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出席報告：会員77名　出席44名　出席率62．86％　前回出席率77・14％　修正出席62名　確定出席率乳57％

（j卓スピーチ〕
ニューメディア「キャプテン」について

最近　各種の通信メディアが出現してきておりま

すが、本日は、鶴岡においても近く利用できるニュ

ーメディア「キャプテン」について紹介致します。

キャプテン（Ca欝al。）（文字図形情報ネットワ

ーク）はひろく家庭等に普及した電話とテレビを組

合せて各種の情報を手軽に入手できるニューメディ

アで、パブリックキャプテン（全国版キャプテン）

とプライベートキャプテン（地方版キャプテン）と

があります。

輯　Character And Pattern Telephone

AccessImformation Network system

山形県では、山形、天童、上山のエリヤでパブリ

ックキャプテン（全国版キャプテン）が6月10日か

らサービス開始するほか、全県的なプライベートキ

ャプテン（地方版キャプテン）は7月から営業を開

始致します。このうち鶴岡では、プライベートキャ

プテンを利用することができます。

キャプテン情報の中身は情報提供者（I Pといい

ます）の提供する情報によって決まりますが、新た

な広報の媒体として、又企業のイメージアップ等、

幅広い観点からの利用方法が考えられており、例え

ばニュース、天気、交通、宿泊、タウンガイド、シ

ョッピング、健康、暮らし等々が提供される見込み

です。

田　中　錦　遺　著

このキャプテンの利用の仕組みは、端末の電話機

からキャプテンセンターの番号を呼び出し、自分の

見たい情報項目（例えば、スポーツ、ニュースなど）

を選択し、テレビ画面で見るようにしたものです。

この場合の通信料は、山形県内は市内通話料と同

じ3分10円となっています。又、必要な情報はボタ

ン操作によりハード．コピーを取り出すことができ

ます。

＃テレビ、電話機、アダプター、プリンター

東北ではすでに青森、福島でプライベートキャプ

テンのサービスが行われています。

次にキャプテンを利用する場合には、テレビ（R

GB端子、ビデオ入力端子のついているものがよい）

と現在使っている電話機のほか、アダプターが必要

となります。アダプターの価格は79，800円、プリン

ターは36，800円となっており、工事料を含めても、

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／

（
市
内
通
話
と
同
じ
）

3
分
1
0
円
　
市
外
通
話
料
金

県
内
の
利
用
者
県
外
の
利
用
者



リース料は月額僅か2，800円程度の負担で利用する

ことができます。

又、すでに述べたように、会社のPR等、情報の

提供者になることもできますが、その場合の料金は

キャプテンセンターに登録する画面数に応じて決ま

ることになります。（例えば、10画面で25～6万円

程度）このようにニューメディア「キャプテン」は

私共の身近かなものになりました。

（NTTでは、天神まつりにおけるNTTコーナr

にも展示しましたが、ご覧になっていただけました

でしょうか）

⊂姦長報奮つ
佐藤順治者

1．去る24日、鶴岡市文化会館において鶴岡青年会

議所創立20周年記念式典が挙行され、私は鶴岡R．

C会長として招待され出席して参りました。

昭和42年7月16日、酒田と合同の認承伝達式が

行われ、以来20年間、地域社会に密着した活動を

続けて来られたそうであります。

又、記念事業のスローガンは「君達の街、鶴岡

だから」ということで、これからも地域社会の発

展に尽していくことを呼びかけておりました。

式典は加藤理事長の挨拶に引続き斎藤鶴岡市長、

県知事（代理）、商工会議所会頭（代理）、又、

加藤防衛庁長官、佐藤志代議士の祝辞等ありまし

た。

式終了後、会場を第一イン鶴岡に移動し、盛大

な祝賀会が開かれました。

2．G・S・Eリーダー味戸道雄君よりお手紙が参り

ました。（5月14日付）

「木村君は非常によくやっており、英会話の力は

抜群であり、真面目なそして明るい性格で、よく

勉強しております。又、ホストの人達からも可愛

がられております。帰国したら是非褒めてやって

下さい」ということであります。

3．会員増強についてお願い

現在会員数77名で、年度初めより3名の減にな

っておりますので、よろしくお願い致します。

（幹事報告）　秋野　忠君

○新入会員として中沢進君（東京海上鶴岡支店長）

が推せんされました。（推せん者．斎藤庄治君）

OG・S・Eの木村君より近況報告あり。

○新年度1986～1987年度の新しい手帳が届いてお

ります。入用の方は事務局まで。

交換留学生ジュリーの

最終例会出席スピーチ

ジュリー．E．マックレー　さん

「サヨナラ」ヲイウトキ

ガ　キマシタ．シンジラレ

マセン．9カゲツガ　タチ

マシタ．

チイサイ　コドモノトキ

ニ　シャシンデ　キモノヲ

キタ　オジョウサンヲ　ミ

ツメマシタシ　サムライノ

モノガタリヲ　キキマンタ．ニッポンハ　シンピト

アドベンチャー　ボウケンこ　ミチタ　ク二　デシ

タ．ニッポンノ　ケイザイ　ヒヤク　セイチョウ

スルノヲ　ミマシタ．ニホンジンタチノ　ケッシン

トイシガ　ツヨイトイウ　インショウヲ　ウケマシ

タ．ミンナハ　ダイニジセカイタイセンノ　カミカ

ゼ　ソウジュウシヲ　シティマス．ソノヒトタチハ

チョット　キチガイト　オモウ　デスケレド　ソン

ケイスル　キモチガ　イッパイアリマシタ．ガッコ

ウデ　二ホンシヲ　スコシダケ　ペンキョウシマシ

タ．ソレデ　キョウミヲ　モチマシタ．

ニッポン二　キタトキニ　ニッポンノ　ブンカ

ナライタイト　オモイマシタシ　レキシノ　バショ

ヲミタイト　オモイマシタ．アマリ　リョコウハ

デキナカッタコトハ　ザンネンデス．ソレニモ　カ

カワラズ　バミューダデ　ニホンジント　ソロノ　フウ

シュウノ　チシキヲ　モッティキマス．　コノ　トシ



デ　ゼンブスキデスト　イエバ　ワタシハ　ウソツ

キデス．ニホンジンノ　カンガエカタト　ワタシノ

カンガエカタハ　ズイブン　チガイマシタ．ソレデ

ワタシハ　トキドキ　ザセツシマシタ．ダンダン

ニホンジンノ　カンガエカタヲ　ウケイレマシタ．

ソレデ　ニホンジンガ　モットヨク　ワカリマシタ．

ニッポンノ　ガッコウト　バミューダノ　ガッコ

ウハ　チガイマス．ミナミコウコオデ　エイゴノ

ティドガ　スゴクタカイト　オモイマスシ　エイゴ

ノ　センセイハ　ホントウニ　ベラベラデス．　セ

ンセイト　トモダチノ　オカゲデ　ニホンゴヲ　シ

ャベラレマス．ワタシト　トモダチニ　ナッタヒト

ハ　トテモイイヒト　バカリデシタ．トモダチト

イッショこ　タイへンタノシカッタコト　シマシタ

スケーティング　トカ　エイガヲ　ミルトカ　カイ

モノトカ　リョウリ　ナドナド．コレカラモ　トモ

ダチデ　イタイト　オモイマス．

ニホンニイル　トキニ　イケバナト　チャノグノ

ペンキョウ　デカケマシタノハ　ホントウニ　ヨカ

ッタ．バミューダデ　キレイナハナハ　イッパイ

アリマス　ソレデ　ィケバナノコトヲ　ヤクニタツ

ト　オモイマス．　チャノグハ　ニッポンノココロ

ソノモノダト　オモイマス．　シズカデ　オダヤカ

デスガ　サホウハ　キビシイデス．

センタイトシテ　コレハ　スバラシイ　ケイケン

デシタ．Most Family tachiニ　ttドゥモ　アリ

ガトウ’’ト　ココロカライイタイト　オモイマス．

ミンナハ　トテモ　シンセツデシタ．　ワタシハ

ニホンゴ　ゼンゼン　ワカラナカッタトキ二　カド

ワキサンタチ　セワニナリマシタ　ソシテ　キット

カソウサセタト　オモイマス．ミンナハ　スゴク

シンポウヅヨイデシタ．パパチャン　ケッシテワス

レマセン．ワタシノカゾク二　オバアサンハ　イマ

セン．ソレデ　コレカラ　ババチャンガ　ワタシノ

オバアサンデショウ！　ホントウニ　ドゥモアリガ

トウ．

フユノトキニ　スズキサンタチハ　ワタシヲ　カ

レラノ　ウチニ　カンゲイシテクレマシタ．　ソノ

3カゲツワ　トテモ　タノシカッタ．ソレデ　ジカ

ンハ　ハヤクタチマシタ．ニッポンニ　イルトキニ

トーキョーノ　リョコウハ　1バンタノシカッタデ

ス．ホント二　二イガタニ　イキタイデシタ．デス

ケレド　サイキン　ワタシワ　タイへンイソガシイ

デシタ．スズキサンノ　ウチハ　スバラシイ　ホー

ムステイ　デシタ．ショウジキニ　ドゥモアリガト

ウ．ツギ　ワコウサンノ　ウチニ　ヒッコシマシタ．

ソノトキニ　マージャン　オボェマシタ．スゴク

オモシロカッタデス．　ウチデ　ttバースデー　パ

ーティ”ヤリマシタ．　トテモ　タノシカッタデス．

オトウサン　ト　オカアサン　ワザワザ　ドゥモア

リガトウ．

ドウイウコトヲ　モット　ハナシタライイカ　ヨ

クワカリマセン．ナゼナラ　ペソノ　スピーチデモ

ハナシタ．ニッポント　ツルオカハ　スバラシイト

コロデス．キタノハ　ヨカッタデス．ホントウニ

アリガトウゴザイマス．

⊂堅牢協議会幸陀〕
山口篤之助署

去る5月17～18日の土、日曜日の2日間、米沢市

で開催されました、1986～1987年度の地区協議の

事についてご報告いたします。

第1日目は、米沢市のニューグランド北陽にて、

次期分区代理・会長・幹事会が、午後3時半点鐘で

行われました。歓迎の言葉、役員紹介に続き松永ガ

バナー、九里ガバナーノミニーの挨拶があり、地区

資金委員長より地区決算の見通しと、次期地区資金

委員長より地区予算案、地区納入金について説明と

次期地区幹事より次年度事業計画、地区組鰍こつい

て説明あって、午後5時頃本会議が終りました。

その中で、

1．ガバナー公式訪問は年度始めの7月29日（火）

と決定されました。

2．地区年次大会は10月11～12日の土・日に米沢

市で行われます。

3．当クラブより地区役員に

（1）石黒P．Gは諮問委員会

職業奉仕カウンセラー



米山奨学委員会

（カ　新穂光一郎君は国際青少年交換小委員会委員

（3）藤川宇胤君は国際親善活動小委員会委員

になられました。

第2日目は、会場を米沢女子高校で本会議は、午

前9時30分点鐘に始まり、「共に奉仕する我々の年

度」と九里ガバナーノミニーのご挨拶があり、10時

50分まで行われました。11時10分より昼食をはさん

で午後2時20分まで分科会、会長部会、幹事部会、

五大奉仕部会と広報部会に分れ、会員の皆様真剣に

勉強され、目的を果たされた事と思います。

G．Nより新年度重点目標に大きく分けて三つあげ

られました。

1．ロータリー情報と広報活動推進について、情

報誌によって問題を掟起して学習や討議のきっ

かけを作りたい。

広報活動を展開して行くために、各種の活動

を写真や解説等を入れて内外に広報して行きた

い。

2．地域に見合った奉仕活動の展開

○心豊かでたくましい青少年を育成するための

環境づくり

○頼る事の少ない高令者への心づかい

3．海外との交流、青少年交換

今年度はとりあえずアメリカより高校生を短

期受入れてみたい。

と、以上重点目標を発表されました。

最後になりましたが、次期幹事さん市川、庄司、

布施、中江、塚原、坂本、佐々木各委員長さんに松

山さん、朝5時半出発で、最後まで大変ご苦労様で

ございました。

（ス　マ　イ　ル〕

田中錦造君　　始めて会報を担当し、勉強の機会

を与えられたので。

石黒慶之助君　　田中さんのスマイルに感激し、自

分も米沢の地区協議会、郡山、福

島と旅行しながら苦労したので。

（ビ　ジ　タ「」

鶴岡西R．C　　斎藤喜一君．鈴木次良君

ォ十・十●・★r◆‥　－ト・

ヰ　ロータリー教室冊
◆・ヰ‥一斗∴・■よ・・

ポリオとの闘い、最新ニュース

1月18日に、約1，200万人のメキシコの児童が、

全国レベルのポリオ予防接種日においてポリオの免

疫を受けました。ロータリー財団はこの大事業と、

3月15日に予定されている予防接種日のためにワク

チンを提供しました。

1990年までに世界の全児童に免疫を受けさせる力

になるというロータリーの誓約に応えるために、来

る4年間、ロータリー財団への寄付を2倍に増やさ

なければなりません。目標は1億2千万ドルです。

エド・カドマン会長が、国または地域に44のポリオ

・プラス募金委員会を設置し、その委員長を任命し、

組織的活動が進行しています。各委員長は、地区ガ

バナーやクラブと緊密に協力し、募金を推進し、全

国的または多地区の催しを組織し、寄付に対し表彰

することになっています。

世界的なロータリーの活動を支援するために、手

引き、視聴覚資料、パンフレットが作成されている

ところです。援助方法に関する詳細については、地

区ガバナーまたは中央事務局のポリオ・プラス・キ

成功の確固たる基盤

口一夕リアンは、実業や専門職業の仲間と、毎日

交流することによって、奉仕の理想というものが、

仕事のうえでの、成功をもたらす真に確周たる基盤

になりうることを、顧客や依頼人、仕入れ先、同業

者、そして、同僚などにしめす機会をあたえられる

ことになります。


