会員に対し、営利の目的で商品のPRや直接

販売を行なうこと、③ロータリアンの名簿、役員名

簿を営利上の目的で貸出すこと、④ロータリアンに

対し特別価格で販売し、一般顧客との価格上の不公

平が生じること。

rr∫】ロー一夕リ…クラブ創立　昭fL」34　6　9　　尋、認　昭和34．6・27　25：地区二

務J‖ユ　頼聞直一県揚町　相可商丁会議所内　電‖舌（）235㈲7711

会場　柑叶有情揚町物産館　3階ホーノ／　例会　臼　毎週火曜日　午後1230～1∴う（〕
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253地区　鶴岡ロータリークラブ　第1263　回例会会報1984（昭59．6．26）（天候　量　気温19度）

Shane月0bIy－

出席頭書：会責亮義　出席電毒喜≡出席率葦巨認％三覇周出席率毒9ご重要＝修正圃5名≒摩定出席率85・9％

〔盲長報告〕
内山喜一君

○本日は今年度の最終例会でございます。会場もこ

の5階に移し、開会の時間も6時に変更し、気分

一新を計った心算の企画をした次第です。

○先程持廻り理事会に石塚敏彦、御橋義諦両氏の退

会届が出され承認されました。

○ニューブランズウィック．ロータリークラブから

交換学生として申し入れのありましたムーニー．

ティオムシー．ジョン君ですが、派遣が中止にな

った模様です。追って地区委員会から理由は通達

されると思います。その折、又発表させて頂きま

す。

○尚、例会終了後懇親会を開催致します。S．A．A、

親睦委員会、プログラム等各委員会のご配慮によ

りまして盛会が予想されます。ご期待下さい。甚

だ簡単ですが会長報告と致します。

（幹事報告）斎藤隆君

1．国際ロータリー第252地区年次大会の案内

と　　き　　9月29日（土）～30日（日）

と　こ　ろ　　仙台市民会館

登録料　16，000円

仮申込〆切　7月10日事務局まで

2．東京上野ロータリークラブ認証状伝達式の案内

と　　き　　9月10日（月）

と　こ　ろ　　東京プリンスホテル

プロビデンスホール

登録料　15，000円

申込〆切　　8月10日事務局まで

3．例会時間・場所変更のお知らせ

○立川ロータリークラブ　創立記念例会のため

と　　き　　6月28日（木）　午後6：30～

と　ころ　　草薙　白糸の滝ドライブイン

登録料　　5，000円

4．日中友好のしんぶん「日本と中国」

6月5日号到着

5．鶴岡工業高等専門学校より公開講座の案内

講座名　　「先端技術のあれこれ」

対　　象　　企業関係者及び一般市民

期　　日　　9月8日（土）．10月6日（土）．

11月10日（土）　3回計18時間

6．活動報告書・年次計画書は今月中事務局まで。

地区協議会出席報告

川　村徳男君

6月23．24日の両日、山形南R．C．のホストで行な

われた地区協議会に、当クラブから総勢9名が出席

してまいりましたので、代表してその概況を報告し

ます。

第一日は、次期の分区代理・会長・幹事会でした

が、ホテル．キャッスルで決算見込、予算案、事業

計画等の地区報告事項があり、続いて田中ガバナー

斎藤ガバナーエレクトその他地区役員も出席して懇

親会が催されました。

第二日は、8つの分科会に分れて、来年度の活動

のための勉強会が主体ですが、勉強の成果について

は、活動計画に反映されるものと思いますし、時間

の関係もありますので、割愛させていただき、全体

会議での田中Gと斎藤G・Eのどあいさつにスポッ

トを当ててお話をいたします。



田中Gは、私などの想像を超える多忙なガバナー

としての日程をこなされてきたのでしょうが、そん

な中で、ご自分の職業をゆるがせにしない心くぼり

は大変なものだったど様子で、会社を、そして多勢

の従業員とその家族を気づかう心情がうかがわれ、

田中Gの人間性に胸を打たれました。一年を回顧し、

ど自身、雨にもまけず、風にもまけずやってこられ

たのも皆さんの支えがあったからこそで、一年間、

ほんとうにありがとう。と結ばれましたが、全知全

能を傾け、恐らく精神的にも肉体的にも疲れきった

でありましょうご自分をいたわるように、切々と語

られる言葉のはしにも、こみあげる感情をこらえる

ど様子にも、思わず涙がさそわれました。おつかれ

さまでした、と心から申し上げます。

斎藤G・Eは、カルロス．カンセコR．Ⅰ．会長エレ

クトのDiscover a New World of Service

（見つけよう　奉仕の新生面）のターゲットについ

て、新しい世界……それは今まで見失っていた足も

とを、ロータリーの基本に立ちかえって見直そうじ

ゃないか、意外と身近かなところに新しい世界があ

りはしないか、それを開拓して欲しい。と説明され

ました。そしてイロハから、ABCから始めよう。

会　　長　　退

本日待望の今年度最終例

会を迎え、お蔭様で任期を

終了致します。離任に当り

まして思い出しますのは、

年度の始め、私はこの伝統

ある鶴岡ロ【グリークラブ

の会長として、果して確か

な奉仕が出来るかと、内心

翼々としておりました。今、此処に最終例会を迎え

実はホッとしております。これが実感です。

省みますと、この一年間の大きな行事として、次

の3つを揚げる事が出来ると思います。

其の一つに、20年近く無音に過ぎた姉妹クラブ、

A：アクティビティによって活性化を。B：四つの

奉仕部門についてバランスのとれた偏りのない活動

を。C：コミュニケーションをよくして友情を深め

て欲しい。それにエッチな話ですが、ユーモア（H－

umor）を加えて、というようなお話でした。最後

に、おもむろに右のポケットから赤い花が画いてあ

る種の袋をとり出して、このたねは良い土壌と水と

日光、それに温かい愛情がなければ花が咲きません。

すぼらしい計画も、地域社会に植え込んで丹誠し、

花をつけ、実を結ばせて下さいといったあいさつで

した。

余談ですが、私が鶴岡R．C．に入会したのが上野会

長のときで、ガバナーは加藤さんでした。それから

黒沢さん、佐原さん、浜田さん、作田さん、石黒さ

ん、田中さん、と7人のガバナーとの出会いがあっ

たわけですが、これらの人達に比べると、斎藤さん

は異色というか、大変ユニークな方と思います。斎

藤G・Eは私に欠けているものをたくさん持ってお

られる。その意味で非常な魅力を感じますし、感動

を覚えました。これからの一年間が楽しみです。

以上で報告を終ります。

任　　挨　　拶

内　山　喜　一　君

ニュ二ブラン孝之イブク・ロータリークラブとの関

廃ゐ修復であります。これは鶴岡市制60周年記念行

事の一環として、鶴岡市が企画したニューブランズ

ウィック市訪問の折、会員新穂光一郎さんもそれに

随行し、市同志、クラブ同志の相互協力に依り、元

会長デビットM．ハイライン氏の息子さんデビット

A．ハイライン君を鶴岡市の招きで来鶴に成功し、只

今在鶴中であること。又、当クラブから交換学生と

して新穂恵さんがN．B市へ派遣された事等により、

姉妹都市、姉妹クラブとして関係が充分完成に近い。

現状は、ロータリーの国際交流という大きな目的

を果した事と云えると思います。

二つめは、台中港区ロータリークラブとの姉妹ク

■一一　一一－・－■－1・一－　一　　一一　■
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ラブ続盟式0引き続いて享つめ、＿草クラブ創立25周

年記念でありますpこの続盟式及び25周年記念には、

遠く台湾そして鹿児島から、多くの友情溢るるロー

タリアンのご参加を頂き、更に近隣クラブ並びに当

クラブ会員ど家族の方々の応援を得、且つ、この行

事の特別委員会委員長さん始め全会員のど活躍とど

協力に依りまして、大成功裡に一切を無事に終える

ことが出来ました。尚、私が25代目会長として、創

立25周年を祝う事の巡り合せ、この幸せを深く噛み

しめ、誠に感無量でございます。これは備えに皆様

方のお蔭と此処に更めて厚くお礼申し上げる次第で

ございます。

年度の開幕早々公式訪問を受けまして、田中ガバ

ナーより懇切丁寧なるご指導・ど教示を賜りまして

第一歩を踏み出した次第です。

R．Ⅰ．会長ウイリアム．E．スケルトン氏の「みんな

にロータリーを　みんなに奉仕を」のターゲットと

田中ガバナーの「共に奉仕する我々の年度」、更に

「四本の柱」等の目標を受けまして、以上を総合し

ての活動計画を立案。特に重点目標として…‥

○内部拡大（会員増強）は年度の始め75名。その後

退職・転属等の移動による退会者3名。それに伴

う後任並びに新入会員併せて6名を数え、現在78

名となり、新会員に有力者を得て意を強くしてい

る処であります。

○外部拡大委員会一今年度新設の委員会です。鶴岡

市周辺の町村を対象として、新クラブの設立を企

画致しました。委員の方々、それに鶴岡西ロータ

リークラブからも応援を得て、ご尽力を頂きまし

たが、もう一歩という処で時間切れとなり、次年

度へ引き継がれる事となりました。

尚、鶴岡西ロータリークラブから応援の半田茂

弥さんの4月27日突然の言卜報に接し、委員会とし

ても力を削がれた感深く、誠に残念であり、且つ

悲しい思い出となりました。

0地区広報委員会からの朗報ですが、当クラブ会報

の内容・体裁・広報性等総ての面に於いて優れて

おるとの高い評価を頂きまして、会報奨励賞を受

賞致しました。これはクラブとしても始めての事

であります。会報という仕事は誠に厄介であり、

ど苦労のみ多く、委員各位のど精神に対し心から

敬意を表する次第です。

0財団については、前年度に引き続いて今年度更に

累積し、第253地区に於いて第2位を獲得し、山

形県では勿論第1位であるとして、地区から感謝

状を頂いております。これは会員皆さんのど協力

の賜と誠の奉仕の現れと存じます。

○毎週の例会は、S．AA、親睦委員会の細かい配慮

のおかげで、和やかな雰囲気の中での会の運営、

そして充実した毎回のプログラム等は、各委員会

各位のど尽力に依る処と存じます。

○出席率は誠に残念ながら、修正80％台という事は

√会の運営を司る者の立場として深く反省しており

ます。

インターアクト　ローターアクトの不振、これは

現代の学校内部の事情に依るものか……現代社会

の沈みの反映か。次年度に於いてこの点を特に探

求され、再度の隆昌を望む次第です。

○先に一寸申し上げました交換学生新穂恵さん、目

下ニューブランズウィック．ロータリークラブに

於いて親善に、友好に、そして勉学に健闘されて

おります。この事は、先方の会長さんから再々の

お手紙、又、昨年10月三井徹先生ご夫妻の訪米の

折にも、尚、去る5月アメリカから帰国された会

員．藤川享胤さんの報告の中にもありました通り

恵さんの学業及び生活態度等極めて優秀であると

その評を報しております。この事は私共と致しま

しても大いなる喜びとするものであります。

○前述の、鶴岡市の招きで来鶴中のデビットA．ハ

イライン君は、国際奉仕三井健さん始め、会員皆

さんのお骨折りで、産業会館の一室を借用し、毎

月曜日の英会話教室は、格調高く好評でありまし

たが、5月一杯で終了となりました。再開希望の

声も高いようで、その余談を残しておる模様です。

以上の通り、今年度は極めて多彩、多忙な行事の

中での活動でしたが、各委員会共その目的とする計

画を概ね完了された事に深い感銘をもって敬意を表

します。



何はともあれ、R．Ⅰ．会長の掲げられた「みんなに

ロータリーを　みんなに奉仕を」については、他の

行事に力を削がれた感があり、及ばなかった事を反

省しております。

また、皆様のど希望に充分お応え出来なかった事

をお詫び致します。

しかしながら、今日まで一応大過なく過す事の出

来ましたことは、理事、役員を始め会員皆さんと、

幹　　事　　退

当クラブに入会して間も

ない私に、予期もしなかっ

た幹事という大役をおおせ

つかり、果して会員の皆様

のお役に立てるかどうか不

安で一杯でしたが、会長さ

んはじめ理事の方々、会員

の皆様には未熟な私をご指

導・ど協力をいただき、この一年間大過なく任務を

終えることが出来ました。この席上をお借りして厚

く御礼申し上げます。

さて、昨年7月の就任あいさつの抱負として、楽

しい例会にして行きたいと述べましたが、力不足・

経験不足のため意にそわず退任することは大変心苦

山下さんのご協力のおかげと存じます。

尚、誠心誠意クラブの仕事を忠実に処理され、ど

協力下さいました斎藤隆幹事さんの、行き届いた心

配りに支えられての賜と心から厚くお礼申し上げま

す。

この一年間のど協力・ご友情に対し感謝すると共

に、次年度会長のど健闘をど期待申し上げる次第で

ございます。

任　挨　　拶

斉　　藤　　　　隆　君　　＼－ノ

しく思っております。又、会員の皆様にはいろんな

面でこ迷惑をおかけしたんではないかと反省してお

ります。ロータリーの友情でご寛容の程をお願い申

し上げます。

この一年間、私にとっては48分の1年間ではあり

ますが、最も貴重な経験、人生の勉強をさせて鰯き

ました。こういう機会を与えて下さいました皆様に

心から感謝申し上げます。

最後になりましたが、事務局の山下さんからは、

私が当然やるべき仕事の大半をやってもらい、本当

にありがとうございました。

簡単ではありますが、幹事退任のあいさつと致し

ます。

一年間大変ありがとうございました。　　　　　　　＼■′

会長・幹事ねぎらいのことば

嶺岸光吉君

今日のこの例会が年度の最終例会でございます。

この一年間、会長の内山さん、幹事の斎藤さん、一

年間大変ご苦労様でございました。会員一同にかわ

って感謝の意を表します。

一年の行事も見事に達成され、特に姉妹クラブの

ニューブランズ・ウィックR．C・と20数年来音信がとだ

えておりましたが、その関係の修復、台中港区ロー

タリークラブとの続盟式、それに三井健さんを特別

委員長としてクラブの創立25周年記念式典、大きな

行事も盛会裡に終了されました。お二人は昼となく

夜となく多勢の会員と親睦と友情の輪をひろげられ

た年度であったように思われます。

お二人に一年間の労をねぎらい、皆様の絶大なる

拍手をお願い致します。

（今週の担当者　斎　藤　昭）
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