
会　長　就　任　ご　あ　い　さ　つ

先づ以って山口前会長、

松田幹事さん一年間大変ご

苦労様でございました。い

ろいろ懇切丁寧なご指導を

頂き厚くお礼を申し上げま

す。特に先月に入ってから

はお二人とも顔色もよく、

大役を果した満足感で一杯

のように見受けられました。

今朝家を出るとき、なにげなく暦を見ましたとこ

ろ、本日は七夕と大安吉日とありまして、誠に幸先

の良い日であると感じとった次第であります。

一昨年会長のお指名を受けてから、早いものでと

うとう年度を迎えることになり、長い伝統と歴史あ

る当クラブの運営に当る責任、誠に大なるものと唯

これから一年浅学非才の私には余りにも大きな役目

であるという事を、今更痛切に感じ入ってる次第で

ございます。しかしながらお引受けした以上は、ク

ラブ発展のために微力ながら尽して参りたいと考え

ておりますので、優秀な先輩ロータリアンのご指導

を先づもってお願い申し上げます。

志藤ガバナーが示された「奉仕する我々の年度」

の四つの重点目標を先づ年度のターゲットとして、

㊥　会員増強　純増3名ということですので、これ

は必ず達成しなければならないと思います。是非

皆様適任者がおられましたならば増強委員長さん

なり、幹事までにご推薦願えればと存じます。

吉　野　　　　勲　署

（む　職業奉仕の徹底について

ガバナーが言っておられる通り、自分自身の職

業には自信と誇りをもって地域社会の為に奉仕せ

よと云うことでしょうから、会員各位にはそれぞ

れの立場から、ご自分の職業には徹底した自己開

発は勿論、社員教育、労使の関係をより深め、各

事業所の益々の確固たる基盤固めに努めて頂きた

いと思います。

企業あってのロータリーであると考えておりま

す。この年度、1日5分間ロータリーのため時間

を作って下さいとのガバナーの提言は、正に意を

得ているのではないでしょうか？

（勤　ロータリー財団への協力

当クラブでも昨年度より実施しているポリオプ

ラス計画への支援については、全会員のご協力を

得て達成したいと思います。ロータリークラブは

あくまで慈善団体ではなく、このポリオプラス計

画についても人類の平和のための投資とご理解願

い、今年度も1人当り5，000円の支援の程をよろ

しくお願いいたします。

④　広報活動の充実

内部情報の充実、外部への広報の重要性の認識、

ロータリークラブの目的と活動を広く地域社会に

知らせるために、PRには大いに機会を見て広報

につとめ、地元紙を始め報道機関等々を通じて地

域に密着したロータリー活動にしたいものと考え

ております。



以上、地区ガバナーよりの基本方針が示されまし

たが、当鶴岡クラブでも先づ今年度は一層親陸の和

を深めて参りたいと思います。

親陸は即ち各委員会の活性化にもつながると共に、

自然と相乗効果の影響が大なるものと思います。S

AA委員会さんの英知に依り、例会の和というもの

もでるでしょうし、出席率の尚一層の向上、又、プ

ログラム委員会の特異性、独自性に伴う詰宿の提供、

クラブ会報のおもしろさ等々、又、会員増強も自然

と達成出来るものと思います。

①　職業奉仕委員会には、プログラム委員会と連絡

をとりながら、この年度の地区の重点目標の一つ

でありますので、よろしくお願いをいたします。

（む　社会奉仕委員会には、年度早々に内川清掃等、

その他たくさんの計画があるようですので、よろ

しくお願い申し上げます。

④　国際奉仕委員会さんも年度早々10月に台湾347

地区より10数名の若い人達の来鶴が予定されてお

りますので、出来る限り関係委員会と力を合せて

頂き、成功裡に終了致したいと思っております。

④　青少年奉仕委員会

インターアクトクラブの活性化、会員増強等を

含めて種々問題があろうかと思いますがよろしく。

来年3月に鶴工生の台湾への派遣が決定している

ようです。

ローターアクトクラブも、残念乍ら只今休会中

でございますが、先輩が作り上げたクラブですの

で出来る限り復活への方向づけに頑張って下さい。

又、次年度には鶴岡クラブ創立30周年という輝か

しい歴史と共にイベントも行われる訳ですので、近

近理事会で準備委員会を発足させ、準備にとりかか

りたいと思いますので、その節はよろしくご協力の

程をお願いいたします。

クラブ拡大委員会につきましても、咋年度来特別

委員の方々が大いにご苦労されているようですが、

この年度出来るかどうか分りませんが、西クラブさ

ん共々前向きに進めたいと思います。

とにもかくにもこの1年「よき友と旅をすればど

んな長い旅であっても、その旅を短くさせる」とい

う事でありますので、会員各位の絶大なるお力添え

をお願いし、会長就任のごあいさつといたします。

幹事就任ごあいさつ

尊敬します新会長の吉野

さんのもとで一年間勉強さ

せてもらえる機会を得まし

たことを、本当に私はひし

ひしと人生の出会いを喜ん

板　垣　広　志　君

でいます。

一生懸命吉野会長のカバン持ちをやりたいと思い

ますので、皆様の暖かいご支援をお願い申し上げま

す。

〔季長嘉‾乍⊃
吉野　　勲看

1．第1回理事会の審議事項をお知らせします。

①　定例理事会の場所、日時決定について

○毎月第1例会日午前11時30分より部会室に

て行う。

○臨時理事会の開催については、

A．会長が必要と認めた時。

B．理事会メンバー2名以上の要求があ

った時。

㊥　年会費について

A．入会金20，000円…・クラブ細則第5条第1節

B．年会費130，000円…クラブ細則第5条第2節

払込み方法は……



＼＿．．

前期70，000円、後期65，000円

（ポリオプラス計画に5，000円）

（夢　今年度予算案について

④　その他、例会日会長、幹事欠席の時は次の通

りとする。

1．会長→副会長→会長エレクトの境とする。

2．幹事→副幹事→直前幹事とする。

（9　名誉会員委嘱について

鶴岡市長．斎藤第六氏　　酒井忠明氏

＠）第1回クラブ協議会開催について

日　時　　8月25日（火）

公式訪問例会終了後

場　所　産業会館4階第2会議室

懇親会については後日連絡する。

せ）新入会員委員会所属について

斎藤寿一君→S．A．A

荘司俊治君→会報委員会

㊥　庄内国際青年祭実行委員会より依頼の広告を

出す件については、スマイル会計より2万円と

決定しました。

（幹事報告〕板垣広志署

○例会場所・時間変更のお知らせ→酒田R．C

新年度より例会会場変更になりました。

点　鐘　P・hIl2：30　登録料1，500円

場　所　ホテルリッチ酒田

酒田市若竹町1－1－1

阻　0234－26－1111

0バストガバナー前項勝樹氏の最新版ttロータリー

入門書”　一部訓0円です。

○報告事項

・ポリオプラスの件

・1987年度米山奨学生名簿到着のお知らせ

・東京R．C会報到着のお知らせ

・ライラ研修会の報告書　斎藤とも子氏保管

・鶴岡商工会議所会員大会の御案内　会長出席

・G．S．Eの報告書到着

・青少年海外短期交換訪問団の受入れについて

バ　ッ　ヂ贈呈

吉野　　勲君

1年間の功労に対し山口前会長・松田前幹事にバ

ッヂを贈呈します。

先週の火曜日（30日）に皆様にお礼を申し上げま

した通りでございます。本日はあけてみないと分り

ませんが、大変立派なバッヂをいただきましてあり

がとうございました。本年もどうぞよろしくお願い

します。　　　　　　　　　　一山口篤之助君一

昨年一年間本当にありがとうございました。大変

おいしいご飯を食べさせていただきました。

一松田士郎君－

（委員会報告）

（出席委員会）　佐々木藷彦署

〇年間皆出席

22年間皆出席　　鈴木弥一郎君

06月100％以上出席1名

張　　紹淵君　　別0％

06月100％出席　　50名

（親睦活動委員会）丹，誠四郎君

07月会員誕生

中江　　亮君．矢部　　晋君

松山俊三君．笹原信一郎君

佐藤噸治君．黒谷正夫君

中沢　　進君

07月奥様誕生

小池　　英様．諸橋靖子様



飯白安江様．佐藤清子様

風間富士子様．張　　秀子様

中野ふみ子様

○今年度の記念品として、会員は図書券、奥様に

は香水入りのテレフォンカードを差し上げます。

pィ　ノしっ
田中錦造君　　奥様誕生祝いにNTTのテレフォ

ンカードを採用していただいて。

石黒慶之助君　　4月27日から胃潰瘍で休ませてい

ただきましたが、先月の29日に退

院しました。

佐藤元伸君　　7月5日の内川清掃に、早朝にも

かかわらず多くの皆さんからご協

力をいただきまして。

加藤　賢君　　会報委員会にこの一年間のご協力

に感謝と、第1インのゴルフコン

ペに会員の笹原信一郎君と同じパ

ーティーで楽しかった。又、女性

4人もいる中で松田士郎君がチビ

コンを獲得しましたので。

松田士郎君　　新しいドライバーを買ったにもか

かわらずチビコンをいただいて。

吉野　勲君　　今年一年よろしく。

板垣広志君　　会長と同じ、よろしく。

三井　陛君　　内川の清掃に遅れて、朝食だけい

ただいて。

高橋艮士君　今年度副会長で高い席に座らせて

いただいて。

若生恒吉君　　今年と来年前の方の席に座らせて

いただき、おいしく食事ができま

すので。

皆川光吉君　　松田さんのチビコンのドライバー

を買っていただいて。

鈴木茂男君　　お盆が近づき忙しくて出席できず。

丹下誠四郎君　　親睦委員長として沢山の方からス

マイルをいただいて。

布花教室のご案内

一枚の白い布から豪華な大輪の花、小さな愛らし

い花、ブーケ、コサージュ……いろいろな布花をつ

くってみませんか〝

場　所　産業会館3階

開催日　毎月第1・第3木曜日

午後1時～4時

費　用　最初にコテ、コテ先等4，000円程度

毎月の材料費　1，000円～1，500円

〔ラ盲童画　加藤　賢君
新委員長の方々に3分間スピーチをお願いしたい

と思います。テーマは「私が感じているロータリー」

です。ロータリーに関したことでしたらどんな事で

も結構ですので、よろしくお願い致します。

スピーチの日程は7月7日・14日・21日です。

スピーチの順番は下記の通りです。

1．　S．A．A

2．出席

3．職業分類

4．クラブ会報

5．親睦

6．雑誌

7．会員選考

8．会員増強

9．プログラム

10．広報

11．ロータリー情報

12．国際青少年交換

13．米L圧奨学会

14．ロータリー財団

15．世界社会奉仕

16．姉妹クラブ

17．青少年

18．インターアクト

19．ローターアクト

しぉ　知　ら　せ‾つ

○内川清掃の時、草刈鎌を忘れた方はいませんか。

－社会奉仕委員会一

〇会報の中で、コラム覧「はぐるま」の新設に伴い

会員の皆様の寄稿をお待ちしています。

①　熱中夢中　　　　㊥　鶴岡雑感

㊥　今日このごろ　　④　放　言

以上の中からどうぞ。字数は800～1200字です。

－クラブ会報委員会－

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　井上　　彬君．鈴木次良君

石黒慶一君．高橋文義君

鶴岡ロータリークラブ創＿、ン二　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6　27　253地区
】1ト務　上．J　鶴岡　市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴l明石馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12．30－1．30



鶴岡西R．C会長・幹事ごあいさつ

会長　佐藤　　拡署

只今ご紹介にあずかりました鶴岡西R．C会長にな

りました佐藤鉱でございます。いつもお世話になっ

ております。なかなか判らない所が多いものですか

ら皆様方のご指導よろしくお願いいたします。

なお、先般の国際扶輪社青少年短期交換団がおい

でになった際、皆様のお力添えで我々会長としての

初仕事が無事終了致しました事、先ずもってホッと

しております。これからもよろしくお願い致します。

幹事　斎藤敬二君

只今ご紹介にあずかりました今年度西クラブの幹

事を仰せつかりました斎藤でございます。幹事の任

務については先般来講義を受け大体の所はつかんだ

つもりですが、自分で実行してみて初めてどうとい

う事になると思います。

先頃、会津若松へ行った折、お菓子屋さん風の方

から道をたずねられた際、初めてロータリアンと、

指摘されうかうかできないと緊張いたしました。

うちの会長は20年からのベテラン会員でございま

す。会長のカバンはさぞかし重い物と感じます。そ

のカバンを途中で落さない様、佐藤・斎藤のS・S

コンビで頑張っていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

〔会長報畠‾‾〕 吉野　勲署

去る7月10日・11日、国際ロータリー347地区よ

り青少年短期交換生．陳維権（地区副幹事）団長以

下12名の方々が訪問されました。鶴岡C、鶴岡西C

温海Cの多数の皆さんより駅までお出迎え頂き誠に

有難うございました。

午後1時10分いなほで鶴岡駅に無事到着、中国飯

店で休憩後鶴岡高専校に入り、柴田教務主事さんの

学校の内容を詳しくご説明があり、その後校内の設

備など約1時間ちょっと見学させて頂きました。そ

の後致道博物館に行き、館内をフリータイムにして

見学致しました。丁度天候が悪くなり雨模様となり

ました。夕食会会場の中国飯店では40名近くのご参

加を頂き、盛大な懇親の場を設けて頂き、国際親善

を一層深め、又温海インターアクト、高専インター

アクト、西高インターアクトの皆さんも出席、なご

やかな中に午後8時終了し、湯の浜温泉竹屋ホテル

に投宿。長旅の疲れをいやして頂きました。

翌日、羽黒山見学の予定でありましたが、天候が

どうも不頓で、急拠予定を変更させて頂き借越では

ありましたが、各ロータリアンのご希望もあり私の

工場を見学ということになり、約1時間10分位で見

学、ホテルリッチ酒田までお送りして酒田Cにバト

ンタッチしてこの役を終りました。

お忙しい中、多数のご協力を頂きました関係委員

会委員長さん始め、クラブ会員の皆さんのご協力に

感謝申し上げます。

尚、同交換団より4クラブのバナーをいただきま

したのでご報告勇、回覧いたします。



（幹事報告）板垣広志署

○例会場所・時間変更のお知らせ→八幡R．C

日　時　　7月25日（土）　点鐘　PM6：30

場　所　八　森　荘

登録料　　2，000円

○報告事項

・第253地区直前分区代理北楯学氏、同幹事五十

嵐進氏より礼状到着のお知らせ
・第253地区第22回インターアクト年次大会案内

小池委員長保管
・会報到着のお知らせ

鶴岡西R．C、台中港区扶輪社R．C
・国際ロータリーアジア地区大会のご案内

10月12日　於：インド．ニューデリー

（委員会報告〕

外部拡大特別委員会中間報告

特別代表　鶴岡西R．C　大川俊一署
07月3日　キーメンバー協議会開催

於：グランド　ェル・サン

決定事項
・クラブ名　　鶴岡東ロータリークラブ

・例　会　場　　苗津　グランド　エル・サン

・例　会　日　　毎週水曜日

・例会時間　12時15分

・役員候補名　　会　長

副会長

（委員長スピーチ）

0地区内新設クラブ情報
・酒田中央R．C l1月15日認証状伝達式予定

・米沢中央R．C l1月1日　　　〝

会員増強拡大セミナー出席報告

クラブ奉仕委員長　高橋良士君
＝7月12日　於：会津若松ワシントンホテル＝

会員増強は本年度地区基本方針の一つであり、1

クラブ、3名の増強を目標としている。

昨年度、253地区に於いては、2クラブが新設さ

れて88名の増加をみている。当クラブは5名増強で

あり、クラブ単位では1クラブ5名増は地区内では

最高の増員数であり、当クラブを含めて3クラブの

みである。

何故、会員増強、クラブ拡大が必要か？　の意義
については、国際ロータリーの強引とも思われる指

示に反発するあまり、会員増強やクラブ拡大までも

何か上からの指示の押しつけと受けとめられている

傾向にある。

然しながら、他人に入会をすすめるのは、自分が
ロータリアンとしての喜びと意義を発見してからこ

そであり、それを領ち合おうとしているからである。

会員を増強することが住みよい社会をつくることで

あり、入会をすすめること即ち社会への奉仕である。

「停滞は衰退と死の始まりである」という見地か

ら、ロータリーの存続が永遠であるためには会員増

強は単年度のみの目標ではなく、当然継続活動であ

る。

本年度は会員増強3名を目標に、何卒全会員の御

理解と御協力を切にお願いする次第である。

私が感じているロータリー

S・A・A委員長　皆川光吉署

恥しい話しですが、実は先月の末に盗難にあいま

して「私が感じているロータリー」なんてものでな

く、まったく自分の間抜けさを感じている最近です。

当クラブに入会して約2年8ケ月になりましたが、

その間私なりに感じている事を申しますと、クラブ

の雰囲気は実におだやかであること。しかし反面、

仕事での対応は実にきびしい人もおりまして、ウッ

カリ出来ないと思っております。

2年間インターアクト委員会におりましたが、当

初の目的でありましたインターアクトクラブ員の増

強に、何度か顧問教師と話し合い、増強に取り組ん

できましたが、好結果が得られず、自分の力の無さ

を今更ながら反省しております。

各委員会の活動が当然のことながら若い人に力が

多くかかりすぎるきらいがありますが、しかし自分

を磨く場として考えますと、実に有意義な事と思っ

ております。

それぞれ各分野のトップの皆様との話し合いの中

で情報交換の場としてこれに過ぎるものはないと思

いますが、反面、表面的な語になりすぎるように感

じております。

食事のことですが、これは別に本年私がS・A・A

になったから云うわけではありませんが、あまりメ

クジラをたてないで楽しんでもらいたいと思います。

過去、S・A・A委員会を8ケ月、インターアクト委

氏
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員会を2年間務めましたが、ロータリーとは社会奉

仕を目的とする世界的団体クラブであるという意味

位しか認識しておりません。各委員会の色々な活動

がどの様に行なわれておるのかまだ勉強不足で理解

してないのが現状です。伝統ある当クラブの諸先輩

のご指導によりましてロータリアンらしい人間、ま

た活動するよう努力していきたいと思っております。

出席委員長　佐々木藷彦署
義理と人情

昨日は、鶴岡の盆であった。私達の本当の盆は8

月に入ってからである。8月の10日から20日までの

10日間は、正にかき入れ時である。

檀家の法事に招かれて、読経が終り、この機会に

少しお話をといって座りなおした時、同じく招かれ

て出席していた客の「人から、「和尚様一寸聞きま

すが、和尚様のお仕事は何ですか」と聞かれた事が

ある。さて、私は坊主を職業としているが何のこと

か、と一瞬返答に窮した。ともかくも「坊主ですよ」

と答えたが、その人は重ねて「いや、んでねくて本

当の仕事や」という。そこまでいわれて、他を考え

るとたしかに、坊主という職業で生計をたてている

のは大変少ないことに気がついた。私の住む松山町

でもその当時坊主だけというのは、私一人であった。

学校の先生、役場の職員、公民館等々である。その

万々はひょっとすると、坊主は副業かあるいは仕方

なく義理で勤めているのかも知れない。そこの所が

ロータリークラブににているのではないか、と考え

た。

ここに出席いている会員の方々は、それぞれに本

職を持っている。「あなたは何をなさっていますか

？」と聞かれて、「私はロータリアンです」と答え

る人はいない様である。

ロータリーでは、会員の重要な義務の一つとして

職業奉仕がある。だから何を置いても自分の仕事を
一生けん命やりなさい、ということになっている。

しかし、何を置いても例会にだけは出席しなさい、

ということも又重要な義務になっている。そのどち

らを選択するかは、もう議論ではなくて、会員の心

の中にある義理と人情にたよる他はなさそうである。

クラブ会報委員長　関原亨司署

会報とは、会員の皆様はもちろんのことですが、
会員のご家族の方々からも見てもらい、ロータリー

とは何んなのか、初歩的なことですが理解をしてい

ただき、又、会報を通してコミュニケーションの輪

を広げなければならないと思います。机の引き出し

に入れておくだけでなく、ご家族、各報道機関等に

見ていただいて、ご意見等をいただきたいと考えま

す。それには、各会員、OBの方々から寄稿をお廠

いし、意志の疎通を計り、楽しく読んでいただける

会掛こしたいと思いますので、会報委員会全員によ
ろしくご協力・ご指導をお願いします。

親睦委員長　丹下誠四郎看
私が安藤先輩より推薦を受け入会以来早や11年、

ロータリーについて色々感じました事をのべさせて

いただきます。

①　入会当時会員相互間の呼称が「くん」づけで

統一きれ、○○君と呼び合える事は素晴らしい

事。

㊥　例会は情報交換の場として一番であり、ゲス

トスピーカー、会員スピーチは自分自身にとっ

ても、人の為に人の話を聞く機会を得、大変た

めになり、今後も続けてほしい。

㊥　4つのテストの「みんなに公平か」常に反省

し、職業奉仕、社会奉仕を続けていきたい。

いずれにせよ、．ざロータリーは素晴らしいふれあい

の場であることを自覚してやっていきたいと思いま

す。

会員選考委員長　風間真一署
会員選考委員長に指名されてから考えたり、感じ

ましたことを申し述べます。
○委員としてチャーターメンバーの阿部与十郎さん、

バストガバナーの石黒慶之助さんが居られますの

で、心強いといえばこれ以上のことはないのです

が、いちいちご相談するのもはばかられるように

思います。
○活動計画を提出するに当って、前例を参考にした

り、委員会の活動という印刷物を読んだりしたの

ですが、読み方によってはかなり厳しく選考する

ようにも受け取れます。推せんされた個人個人を

会員選考の本来の主旨に沿って評価することは、

それは大変難かしいことのように思います。

私の判断の誤りを恐れるからでありますし、自分

自身のことを考えれば、他の人を評価する資格が

ありません。

亦、会員増強に努力された会員の方々のことを考

えると、ますますそうです。

○そこで私は今年度推せんされた方々については、

推せんした方の判断をそのままお受けして、すべ

て独断を以てパスするという、結果的には例年と

変らない処理をさせて頂くつもりでおります。
○感じましたことはttこのような委員会はロータリ

ークラブにとって必要なのでしょうか”という疑

問です。
tt盲腸のようにひっそりと、存在を感じさせない

で居るのがベターということになりましょうが’



⊂如」
佐藤　拡君　　国際扶輪社青少年短期交換訪問団

の歓送迎が無事できまして。

阿蘇司郎君　　交換学生受入れの際、新穂さんに

お世話になり、又、全国テレビ・

ラジオ商組合、日本放送協会より

賞をいただきまして。

関原亨司君　　第1号の会報が無事できた事と、

原稿提出時に所定の原稿用紙を使

っていただく事をお願いして。

義醐

松田士郎君　　鶴岡南高百周年記念事業講演会

「私は日本人になりたい」入場券

購入をお願いして。

板垣広志君　　7月10日初孫（男児）が生まれま

〔ビ　ジ　タ　ー＿＿〕

鶴岡西R．C　　佐藤　　拡君

斎藤敬二君

大川俊一君

熱撃㈱腎願誓轍響巌響き

国際ロータリー347地区青少年短期交換団歓迎会

歓迎のごあいさつ

会長　吉野　　勲署

国際扶輪社第347地区青少年短期交換訪問団の皆

さん、よくぞこの日本にお出下さいました。鶴岡R

C、鶴岡西R．C、温海R．Cを代表して心より歓迎申

し上げます。長い旅のり本当にお疲れさまでござい

ました。

只今の季節は、当日本の北国の鶴岡市にとって、
一年を通じて最もきれいな、縁したたる素晴らしい

季節であります。短い期間ではありますが、実りの

ある研修になられますことをお願い申し上げます。

当鶴岡市は人口約10万で、産業としては日本でも

有数の米の生産地でございまして、庄内米で有名な

所であります。又、当市は城下町の面影を色濃くと

どめております。又、先程ご覧頂きました致道博物

館は、庄内藩主酒井氏の御用屋敷で、博物館として
一般に開放されている所であります。建物・庭園は

江戸時代に造られ、質素な中に大名屋敷の広荘な面

影を今にとどめております。又、鶴岡高専校は県内

唯一の工業技術者の養成の目的を以った国立校で、

校長先生も当鶴岡ロータリークラブの会員で、本日

特に研修させて頂きました。

本席は御国出身でやはり当鶴岡ロータリークラブ

の中江さんに特に腕をふるって頂きました。お時間

の許す限りごゆっくりおくつろぎの上ご歓談下さい。

又、今晩のお宿でございますが、鶴岡西R．Cの会長

さんの経営なさっておられます、日本海に面した湯

の浜温泉竹屋ホテルで、鶴岡の夜をゆっくりお過し

下さい。明日信仰厚い出羽三山の羽黒山をご案内い

たす予定でございましたが、天候の予報も悪いよう

ですので、急ぎ変更いたし、私の所の工場を見学噴

くことになりましたので何卒ご諒承下さい。

どうぞ日本の旅が楽しい旅になりますよう心より

祈念いたし、歓迎のごあいさつといたします。

※当地区での訪問団のスケジュール等詳細は本紙の

会長報告に掲載されております。

鶴岡ロ【タリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　253地区
Ilト務　局　鶴r串1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12．30～1．30

＼＿′



（jC車重二亘〕
吉野　　勲署

1．持廻り理事会に於いて8月11日、例会時間・場

所を変更し納涼例会として産業会館5階ホールに

て致します。くわしい事は親睦委員長より紹介が

あります。

2．第253地区ロータリー財団の奨学生につき、7

月11日選考試験がありまして、鶴岡から城北町の

山形大学に在学して居られる須田里恵子さんが合

格したと通知が入っておりますので御報告致します。

3・次にメモリアルコントリピューターという事で

手続要覧には1ケ年以内に米ドルで100＄以上を

亡くなった故人を記念して祝した個人又はクラブ

に贈られるということで、張紹淵君に参っており

ますので、これから贈呈致します。（拍手）

⊂幸亡L旦j⊃
板垣広志署

○例会時間変更のお知らせ

鶴岡西R．C　7月31日納涼家族会のため

時　間　午後6時30分

場　所　　グランド　エル・サン

登録料　　4，000円

鶴岡東R．C　クラブ協議会の為

日　時　　7月30日　午後5時30分

場　所　産業会館

登録料　　2，000円

〇第253地区年次大会が9月25日から開催されます。

7月30日で仮登録の締切りです。今年度は会津若

松で遠いですが、ぜひ参加して下さい。

〇第3回庄内国際青年祭留学生歓迎レセプションが

7月26日開かれます。会からは副会長の高橋先生

から出席して貰います。

〔亘亘亘二重至⊃

⊂頭重頭重亘二）丹，誠四郎署

○納涼例会のご案内

お手許にチラシを配布しました如く8月11日に

納涼例会として時間変更して行います。本来、親

睦委員会としては西クラブとの合同パーティーを

考えておりましたが都合合わず、鶴岡クラブだけ

で行います。当日は納涼例会のムードを盛り上げ

るために、ゆかた、ジンベイで出席いただき、夏

の夜のひとときをゆっくりご歓談いただければ幸

いです。午後6時点鏡、登録料2千円（ゆかた、

ジンベイは貸衣装も用意してあります。）

07月21日迄としておりました布花教室のお知らせ、

参加者11名申込みなっておりますが、尚3～4名

の参加を歓迎します。よろしく。



（二重ラぅム委員会〕

委員長スピーチ

私が感じているロータリー

雑誌委員会　津田晋介看

雑誌委員会で申し述べる

事は事業報告通りです。前

年度の方針を尊重して同じ

様に致しました。

私達の会は、「ロータリ

ーの友」という雑誌を普及

させるという事ですが、あ

えてスピーチ致しますが、

実際はこの雑誌あまり面白くないですね。皆さん読

んでる万は少ないのではないかと思います。雑誌で

ある以上読んで貰わなければならないのですが、何

故面白くないかと言うと、この雑誌、売る必要がな

いからです。他の雑誌は売らなければならないが為

に編集者は大変苦労して、どういう内容にするかに

努力するのですが、「ロータリーの友」「ロータリ

アン」は努力する必要がなく同じ部数がさばけます。

そこに面白くない原因があるのではないかと思いま

す。

雑誌が面白いかどうかを判別するのは、発売日が

待たれるという事でしょう。私の経験からすれば、

例えば「少年倶楽部」、今そんな経験は全くない。

「ロータリアン」などというものは「ああ、また来

たか」といった程度だ。これを読まれるようなもの

にするには、まず興味のある内容を盛らなければな

らない。思い切って誌面を刷新して50万円位出して

懸賞小説でも募集するとか、俳句等も載ってますが、

これも5万円位だして、誌面に興味を持つようにし

なければならんじゃないかと思います。それで、日

数をかけまして、この年度の中頃に皆さんにアンケ

ートを持ちよりたいと思いますので、ゆっくり考え

ておいていただきたいと思います。

会員増強委員会　佐藤　衛君

今日は私が幹事を務めた

時の会長．嶺岸光吉さんの

形見分けで戴いたネクタイ

をして参りました。去る6

月11日の葬儀にはできるだ

けの御手伝いをし、幹事と

して会長に対し最後のおっ

とめをさせていただきまし

た。

今日の3分間スピーチは、ロータリーに関する事

ならなんでもOKという事ですので、まず2～3想

い出をお話したいと思います。

入会間もなく阿部会長時代、台中港区R．Cとの盟

約式に参加。続いて上野会長、嶺岸会長時代の続盟

式にも参加して参りました。阿部会長の会長報告で

向うのお国で女性に大変もてたお話しで、大学教授

らしく上品にお話しなさったのを今でも記憶してい

ます。然し寂しいもので、御一緒したのは新穂先輩

だけになってしまいました。其の後の上野会長の時

は、仲の良い奥さん同伴ですので、うらやましさの

あまり日の丸弁当持参などと口の悪い冗談を云った

ものです。3回目の嶺岸会長の時は、米山奨学生の

察君から習った台湾の言葉で挨拶をなさいまして、

向うの方も大変驚かれたようです。

それから国内の姉妹クラブであります鹿児島西ロ

ータリークラブの創立記念日にも、今は亡き斎藤栄

作先生を団長に森田さん、嶺岸さん等と「緒に行っ

た事がございます。その時は向うのメンバーで、5

つ子の主治医であります鹿児島市立病院の外西先生

とも親しくお酒を汲み交して参りました。又、島津

家や西郷さんの歴史よりも、キビナゴのおいしさは

今でも忘れられません。

私は素暗しい職業人の代表の集りであります鶴岡



R．Cにお世話になり、クラブ会員はもちろんの事、

台湾のロータリアン、鹿児島のロータリアン、又東

京の国際大会等に参加し、民族衣装に着飾った顔色

の違うロータリアン等、多くのロータリアンとのめ

ぐりあいで、私なりに学ぶことが非常に多かったこ

とを、私の人生にとって非常にプラスになったと感

謝を致しております。

又、ロータリーには色々の職業人がおります。誰

でもお世話になるお医者さん、歯医者さん、お坊さ

んに石屋さん、お金のことは銀行屋さん、それに生

保に損保、株屋さんに公認会計士さん、困り事は弁

葦士さん、又NHKにNTT、日本一の大型スーパ

ー迄、数えればきりがありません。

日常の生活において色々お世話になる人が多いの

で、毎回の例会出席がたまに苦痛に感じられる事も

ありますが、私にとってロータリーとは大変便利で

有難いものだと思っております。

以上昔の想い出を私の感じているロータリーとい

う事で、私のスピーチを終ります。

造影／牲く1㌔
新穂光一郎君

今度クラブ会報に放言欄を設けたという事ですの

で、それを利用させて戴きます。

本来クラブには何の関係も無い事なのですが、ま

さかガバナース・レターにこんな投稿も出来ません

ので、紙面をお借りする事をお許し下さい。

私は青少年交換を担当して5年目を迎えました。

うち3年間はオーストラリアの967地区・978地区

・982地区とコンタクトして参り、面倒ではあった

けど、まあ問題といえば一度だけ、南アフリカへの

派遣予定学生が政府レベルの断絶で派遣不可能とな

ったので貴地区で来月迄に受け入れてくれという飛

び込みがあった事ぐらいです。これは通常3一一4ケ

月かかるのですが、それを1ケ月以内に手続きを完

了するなど不可能に近い事なのですが、ロータリア

ンの友情に支えられて無事間に合いました。

ところが今年になって全く予期せぬ出来事が起こ

ったのです。

アメリカ・カナダ（今年が初めて）への派遣が7

名、逆に向こうから来日学生は4名ですから、その

折は何ら問題は無かったのですが、実際受け入れ学

生を割り振ってみますと、どういう訳か4クラブか

ら受け入れ拒否が出て来たのです。5月半ばにガバ

ナーと地区国際奉仕委員長にも中間報告という形で

イヤな予感を訴えたのですが、やはり我々地区委員

として受け入れクラブを探さなければなりませんで

した。

本宮・小高・長井・村山・天童東・小国・白河・

喜多方・会津坂下・いわき平・福島西と我々も必死

で受け入れ先を探し、やっと7月15日になって特定

出来ました。その間国際電話は入るし、催足の手紙

は来るし、その都度ただひたすら謝るのみで、充分

惨めさを味わいました。

通常学生の交換なんて、こちらから書類を送り、

向こうから来た書類を返送すればいいのではないか

とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、一

人について少なくとも3へ′4回やり取りしなければ

いけません。とにかく一年間地区に請求する金額

（書留など領収書のあるものだけで）は2万円を越

えます。

これを寄稿したのは、私はこんな大変な仕事をし

ているという事を皆さんに認識して貰いたくて書い

たのではありません。青少年交換というのは文字通

り受け入れ派遣のバランスの上に立っているものと

思います。特に今回の様に7対4と圧倒的に派遣が

多いのに、一人の受け入れがこんなに困難だった事

が私には信じられません。

ロータリーで批判はタブーだと思いますが、これ

でロータリーの親睦友情はどこにあるのでしょうか？

しかし反面、何のかかわり合いの無いいわき平・



白河・喜多方・福島・山形の友人達が我がことの様

に心配してくれ、励まして、そして協力を戴いた事

痛く感激し、ロータリーの兵の友情に深く感謝して

おります。

今一段落して、しみじみこの仕事をしてるが故に

共感と同情を共に持ち合える友人を得た幸せを味わ

っている昨今です。

⊂i→‾盲「了‾五つ

中江　　亮君

昨年財団の手塚委員長の許で推進しておりまし

た須田里恵子さんが見事合格しました。国際奉

仕委員会の「員として大変嬉しく思いスマイル

致します。西クラブ推薦の佐藤妙子さんも一一・緒

に合格しました。同じ市で二人というのは大変

成績が良かったと地区でも評価しております。

佐々木嘉彦君

佐藤妙子さんを推薦しました西クラブの加藤会

長が幸い出席しております。喜びを分ち合いた

いと思います。

手塚　　拓君

手続きをとりました前国際奉仕委員長です。喜

びで私もスマイルさせて貰います。

中野清吾君
一昨日馬場町鶴岡日石スタンドの大改造が完成

しました。亦給食センターにボイラーを納入し

ました。

新穂光一郎君

青少年交換でこちらから7名の方が米国・カナ

ダに行くのに、向うからくるわずか4名の内、

1人が決らなくて、私も2ケ月半困りぬいてい

ましたが、7月15日に漸く受入先が決まりホッ

としました。やっとうまい酒にありつける様で

す。その辺の事情を会報の放言欄に投稿しまし

た。ご覧下さい。

山口篤之助君

昨年会長という事で財団奨学生の最初の面接を

した関係上、スマイル致します。

松田士郎君

7月15日6時30分、NHKの630テレビに顔が

出、大変映りが艮かったとの事でスマイル致し

ます。

藤川芋胤君

テレビと言えば私もお盆の時NHKさんとYT

Sさん、読売新聞さん、朝日新聞さんに大変お

世話になりました。

吉野　　勲君

今週私も孫が生まれました、スマイルします。

小松広穂君

先に湯田川の旅館で食事の後、大変立派な桧風

呂で妙令の御婦人？と鉢合せという喜しい体験

をしましたので。

忠鉢　　徹君

大変ロマンのある話で喜しくなりました。

張　　紹淵君

メモリアルコントリピューターを買いましたが

これはこれまでも2回程間違って来た事があり

ます。佐藤伊和治さんの時、阿部嚢さんの時、

記載事項がチグハグで迷惑しました。コントリ

ピューターというのはR．Cに非常に貢献のある

方であるという事です。財団の為に世界平和の

為にますます手を尽したいものです。

丹下誠四郎君

笹原景一さんから駅前にガス灯をつけられたと

いう事でスマイルを預りました。

〔ビ　ジ　タ　二）

鶴岡西R．C　　加藤有倫君．中村　紘君

斎藤健治君．三井盾夫君

（ザ　知　ら　せ）

昭和62年7月～12月分会費65，000円とポリオプラ

ス運動寄付5，000円をあわせて70，000円、7月中に

納入方お願い致します。

○銀行振込の場合

山形銀行鶴岡支店　当座預金恥1024643

鶴岡R．C会計　山　本　順　一

（亘タリー財団委員⇒

本日の財団寄付は9，432円でした。

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

率務　局　鶴岡　巾　馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例　会揚　場l甘市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12．30～130



（会長報告）
吉野　　勲署

1．去る7月24日、鶴岡商工会議所主催に依る第7

回「総参加会員大会」並に「優良商工従業員表彰

式」に参加して参りました。定刻午後5時30分、

文化会館に鶴岡市長さん始め多くの来賓の出席の

もとに、上野会頭さんの挨拶に始まり、表彰者

200数名、又事業主多数の出席のもとに盛大に行

われました。10年、20年、30年と表彰され、受彰

者の謝辞と続き、続いて大会宣言の朗読等があ

り、記念公演として重要無形民俗文化財の下座に

よる「黒川能」の出しものは「蘭二葉狩」が見事に

演ぜられ、会員一同堪能して参りました。その後

会議所前の駐車場での懇親会がありましたが、丁

度あいにくの雨でしたが、会員それぞれ和気あい

あいの中に終了いたしました。R．Cにもご招待頂

き有難うございました。

2．会員矢部晋君より体調をくずした為しばらくの

間と、賜暇願いが出され、これを受理致しました

ので報告致します。

Gu会長報草⊃
高橋良士署

第3回庄内国際青年祭レセプション報告

日　時　　7月26日（日）　午後6時

場　所　マリカ西館　3階大ホール

民間レベルでの庄内国際青年祭が本年で3回目を

迎え、レセプションにクラブを代表して出席した。
ttわれら地球家族’’をターゲットに、参加国25ヶ国

107名の参加人員で、若さあふれる大変熱気のこも

ったレセプションであった。

プログラムは7月26日より8月2日まで、鶴岡を

中心に庄内全域の町村を会場に、フェスティバル、

ホームステイを行ないながら国際親善と理解を深め

ることと思われる。

（幹事報告）
板垣広志看

○例会時間変更のお知らせ

酒田東R．C　ゆかた例会のため

日　時　8月6日（木）午後6時点鐘

場　所　樺

登録料　　3，000円

酒田R．C　　ゆかた例会のため

日　時　8月5日（水）午後6時点鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　　4，000円

立川R．C　　ビアガーデンのため

日　時　7月知日（木）午後6時30分点鐘

場　所　原田米穀店倉庫前

登録料　　2，000円

温海R．C　　納涼家族会のため

日　時　　7月27日の例会を8月2日（日）に

変更　午後7時点鐘

場　所　鼠ヶ関ビーチセンター

登録料　会員3，000円　家族1，500円

0飯島・作田両バストガバナーより暑中見舞到着

○会報到着　山形R．C、酒田東R．C、山形西R．C



〔＿委員会軋む）

垣≡享互≡垂垂垂）三井　健署
ロータリー名言カレンダー作製について、掲載す

る名言・格言・座右銘等ありましたら奮って御応募

（プログラム委員会〕

＜∈新入会員スピーチ≫＞

契　　　約

現在の保険会社の立場と

「契約選択」についてお話

ししてみたいと思います。

昨今の新聞紙上を騒がし

ている事に「保険金に係わ

る犯罪」があります。生命

保険会社に対して顧客は速

やかで確実な保険金、給付

金の支払いを求めています。そしてそれが安い保険

料の負担で行われることを希望しています。このよ

うな顧客の希望を満たすには、会社は安全でかつ効

率のよい経営を行うことが必要です。

その為、保険の申込みのあったとき（通常は勧め

られてその気にさせられるのが多いのですが……）

顧客にも一定のルールを守ってもらわなければなり

ませんし、又、必要ならば契約をお断りしたり、契

約の内容を制限することもあります。より多くの正

確な情報収集により公平で正しい危険評価を行うこ

と、これを「契約選択」と呼んでいます。

セールスマン（レディー）は、契約の申込みを取

扱うにあたって、保険の効用を説明し、顧客のニー

ズに合った保険を勧めるだけでなく、より公平な契

約選択を行うために守ってもらわなければならない

ルールのあることを知って頂く必要があるのですが、

知らされない事がある為後日トラブルが発生する事

がままあります。

トラブルの事例として私の体験の中から「小便代

金10万金」という事がありました。

「‾‾親睦活動委員会〕丹下誠四郎署

8月11日の例会は浴衣、甚平に限らずラフでくつ

ろいだ姿で参加下さる様にお願い致します。

選　　　択

富　田　直　治　君

これは、皆様ご存知の様に保険に加入する際には

申込書への記入（自書は被保険者の安全を守る為に

も徹底しています。たとえ配偶者、子供といえども

内緒での契約は不可能です。名古屋の犯罪では親が

子供を殺すという信じられない悲劇がありました）

及び健康診断をして頂き、契約がお引受けできるか

どうかを判断する訳ですが、この時のお客様の健康

状態には何ら問題はなかったのですが、背中に余計

なものがついていた為お断りをしました。会社に出

して頂いた申込書、第1回目の保険料をお返しした

のですが、「まだ出したものがあるので返せ」とい

う毎日の電話と来訪でした。最初は何のことかわか

らず聞きましたが答えがなく、「自分で考えろ」と

の事で私なりに考えましたが見当もつかず、判らな

いので教えて欲しい旨要望しました結果、「健康診

断の時尿検査で小便を出した。それを返せ」との事

でした。その代金要求が10万円でした。毎日数回出

しているものが1回につき10万円なら、蔵がいくつ

も建ってしまうのですが……。

この様に不当な利益を要求する人がでてきたり、

犯罪による保険金等を支払ってしまいますと、「股

の人に保険料を高くしなければならないという迷惑

がかかってしまい、断固として排除しています。

この様に悪意のあるものや、効率の悪い契約を排

除することを私達は「制度による選択」と呼んでい

ますし、皆様に知っておいて頂けたらと思います。

集められた情報によって被保険者の危険度合を評

価しているわけですが、危険には普通、身体危険、



環境危険、道徳危険に分類され、各観点から危険の

大きさが評価されます。そして危険の大きさによっ

て標準体、条件体、不承諾体にわけ、条件体では危

険の型についても区分されています。

事例について道徳危険によりお断りしたものです。

あ　　る

スピーチの指名がありま

して、さて何を話そうかと

考えてみますと、ロータリ

ーでスピーチをするのは大

変なことだと思いあたりま

した。なぜかと申し上げま

すと、自分が若干でも本を

読んだり、人の話を聞きか

思ロータリアンの皆様には環境危険、道徳危険は全く

ありませんので、保険に標準体で加入できる健康を

維持され、益々事業が発展されることをお祈りしま

す。

じったりしていること、例えば仏教のことに興味が

あり、tt歎異抄’’とかtt般若心経”などについて話

そうとすれば、その道の専門家であるところの住職

さんが会員になっているわけだし、健康の話などと

思えば、お医者さんがいらっしゃる。又、趣味のこ

とやスポーツのことであっても、その道の大家がい

らっしゃいまして、とてもとても私ごときのお話で

は、はずかしい限りであります。それでは自分の専

門と思われている　tt金融”のことでもと考えたわけ

ですが、これまた同業の役員の万々がいらっしゃい

まして、自らの日頃の不勉強を証明するだけになる

わけです。そんなことでいろいろと思い悩んだすえ

に、今日は私だけのものである、私のtt生活綴りか

た’’をスピーチさせていただきます。

私は昭和45年頃、長井支店というところに勤務し

ておりましたが、当時飯豊町に建設省で多目的のダ

ムを創ることになりまして、百戸を超える住居が、

そのダムの底に沈んでしまうことになりました。商

売柄、住居移転のための補償金が有力な頭金源にな

るということで、勇んでその部落の人々と接触を試

みましたが、いずれも門前払いとなりました。当然

のことながら永年住み慣れた土地を離れなければな

い　　出

山　本　順　一　君

らなくなった人々の心が、かたく閉ざされていたわ

けです。補償金は一戸平均2，500万、山形市内の土

地が現在より一桁安く買える時ですので、かなりの

額でした。最高は1倍5千万、この人は大磯に移り

ました。なにせ建物はもちろん、庭木、お墓の再葬

料、川の漁業権、山菜やきのこ取りの保証までしま

した。又、少数残存と申しまして、ダムに沈まなく

っても、数軒の家が残されて、村落共同体として生

活出来なくなった人々も、水没者と同じ扱いをなさ

れました。そんなわけで門前払いになりましたが、

そこであきらめるわけにもいかずに、それからは、

まず先方の心情を汲みとることが先決であることを

反省しまして、同部落の知り合いの家に泊り込んで

毎日水没予定者の家をtt何か私どもでお役に立てる

ことはありませんか……’’と訪ね続けました。勿論

補償金のことなどはおくびにも出しませんでした。

草刈りを手伝ったり、きのこ取りや魚釣りに一緒に

ついていったり、夜は夜でtt杯”を交わしあいまし

た。その頃になると、他の金融機関も情報を聞きつ

けて連日のように訪ねて来て、高価な品物を置いて

行くようになってきました。少しばかりの物量作戦

では、この人々の心が動かないことを充分に知って

おりましたので、私の万では、水没するためにやが

ては取り毀して引払わなければならなくなる現存し

ているtt住宅’’をせっせと写真にとり続けていまし

た。そんなことをしながら厳寒の1月の或る日に、

そこから数百キロ離れた当地の羽黒山神社を訪づれ

まして、ダムの湖底に沈むために、他所に移住をせ

まられている人々のこれからのtt家内安全’’とtt身

体健闘’’などを一人ひとりづつ、代参でご祈祷して



いただいて参りました。そしてそのttお札’’と、な

くなってしまう現在の住宅のt写真”を一軒毎に配

って歩きました。将来に対して少なからず不安をい

だいていた人々に、大変感謝されたことを今も思い

出します。移転が近くなるとIt補償金”は私の銀行

に振り込んでtt要せてくれる’’という人々が相当数

おりまして、非常に感激いたしました。このような

≪委員長スピーチき＞

時には、先方の身になって、お互の心の琴線に触れ

ないと、どうにもならないものだと実感したわけで

す。この時はど銀行員になって良かったなあと思っ

たときはありませんでした。今でも湖底に沈む前の

部落の全景が目に浮びます。後日談も色々あります

が、時間ですのでこれで終ります。

ありがとうございました。

私が感じているロータリー

「向う3軒両隣り」

国際青少年交換委員長　塚原初男看

昨年度、私は青少年奉仕を担当しました。R．A委

員会はじめ青少年及びⅠ．A委員会ともよく相談しな

がら、R．A．Cの復活をめざすことになりました。社

会人ばかりでなく、大学生でもR．A．Cになれるとい

うことですので、会長・幹事のご協力を得て何回か

ガイダンスしました。しかし、彼等のガードは堅固

であり、R．CのP．Rにはなりましたが、残念ながら　　ヽ＿／

R．A．Cの復活にはいたりませんでした。

わが国の民主主義は、国際的にも高い評価を得て

いるそうです。しかし個人尊重、人権主張の強さに

比べて、周囲の人々に対する思いやりの精神には欠

けるともいわれています。現代の学生がすべてそう

だとは思いませんが、「向う3軒両隣り」の精神を、

国内ばかりでなく国際舞台でも共に大抑こしてゆき

たいと思います。本年もよろしくお願い致します。

これからのプログラム予定

8月　4日　　3分間スピーチ　鈴木　肇君

8月11日　　ゆかた例会

8月18日　ゲストスピーチ　「米問題について」

米穀部長　富田　弘氏

8月25日　　ガバナー公式訪問

9月1日　　3分間スピーチ　新入会員スピーチ

斎藤寿一君．荘司俊治君

⊂碑
佐々木霊彦君　　出席委員会のミニ情報の文面を誤

記しましたのと、斎藤昭君の御好

意に感謝致します。

佐藤　忠君　湯野浜C．C月例会のシニアの部で

優勝（ネット71）

斎藤庄治君　14番目の藤島支店新設、上坂冬子

女史の講演会を盛況に終える事が

出来ました。

斎藤　昭君　　おはめに授かりありがとうござい

ました。

石井敬三君　信金藤島支店に備品納入させて戴

きました。又、会報に誤記ありま

したので訂正願います。

板垣広志君　　信金藤島支店の鉄骨を納入させて

戴きました。

（ビ　ジ　タ　ー）

温海R．C　　　渡部晃雄君

鶴岡西R．C　　桜井　晋君．三浦正志君

奥山一善君．長野正彦君

長島義弘君

鶴い小コーダリー－クラフ判、せこ　昭和34．6．9　承認　昭和34　6　27　253地区

持株局　仇聞直鴨場町　鶴岡商工会議所内　電話　n235（24）7711

別会場　軌跡市塙場町物産館　3l；皆ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12・30～130



（会長報告）　吉野　勲君
ようやく梅雨もあがったようで、これから暑さ本

番といったところでしょう。

本日午前11時30分より第2回目の理事会を開催し
ましたので、そのことについてご報告申しあげます。

第1番目に、鶴岡クラブでも来年は創立30周年にな

ります。少し時期が早いようですが、今から創立30

周年実行委員会を設立しておいた方が何かと今後の
活動に良いと思い、今日理事会で承認を得ましたの
で皆さんにご報告致しますと共に、役員メンバーを

よろしくお願い致します。実行委員会のメンバーは

実行委員長　　三井　　徹君
幹　　事　　小池繁治君

式典委員長　　三井賢二君
祝宴委員長　　三井　　健君
記念誌委員長　　石井敬三君
記念事業委員長　　小松広穂君
接待委員長　　山口篤之助君
総務委員長　　中江　亮君

以上の方々であります。

次に、来る8月25日に志藤ガバナーが公式訪問さ
れるわけですが、そのスケジュールは先に皆さんに

おあげしてありますが、協議会の会場はこの所で、

午後2時から午後4時までとなります。ガバナーは

その後酒田クラブでの日程に入ります。尚、懇親会
の方は場所等はまだ未定のようですが、次の例会ま

でに定め、報告致します。
以上で会長報告といたします。

〔頂‾事報阜）
板垣広志署

○例会日時変更のお知らせ

余目R．C　ゆかた例会のため
日　時　8月8日（土）午後7時点鐘

場　所　余目商工会館
登録料　　3，000円

○活動計画書の到着

余目R．C　　温海R．C
O会報到着　　鹿児島西R．C 鶴岡西R．C
○酒田東R．C20周年記念式典のご案内

8月20日（木）仮登録

9月20日（日）平安闇にて挙行

登録料　10，000円

申込者は事務局の斎藤とも子さん迄。
なお、来年は当クラブの創立30周年行事がある

わけですので、会員の皆さんには振って多く参

加きれますようおすすめ致します。
○秋田東R．Cホストによる第254地区地区大会が来

る10月17日・18日の両日行われますが、登録料は

15，000円となってます。

参加申込者は斎藤とも子さん迄に。

（委員会報告〕

（j席委員牟つ　佐々柏彦署
〇年間皆出席

14年間皆出席　小池繁治君
07月100％以上出席　　13名

250％　　張　　175％　　新穂

150％　　佐々木．吉野

125％　　阿蘇．石川．板垣（広）．小池．

菅原．関原．高橋．塚原．山口
07月100％出席　　　40名

秋野．藤川．布施．平出．飯白．石井．石黒．
市川．飯野．黒谷．加藤．小松．風間．
三井（賢）．三井（陸）．毛呂．迎田．松田．

皆川．中江．中野．斎藤（隆）．佐藤（忠）．
佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．鈴木（善）．
鈴木（弥）．荘司．庄司．斎藤（昭）．丹下．
鈴木（肇）．手塚（拓）．忠鉢．田中．碓氷．
若生．笹原（信）．富田（盾）

し畢竪琴動車車重⊃
丹下誠四郎署

08月会員誕生

庄司嘉男君．富田孝一君
三井　　徹君．三井賢二君

08月奥様誕生

藤川一子様．布施和子様
吉野英子様．阿蘇幸子様
手塚峰子様．三井　　章様



（プログラム委員会〕
＜宅新入会員スピーチき＞

我　が　古　里

私の里が庄内地方の南西

部にあります町田川と云う

所ですが、この地に係わる

豪族でもありました田川太

郎行文についてお話しして
みたいと思います。

田川氏の歴史的文献は、
tt吾妻鏡”に見ることが出

来ますが、田川太郎は平泉
藤原泰衡の郎党で文治5年

（1189年）源頼朝の奥羽征伐の頃に、北陸道大将軍
の比企能員と宇佐美実政等は鼠ヶ関口より出羽国に

侵攻し、田川太郎行文は、秋田三郎致文と共に出羽
国を警固、これを迎え撃ち敗れたのでありました。

又室町時代になってのtt義経記”には「ここに田川

郡の領主田川の太郎実房という者あり、これは秀衡
が知行のところにて云々、定めてこれも伺候のもの
にて候らわめ」とあり、又地元資料の羽黒山年代記
に羽黒山修造「秀衡奉行」田川三郎建立云々と記さ
れてあり、承安元年（1171年）の10月に羽黒山本社

殿修造が始り、藤原秀衡から田川太郎実房が奉行に

任じられ、1年の歳月をかけ竣工したと記録されて
あります。このような歴史の地でありますので、当

然のこと町田川とその附近一帯は石造文化の宝庫で
あり、それは藤原期、鎌倉期からのもので、豪族田
川氏全盛時代を裏づける　tt証し”でもあります。

田川氏の館のあった場所は、字高田と呼ばれる八
沢川沿いの高台の地で、小中学校の敷地になるまで
は水田であったし、かつて「大手口」の名をとどめ

「土塁」があり、御屋敷、外屋敷、石倉少し離れて

馬場、大蔵などがあったのであります。大手口の入
口の橋は縁側橋と呼れ、泉水にかけた橋であったと

は　歴　史　の　町

鈴　木　　　　肇　君

云われています。西山近くに菩提所の蓮華寺があり

反対の東山には城珊址があり、扇台、桜台、七日台
など取りまいております。この地は八沢川と少連寺

川が廻り一帯を囲み、道は1本、行く手は山又山の

まさに要害の地であります。田川館をのぼること約

1玩弱、八沢川向いが丁度西山の際になりますが、

ここに鎌倉初期の五輪塔が立っております。これは

県下最古のもので、斎藤市郎右工門氏が守護してお

ります。少し離れて阿弥陀堂があり、田川太郎持仏
の阿弥陀如来立像が杷られております。七日台は田

川館の前面にある梅林寺の貞上にある丘ですが、約
57花の間隔で一列に並んだt㌧旨壷”の側から直刀、

反刀など副葬品が出土してますが、これは、田川氏
の奥方や子供達の墳墓といわれております。

先に述べましたように、田川氏の全盛時代は鎌倉
初期であって、当時奥州藤原氏は北方の王者であり
ましたので、その郎党田川氏は、藤原氏の荘官とし

て田川地方の実権を握り、事実上田川地方の領主で
あったわけであります。

このような豪族田川太郎が文治の役でもろくも破

れ去ったのは、色々と思惑もあったことと思われま

すが……いずれにしても追討軍は、鼠ヶ関の天槍を

避けて中山通りから鬼坂峠を通り一気に田川館の本

拠を襲ったようであります。田川氏の口伝には武力

討伐の例がなく、有徳の士が続き、造寺、造仏の宗
教文化に依って平和郷を築こうと願ったようであり

ます。

お話しを進めれば、義経主従の奥州落ちまで続き

ますが、今日は時間もありませんので、町田川は歴

史の古里であることだけ述べ、終りとさせていただ

きます。

ありがとうございました。

（三二三二互二亘二）
小池繁治拡大委員より

来る9月上旬には鶴岡東クラブの誕生をみる予
定。毎週水曜日に午後0時15分～1時15分まで、グ

ランド　エル・サンで行います。当クラブではこの

例会出席をメーク扱いとします。

（＿＿＿チマ　イ＿＿竺＿＿〕

張　紹淵君　　この度セドリックの新型車が出来
ましたので、交通安全を祈りまし

て・…‥手塚君おめでとう。

手塚　拓君　　皆さんからのご発表とは嬉しいや

ら、毎月のようにございますので。

佐古田義明君　　当社の女子社員が今年度の庄内ミ
ス花笠に選出されました。ご声援

の程もよろしく。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　鈴木昭吾君．奥山一善君
瀬尾助三郎君．長野正彦君

鶴岡ロータリークラフ、創立　昭和34．6．9　承認　昭和34・6・27　253地区
・j・．務んJ　鶴岡苗馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡苗．しむ場町物産館　3階ホ【ル　例会　R　毎週火曜日　午後1230－130



（頂‾長報告）
吉野　　勲署

1．先頃より賜暇願いの出されて休まれておりまし

たNHK局長の矢部晋君の見舞いに本日、幹事共

共行ってまいりました。

2．先般来訪した台湾347地区青少年海外短期交換

訪問団一行より御礼状が来ております。

（義手報告）　板垣広志看

○会津若松で行われる年次大会の申し込み、8月31

日〆切となっていますのでよろしく。申し込み用

紙は事務局の方に用意してあります。

○会報到着　　東京ロータリークラブ

⊂互＿三．上．」D

佐藤友吉君　　銀座の工事で御迷惑をかけまして

又、公共事業の関係で仕事が増え

て釆ましたので。

中江　亮君　　主婦の店銀座店に中国飯店のコー

ナーが出来ましたのでよろしく。

早坂徳四郎君　　住宅兼店舗が増改築完成し、新規

開店しましたので。

板垣広志君　　会場を間違え遅れてきたことと、

早坂さんに鉄筋を納めさせていた

だいて。

庄司嘉男君　　我が家で8月に3人の誕生日を迎

えるので。

浴衣例会ス　ナ　ッ　プ集



鶴岡ロータり－グラフ切立　昭和34．6．9　承認　昭和34・6　27　253地区

車砺局　紙岡市馬場町　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・30～1・30



温　海　R．C　会　長　挨　拶

温海口一夕リークラブ会長の声量でございます。

こちら実質的に温海クラブの親クラブでございま

すので、ご挨拶ということで会長・幹事お伺いしま

した。恒例ですと7月中にご挨拶に参りますが、私

の職業分類上宗教とのことで7月が温泉のお盆で、

8月が地元のお盆で、とにかく職業が優先しますの

（ゲストスピーチ）

米　穀　情　勢

只今斎藤さんからご紹介

F　二‾＿‾、＿

で生れ現在も鶴岡におりま

す。丹下誠四郎さんと同級

生であり、頭の黒さにも差

が表われるものだと感じま

した。

戸　室　寛　隆　君

で、つい遅くなり申し訳ありません。お詫び申し上

げます。

一昨日の私共の例会ではこちらの張先生の、ロー

タリークラブのご案内が荘内日報に載っていました。

大変すぼらしいご案内で、お陰様で温海クラブを宣

伝しなくとも、こちら親クラブの方で宣伝していた

だき、大変うれしく思います。ありがとうございま

した。

このクラブにも、地区大会や年次大会で顔を合せ

面識のある方も沢山ございます。本来ですと同一沿

線上にあるクラブですので、もっともっと交換しま

して、懇親の場を深めてゆくべきと思います。私の

年度では精一杯会員がお伺いし、親クラブの皆さん

と共にロータリークラブ発展のために頑張っていき

たいと思います。今後共よろしくお願いします。

に　つ　い　て

庄内経済連米穀部長　宮　田　　　弘　氏

さて庄内経済連では、今年から5ケ年計画を立て

この中で庄内の地域の振興のために庄内経済連は何

ができるのか、21世紀に向けて検討し、さらに具体

的に取り組みたいと考えていますので、ご指導なり

お力を借りたいと思います。

1．消費動向

（1）消費世帯の1人1ケ月当たり消費量は約6kダ

○家庭食減少、外食増加



○若年主婦家庭の消費が少ない。

○学校給食は少しづつ増えているが、もっとも

っと増していきたい。

（2）6kgというIt量”

01食のご飯

茶わんで軽く2杯＝100グ（7勺）

01日2食＝200ダ×30日＝6kg

（3）購入品目

○上・中米　90％　　　標準米10％

○鶴岡市内の場合は標準米が70％ですので、是

非庄内ササニシキを食べていただきたい。全

国平均より地元の米を食べていない。

（4）精米購入時の選択の基準？

○東京都民はブランド重視

（価格よりもブランド）

（5）米は高いか安いか？

「高いと思っていたおコメ、

値段を知ったら高くない」

（62．7．5毎日新聞記事見出し）

2つの都市住民意識調査結果

社会調査研究所調べ

（東京23区、大阪市内の成人3千名を対象）

安　い　　　28％

崗　い　　　　43％

解らない　　29％

この内で高いと答えた万に、日本テレフォ

ンマーケッティング研究所で東京都内の成人

1，000名に電話で調べた結果、

お茶わん1杯（精米50グ）の値段を知って

いますか？

知っていると答えた人は9．7％で、その

内正解の方は30％の方々でした。10円～

30円が正解です。標準価格米は10円

芸芸三；‡；汁ま抑29円
日本人の平均一日茶わん4杯で76～110

円となりますので、もう一度これに対し

高いか、安いかを調査したところ

安　い　　　32％

普　通　　　35％

崗　い　　　　23％

以上の結果から、消費拡大運動で参考に

したいと思っています。

（6）味と価格

○味が良ければ高くとも良いと結果が出ていま

す。

○安全性

カリフォルニア米が問題になっています

が、輸入作物の場合は安全性が問題ではな

いか。国内に入ってくるとき燻蒸する訳で

すが、その癖蒸剤の残留で発ガン性に問題

はないのか。又、農薬の残留基準はどうか。

国内と国外はかなり違うので、安全性に向

けていかに少なくするかが庄内ササニシキ

の拡大のために研究すべきである。

○話題性・ファッション性

秋田小町は爆発的な人気である。現在東

京周辺では「おにぎりブーム」であります。

小さいかわいいおにぎりから本格的な昔風

のおにぎりまである訳ですが、これらにつ

いても目を向けていかねばならないと思い

ます。

2．自主流通米の販売環境

（1）建値販売と入札販売の併用

（2）需給状況

062米穀年度の期末（62．10末）持越量

政府米　　　　150万トン

自主流通米等　　40万トン

（3）62年産自主流通米価格？

新聞等でご承知かと存じますが、今年の生産

者米価が5．95％値下りになります。その影響が

大きい訳であります。もう一つは1月に予定さ

れております政府米、いわゆる消費者米価が値

下りがその範囲内でいくらぐらい下るのか、そ

れから天候にもよりますが作柄がどうなるのか、

産地（ササニシキ）の評価がどうか等で62年産

の自主流通米の価格はずれこんで、後になって

決るのではないか。



3．食管制度運営改善の検討

○食糧庁中心にできるだけ運用の巾を広げる視点

で規正を緩和しようとしています。

以上ですが、先程も申し上げました通り、地元庄

内では案外庄内ササニシキを業者も含めて食べてい

ないと結果がでています。ぜひ皆様もおいしい庄内

米を食べていただき、又、食べさせていただきたい

と思います。販売対策について努力して参りますが、

良いものはかならず売れると考えていますので、皆

様のご協力をお願いします。ありがとうございました。

（＿旦長報草）
吉野　　勲君

1．今年度初めての時間変更による8月11日の「ゆ

かた例会」には、親睦委員長さん始め関係委員会

の皆さんの絶大なるご協力の中に、会員各位の出

席のもと行われました。当日はゆかた例会にふさ

わしい天候に恵まれ、大いに親睦を深められ大成

功だったと思います。どうも有難うございました。

今後も宜敷くお願い申し上げます。

2．ロータリー財団奨学生、須田理恵子さん（山形

大学生）、佐藤妙子さんお二人の激励会と云いま

すか、壮行会と合せて石黒P．G始め十数名の有志

の方々にお乗り噴き、中国飯店で昨晩、これも盛

大に行いました。きっと国際親善のために、また

自己研修のためにお二人とも心を新たにした事と

思います。尚、来る30日福島市に於いてオリエン

テーションが行われます。クラブカウンセラーに

新穂光一郎君にお願いしましたところ、承諾をい

ただきましたので、ご報告します。

3．クラブ拡大会議の開催ですが、9月5日天童温

泉樽の湯ホテルで県内クラブ拡大の現況報告と今

後の協力とのことで招晴がかかっていますので、

県内バストガバナー、クラブ拡大委員、分区代理

特別代行、クラブ会長・幹事の皆々様よろしくお

（＿＿軍事報畠‾〕板垣広志看

○レート変更のお知らせ（R．Ⅰ日本支局より）

139円～150円　9月1日より

○会報到着　八幡R．C

OI・G・Fの御案内

日　時　10月11日（日）午前10時より

場　所　八幡町中央公民館

登録料　　3，500円

出席要請50％となっております。40名協力して

下さい。

○酒田中央仮クラブ発足に伴う創立総会の案内

日　時　　9月1日　午後5時半より

登録料　　5，000円

申込〆切は8月22日

○例会変更のお知らせ

遊佐R．C　公式訪問のため

日　時　　9月2日（水）12時30分

場　所　遊佐商工会館

登録料　1，500円

○今年度の計画書、年次計画書ミスプリントのお詫

び

○酒田東R．C20周年記念式典が9月20日行われます。

前回当クラブの却周年式典には18名出席いただい

ています。来年の30周年式典のためにも15名～知

名出席しなければならないと考え、市川君から幹

事になってもらいまとめていただきましたが、現

在16名です。大変協力していただいているので、

お名前を発表しなさいということですので発表し

ます。

石黒慶之君助．三井　徹君．市川輝雄君

若生恒吉君．佐藤　忠君．中江　亮君

石井敬三君．小松虞穂君．石川寿男君

山口篤之助君．三井賢二君．三井　腱君

吉野　勲君．張　紹淵君．佐藤頓治君

板垣広志君　です。

あと2～3名協力していただきたいと患います。

○作田バストガバナーから会長宛に、会報に対しお

礼の手紙が来ていますのでご紹介します。

（次ページに掲載）



拝啓　残暑お見舞い申し上げます。

今年度会長としてのご献身　心から敬意を表

する次第であります。初心を貫いて理事役員の

皆さまと共にご奉仕下さいますよう期待してお

ります。

7月分クラブ会報お送り下さいまして有難う

ございました。新穂さんの青少年交換での苦労

話では地区委員の皆さま夫々大変なことだなあ

と同情したり、山本噸一さんのダムに沈む部落

の人々への暖かい思いやりを感動深く読ませて

いただきました。

今後ともよろしくお願いいたします。

略儀ながら御礼まで　　　　　　　敬　具

⊂畢＿＿＿兵舎＿＿垂二重⊃

（ロータリー甲団委員⇒　佐藤　忠君

R．Ⅰの財団事務局長より前年度分ですが、3名の

方にポール．ハリス．フェローに対する感謝状とメ

タルが届いていますので会長より伝達します。

石　川　寿　男　君

佐々木　霊　彦　君

碓　氷　節　碓　君

以上3名ですが、今迄の方々を合せますと当クラ

ブでは33名になります。尚、来月から1ドルが150

円になりますので、是非今月中ご協力いただけたら

と思いますのでよろしくお願いします。

（プログラム委員会）斎藤　昭署

ゲストスピーカーとして今日お招きしました富田

部長は、経済連は昭和28年からでありまして、自動

車農機部長をはじめ管理部長そして今年米穀部長と

して米の問題が重要な時期であります。公私共にお

忙しい中をおいでいただきました。

これからのプログラム予定

8月25日　　ガバナー公式訪問

9月1日　　3分間スピーチ（新入会員スピーチ）

斎藤寿一君．荘司俊治君

9月　8日　　ゲスト

NHK技術部長　岡　重雄氏

9月22日　ゲスト　　未　定

9月29日　　ゲスト　　加藤紘一事務所森田秘書

し削奨学会委車〕張　紹淵君

協力の日（≒1ドル139円）　8．741円

（ス　マ　イ　ル）

佐々木詰彦君　　「出席委員会から」の恥を間違い

ました。

張　紹淵君　　8月17日付荘内日報に「国際口一

夕リークラブの創立の広報と入会

のお推め」を掲載しました。

鈴木茂男君　浴衣例会において会報に大変写り

良く取り上げていただきました。

荘司俊治君　張先生からの「ロータリーのお推

め」掲載をいただき、又ミスもな

くおはめ項戴しましたので

戸室寛隆君（温海クラブ会長）

ロータリーの宣伝を利用させてい

ただきまして。

丹下誠四郎君　先週のゆかた例会に多数出席いた

だき感謝、親睦委員長としてお礼。

〔亨ジク　ー〕

温海R．C　　　戸室寛隆君．佐藤和雄君

鶴岡西R．C　　井上　　彬君．村山　　責君

拍岡ロ【夕り一クラブ台IJ立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　253地区

車務　局　純岡市塙場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　軌岡市振場町物産館　31倍ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～130
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吉野　　勲署

本日は、我々の師と仰ぐ第253

－ノ　　地区ガバナー志藤和夫先生をお迎

えし、公式訪問例会を開催するに

当り会員一同心よりご歓迎を申し

上げます。先生にはお暑い中連日

過密なスケジュールを精力的にこ

なされ、本当にご苦労様でござい

ます。

昨日、会長・幹事懇談の場でも

懇切丁寧にもっとも分りやすくご

指導を頂き、先生の心優しさと、

又会津の血をひく芯の強いお人柄

がひしひしとったわるお方とお見

受けいたした次第でございます。

職業奉仕を通じての人造りの問題

等々、吾々職業を持つ人間として

学ぶべき点、実行しなければなら

ない点等非常に多かったことを先

づ皆様にご報告申し上げます。

先生にはこれからも連日公式訪

問の日程が暫く続くわけでござい

ますが、十分お身体だけにはご留

意なされ、無事大役を終られる事

をご祈念申し上げます。

これよりガバナーの記念講話を

お聞き致すことに致します。ご静

聴をお願い申し上げます。

ガバナ　ー　講話

志　藤　和　夫　君

鶴岡R．Cは地区内で4番目、昭和34年に設

立という非常に古いクラブでありまして、計

画書を見ましても大変立派で、私から何も申

し上げる事がありません。まず以って故早坂

源四郎P．Gを初め、長い歴史の中で奉仕の燈

が一本、また一本と消えきられました物故会

員の皆様に改めて心から御冥福をお祈り申し

上げます。　　　　　　　　（中略）

私が最も尊敬する石黒P．Gに昨晩お会い致しまして、例会出席をお

願いしましたが、石黒P・Gより「私が居たんではお前はやりずらかろ

う」という御配慮の下に、例会は遠慮するという事で、石黒先生のお

人柄が本当ににじみ出て、私は胸を熱くしている処であります。又、

御クラブには私共ロータリアンが模範というべき素晴らしい奉仕活動

の持主であられる張先生が居られます。先日も自費で広報活動をなさ

いました様子を、お手紙を添えて私の元にお送り戴きました。たゞた

ゞ頭の下がる思いでいっぱいです。本当に有難うございました。又、

昨晩、会長・幹事懇談会という事で会合致しましたが、吉野会長は非

常に誠実な万で、情熱あふれる優れた会長さんであります。板垣幹事

さんも大変緻密な万で、計画性に富んだ素晴らしいロータリアンだと

拝察しました。古い歴史と伝統を持った鶴岡R．Cにふさわしいコンビ

だなあと思った訳であります。　　　　　　　　　（中略）

さて、ガバナーは公式訪問の際に皆さんが感銘する話をしなさいと

義務付けられております。私は浅学非才な身でありまして、皆様が感

銘を受ける様な話は何も御座居ません。ただ私、59年間の人生の中で

感じた事があります。これによって皆様が夫々にロータリー活動の中

で何か糧になればと思います。

実は私、国家公務員から地方公務員、そして印刷屋の親父と成り下



がり（？）まして、波瀾万丈な人生を送っている者で

ございます。

昨年の6月の事でありますが、ある会合にたまた

ま時間よりも早く会場である料亭に参りました処、

後からお茶を持ってきた方から「先生どうぞ」と言

われました。私を先生と言うのは誰かなあと思い後

を見ますと、私が教師時代の最後、29年に受持ちク

ラスにいた長谷部のり子（通称のんちゃん）でした。

今はその料亭の仲居をしていたのでした。それで本

人に色々事情を聞いてみました処、こののんちゃん

は会津女子高校からあるデパートに就職し、そのデ

パートで外商をしていた男と結婚致し、2人の男子

をもうけたまでは艮かったのですが、旦那さんがデ

パートから独立したいという事になり、両方の実家

から金を借りて独立したのです。然し一人でやると

いう事は容易な事ではなく、3年後に高利賃に300

万という金を賃り倒産してしまい、のんちゃんも仲

介する人があって、子供2人と300万の借金を背負

って離婚したのだそうです。その後、今は上の子供

が高校を出て就職し、下の子はまだ高校三年生だと

いう事でした。当初は長男坊も母を助け、本人は昼

はある商店のパートをやり、4時から料亭に入り、

家に帰るのは11時頃になるのだそうです。当初は長

男坊も母親を助けて借金の返済に当ったのだが、な

かなか利息だけで元金の返済が出来ない。そうこう

している内に長男も若い者ですから、やれオートバ

イが欲しいとか、人の持っている物が欲しいとかと

云って、なかなか家庭的にもスムーズに行かなくな

ったという様な事を私が聞きまして、その学年の卒

業生の中で弁護士を開業している者が居りましたの

で、その彼に話をしまして、その学年生が16年前か

ら毎年夏、16日に同級会を開いているものですから

その席でのんちゃんの話をして、皆んなで何とかし

てやろうじゃないかという事になり、のんちゃんを

励ます会という事になったのです。実は私、29年に

その学年生を社会に送り出す際、諸事が終った後、

こんな話をしました。「今、皆さんは実直就職する

人、進学する人もいるけれども、同級生というもの

はいいものなんだ、何年間か同じ教室で生活出来た

事を忘れないで、いつか、どこかで会った時に非ら

ず、皆お互い力になるようにしたいものだなァー」

という事を云った事でした。この事を彼等は覚えて

おりまして、のんちゃんを励ます会に皆賛成してく

れたという訳でした。その時38名の出席者が1万円

ずつ出してくれたのに私が20万円を入れて58万円。

それを弁護士をしている人と私がのんちゃんを訪ね

まして、「同級生から戴いたという事では心苦しい

だろうが、これは皆んなの善意なのだから、ぜひ心

よく受け取ってほしい」と言い、のんちゃんも気持

ちよく受け取ってくれました。それで、その足で弁

護士と私が高利貸しに会いまして事情を話し、渋る

高利貸しを3時間掛りで説得して、利息をストップ

してもらった事でした。元金の返済に何年かかるか

判りませんが、本年8月16日には43名集まり43万円、

それに私が20万円たして63万円返してやりました。

これからも何年かかかる予定です。私も私の教え子

乍ら、本当に胸を熱くしている次第であります。

戦後私共は．「食べるものがない」「着るものが

ない」「シラミがわく」と言ってはアメリカからD

DTを戴き、食べるものを戴き、遮二無二働いて来

た訳であります。そして今は経済大国と成長し、米

国からはあまり輸出しないでくれ、内需拡大で輸出

は自分で規制して欲しいと言われるまでに成長して

来た訳であります。然し、私共はこの40年間に一番

大事な事を忘れて来た様に思えてなりません。それ

はtt人の喜びを自分の喜びの様に喜べる心”tt人の

悲しみを自分の悲しみの様に悲しむ心”これを忘れ

て来た様に思えてなりません。今後の日本は日本だ

けでは生きていけません。地球上のあらゆる方々と

手をとって仲陸まじくして行かなければ、日本の将

来はありえないと思うものであります。私は今年の

5月の地区協議会で皆様に「一日5分間時間をとっ

て戴きたい」と申し上げたのもそこにあります。一

日の仕事を終えて床に着いてから、皆さんはロータ

リアンとして、自分の家族に対して、自分の友人に

対して、自分の社員に対して、あるいは地域社会の

人々に対して、ロータリアンらしい小さな親切、小

さな善意が出来たろうか、という事をお考え戴きた



いと思います。若し今日出来なければ明日、明日出

来なければ明後日につないでいかなければならない

と思います。

私はガバナーという貧乏職を引きまして一年365

日（いや閏年で366日）勤めなければなりません。

この一年の間、私達は何か小さな親切、小さな善意

という事が出来たならば、そのロータリアンは非常

に感動するだろうと思います。その感動する事、そ

れがロータリーの奉仕ではないでしょうか。地区、

4千百数十人のロータリアンの小さな善意の輪はや

がて大きなロータリーの広報活動につながる事にな

ると思います。　　　　　　　　　　　（後略）

分区代理挨拶

八幡R．C　高橋秀之宕

（前略）

ガバナー先生には、かた

くならないで一緒に勉強し

ますので、何なりとも申し

付けて下さいと申されてお

りますし、勇気と情熱をも

ってやって貫いたいと、暖

かい言葉を頂戴して居りま

場　所　米沢市　九里学園

登録料　10，000円

〇第1回クラブ協議会を例会終了後この会場で行い

ます。懇親会は午後6時より、2，500円です。

鶴岡東R・C会長予定者挨拶

す。どうか、今日のガバナー訪問の協議会が実りの

ある協議会である様お願い申し上げたいと思います。

簡単に今年度の諸運営方針を申し上げます。

1．会員増強3名以上の純増を目指します

2．職業による奉仕の徹底

3．R．C財団への協力

4．広報活動の充実

5．会報のコンクールを行います

（幹事報告）板垣広志看

09月1日、酒田中央仮ロータリークラブの創立総

会を前例会の時案内した通り、午後5時30分より

ホテルリッチ酒田、登録料5，000円です。会長と

幹事が出席します。他、希望者は申出願います。

○立川ロータリークラブより年次計画書到着してお

ります。

○国際（庄内）青年祭の報告書到着（回覧）

○東北電力情報到着

○米沢中央ロータリークラブの認証状伝達式

日　時　11月1日（日）12時より

榎本　　孝看

只今ご紹介に預りました

榎本孝と申します。宝町で

歯科医療を開業して居りま

す。この度はガバナーの志

藤先生、分区代理の高橋先

生の列席があり、又伝統と

歴史の古い鶴岡R．Cの皆様

とお会い致し、親しく挨拶

を述べさせて戴く事は非常に光栄であります。大変

有難うございます。

計らずも新しいクラブを作るという事で、私が推

薦を受けまして、鶴岡R．C、鶴岡西R．Cの会長さん

初め、拡大委員の皆さんの御指導によりまして、曲

りなりにも仮称でございますが、東ロータリークラ

ブとして勉強させて戴いて居ります。何しろ、何も

判らないものですから、両クラブの皆様のご支援と

ご指導を受けまして、一日も早く仮の名前をとりま

して、東R．Cとして発足できれば無上の光栄と感じ

ております。

只今は毎週水曜日、12時15分から1時間、仮の例

会の形式をとりまして、拡大委員会長の大川様、中

江様の憩切なるご指導の下に、一生懸命勉強してお

ります。まだ赤ん坊にもならない、どうなるかわか

らない様な状態ですが、ロータリアンの信条、親睦



と奉仕の精神に向って、一生懸命勉強して行きたい

と思っております。今後共宜しくご指導の程お願い

申し上げ挨拶と致します。

ご　あ　い　さ　つ

須田理恵子さん

今日はお招き戴き大変有難うございます。

私は、鶴岡R．Cから推薦を受けまして、財団奨学

生の試験を受けて合格する事が出来ました須田理恵

子でございます。今、山形大学の人文学部経済学科

4年に在学しております。希望はアメリカです。ア

メリカの大学ですけれども、これから受かる様努力

しますが、若し受かる事が出来ましたら、ジャーナ

リズムを勉強してマスコミ関係に就職したいと思っ

ています。頑張りますのでどうぞよろしくお願いし

⊂∈互∃＝互二）

佐々木霊彦君　スポーツ少年団荘内日報杯で準決

勝しました斉スポーツ少年団でし

た。

荘司俊治君　荘内日報では夏休み中の小学校生

徒の健康作りと目標に挑戦すると

いう事で、荘内杯野球大会をやり

ました。それで鶴岡陽光チームと

斉スポーツ少年団が準決勝で素晴

らしい試合を見せてくれました。

佐々木さんは斉の応援団長として

活躍され、立派な敷け振りを見せ

てくれました（笑）スマイル致し

ます。

吉野　勲君　志藤ガバナーより公式訪問を記念

して多大のスマイルを頂戴しまし

た。続いて分区代理さんからも多

大のスマイル有難うございました。

私もガバナーの今後の無事公式訪

間を祈念して乾杯、いやスマイル

致します。

板垣広志君　石黒P．Gより志藤ガバナーの公式

訪問を喜んでいるという事でスマ

イルを預りました。

佐藤　衛君　会員増強の委員長として今日のク

ラブ協議会に義務出席なのですが、

どうしても仕事の都合で代理出席

を頼みましたので、スマイル教し

ます。

矢部　晋君　　しばらくでした。日頃の不節制が

≒　崇りまして、1ケ月程休養をとら　、＿／

して賞いました。会長以下皆さん

にご心配いただき、大変有難うご

ざいました。

古川唄一君（鶴岡西R．C）

私も志藤先生と同じ会津若松の人

間ですが、鶴岡に釆まして16年、

今日ガバナーに会い感激の意味で

スマイル致します。

⊂∈互亘二二三〕

酒田R．C　　高橋秀之君．阿部剛拓君

広瀬正雄君

鶴岡西R．C　古川暢一君．鈴木昭吾君

大川俊一君．桜井　清君

加藤　広君

鶴岡東R．C（仮）榎本　孝君

例会場にて　ガバナーを囲んでクラブ協議会

硯l叫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

巨務　ん‖　　鶴岡市　塙∴場1町　鶴岡商工会議所内　電　話　0235（24）7711

桝　会　場　鶴l紆市塙場剛J物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12．30～1．30



〔会長報告）
吉野　　勲署

＼」ノ

1．理事会報告

本日第3回目の理事会を開催いたしましたので

ご報告致します。

（1）年次大会　9月26日・27日　於：会津若松市

当クラブ参加予定者

吉野　　勲君

板垣広志君

布施隆夫君

市川輝雄君

高橋多恵子様

佐藤元伸君

佐々木霊彦君

若生恒吉君

吉野英子様

関原亨司君

山口篤之助君

高橋艮士君

松田士郎君

新穂光一郎君

佐藤　　衛君

秋野　　忠君

藤川享胤君　　以上17名

なお、関原亨司君を団長に決定いたしましたの

で、よろしくお願いします。

（2）酒田東R．C創立総会　本日　於：酒田リッチ

お祝金として1万円決定　会長・幹事出席

（3）ガバナー公式訪問（庄内分区）合同懇親会

9月5日　於：酒田　会長夫妻出席

（4）第253地区クラブ拡大会議

9月5日　於：天童　幹事出席

（5）荘内日報社より広告掲載の依頼

1万円にて承認

（6）鶴岡東仮クラブ創立総会の祝金

3万円にて承認

2．先週の公式訪問例会では志藤ガバナーを迎え、

引続き第1回クラブ協議会と、各委員最さんには

ご苦労様でした。お蔭様でガバナーより、すばらし

い活気にみちたクラブであるとの講評を頂き、先

づは一つの大きな行事を終えた感じをしておりま

す。続いて、志藤ガバナーより手紙を戴いており

ますのでご紹介申し上げます。（略）

3．姉妹クラブの鹿児島西R．Cよりお便りが入って

おります。今年度創立25周年だそうですが、別に

記念式典等々の行事は予定していないと云う事で

あります。（書面略）

⊂虹手車二亘つ　板垣広志署
1．鶴岡東仮クラブ創立総会ご案内

日　時　　9月16日（水）　午後5時30分

場　所　　グランド　エル・サン

登録料　　5，000円

当クラブ15名の出席要請が来ておりますので、

ご希望の方は事務局迄。

2．例会変更のお知らせ

余目R．C　座禅会の為

日　時　9月11日（金）　午前6時

場　所　余目町家根合　松岩寺

3．活動計画書到着のお知らせ

遊佐R．C　　酒田R．C

4．R．Ⅰニュース到着

5．67国体の実行委員会より会長宛委員委嘱状到着

し義貞会報告）

ロータリー財団奨学生オリエンテーション報告

カウンセラー　新穂光一郎署

日　時　　8月30日（日）　午後1時

場　所　福島県　ホテル辰巳屋



財団奨学生合格予定者の会合が志藤ガバナー、田

中財団委員長始め25人の出席者で、1時間半の予定

が2時間20分の間で開催された。やはり今後に多く

の問密を拘えているせいもあって、熱心に質問が繰

返された。

○重要なポイントとして

1．カウンセラーは合格予定者にとって渡航前、

中、後においてもその生活・教育についての大

切な相談者であるので、何事も話を通じておく

ように。

2．TOEFL（主なる言語が英語でない国の生

徒の英語のテスト）が550点以下では不合格に

なる場合もある。

3．希望する大学には本人が積極的にアタックす

る。

4．奨学金は具体的にいくらと明示は出来ない。

5．合格証が来たら、早目にR．Ⅰ財団管理委員会

とコンタクトをとる。

師つ　矢部　晋署
第253地区広報委員会より「ガバナーのお願い」

が配付きれましたので、掲示等活用につきよろしく

お願いいたします。

（ヰ卑属畠享つ　佐々木詰彦看
〇年間皆出席　14年間皆出席　小松廣穂君

（‾プログラム委員会）≪新入会員スピーチ≫

）

1年間皆出席　　忠鉢　　徹君

08月100％以上出席　　5名

225％　　張　　紹淵君

150％　　新穂光一郎君

125％　　小池繁治君

高橋艮士君

若生恒吉君

08月100％出席　　　46名

秋野．阿蘇．藤川．布施．平出．飯白．石川．

石黒．板垣（広）．市川．飯野．黒谷．小松．

三井（賢）．三井（健）．毛呂．迎田．松田．皆川

村中．中江．中野．中沢．笹原（桂）．佐藤（忠）

佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．菅原．

鈴木（弥）．荘司．佐古田．関原．庄司．佐々木

斎藤（僻）．斎藤（庄）．丹下．鈴木（肇）．塚原．

忠鉢．富田（孝）．碓氷．山口．吉野．笹原（信）

〔親睦活動委貞哀つ
丹下誠四郎署

09月会員誕生

上野三郎君．小池繁治君

本山　　弥君．加藤　　賢君

09月奥様誕生

三井　　糸様．本山京子様

三井順子様．関原秋子様

忠鉢泰子様

手術結果からみた胃集検

消化科の癌について主に

やってまいり、今年の3月

に成人病検診従事者指導講

習会庄内地区研修会の際、

講演をいたしましたので、

その時のスライドを使って

お話をさせていただきま

す。

斎　藤　寿　一　署

（1）はじめに

山形県における胃癌検診も現在では定着し、大

きな効果が認められるようになった。この問題に関

しては、県成人病センターを中心に分析、報告が

行われているが、今回は当院における入院胃癌症例

を対象に、手術結果を通して若干の検討を加えた。

（2）対　　象

検討対象は当院における昭和60年1月より昭和



61年12月までの入院加療胃癌症例とした。胃集検

及び人間ドックで発見された症例を集検群とし、

その他の方法で発見された症例を非集検群とした。

集検群が33例、非集検群が89例であり、合計122

例であった（♯1）。

♯1．胃癌症例（60．1～61．12）

集検群
（ドック含）

非集検群

33例く冨芸不能

89例く喜慧芸芸

合計　122例

（3）結　　果

イ）年令分布：加令と共に症例数は増加するが、

集検群では70才台で著明に減少するのに対し、

非集検群では70才台で最も多い症例数であった。

（♯2）

♯2　胃癌症例の年令分布

20　　30　　40　　50　　60　　70才

ロ）自覚症状：自覚症状は当然、集検群では少な

いが、罰％の症例では上腹部不快感、腹痛など

の症状が認められた。非集検群で自覚症状のな

かった症例は、他疾患で受診中に全身精査の一

つとしての検査で発見された場合と、何らかの

健康診断で発見された場合であった（♯3）。

ハ）切除率および手術々式：手術々式は胃亜全摘

術が最も多く。次いで胃全滴であった。胃部分

切除はすべて姑息的手術となったため、主病巣

のみ切除したものである。開腹手術を施行した

中で、切除不能であったものは5例で全例非集

検群であった（♯1、4）。

♯3　発見動機と自覚症状

集検群

非集検群

精査時自覚症状　無　79％

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％

自覚症状あり受診　90％

＊健康診断の目的で　4．5％

♯他疾患受診中に　　5．5％

♯4　手術術式

幽門側胃亜全摘

噴門側胃亜全摘

胃　全　摘

ポリープ切除

胃部分切除

バイパス手術

胃寮造設

試験開腹

計　　　　　　117例

（切除率　96％）

（中　略）

（4）ま　と　め

イ）非集検群で最も多頻度の70才台に対する集検

受診機会の増加をはかる必要がある。

ロ）集検群でも20％の症例で自覚症状を有してい

た。

ハ）集検群では切除不能例がなかったが、9％

（3例）で非治癒切除であった。

二）集検群に比し非集検群でより進行した胃癌症

例が多かった。早期胃癌の頻度は集検群で67％、

非集検群48％であった。

ホ）今後の問題として受診者の固定化に対する対

策を図る必要がある。また術後胃症例が増加し

つつあるため、術後胃に対する集検検査方法の

対策が必要である。

／り　精度管理の徹底を図り、少なくとも集検群の

非治癒切除症例の根絶を目指す努力が必要であ

る。
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豪勢／牲ぐるま

l　一

二：∴

佐々木善吉彦看

◎入るところは出るところ

駅前に再開発ビルとかいうビルができた。こゝ数

年我が町を訪れたことがなかった人には、これまで

とは全く違った町の顔を見せてくれる。今のところ

は、全面オープンではなく、家賃が高いとかでテナ

ントが恐れをなし、今のところ片肺開店とかで、行

政の見通しの甘さを声高に指摘する向きもあるとか

のようである。色々と問題のあった駅前広場のシン

ボルも無事公開されたが、その裏では半ば強制とも

いえる寄付の集め方に、特に近隣の商店・事業所で

は頭をかゝえたという話もあるのだそうである。

稲東を担いだ親子の農民の姿が、我が町のシンボ

ルなのだそうだが、その可否は措くとして、誰が作

ったものなのか、御本人は担いだことはないのだろ

うか。私は大学では農学部であったので、随分と稲

を担がされたが、大抵は稲穂は後ろにして担ぐ。稲

穂を前にしてはとても担げたものではない。

農業を中心とする町のシンボルというが、行政が

形だけにとらわれて、本当の農業を知らない見本を

麗々しく天下に公表しているようなものである。

そんな騒ぎに少し影が薄くなったか、こゝ暫く庄

内空港についての論議が聞かれない。

毎日の新聞には、私のように田舎に住んでいても

沢山のチラシが入ってくる。週末という言葉がはや

るようになって、金曜日は特に多い。

庄内空港が出来れば、この地方の特産品である砂

丘地の農産物が、他の地方に沢山出荷できて、新し

い産業の開発とともに、経済の活性化につながると

宣伝されているが、スーパーのチラシには、特産品

である筈のメロンが、北海道から、鳥取から、関東

から安い値段で入荷したり、シーズンでありながら

庄内産を押しのけんばかりに大書されている。

桃でもイチゴでも皆同様である。

空港が出来るということは、この現象に更に拍車

がかゝることである。こちらから出せるということ

は、他からも入るという事である。出す事ばかり考・

えて入る事を知らなければ、対日包括貿易法案に似

て、かえっておかしなことになりかねない。

（62．7．27記）

これからのプログラム予定

9月　8日　ゲストスピーチ

NHK技術部長　岡　重雄様

9月22日　ゲストスピーチ

「Ⅰ．A．Cの年次大会報告」

鶴工　斎藤弥三郎君

9月29日　ゲストスピーチ

加藤紘一事務所　森田秘書

10月　6日　会員スピーチ　佐々木霊彦君

〔ス　マ　イ　ル〕

佐々木詰彦君　　昨日、上野会頭と共に山形へ行っ

た際、第3テレビ局の件でテレビ

に出演しましたので、上野さんと

一緒にスマイルします。

小池繁治君　　この度、ダイワ家具さんの庇を借

りて店を出しました。5日オープ

ンし、夕刻よりパーティーを開き

ますのでご都合つきましたら是非

お越し下さい。

菅原辰吉君　　8月28日秋田で開かれた第14回東

北総体で表彰を受けました御礼申

し上げます。

小松廣穂君　　出席委員会のご好意で今年もハン

カチを納入させていただきました。

（ビ　ジ　タ「」

（ぉ詫びと訂正）

第1420回例会会報のスマイル欄で早坂徳治君を早

坂徳四郎君と間違えて掲載致しました。お詫びして

訂正致します。

軌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

jl．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l瑚市馬場町物産館　3階ホール　例　会　日　毎週火曜日　午後1230～1．30
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衛　星　放　送　に　つ　い　て

鶴岡市民になりまして一

カ月。街を歩いて見ても何

か歴史の深い文化遺産が随

所に見受けられ、心の故郷
に出会った気が致す街の印

象です。

本日は衛星放送について
お話ししたいと思いますの

で宜敷くお願い致します。

NHK技術部長　岡

与＿二

重　雄　氏

0放送衛星の諸元
・衛星の位置……東経1100　北緯00

地上36，000丘澗
・大きさなど……全長8．8m　重量350kg

寿命5年
・電　　　波……出力100W　周波数12GHz

帯域27MHz

映像・‥地上のテレビとほぼ同じ

信号をFM変調

（17MHz P－P）

音声・・・PCM信号をPSK変調
→FM変調

（6．5MHz P－P）

Aモード：4チャンネル

信号15KHzまで

Bモード：2チャンネル

信号20KHzまで
・チャンネル……衛星第1放送…第15チャンネル

衛星第2放送…第11チャンネル
○システム概念図

・アップリンク　14GHz

・ダウンリンク　12GHz

・電界強度　40dB（〃Ⅴ／m）

（右図参照）

（放送センター）

設備費
BSアンテナ＋コンバータ…・11万円→6万円？

BSチューナー　　　…＝…‥13万円→9万円？

計24万円→15万円？
○番組編成

・衛生第1テレビ…通常24時間放送　S62．7．4～

AM3：00～9：00　　ワールドニュース

（ニューヨーク．ロンドン．東京）



AM9：00一、ノ11：00　オーディオグラフィック

（Bモードステレオなど）

AMll：00へ′PMl：00　　ワールドニュース

PMl：00一一3：00　　オーディオグラフィック

PM3：00～6：00　NHK各局の地域放送番

組、ほか
PM6：00一一8：30　　ワールドニュース

PM8：30～10：30　衛星スペシャル

（国内・海外の名画、大型ドラマなど）
PMlO：30～翌AM3：00

スーパースタジアム（米大リーグなど）
・衛星第2テレビ…・HAM5：30～PM12：00

NHK総合テレビと教育テレビを混合編成

（現在、第1・第2テレビとも放送試験局）
○食について

／′‾　、

／　　　　　　　、＼

＼
、＿｝ノ

・春分、秋分を中心に40数日。

・太陽電池の発電停止。

・9／1～10／170：30～4：30は番組編成なし

○開発経過など

S41年頃から　　研究開発

S53年　　　　　実験用放送衛星（BS－1）打上

げ……地上での測定、ほか

S59年1月　　　放送衛星（BS－2a）打上げ‥…

1波故障
S61年2月　　　放送衛星（BS－2b）打上げ・・・・・

2a→2bに切替

S62年7月4日　衛星第1テレビを24時間放送に

番組編成開始。

（S65年？　放送衛星（BS－3b）打上げ？‥…・

民放チャンネル？）

現在庄内地方に於いては350戸位の方々が衛生放
送を受信なさっている様ですし、視聴してみたい方

は鶴岡放送局に御出戴ければ、10時頃より17時頃ま
で御覧になれますし、取付けに関してはいつでも御

相談に応じますから、気軽に御出下さいます様お願
い致します。

本日はどうもありがとうございました。

（会長報告）吉野　勲署
1．去る9月5日夕方、ホテル酒田リッチに於いて

庄内分区の八幡R．Cを最後に公式訪問を無事終了

された志藤ガバナーを囲む夕食会が分区主催で行

われました。私と家内が出席して参りました。志

藤ガバナーのお人柄と云いますか、参加者一同非

常に和やかなうちに予定の時間も忘れ、午後9時
すぎまで盛大に行われました。最後のガバナーの
お礼の挨拶の時には、出席者の間から感激の余り

涙ぐむ場面もあり、これぞロータリアンとの感を

深くし、年次大会での再会を楽しみに散会しまし
た。

2．［引日地区中高英語弁論大会が開催されます。

3．この年度に入って周年行事がびっしり組まれて

おり、その都度出席要請をご無理申し上げており

ますが、長い伝統ある鶴岡クラブでありますので、

会長幹事の顔を立てて頂き会員各位には絶大なる
ご協力を頂きたいと存じます。来る9月16日鶴岡

東（仮）R．Cの創立総会には最低15名以上の要請が

参っております。後程幹事からも御協力があると

存じます。又、10月11日八幡R．Cがホストで開催

されます庄内分区のⅠ・G・Fにも各委員長さんと

新しく会員になられた方々には特にご協力下さい
ますようお願いいたします。

（幹事報告〕　板垣広志署
○会報到着（回覧）

鹿児島西R．C、鶴岡西R．C、東京R．C
09月5日（土）拡大委員会報告

於：天童　滝の湯ホテル
09月16日　鶴岡東（仮）R．C案内について

15名以上の出席要請

（ス　マ　イ　ル）

佐々木霊彦君　　ミニコミ紙に誤字誤植がありまし
たのでお詫び致します。

碓氷節雄君　　担当の会報に氏名を誤りましたの
でお詫び申し上げます。

小松広穂君　　エビスヤ大塚店の開店に依り佐藤
友吉さん、布施さん、中野さん、
板垣広志さんと七号沿線の輪が広
がる事を嬉しく思いまして。

小池繁治君　　七号線に大塚店を開店致しました。
どうぞ宜敷くお願いします。

宮崎北R．Cにメイクして

斎藤　　昭署
私共の工場が日向にありますので先日出張の折、

宮崎北R．Cの例会に立寄りました。
特に感じました事は食事がパン食で、ステーキも

出ていてとても豪華に思われました。又、3分間の
スピーチの時間を与えられましたので、鶴岡、更に

東北の良い処を過大に宣伝して参りました。会員の
方々もそんな素晴らしい鶴岡の街を是非御訪問した
いと言われて、私も満足して帰ってきました。

〔＿＿‾‾ビジタ＿　J
温海R．C　　　渡部晃雄
鶴岡西R．C　　岩本国広

加藤　　広

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
一汗務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市塙場町物産館　3階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12・30～1・30
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〔ゲストスピーチ）

l・A・C年次大会のご報告

鶴岡工業高等学校LA．C顧問　斎　藤　弥三郎　先生

当校のインターアクトク

ラブはあまり活動していな

いのに、日頃皆様から御指

導と御支援をいただきまし

て伺んとか続けさせていた

だいていることに先ず感謝

致します。

3年生10名、1年生10名

ぐらいですが、実際の活動は思うように行っていま

せん。

8月22日～24日迄、郡山南ロータリークラブスポ

ンサーで、日本女子工業高校のⅠ・A・Cホスト校で、

磐梯山の青年の家で2泊3日の研修をさせていただ

きましたので御報告申し上げます。

当校は1年生4名、鶴岡西高、温海岳と合同で8

月22日（力午前7時マイクロバスで出発。午後2時

15分郡山到着しました。

2時30分からの開会式に出席し、各分野からの来

賓の歓迎のことばと祝辞をいただきました。中でも

若さの特権、国際的視野に立って物事を見つめる、

誤ちを恐れるな、と言ったことばには生徒が感銘し

ていたようです。

引き続き日本女子工業高校の佐藤誠校長先生の1

時間30分に渡る「忍耐と礼儀」「奉仕の精神と隣人

愛」の講演を受けました。この話の中で、自分の学

校で集会を持った時は30分も40分も立たせたままで

話しをするとバクバタと倒れる新入生が出て来るが、

何回も繰り返しているうちに倒れなくなると言うよ

うな忍耐の話しをされていました。

次の日（23日）午前6時30分起床。地元ロータリ

アンと五色沼あたりを散策しながら清掃活動をしま

した。毘沙門沼～3．7毎桧原湖の近くまで主に岩か

げの空缶等を拾って歩きました。

午後からは山形電波工業高校の先生が三角布をつ

かって体を動かす応急処置の講習会を受けました。

一枚の布が幾通りも使用出来るのには皆おどろいて

いたようです。

その後1時間、3つの分科会に別れてそれぞれ討

議を行いました。第1分科会「国際理解について」

第2分科会「交換学生を囲んで」、第3分科会「ク

ラブ運営の悩み」でした。第2分科会に顔を出した

時、オーストラリアの学生が日本の学校は大変厳し

いと話していましたが、中国の学生は日本の先生は

非常に甘いと言う様なことで、大変対象的なところ

もあり、考えさせられました。第3分科会では、ク

ラブ員が少なくなって困っているとのことでした。

ただ、中には鶴西のような多すぎて困っている例外

もあるとのことでした。

最終日24日は午前6時30分起床。全休会、朝の集

い、体操、朝食ののち、「世界の日本」の演題で、

会津の里というユースホステルの経営者山口さんが

講演をされました。世界各国それぞれのお国ぶりで



考え方の違いと言うような大変引きつけられる有意

義なお話しでした。

昼食の後、午後1時帰路につき、午後7時20分頃

到着しました。

第253地区は16校（Ⅰ．A．C有）の内2校が欠席で

14校出席、生徒・顧問で115名、交換学生5名ぐら

いで120名の大変大きな年次大会でした。

ホストクラブ、ホスト校に大変お世話になりまし

た。特にホスト校の生徒の頑張りを見て、当校の生

徒も早くあのようにしたいと思いました。

本当に有難うございました。

し御　挨　拶〕

酒田中央（仮）R．C特別代表

伊藤政一看

只今お話しのありました

酒田ロータリークラブの伊

藤でございます。今回、9

月1日でございますが、酒

田中央口一夕リークラブが

発足しました。そういうこ

とで色々皆さんからご協力

をいただきまして有難うご

ざいました。それと今度、11月15日にチャーターナ

イトを計画しておりますので、その節もよろしくお

願い致します。詳細は追ってお知らせ致しますので

よろしく。お礼とお願いまで。

鶴岡東（仮）R．C会長

榎本　　孝署

本当に有難うございまし

た。私の只今の心境ではこ

の感謝の気持ち以列なにも

のもございません。会員一

同になりかわりお礼申し上

げます。

9月16日、鶴岡R．C、鶴

岡西R．Cの先輩の皆様の懇

切丁寧なご指導のもとに何んとかかんとか32名の会

員のもとに発足させていただきました。皆様のご厚

情にお礼申し上げます。国旗等色々なものを頂戴し

物心両面にご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

何もわからない者の集団でございますが、これから

も皆様先輩のご厚情にすがるばかりでなく、自分達

も一生懸命ロータリアンとしての勉強をさせていた

だき、今後一層頑張るつもりですのでよろしくお願

い致します。

（二重長報告）
吉野　　勲看

去る9月16日、鶴岡東（仮）R．Cの創立総会が午後

6時よりグランド．エル・サンに於いて、斎藤市長

さん始め石黒バストガバナー他100名近くの庄内分

区のロータリアンが集い、盛大な中に又厳粛に行わ

れました。当R．Cよりも20名近くの会員のご出席を

頂き有難うございました。東R．Cは32名のチャータ

ーメンバーで船出をすることで、今後益々発展され

ますようお祈り致します。尚、例会は毎週水曜日の

12時15分～13時15分、第四・五は夜の例会だそうで

すので、会員の皆さんも時折メークアップをお願い

出来ればと思います。

酒田東R．Cの創立20周年記念祝賀式典が9月20日

酒田市平安闇で挙行されました。午後1時開会で始

まり、遠く台湾の苗粟R．C（姉妹クラブ）よりも訪

日され、又、稚内R．C、多治見・三島各R．Cの会員

を始め県内ロータリアン200名近い人数でした。当

クラブよりも日曜のお忙しい中20名近い会員の参加

を頂き、本当に有難うございました。

又、丁度前日私達の姉妹クラブの台中港区R．Cの

陳宗耀氏が来日され、一緒に酒田に参りまして創立

20周年に参加を頂きました。急なご来日でございま

したので、有志で9月19日の晩、ささやかな歓迎会

をいたしましたので併せてご報告致します。

尚、今週の26・27日は会津若松市に於いての年次

大会がございます。私と幹事は朝早く出発します。

関原団長さん列ご出席の会員の万々自家用車で参加

とのことですので、長距離の運転になりますので、



交通事故には充分にご配慮を頂きたく存じます。尚

2日目、当クラブは会員増強優秀クラブとして表彰

されるようでございます。又、佐々木霊彦君がポー

ルハリス．フェローの表彰、三井貿二君が20年皆出

席、菅原辰吉君が10年、石川寿男君が10年と表彰の

通知が入っておりますのでご報告致します。

（旦事報告〕
板垣広志署

○米沢中央R．Cより認証状伝達式のご案内

62年11月1日　米沢市　九里学園　午後1時

記念講演　当市出身の上智大教授　渡部昇一氏

祝　宴　16：00～17：00

M．Ⅴ．プラスアンサンブル

登　録　12：00一、一13：00

式　典　13：00～14：30

詳細は事務局迄

○八幡R．C例会変更のお知らせ

20日（土）の例会をⅠ・G・F準備の為

日　時　22日　午後6時30分点鐘

場　所　一条公民館

〇第九回R・Y・L・A研修会のご案内

クラブより会員1名、青少年の万男女1名づつ

担当委員の方よろしく。

○鶴岡東（仮）R．Cより創立総会の礼状が参っており

ます。

○いなほ作業場だより　回覧中

⊂軒員会報告〕

（j少年奉仕妻戸亘〕
菅原辰古君

去る9月17日（木）午前9時～午後3時迄、鶴岡市

第3学区コミュニティーセンターで、62年度田川地

区中学校・高等学校英語弁論大会が実施されました。

会長の代行で出席して参りました。

中学校暗唱の部が19名、同スピーチの部が7名、

高等学校スピーチの部が1名の参加でありました。

中学校暗唱の部

1位　鶴3中　丸山清志君

中学校スピーチの部

1位　鶴3申　　伊達丈浩君

高等学校スピーチの部

1位　鶴北高校　伊藤久美さん

尚、伊藤さんは当クラブの交換学生です。

以上3人に鶴岡R．Cより賞状と楯を授与しました。

私共ロータリークラブは国際理解を基盤として世界

平和に貢献しようと、ここに平和と献身とあります

が、先ずそのためには何んと言っても世界共通語の

このお話しが出来なければならないと思います。そ

の大会に於いて素晴らしく一生懸命頑張っている若

い人を見ると、非常に勇気づけられました。

口はぼったいようですが、我々の時代は戦争の時

代でした。極言すれば人殺しの時代でございました。

21世紀には何んとか平和な人殺しのない、科学兵器

は人殺しに使わない、そういう時代を我々は望んで

いるのでございまして、その足元の英語の弁論を一

生懸命やっている大会に応援出来たということを密

かに喜んでいる次第でございます。

話しは変りまして、幹事も先程話しておりました

が、第9回R・Y・L・A研修会（友情の輪をひろげ

よう）が11月20日（金）～22日（日）迄、2泊3日の日

程で福島県会津坂下町で開催されます。申し込みの

〆切は9月30日（水）ですから、18才～28才迄の青少

年（男1名．女1名以上）を職場から御推選お願い

します。申し込み等は事務局斎藤さん迄。

〔寺知　ら　せ）

新会員推薦の氏名を発表しております。

杉渾保吉君　　入会に反対の方は書面で10日以内

に幹事迄。

プログラム変更のお知らせ

プログラム委員長　加藤　　賢者

9月29日加藤紘一事務所の森田秘書、9月24日か

ら禁足令が出て、総裁選挙が終ったら是非おじゃま

しますとのこと。次回は地区大会の報告とさせてい

ただきます。



財団寄付の報告

口一夕リー財団委員長　佐藤　　忠君

本日のロータリー財団寄付は8．193円でし

た。

これからのプログラム

9月29日　　地区大会報告

10月　6日　　会員スピーチ　佐々木誌彦君

10月13日　虚積綴錦織蔓棄羅糸塚実行委員長

小林正己様

10月20日　鶴岡職業安定所所長　佐藤俊一様

10月27日　　会員スピーチ　高橋良士君

（ス　マ　イ　ル）

佐藤元伸君　　沖縄で夏期（海邦）国体が行われ

ており、私の二男が200mフリー

と個人メドレーで2位になりまし

たので。

菅原辰古君　　只今の佐藤元伸さんの御二男の方

の国体での2位に入られ喜びでい

っぱいです。皆様の応援に感謝し

て。

吉野　勲君　　先程皆様に御紹介させていただき

ました陳宗躍さんから多大なスマ

イルをいただいております。尚、

私からは皆様からお忙しい中各行

事に出席していただき、私の顔を

立てていただいたので。

榎本　孝君　　お礼をさせていただきまして。

伊藤政一君　　皆様の御好意に感謝して。

（ビ　ジ　タ　二〕

鶴岡西R．C　　菅沢久弥君．村山　責君

瀬尾助三郎君．斎藤健治君

中村　紘君

鶴岡東（仮）R．C　　　榎本　孝君

酒田中央（仮）R．C　　伊藤政一君

相馬　史君

タ」感
ビデオで見るロータリー情報

テレビの前に座り、15分間のニュース番組を見ま

す。放映されているのは、ロータリーに関する最新

ニュースばかりです。こんなことを想像してみませ　＼、ノ

んか？　これが、今、実現されます。ロータリー・

ニュース・ネットワークという試験的なビデオ雑誌

が年6回R．Ⅰから発行されるからです。チャック・

ケラーR．Ⅰ会長は、ロータリー情報の普及を本年度

の主要目標としました。ケラー会長は、私達ひとり

ひとりに対して、ロータリーの活動、伝統、方針、

機構について、もっと学んでほしいと要望していま

す。クラブがこの目標を達成する最適の方法が、こ

のビデオ雑誌です。クラブ用に、1987－88年度の購

読（米貨120ドル）を考えてみませんか？

クラブ相談室

囲：「完壁な出席」とは実際何ですか？

薗：「完壁な出席」とは、100パーセント出席記録　　）

を指すものとして多くのクラブが使っている用

語です。しかし、この用語の公式定義はありま

せん。

圏：クラブは、ロータリー年度中、奉仕部門ごとに

1回、計4回のクラブ・フォーラムを開かなけ

ればなりませんか？

函：クラブ・フォーラムは、奉仕活動についてクラ

ブ会員に知らせるための全会員の出席する正式

会合で、確かに有益であり、事実、一部のクラ

ブでは開催が非常に望まれていますが、義務と

いうわけではありません。

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

車務上．J　鶴岡11了馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市罵場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～1・30



〔学長報告‾‾）吉野　勲君

9月26日．27日の二日間、本年度地区最大のイベ

ントであります年次大会が会津若松市に於いて、地

区内ロータリアン外交換留学生、インターアクト等
＼－　　を含め1，000余名が相集い盛大にとり行われました。

会長・幹事会が午前10時よりと云う事でしたので、

私と幹事は午前4時に出発しました。出発時は丁度

折悪しく雨でしたが、幹事の計算通りの運転で会場

となりましたワシントンホテルには9時すぎ到着致

しました。

早速会長・幹事会が行われ、志藤ガバナーの点鐘

に始まり、型通りのセレモニーと歓迎の言葉のあと

東京日本橋R．C松平一郎R．Ⅰ会長代理のあいさつが

あり、約1時間で終りました。引続き新ポールハリ

スフェロー、新米山功労者の方々との合同昼食があ

り、午前の部は終りました。会場を市民会館に移し

本会議第1日目が始まりました。この時には関原団

長以下当クラブのメンバーと合流し、総勢20名近い

方々と一緒に会議にのぞみました。

午後1時点鏡、式次第にのっとり会議が進み、松

平R．Ⅰ会長代理のメッセージ、各種委員会報告、登

録委員会、資格審査委員会、選挙委員会、決議委員

会、決議採択の報告があり、決議事項については次

の8つの議案でありました。

①　チャールズCケラー国際ロータリー会長の本

年度方針に協力する件。

㊥　国際ロータリー会長代理派遣に対する感謝の件。

㊥　志藤和夫地区ガバナーの強調する本年度の奉仕

目標に賛同し推進する件。

④　直前ガバナー九里茂三氏に感謝の意を表する件。

㊥　ホストクラブ、コホストクラブ並に協力団体に

謝意を表する件。

（釘　会津若松市に記念品を贈呈する件。

（う1994年国際大会大阪招致の件。

㊥1988～1989年度地区大会をいわき市に於いて開

催する件。

以上8案件は満場一致で可決されました。

次に、新ガバナーノミニーの紹介があり、新ガバ

ナーノミニーには酒田東R．Cの村上七五三夫氏が指

名され、新ガバナーノミニーの挨拶があり、本会議

が終り、続いて鶴ヶ城本丸広場での園遊会の予定で

したが、折角の園遊会も雨となり、急拠平安闇に変

更されましたが、会員一同朝早い出発でしたので、

宿泊予定となっておりました東山温泉でゆっくりし

ようという事で、東山の原滝ホテルに向い、その晩

は関原団長の名司会のもと懇親の和を深め、時間の

たっのも忘れ楽しい一夜を過して参りました。

第2日目は、布施君、佐々木君．藤川君の3名の

方が職業奉仕が忙しく朝早く帰られましたが、本当

にご苦労様でございました。

2日目の本会議は先づシンポジウム「いま職業奉

仕に求められるもの」のテーマでモデレーターに九

里茂三P．G、バネラ，には東京池袋R．C、P．G青木

清明先生、もう一人のパネラーにはP．G浜田幸一氏

の3名で行われました。青木先生は「ロータリーと

は最も多く奉仕するものは最も多く報われる」とは

職業の倫理であり、職業奉仕こそロータリーの金看

板である。しっかりした安定した経営にするには、

日常きびしい戦であるロータリーを生涯の生活教育

の場にしてもらいたいとの事でした。続いて表彰に

移り、鶴岡クラブは山口年度の功績で会員増強優秀

クラブとして表彰を受けてまいりました。ここに立

派な盾が飾ってありますのでご覧下さい。又、新ポ
ールハリスフェローには小松広穂君、笹原信一郎君

佐々木霊彦君、碓氷節雄君、石川寿男君、以上5名



の方々が表彰され、次にが年間皆出席表彰には三井

賢二君、10年間皆出席者に石川寿男君、菅原辰吉君

のお二人が表彰され、表彰バッチを頂いて参りまし

たので後程お渡し致します。

次期開催地の紹介があり、次期開催地のいわき平

の会長さんの挨拶があり午前の部が終ったところで

時間の関係もあり、折角の記念講演．杉山義法先生

の「私のドラマづくり」白虎隊の裏ばなしは劃愛し
一同無事故無違反で午後6時半帰って参りました。

非常にお忙しい中ご参加頂きました会員諸兄に感謝

申し上げ、年次大会のご報告とさせて頂きます。

有難うございました。

（二重車重垂⊃≪新入会員スピーチ≫

私　の　ロ　ー

私は去る6月30日に当ク

ラブに入会となりましたが、

私のロータリー歴としては

昭和38年3月から44年3月

までの6ヶ年、又、49年11

月から52年3月まで2年4

ケ月、合せて8年4ケ月間

口一夕リーの皆さんにお世

話になってきたものです。

又、これに加えれば、私の亡父が当クラブ設立当時

より数年間大変お世話になっておりましたので、そ

の家族の私ですので当R．Cには永いお付き合いであ

ったことになります。

私自身のそもそものロータリーの始まりは、荘内

銀行在職中でありまして、それも内陸地方の店舗、

（幹事報告）
板垣広志看

○立川R．C例会時間変更

10月1日（木）12時15分を午後6時30分点鐘

010月11日（日）．八幡中央公民館で本年度のトG・

Fが行われます。御参加の皆様の御氏名を発表さ

せていただきます。

吉野　　勲君．板垣広志君

高橋良士君．佐々木記彦君

中江　　亮君

佐藤　　衛君

碓氷節雄君

佐藤順治君

市川寿男　君

富田孝一君

鈴木茂男　君

高田耕助君

皆川光吉君

秋野　　忠君

市川輝雄君

塚原初男君

です。会長と相談致しましていG・Fの団長には

佐々木定彦君を指名させていただきたいと思いま

す。当日の行く方法、出発時間等は団長よりあと

で詳しく連絡あると思いますのでよろしく。

タ　リ　　ー

荘　司　俊　治　君

天童でありました。当然のことですが、始めてお会

いする方達であり、言葉、方言も結構違う環境の中

でロータリーに加入したのですが、地域の著名な方

方と週1回の例会は大変早く、それ等の方々との交

流、ふれ合いが出来ましたし、又私自身をも知って

いただく機会ともなりました。当時の天童クラブは

設立してやっと10年という時でしたので、クラブ活

動としては会員、又その家族の親睦には事の外活発

だったように記憶しております。ロータリーのスロ

ーガンの一つである　tt好意と友情を深める”親睦即

ち信頼ということになろうかと思います。

私はロータリーに加入して一番に感じたことは、

ロータリーを通しての多くの方々との良きふれ合い

でありました。特に私は天童での家族会には、親子

ロータリアンとしての参加の機会もあって、事の外

＼ヽ■■‘／



忘れ得ぬ想い出が、昨日の事のように心に残ってお

ります。この親睦という点でもう一つの想い出、感

謝することがございます。それは、新潟南R．Cにお

世話になっていた当時の事です。父を亡くした直後

でしたので、母を時折新潟に連れて行ったものです

が、たまたまロータリーの家族会に連れて行きまし

たが、見知らぬ人ばかりの中で結構鶴岡弁まる出し

で隣りの席の方々と会話していましたが、これも父

と一緒に何回となくロータリーの家族会に出席して

いた為でしょう。家族の母にもロータリーの親睦・

友情のマナーがそれとなしに出来ていたのかなと思

い、ロータリーのスローガンも永い歴史のなかで築

かれ、心となっているのだなと、つくづく思われた

ものでした。88才になる母は、今でも時折り当時の

アルバムを開いては、その頃の想い出を語っており

ます。やはり、あの時母を連れていって良かったと

今でも感謝しております。

ロータリーのスローガンであり、金看板でもあり

ます奉仕の理想、職業奉仕があります。これは、自

分の仕事を通して、社会への奉仕ということでしょ

うが、なかなか難しいことです。然しどのような仕

事についても、責任ある仕事につけば、それだけ大

切な基本的心構えと思います。このことで二つの言

葉を思い出します。一つは、天野貞祐先生のtt光り”

をみた人は、そのtt光り”を社会にも知らせること

が必要である。今一つは、銀行の大先輩に聞かされ

た言葉ですが、おカネを数え、算盤をはじき帳簿を

つけるのは、それは銀行員で、社会に、又お人様に

奉仕する心をもって接し仕事をやってこそ、バンカ

ーと云えるのだ。と云うことでした。奉仕の理想こ

そ企業であれば繁栄をもたらす要因の一つであり、

私達個人の日常生活にあっては余韻の心をもって生

き甲斐ある日々を送る源となるのではないでしょう

か。私は昨年6月から縁あって荘内日報社に勤めて

おりますが、当社は地域の唯一の日刊ローカル紙で

あり、地域の皆さんに正しい情報の提供、地域の問

題提起等々、報道機関としての大きな責任を帯びて

おりますが、この職務をなんとか果すにもロータリ

ーの四つのテストをよくよく噛みしめ頑張ってゆき

たいと思っております。どうぞよろしくご指導ご鞭

漣のほどお願い申し上げます。

ご清聴有難うございました。

（垂車重車重釘
関原亨司署

タイムイズマネーと言うことで、短的に一言。内

容は会長が報告した通りです。朝6時出発しまして

6時間少々、距離にして230丘郡位あったと思います。

その中でスピード違反、追越禁止違反もなく噸詞に

到着致しました。

先程会長が省いていましたが、園遊会が雨で中止

になりましたので、温泉につかりながらということ

で夜は宴会に重点を置きました。原の町のキレイど

ころを2人ばかりおまねきしまして‥その中で、荒

城の月、女白狐隊を見せてもらい、有意義な一時を

過させていただきました。機会がありましたら私も

女白狐隊を披露させていただきます。

ありがとうございました。

地区年次大会の記念講演を聞いて

高橋良士署

講師　杉山義法氏　シナリオライター

「私のドラマづくり」　－白虎隊嚢ばなし－

主な作品

日本テレビ年末時代劇スペシャル

60年　　忠　臣　蔵

61年　　白　虎　隊

NHK日曜大河ドラマ

44年　　「天と地と」

46年　　「春の坂道」

NHK新大型時代劇

59年　　「宮本武蔵」

61年　　「武蔵坊弁慶」

その他、NHK朝のドラマ風見鶏など

帝劇「遥かなり山河」

シナリオライターになるための条件

①　胃が丈夫であること

④　30才までは女房に食わせてもらわなければな

らない。

（釘　才　能

シナリオを善くに際しては

㊤　内容は中学生位のレベルにおくこと。

④　登場人物はなるべく子孫がとだえている万が

書き易い。

④　登場する英雄（人間像）をなるべく自分白身



（作者）に近ずけてゆく努力をする。

1．忠臣蔵

現在まで日本人が2百年もの歳月をかけて練り

に練り上げた作品でもある英雄伝であるだけに、

今まで見逃された資料で新しい視点でとらえた。

大石内蔵助を平凡な普通の男としてとらえたのが

好評であった。中でも匠頭刃傷の知らせを受けた

内蔵助が城内広間につめかける藩士をよそに丸一

日自宅の土蔵にこもって、殿は何んと軽卒なこと

をしてくれたのか、350人の藩士とそれに倍する

家族を含めてこれから我々の命が、生活が一体ど

うなるのであろうかと、ぶつぶつ一日中内蔵助が

自宅の蔵の中でくどいているシーンが企業の管理

職や労組の幹事から多くの共感を寄せられたそう

である。

2．白虎隊

杉山氏は新発田の出身で、少年時代飯豊山や会

津からみれば裏側を見て過した。

新婚時代に会津を訪ずれ、是非いつかは白虎隊

のシナリオを書いてみたいという夢をもっていた。

白虎隊を知らない若い人達に理解される様に複

線怪奇にゆれ動いた幕末の様相と会津藩の立場を

いかに分り易く描くかと腐心したそうである。こ

れが理解されないと白虎隊の少年達の集団自決が

決して理解されないと危惧したが、放映の結果で

は中学生から多大の反響が寄せられたそうである。

以上、時代劇のシナリオ作製に際しては如何に英

雄といえども、或は高い地位についた人でも、少年

時代に描いたロマンとは自分の到達した地位をみて

おそらく80％は「心ならずも」という思いが殆んど

ではなかろうか？　こういった「心ならずも」とい

った心情をベースにして、登場人物である英雄を描

（：垂二重車重二重つ　津田晋介看
ロータリーの友事務所で、ロータリーダイアリー

とカレンダーを希望者におわけするという広告が来

ております。コマーシャルを少し。

紙質は大変良いようです。ダイアリーは毎日書く

ものですから紙質の良いのが何よりと思われます。

万年筆、ボールペン何で書いても快適に書けるとは

最高。カレンダーも最高のもので、皆様のオフィス

や事務所にはピッタリと似合うと思います。ダイア

リーは1，000円、カレンダーは500円、利益を見て

いないので価値があります。買わないと損です。〆

切は10月5日迄、事務局の斎藤さんまで申し込んで

下さい。部数が限られていますのでお早めに。

（スマイ　ノ㌧）

阿蘇司朗君　　二男の結婚式がありました。ロー

タリーの代表の方からも出席をい

ただきましてありがとうございま

した。又、丹下さんからは名司会

をありがとうございました。

山口篤之助君　　年次大会で昨年度の会員増強優秀

クラブとして表彰受けました。増

強委員始め会員の皆様の労力に感

謝しまして。

吉一野　勲君　　山口篤之助君と同じで。

布施隆夫君　　地区年次大会に行って同行の皆様

に対しミスをし、特に関原君に御

迷惑をおかけしまして。

丹下誠四郎君　　阿蘇さんの二男の結婚式の司会を

させていただきまして。

張　紹淵君　　酒田の20周年記念の時、旧友が若

若しく頑張っていました事と、阿

蘇さんの結婚式によばれたこと、

台湾の友人と会えたことも合せて。

清水二郎君　10月17・18日高専で文化祭（鶴峰

祭）を行います。ハイテクフェア
ーをやります。日本の代表企業が

30社ばかり来ていただき、又、地

元の企業の協力を得て先端技術の

ご紹介をします。人工ダイヤモン

ド、超竃の材料のしくみ、バイテ

クのしくみ等、清家先生（建築家）

の特別講演もあります。（市民文

化会館）是非ご来校のほどを、宣

伝をさせていただきまして。

三井　徹君　　アメリカ、カナダに行って釆まし

たので。向うのロータリークラブ

の会長さんが皆様によろしくとの

ことです。バナーをいただいて来

ました。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　井上　　彬君．石黒慶一君

立川R．C　　　滝　　禅源君

机聞ロー一夕リークラブ創＿、ウニ　昭和34．6　9　　承認　昭和34．6　27　253地区

巨務1日う　桔岡市　塙場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235畑7711
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ROmRIANS

胱DIC∬【DTOP【AC【

（会長報告）
吉野　　勲君

本日午前11時30分より、第4回理事会を開催いた

しました。まず第1番目に、来る10月13日（火）午後

1時30分より3時頃迄の予定で第2回クラブ協議会

を開催いたします。各委員長さんには是非ご参加さ

れるようお願いします。第2番目、先程ご紹介しま

した東北電力㈱鶴岡営業所長さんの杉澤保吉君の入

会の件、全員一致で本日より正式入会となります。

第3番目は、山形西R．Cより30周年記念式典のご案

内が届きました。期日が10月24日（土）、オーヌマホ

テルにて15時登録開始でございます。それで、山形

西R．Cは私共鶴岡クラブのスポンサークラブでもあ

り、大勢出席してお祝いを申し上げたいと思います

ので、希望の方は今日中事務局まで申し込み下さい。

只今6名の出席者があります。

次に、先の年次大会の礼状がまいっておりますの

でご報告申し上げます。

拝啓　錦秋の候と相成りました。

この度の当地区年次大会の開催については、

貴台には格段のご協力を賜り、お陰様でご好評

の中に幕を閉じる事ができました。ここに寄せ

られた貴台並びに幹事様そして貴クラブの皆様

のご厚情、誠に有難く深く感謝申し上げます。

このうえは皆様のご期待を深く胸に収め、ロー

タリー精神の高揚と地区の発展に微力を尽くす

所存ですので、何卒変らぬご指導とご協力を重

ねてお願い申し上げます。

まずは取りあえず御礼のみにて失礼いたしま

す。会員の皆様にも宜しくご鳳声の程お願い申

し上げます。　　　　　　　　　　敬　具

昭和62年9月28日

国際ロータリー第253地区

ガバナー　志藤和夫

地区幹事　山田栄次

大会委員長　吉田常吉

クラブ会長各位殿

（新会長紹‾あっ

1．氏　　名

2．生年月日

3．自宅（社宅）

4．職　　業

5．家族構成

6．略　　歴

佐藤　　衛署

杉渾保吉君

昭和7年8月26日

鶴岡市家中新町12－10

東北電力㈱鶴岡営業所長

妻　　多喜子

子供　25才を筆頭に男子3人

県立新庄高等学校卒

東北電力㈱に入社、山形・鶴岡・

酒田・仙台の支店・営業所・本社

等の勤務を経、60年7月鶴岡営業

所長となる。

7．趣味・特技　囲碁・短歌・園芸

以上、ご紹介申し上げます。

桓　杉澤保吉署
只今ご紹介戴きました東

北電力の杉澤でございます。

私まだ未熟でございますけ

れども、過日ゲストとして

当クラブに出席させていた

だいたことがございますが、

鶴岡クラブのすぼらしいの

に感動され、その後山形支

店長の方にクラブ入会のお

願いをし、又、皆様よりも加入への進言もいただき



まして、本来なら私共の場合入会が出来なかったの

でしたが、幸い入会することが出来ました。併せて

私と新庄・天童の所長三人が県内で入会することが

出来ました。入会を今日ご承認いただきましてお世

話になりますが、この地域の為に皆様と一緒に頑張

ってゆきたいと思います。何分よろしくご指導お願

い申し上げます。

（幹事報告）

幹事代理　著生恒舌苔

○例会変更のお知らせ

・酒田東R．C　6日（火）を1000回例会のため

日　時　10月8日（木）

場　所　酒田産業会館4階

登録料　　3，000円

・酒田R．C　ファイヤーサイド．ミーティングのため

日　時　10月14日（水）

場　所　ホテル　リッチ酒田

登録料　　3，000円

〇第2回クラブ協議会の出欠を今日中に提出のこと。

○山形西R．C30周年記念式典の案内・‥回覧中

○ロータリー米山記念奨学会より報告書等到着

○鹿児島西R．C会報到着…回覧中

○Ⅰ．G．F出席者は今日例会後会議を開きますので

おのこり下さい。

○先の年次大会で石川寿男君が、10年皆出席表彰を

受けられたので伝達します。

（委員会報告）

〔親睦活動委員会）
丹下誠四郎君

010月会員誕生

風間真一君．石川寿男君

山口篤之助君．塚原初男君

斎藤　　隆君．秋野　　忠君

佐藤元伸君．石井敬三君

010月奥様誕生

加藤典子様．鈴木須美子様

矢部洋子様．手塚久子様

平出幸代様．佐藤康江様

石井博子様．玉城常盤様

斎藤津弥子様．塚原玲子様

佐古田智子様．内山キ　ミ　様

佐藤登久子様

0ご案内の10月15日（木）の親陸ゴルフ大会に多数

のご参加下さいますように。

（ス　マ　イ　ル）

三井賢二君　　3番目の娘が、世界で一番早く夜

明けを迎える国ニュージーランド

に結婚のため9月30日旅立ちまし

たが、昨夕現地より無事到着の電

話を受け、先づは一安心したとこ

ろです。

早坂徳治君　10月2日おかげ様で本店店舗の新

築落成をみました。今後共よろし

くお願いします。

吉野　勲君　　さる日曜日、鶴岡幼稚園での孫の

運動会で親子四代競走にでました。

参加組は2組でした。

若生恒吉君　　就任3ケ月目で今日代行をやらせ

ていただきました。

丹下誠四郎君　　沢山のスマイル有難うございまし

（＿甲席委兵舎）　佐々柏彦署

〇年間皆出席者

1年間皆出席　　笹原信一郎君

09月100％出席者　27名

（地区委員会）

ロータリー奨学生について

新穂光蠣郎看

国際ロータリー財団本部より須田里恵子さんの希

望するミズリー大学院に入学割り当ての案内が参っ

てます。彼女は大学課程に編入手続きをしたのです

が、大学院という事になっています。ミズリー大学

のコロンビア校はジャーナリズムではアメリカで3

本指に入る名門ということで、何とかがんばって入

学すると燃えている様です。

伽5地区についての問い合せがありましたが、こ

の地区には45クラブあるという事と、St．Louis

のクラブもあるという以外は分りません。

ノ
ヽ＿．′′



（外部拡大委員会）

鶴岡東R．C創立迄の経過に関する報告

このクラブの創立総会が9月16日に行われた時、

当クラブからは会長・幹事以下約20名がお祝いに参

加されたので、かなりの方がこの新しいクラブの誕

生の経緯についてご存じのことと思いますが、私共

の会員の中にはtt何だか新しいのがもう一つ出来た

そうだが、何処だ？”と聞かれたり、tt拡大委員会

はもっと明確に経過を報告して会員の協力をお願い

すべきだ”とお叱りやらご指摘をいただきました。

今迄数回となくこの例会でご報告申し上げて来たつ

もりですが、要領を尽せなかった事をお詫びします。

山口会長年度も終りに近づくこの3月に突然降っ

て湧いて来た九里ガバナーの要請を受けて、我々3

名（中江亮．小池繁治．若生恒吉）が西クラブの同

じく3名とで拡大委員会委員を委嘱されて、この事

業に取り組んでこの方6ケ月の日時を費やしました

が、鶴岡西R．Cとの共同スポンサーで数回に亘り会

議を開き、我々の手で先づキーメンバー12名を見つ

け出す作業から始り、その次の手法としてこの12名

の方から又我々から更に1名宛を選んで、都合20数

名でスタートする手筈でありましたが、時間を惜し

まぬ懸命な努力と説得が効を奏して、9月16日の時

点で32名の候補が入会の意志を明確にされました。

新しいクラブを創るには20名が最低必要であります

ので、逆に言えばもっと早くクラブが生れたのであ

りますが、功を急ぐより後顧の憂なからしめんと、

30名のラインを引いた訳であります。

幸いにして職業分類もバラエティーに富み、榎本

孝会長の高潔なお人柄と会員の方々も私共の接した

限りに於ては、素質の良い温和な方ばかりでありま

（会員スピーチつ

中　江　　　　亮　著

した。

R．Ⅰには大川特別代表が推せん者として加盟申請

の手続きをすませてありますが、多分近い中に認証

されると確信しております。それ迄はこの32名以外

に募集はしてはいけないルールになっていますが、

認証後はこの規制がとれるので、4月花咲く頃に予

定して居ります認証状伝達式（Charter night）

迄には45名迄増強したいと張切っています。陶に頼

母しい限りであり、敬服にたえません。どうぞ皆さ

んに於かれても出来るだけmake upをされて、先

輩としてご助言していただけましたらきっと善ばれ

ると思います。しかし乍ら9月29日を以て我々拡大

委員会はその任務を達成したものと考えて解散する

運びとなりました。今後は教育総監とも云う特別代

表の大川俊一さんが1年間面倒を見る事になります

ので、その旨お含みの上ご協力申し上げる様お願い

致します。

最後になりましたが、我々3人の委員がクラブ理

事会から付託きれたこの任務を何の損色もなく果す

ことが出来たのは前・現会長．幹事さんの強い意気

込みによる適正なご指導と、会員の皆さんのお力添

えの賜と心から感謝を申し上げます。特に手塚拓さ

ん、鈴木肇さん、佐藤噸治さん、佐藤昇さん、小松

広穂さんには私たちのお願いを快くご理解下さって

会員候補者を推せん下さった事に対し厚くお礼を申

し上げます。

以上を以て外部拡大委員会の最終報告と致します。

ありがとうございました。

御　　布　　施　　の　　話

最近、ある方からこんな質問をいただきました。

「和尚さん、自分は今一家の主として、先祖代々の

位はいを守ってきたが、自分自身が仏教徒であると

佐々木　吉吉　彦　君

思ったことはない。仏教そのものを信じているわけ

でもないし、特にこのごろの寺のあり方を見ている

と、その仕事は葬式と法事が主で、一番大切だとい



う精神的なっながりというものが感じられないでは

ないか。正月とか彼岸・盆になれば人並みに墓まい

りには行くが、それも本心は世間への義理と体面が

あるから。もちろん父母への感謝という気持ちはあ

るが、そこで生じる寺との交渉はむしろ『わずらわ

しい』。それだけの事で仏教徒とは言えないと思う

し、そう考えると戒名というのをつけて葬式をする

という気にはなれない。俗名のままで葬式をしては

いけないのだろうか。そこの所を教えて欲しい。」

「戒名がいらない、というのなら俗名のままで結

構です。自分は仏教など信じていないというならば

戒名はいりません。私の寺の檀家で、俗名のままの

方が数人います。又、仏教の葬式はいやだからとい

って、告別式だけですませ、納骨にこられた方もい

ます。ただ、その時には貴方御自身はもうこの世に

いないのだということを、よく承知しておいて下さ

い。」

その方は、私の友人であり、いわゆる檀家ではあ

りませんが、その後時々おいでになり、何故葬式を

するのか、どうして戒名をつけるのか、それに坊主

がなぜかかわらなければならないのか、についてお

話をしました。今はその友人は「私も戒名をつけて

いただけるように、これから少しずつ、つとめてみ

よう」といわれるようになりました。

世間一般では、戒名というと死者につけられる名

前という感じと、それには一体いくらかかるのか、

という事ではないでしょうか。その上更に葬式の費

用が重なればと考えれば、頭も痛くなろうというも

のです。

俗に地獄のきたも金次第ということがいわれるよ

うで、これではうっかり死なれない、という事にな

ります。

戒名といい、葬式といい、すぐ金との結びつきが

話轟になるのは、本当は私たちにとっても困った事

ではありますが、これも現実、昔と違って私達もお

金をいただかなければ困ってしまいます。

しかし、根本的には戒名はお金で買うものではあ

りません。又、昔は「葬式は皆で出してくれる。し

かし法事は自分で書け」といわれていました。後生

が良ければ沢山の人がかかわり合って面倒を見てく

れる、だから一日一日を大事に生きなさいよという

事でしょう。

そうは言っても、結極は和尚さんには御布施とい

う形のお金をさし上げる事になるわけですが、私の

寺の古い記録、檀家から資料としていただいた弔帳

に、こんな記録が残っています。

寺は農村にありますので、そのほとんどが農家で

あり、毎年決められた仏供米が納められていました。

その他に、葬式・御法事の御布施もお米で支払われ

ていました。

ある檀家の記録には、和尚様への謝礼として、米

俵一俵に緋毛せんをかけ和尚はそれに腰をかけて引

導を渡したとあり、別の代々役員を勤めた檀家の記

録には、米俵三俵を積んだと記されています。昔は

五斗俵ですから、一俵約二万五～六千円くらいにな

りましょうか。三俵ならばおよそ十万円、当時も相

当に高額ではあったようです。

これは、私の師僧から聞いた話ですが、自分が小

僧の時代には、法事のお布施は、その時の職人の手

間の三倍といったものだということで、小僧はその

約三分の一、和尚に命ぜられて読経にいった時には

十分の四をもらったといっておりました。

現在職人の手間は、大工さんで約一万円くらいで

しょうか、その三倍という金額はちょうど今私たち

がいただく金額にやや合っているといえます。

もっともこの金額は標準的なもので、都市と農村、

地域的な要素、その他いろいろな要素が加わります

から、確定的なものとは言われません。

戒名料については、先にも申し上げたように、本

来売り買いするものではありません。戒名というの

は「戒律を守って仏教徒となった人」につけられる

名前で、死者に与えられるものでなく、生きている

内につけられるのが本当です。私は修業にいく時に

その間の費用にあてるために打飯米（たほんまい）

という名の米を持参しました。その量は二俵半・一

石となっていました。これが形を変えた戒名代にあ

たります。ですからこれは支払うという性質のもの

でなく、その間にかかる当然の代償ということにな

りましょう。

私は、「和尚さん、お布施はどうやって決めるの

だ」と聞かれた時には、こんなお話を申し上げるこ

とにしています。

（ビジ　タ三）
鶴岡西R．C　　中村　　紘君

鵜川ローダり－クラブ創立　昭和34　6．9　　承認　昭和34　6．27　253地l互

j・，托　す‖J　親閲了†J鴨場町　鴎岡商工会議所内　電話　0235（2417711
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253地区鶴伺ロータリーク

（ブストスピーチ）

、一／

平和への遺志を糸塚に

虚積綴錦織垂茶羅糸塚建立事業実行委員長　小　林　正　巳氏

致道博物館で虚籍綴錦織

展を開催の折、館山市から

和田秋野氏をお迎えして、

虚籍を偲ぶ座談会を櫛引町

で催した。席上、期せずし

て虚籍綴錦織糸塚建立の申

し合せができた。約1年後

漸く機が熟してこの事業推

進の運びとなり大変有難く思う。

終戦後の物心両面に亘って、荒廃のどん底に沈ん

でいた頃、幾英もない仏教徒の近郷托鉢の浄財を風

間家別邸の仕事場にお届けしたことがある。座禅堂

にもまさる静寂な幽玄の環境で、5年余日孤独をの

りこえて絹糸を織る、まんだらとの対決があった。

高潔な高僧にも似て、渋々として気迫こもる姿に至

極くうたれた。やがて里奈羅中尊弥陀如来は、鶴岡

市般若寺で入魂式を終えて公開され、鑑賞の機会に

恵まれた。崇高な芸術の美しきに、異常な感動を禁

じ得なかった。世界戦争戦没者万霊供養と世界平和

祈願から発願謹作したもので、仏教徒の総意で平和

使節として国連本部に贈られた。これが昭和31年、

日本の国連加盟を促進実現したもとになっている。

宗教家にも優る虚籍の豊かな人間性とまんだらの価

値観にひどくひかれた。

厳冬の日没後、地吹雪舞い上る長い雪路を鶴岡か

ら天澤寺に帰る虚籍と秋野氏を時折りみかけた。絹

糸の入手が難しく、暮しの険難も最も厳しい時の量

茶羅謹作は、老哲学者にも比敵する超然振りで、唯

仏縁と良民の篤志に感謝する尊い姿が、大自然の中

に輝いてみえた。人間平和愛好の清浄心を顕現する

仏法のあらわれであろうか。正しく菩薩が、そこに

あった。

虚籍が館山市で没して25年になる。師が遺言に残

された糸塚建立を、天渾寺地内に実現し、綴錦織蔓

茶羅謹作にかけた、世界戦争犠牲者の万霊供養と平

和祈願の精神を顕影し、平和愛好の人間至情を後世

に伝えることの一助になれば、この事業の意義これ

に遇ぐるものはない。



遠藤　虚　蕃　師　に　つ　い　て

真夏の頃になると、毎年、広島・長崎の原爆禍記

念日、終戦記念日がやって来る。その各記念日は平

和希求め日である。人びとはそれぞれに行事を催し

て、戦争について考え、その犠牲者を哀悼している。

しかし、それに対して、何か具体的な行動を継続し

て行わなければ実効は生れない。観念的に徐々に風

化して行くことになる。

終戦直後、平和を希求する情熱的な心の動きがお

こった。当地ではユネスコ協会が、仙台市に次いで

全国に先がけて創立された。そのとき最も熱心に活

動した数名の人々の中心となって、初代会長になら

れたのが虚箱師である。その民間ユネスコ運動を主

として、ユネスコ子供学校（世界初でユニークな）

として32年間、孜孜として続けられたのが阿部嚢先

生である。（虚箱師が昭和27年当地を去られてから

はユネスコ協会長となる。7年前阿部先生没後は私

が受けついでいる。）

虚積（噸治）師は当地、大宝寺出身（明治32年生、

昭和38年没）、努力精進の結果、高度の美術工芸、

綴織の大家（帝展・文展無鑑査、空前絶後の名人と

の評価もある）として華麗に活躍しておられたが、

戦争が激しくなるにつれ戦争犠牲者の万霊供養（敵

味方を問わない）と世界平和を祈念する求道生活に

入られた。昭和16年発願として、綴錦里奈羅、12休

の仏像謹作に没頭した。幾多の困難の中で製作を続

けたが完成に至る前に入寂した。その中の量茶羅中

尊阿弥陀如来の大作（10尺×7尺）が国際連合本部

に寄贈されたのが昭和26年1月であり、日本の民間

ユネスコ運動の成果が国連当局に認められて、日本

国が国連のユネスコにだけ加盟することが認められ

たのが同年の6月である。その後5年を経て日本国

が正式に国連加盟を承認されたという経緯がある。

平和のために情熱をかたむけた先輩たちの偉業であ

る。この貴重な虚籠師の大作を私は昨年7月に加藤

紘一代議士のご配慮のもとに、国連本部を訪問して

拝見することが出来た。その芸術の深遠さと人格の

鶴岡ユネスコ協会長　三　井　　　徹君

高邁さに感嘆した。（写真撮影してある）この作品

については、昨年秋に出版された阿部嚢著「柿の

実」の終章「平和」の中に次のような文章が載って

いる。『その頃、風間幸右衛門様の別邸に遠藤順治

氏がおられた。遠藤氏は禅の修業をし、度々托鉢行

脚もされたが、一昨年から大豊陀羅図の製作にとり

かかっていた。別邸の十畳間に綴織機を置いて垂陀

羅を織ってゆくのである。今とりかかっているのは

八尺巾の釈尊の座像で、丁度、お顔のところを織っ

ていた。その別邸で、遠藤氏を中心にして、度々会

合があったが、鶴岡にもユネスコ協会を作ろうとい

うのであった。片山大士、山賀益三、石澤清太郎、

岩本成雄、井上良雄、浅岡よし彦、高橋元良、斎藤

求、小川永水、白井かね、日野三郎太など諸先生の

協力で昭和24年7月に鶴岡ユネスコ協会が設立され

た………』

この量茶羅中尊阿弥陀如来の作品は昭和23．24．

25年にかけて、当地で完成された。同時に開眼供養

のため百ケ寺巡礼の旅をなされた後に、全日本仏教

徒の総意により国連本部に寄贈された。この作品の

製作・開眼供養にご援助下さった地元の人々の芳名

簿など資料は保存されている。

現在、虚籍師の後継者として和田秋野師が健在で

製作を続けている。（館山市在住、千葉県無形文化

財指定）、一昨年秋、致道博物館で虚簸師・秋野師

の展覧会が開催された時に諸作品に接し、国連本部

へ寄贈の大作の下絵を拝見し、感銘を受け、両師の

顕彰を考えた次第である。

国連本部に於ける作品については、それを故国に

里帰りさして、展覧会などを催したいという希望を

申し入れておいたところ、これも加藤代議士のお計

いで、昨年11月に外務省から連絡があり、里帰りO

K、受入準備が出来次第に事務的な処理をすること

になり、担当官とも会って連携を確実にしてある。

今後のことについては、和田秋野師の甥・和田修

二先生（京都大学教授．教育学部長）が尽力下さる



ことになっている。現在、両師の作品や著述を一つ

の本にまとめたものを編集しつつある。その資料収

集のため出版社員が十月頃来鶴する予定なので、ど

御　　　　挨

3月以来第3クラブの創設ということで特別代表

をおおせつかった鶴岡西クラブの大川でございます。

幸い皆様方のご協力のお蔭で9月16日創立総会を開

き、ただちにR．Ⅰに加盟申請書を送りました。10月

12日付で国際ロータリーに加盟承認されたと、昨日

連絡がありました。これからは仮ロータリークラブ

の仮がとれて、鶴岡東ロータリークラブとなりまし

（二互亘）
吉野　　勲署

せ）去る10月11日、八幡R．CがホストでⅠ．G．Fが

行われました。私と幹事が当然出席しなければな

らなかった訳でございますが、二人とものっぴき

ならない所用がありまして、欠席せざるを得ない

事になり、佐々木団長さん始め皆様に多大のご迷

惑をおかけいたしました事を先づもって深くお詫

びを申し上げます。

尚、次期開催地が当鶴岡クラブがお引受けする

ことになりました。分区代理については近々理事

会のご承認を得て皆様に発表いたしたいと思いま

す。

④　本日例会終了後第2回目のクラブ協議会を4階

部会室で行います。各委員長さんは是非ご出席を

お願いいたします。もし委員長さんがご都合のつ

かない時は代理の方のご出席をお願いいたします。

㊥　杉沢保吉君の委員会所属を親睦活動委員会に決

定致しました。丹下委員長よろしく。

④　去る10月7日、当クラブ藤川享胤君が見事ホー

ルインワンを達成された祝賀会が盛大に、マリカ

西館で行われました。私も当日ゴルフに暫くぶり

で出掛け、薩はお祝いにお邪魔して参りました。

本日皆様方に記念の「たばこ」をお分け頂いたも

うぞ宜しくこ協力Fさい。本の出版が完成すると同

時に展覧会を国内数ヶ所で開催の計画ですので、ご

支援をお願いします。

拶

鶴岡東R．C特別代表　大　川　俊　一看

た。例会場はグランドエル・サンで」毎週水曜日

で、第1．2．3例会は12時15分から、第4又は第5

例会は夜の6時30分からとなっております。多数の

ご来会をお待ちしております。

今後とも皆様のご指導をよろしくお願いします。

本当にご協力ありがとうございました。

のでございます。

（幹事報告）　板垣広志君

○鶴岡西．酒田．東京．酒田東の4クラブより会報

が到着しております。

○酒田中央R．Cより認証状伝達式の案内

日　時　11月15日　午後1時

場　所　　酒田東急イン内　ル・ポットフー

登録料　10，000円

〆切は10月31日ですが、会場の都合で5名割当が

参っており、吉野会長に人選はまかせていただき

たい。参加希望者は幹事まで申し込み下さい。

○東北電力さんより「経営活動のあらまし」が届い

ております。

（委員会報告）

（親睦活動雫皐を〕 丹下誠四郎署

囲　スマイ　ル

佐藤　衛君　　9日、待望の初孫が誕生。男の子

で家系に似て3，552クで、新生児

19人中2番目の大きさでした。

田中錦造君　　県内の加入電話数がお蔭様で40万

を突破しました。毎月19日（トー



クの日）です。記念にNTT文化

講演会を10月19日夜6時より、中

央公民館で開催します。ぜひお出

かけ下さい。

吉野　勲君　Ⅰ・G・Fに欠席しましたので。

板垣広志君　　私も同じくⅠ・G・Fに欠席しまし

て。

皆川光吉君　　藤川君のホールインワン記念ゴル

フコンペで、私ではなく、レディ

スの部で私のワイフが優勝しまし

た。

佐古田義明君　　ダイエーグループ東北大会で鶴岡

店女子の部でバレーボール部が優

勝。全国大会に出場しますので。

藤川享胤君　　ホールインワン記念ゴルフコンペ

に多数の方々からご協力をいただ

き、成功裡に終りました。

丹下誠四郎君　　親睦委員長として藤川君からぜひ

参加をと云われ、ゴルフはあまり

したことはありませんが参加しま

した。敢斗賞をいただきました。

大川俊一君（鶴岡西R．C）

新生鶴岡東クラブをどうぞよろし

く。

佐藤孝二郎君（余目R．C）

Ⅰ・G・Fのモデレーターとして皆

様のご協力に感謝して。

加藤有倫君（鶴岡西R．C）

佐藤孝二郎君と同じく皆様に感謝。

Ⅰ・G・F　報告

市川輝雄君

テ　ーマA（社会奉仕）

ロータリアン個人個人の自己開発と奉仕の結束

について

一昨日、八幡町の中央公民館に於いて行われまし

たインターシティ・ゼネラル・フォーラムについて

御報告申し上げます。

当クラブよりの参加者12名は、佐々木霊彦君提供

のマイクロバスで会場へ向いました。当日は絶好の

秋日和で、烏海山が鮮かなスカイラインをみせ、爽

やかな空気とすぼらしい環境の中でフォーラムが開

かれました。

10時点鐘、フォーラムリーダーとなった田中善六

バスト．ガバナーの挨拶や、遠田士郎八幡町長の祝

辞など型通りの開会セレモニーがあって、10時20分

より90分間、午前中テーマAの社会奉仕を中心にフ

ォーラムを行い、昼食をはさんで12時50分より80分

間テーマBのフォーラムを職業奉仕を中心に行いま

した。

これより、私がテーマAの報告をし、高橋良士君

にテーマBの報告をしてもらいます。

テーマAはく≪ロータリアン個人個人の自己開発と

奉仕の結束について≫であり、更にt【ぁなたも、私

も、ロータリアンになったとき奉仕に結束し、平和

に献身することを誓約しました。その根源をたど

ると、一人ひとりのロータリアンの心の資質と、ロ

ータリークラブという友情に結ばれた共同社会に行

きつきます。私達は友愛と奉仕によって平和を追求

するに当たり、日常の仕事の中から地域社会に目を

向け、海を越えて疑念を友好に、苦難を奉仕で和ら

げるよう献身しよう。”と附言してあります。

モデレーターは余目クラブの佐藤孝二郎君、アド

バイザーは酒田乗の村上七五三夫ガバナー・ノミニ

ーで進められました。

テーマがいつも乍ら大きすぎてとまどいましたが、

モデレーターの誘導よろしさを得て活発な発言が相

つぎ、又、質問に対して村上アドバイザー、田中リ

ーダーの適切な応答があり、時間をオーバーする程

熱の入ったフォーラムでした。

要約すると4つに分けられます。

（1）老人に対する奉仕の問題、暖かい心使いについ

て。

社会的にみて、現在の老人達は医療・年金・ホー

ム等、一応物質的には満たされているが、精神的

には孤独である。日常生活におけるいたわりの心

こそ肝要。
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（2）社会奉仕活動の資金の捻出方法を各クラブでは

どうしているか。

ここで、鶴岡クラブのスマイルボックスの見事な

運用ぶりを指摘され面白をほどこす。又、当クラ

ブのスマイル会計をどのように活用しているかを

問われ、高橋良士君が答える。社会奉仕委員長が

いないのでヒヤッとしたが、事前に分区で社会奉

仕の勉強会をやっているとかで、連絡すべきだっ

た。

（3）社会奉仕活動で寄贈したり、設置したりした物

の管理と点検について。

鶴岡クラブはかなりの寄贈物があると思うが、ど

のようにしているか、と質問あり、クラブの名を

恥かしめぬ様、毎年度始めに点検を行っている旨

答える。

（4）個々の家庭で奉仕する事を皆で考えよう。

村上アドバイザーは各クラブに仲のよい嫁と姑に

ついてのアンケートを出しているが、早く分区代

理に提出してもらいたい。これは、ロータリアン

の家庭でも、従業員の家庭でもよい。結果をみて

それらの家庭の嫁・姑の座談会を開いてもらいた

い。その時にはマスコミに取材してもらうこと、

クラブ共催でもよいから12月迄に実行してほしい

とのことであった。　　　　　　　　　以上

高橋分区代理より、次期フォーラムの開催地は鶴

岡ですよと云われガク然とする。閉会の前に次期開

催ホストクラブ会長としての挨拶をさせられたが、

ついでに創立30周年記念式典への参加も呼びかける。

山中鹿之助の心境で………。

高橋良士看

テーマB（職業奉仕）

今、ロータリークラブに求められることは？

モデレーター　加藤有倫君（鶴岡西）

アドバイザー　伊藤政一君（酒　田）

サブテーマ

やめたくないロータリー、人らせたいロータリ

ークラブにするには。

○魅力ある例会…良き友人を得て親睦・友情に依っ

て活力ある奉仕活動が生ずる‥例会の運営が極め

て重要である。

○クラブ内の人間関係でやめていく人は極めて稀れ

である。

我が強く協調性に乏しい人は不向き。

○近隣クラブ問の積極的交流

近隣クラブとの合同例会の推進

○地域に開かれたロータリークラブ、青少年交換、

財団奨学生

酒田ロータリー、酒田中央高校と姉妹高であるカ

ナダより交換学生を受け入れた。

○職業を通した奉仕について

庄内分区の職業奉仕委員会

1．自分の職業を正しく発表し、会員に理解さ

せる。

2．会員相互扶助の精神を高める。

3．健康を基盤とした奉仕活動。

4．職業奉仕は適正な価格でのサービスに徹す

る事。

これからのプログラム

10月20日　職業奉仕月間

職業安定所統括職業指導官

下山治子様

10月27日　職業奉仕月間

会員スピーチ　　　　高橋良士君

11月10日　新入会員スピーチ　　　杉渾保吉君

11月17日　現場の声　「104あれこれ」

NTT情報営業課　　石　田　主任

11月24日　現場の声　デザインルーム

産業振興センター　　佐　々　木　様

12月1日　米山奨学月間　　　　　石黒慶之助君

12月　8日　委員長3分間スピーチ

12月15日　現場の声

鶴岡幼稚園教頭　　　沢　田　様

12月22日　クリスマス例会

12月29日　プログラムなし



〔寺　ジ　タ　二つ

鶴岡西R．C　　三浦正志君．大川俊一君

加藤有倫君

余目R．C　　　佐藤孝二郎君

ニー
（第1413回例会会報より続く）

クラブ役員と理事

各口軒タリークラブを管理する主体は、選挙によ

ってえらばれた理事会です。クラブ理事会は会長、

会長エレクト、副会長および理事でなりたっていま

す。幹事、会計およびSAA（会場監督）は、クラ

ブ細則にそのようにさだめてあれば、理事会のメン

バーとなることができます。

理事会は、全役員および全委員会を管理し、正当

な理由があればそのいずれをも解任することができ

ます。また、新会員の推薦申込みがあった場合は、

その諾否を決定し、クラブの予算あるいは基金の監

査報告を承認し、例会および特別会合の開催日時と

場所をさだめ、各委員会の企画を承認し、その他の

管理事項に責任をもつものとされています。クラブ

のあらゆる事項について理事会の決定は、最終的な

ものとされます（決定の変更には、会員の3分の2

の賛成投票が必要とされます）。

各役員、理事は選出された任期中、ないしは後継

者が就任するまで在任します。役員、理事はいずれ

もそのクラブの正会員（アディショナル正会員をふ

くむ）、シニア・アクチブ会員、またはバスト・サ

ービス会員でなければなりません。

会長は、就任する日の直前の1年以上、2年以内

の期間に選挙されます。そして、選挙により会長を

つとめることとなったロータリー年度の7月1日に

就任し、翌年6月30日までの1年間在任します。会

長は理事会のメンバーとなり、会長就任の年度の直

前年度は会長エレクトをつとめます。そして、会長

エレクトとして在任中の年度の地区協議会に出席し

なければなりません（やむをえない理由で出席でき

ないときは、代理出席がみとめられます）。会長は

クラブの指導者として、理事会およびクラブの会合

の議長をつとめ、クラブレベルでロータリーを強化

改善するため相当範囲の裁量権をもち、ふつうはロ

ータリーの活動計画促進のためにかなめの役割を果

します。

副会長は、会長不在のとき、議長をつとめ、その　、＿／

他、その役職に関係する任務をはたします。

幹事は、会員の記録を整理保管し、すべての会合

の通知を発送し、それらの会合の議事録をつくり保

管します。また、半期報告をはじめ、R．Ⅰ事務局に

提出を義務づけられているいろいろな報告づくりに

あたります。また、幹事はクラブ例会の月次出席報

告書を地区ガバナーに送り、雑誌購読料の徴収と送

金をします。ふつう、クラブ書庫の管理は幹事の役

目とされています。

会計の役目は、すべてのクラブ資金を管理し、毎

年1回、理事会のもとめにこたえて、会計上の説明

をおこないます。また、財務報告書をつくり、クラ

ブ財政の収支を健全にたもつことに、協力しなけれ

ばなりません。

会場監督（SAA）は、クラブ会合の場所の準備

をととのえ、会場の案内にあたります。また、会合

の必要とされるものをあらかじめ予想し、手配する

こともその役目のひとつです。座席の手配を適抑こ

して、すばやく食事をだし、講演用の設備（マイク

など）の点検にあたることは会場監督の役目です。

そして毎年、指定されたクラブ役員と委員会委員

長は、地区協議会に出席します。

（次回へ続く）

机叫ロトークり－クラブ創立　昭和34　6　9　　承認　昭和34．6　27　253地区

卜　作　り　組圃市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235は417711

刑二三場r Y矧叶市塙場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～13n

＼、－，′′



（ゲストスピーチ）

最近の雇用情勢と地域雇用開発助成金について

鶴岡公共職業安定所統轄指導官　下　山　治　子　様

本日は例会のゲストとし
てお招きいただき、各分野
で御活躍されております大

先輩の方の前でお話申し上

げる事は大変光栄な事でも
あり、又、非常に緊張して
いる次第でございます。

さて、日頃より私共の業

務には御援助をいただきま
して誠にありがとうござい

ます。お蔭様をもちまして今年度の業務も下半期に
入りまして、年度当初心配しておりました経済状況
の影響も月毎に明るい兆しを見、4月以降有効求人

倍率も0．48、0．54、0．73、0．79、0．79、と推進して

9月末現在では0．90となりました。求人していただ

く業種も、当初は製造業の一部業種に限られており
ましたが、他の製造業及び卸・小売業、サービス業
と他産業においても、明るい状況となってまいりま

した。

反面、この状況は、昨年までの状況の中で転職を

考えていた人が転職を踏み留まったために、求職者
の減少傾向にあるためとの見方もございます。
一方、求職者についてみますと、希望する職種と

求人をいただく職種がうまくかみ合わないと云う、
いわゆるミスマッチと云われている状況もございま

す。職業相談の過程の中で希望職種を転換する等、

指導していく事になると思いますが、早急に解決す
る事は難しいと思います。私共行政に課せられた課

題でもあると思っております。

この様な状況の中、是非申し上げたい事は、地域

雇用開発助成金の制度でございます。
これは、雇用の機会の少い地域において、工場や

商店、事務所の新増設、機械の購入やリースなどに
よって、新たに就職の機会を創り出すことにより、

雇用失業情勢を改善していこうとするものです。地

域雇用開発等促進法に基づき、助成制度の対象とな

る地域を指定することとなり、鶴岡職安・酒田職安

管内を合わせて、庄内地域として、62年4月1日か

ら5年間「雇用開発促進地域」に指定されました。
国の指針、県の計画を受け、地域内の市町村、職

安、職業訓練校、事業主団休、労働者団体の構成の

もと、雇用開発会議が設置されました。地域の雇用
開発は地域の関係者の方の主体的な努力によって推

進されることが重要なのですが、この効果をより発

揮出来るようにするため国の援助・助成が不可欠と
なってまいります。特に事業所の設置や整備による

雇用の拡大は、相当の費用を要するものであるだけ
に、その費用負担に応じた助成を行うことにより、

地域の雇用開発を側面から援助する事が強く求めら
れて来るわけです。

このような助成制度として新たに創設されたもの

が「地域雇用開発助成金」の制度なのです。62年4

月1日以降5年間に、この地域の事業主の万が操業
開始までの間に500万以上の設置・設備に費用をか

け、これに伴い人の雇入れが予定される場合、私共
に計画書を提出していただき、計画書提出後、操業

開始日をはさんで2年間に要した費用と雇入れた人

員に応じて、雇入れた人員と設備に対して助成をし
てゆくと云うものです。9月末現在までに59件の計

画書を提出していただいており、賃金の助成に対し
ては8事業所の受給資格を決定しております。

どうぞ、地域の雇用開発のためにこの制度を是非

利用していただくように、計画がおありの場合、職

業安定所にまずお出かけ下さいますようにお願いい
たします。今後ともよろしくお願いいたします。

（＿＿＿会長撃＿j⊃　吉野　勲署

1．山形西R．C創立30周年記念式典が10月24日（土）

山形オーヌマホテルで行われます。当クラブから

は次の10名の万のご参加を頂き、お祝いを申し上

げてまいります。



参加予定者　吉野　勲君．板垣広志君
市川嘩雄君．若生恒吉君
山口篤之助君．山本順一君
佐々木羞彦君．関原亨司君
中江　亮君．三井　徹君

尚、若生恒吉君を団長に決定いたしましたので、
よろしくお願いいたします。

2．第2回クラブ協議会を10月13日開催いたしまし

た。各委員長さんより活動計画、同状況の発表が
あり、各委員会共、精力的にかつ順調に進んでい

る由、ご協力に対し大変感謝いたします。尚、そ
の他の事項で会員が80名になりますと、例会がこ

の場所では狭すぎるとの意見があり、尤もな事と

思いますので、攻めてアンケートでも頂き、総会

に計り理事会で検討したいと思っております。

3．山口篤之助君に準フェローの挨拶状と証明書が

参っております。おめでとうございます。
4．作田P．Gより会報到着の礼状が参っております。

5．前回の例会でも申し上げましたが、次年度庄内

分区代理に当鶴岡クラブより選任する事となり、
理事会に計り、新穂光一郎君が選任されました。
ご本人も心良くお引受頂き誠に有難うございまし

た。来年度のご健闘を祈り皆様の拍手をお願いい

たします。（拍手）後程ご挨拶を頂きたいと思い

ます。

次年度分区代理挨拶

新穂光一郎署

只今、会長よりご紹介いただきましたが、皆様が
お感じの通り、かく申す私自身が一番tt柄’’ではな

いと思っております。しかしながらロータリーでは

指名されたら断われないのが鉄則であり、又、自民

党の総裁に推挙された訳でもなく、名誉職でもなけ
れば私自身の社会的ステータスが上るものでもない

と思い、お引受けさせていただきました。先程会長

は心良くとのご発言でありましたが、実は若干ひっ

かかりがございます。というのは、5年間、地区青

少年委員をやってまいり、これに愛着を持っている

為、分区代理はこれの幕引かれかと思い、若干残念
です。

ともあれ、皆様方にはご迷惑、ご協力を強要する

事になるかと思いますが、来年度1年間よろしくお

願いいたします。

（幹事報告）　板垣広志君
○例会変更のお知らせ

・鶴岡東R．C　　いも煮会の為

日　時　10月詣日（水）午後6時30分

場　所　ことぶき会館
登録料　　3，000円

・余目．立川R．C合同例会　　いも煮会の為

日　時　10月29日（木）

場　所　　白糸の滝ドライブイン
登録料　　4，500円

・鶴岡西R．C　　第5例会の為

日　時　10月30日（金）午後6時

場　所　新　前

登録料　　4，000円

（委員会報告）

〔二二畠AA‾義貞会）皆川光吉署

今月より毎月最終例会時コミュニケーションアッ

プの為、座席を指定させていただきます。誕生月別
血液型別等考えておりますので、こ協力お願いいた

〔＿米山奨学会委員会）　張　紹淵署

協力の日（1ドル150円）　6，982円

尚、来る12月1日（火）の例会時米山週間に因み

石黒慶之助′ヾストガバナーより講演をいただきます

ので全員出席お願いいたします。

（ス　マ　イ　ル）

新穂光一郎君　○息子のGFが今月1日より1年間

台湾で日本語を教えることとなり

台中の陳宗耀氏を訪問し、陳氏と

台中港区扶輪社との友情と国際親

善に感謝して。
○あまり真面目でないロータリアン

の私を分区代理に推挙頂いて。

松田士郎君　　去る8日の山形日産さんのコンペ
で優勝させていただきまして。ち

なみにネット72でした。ハンディ

は………

加藤　賢君　　現在マリカ市民ホールで東北のデ
ザイナーによるポスター展が開催

されておりますが、私の作品が入

選いたしましたので。

丹下誠四郎君　　先週15日当クラブのコンペの優勝

者笹原桂一君、準優勝者飯野準治

君のお2人よりスマイルを頂いて

おります。又、懇親会は有名なモ
ロゾフさんで開催できましたので

私からも合わせてスマイルを。

⊂亘‾‾‾‾ジ　タ二」

鶴岡西R．C　　野口　　弥君．斎藤喜一君
菅原幸雄君

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
・ト膏テ局　鶴岡市馬場町　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　毎週火曜日　午後1230－130



（会長報告〕

J

吉野　　勲署

1．今週は別に報告事項はございませんが、去る24

日、私たちクラブのスポンサークラブであります

山形西R．C創立30周年記念式典に多数の会員が出

席して頂きご苦労様でございました。私も出席の

予定でおりましたが、一寸体調を悪くし失礼させ

て頂きました。おかげ様で治りました。尚、後程

若生団長さんからご報告を願いたいと存じます。

2．元会員の菅原実純氏が10月26日朝、亡くなられ

ました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

（幹事報告）　板垣広志署

1．酒田東R．Cより10月29日の例会は第5回クラブ

協議会のため、午後5時、酒田産業会館、登録料

は3，000円です。

2．八幡R．C場所変更

職場訪問のため八幡電子㈱

（分区代理の事業所）

3．吉田ガバナーノミニーの事務所開設の案内

10月17日開設　詳細は事務局まで

4．例会変更11月3日は祭日につき休会

月始めの理事会も10日に延期

5．新会員の推薦に関する氏名発表

3名（省略）

反対の方は理事会まで書面で送付下さい。

山形西RC30周年記念式典へ参加して

若生恒古君

10月24日、山形市ホテルオーヌマにおいて厳粛な

中にも和やかに行なわれました。

当クラブの親クラブでもあったので敬意を表し、

三井徹先生御夫妻、山口直前会長、板垣幹事、市川

会長エレクト、山本噸一・阿蘇両理事、佐々木話彦

・中江亮両委員長と私の10人が参加して来ました。

志藤ガバナー初め県知事代理、金沢山形市長、清

野会議所会頭等多数の来賓他、高知、金沢、姉妹ク

ラブ等300人位の参加人数でした。

チャーターメンバー4名と歴代会長への記念品と

花束の贈呈があり、スライドによる30年の歩みが紹

介されました。

記念事業としては、西ロータリーの歌発表、地元

出身の彫刻家佐藤助雄氏のブロンズ像、題名「燭」

を山形中央公園美術館前に山形市へ贈呈、30周年記

念誌の刊行と式典の4つの記念事業が発表されまし

た。記念講演は地元郷土史家武田好吉先生の「最上

義光と伊達政宗」のお話があり、記念祝賀会もホテ

ルオーヌマのロイヤルルームで、地元蔵王ワインか

ら開会され、藤井テルコのシャンソンでおいしい酒

を戴いてきました。

鶴岡に着いたのが9時50分になり、そのまま帰宅

となりました。鶴岡も来年度は30周年の記念の年で

もあり、大変勉強になりました。記念品は紅白のモ

チと山形名物、茂吉と蔵王オカマの鋳物の文鎮であ

りました。

★　山形西ロータリー、パンフレット資料より30周

念記念事業のあらまし

1．西ロータリーの歌発表

1986年4月21日　発表祝賀会

山形西ロータリークラブの歌



「蔵王を仰ぐ」

五十嵐康祐　作詞

服部　公一　作曲

1．蔵王を仰ぐ　ふるさとに

情熱あふれ　意気高く

奉仕の理想に　燃える友

手に手をつなぎ　いざ共に

ああ　われら

2．霞城のほとり

希望の旗を

出会い嬉しく

好意と友情

ああ　われら

山形西ロータリー

空高く

ひるがえし

睦む友

いざ共に

山形西ロータリー

癌　　　の

現在、日本人の死亡原因の第1位はガンであり、

昨年は191，002名が死亡している。私共の住んでい

る鶴岡保健所管区内では325名がガンで昨年死亡し

ており、死亡者の4人に1人が「ガン」で死亡した

事になる。

「ガン」ははたして不治の病であるかというと、

皆様方も御承知の様に不治の病ではない。ちなみに

国立ガンセンターの統計によると、60年当初国立ガ

ンセンターを訪れたガン患者の5年生存率は37％で

あったのに、最近では何んと52％に上昇している。

こうした背景のもとに、そろそろ「ガンの告知」と

いう間者を「倫理」や「情緒」としてでなく、「科

学」と「法律」として考えた方が合理的ではないだ

ろうか。ガンである事を告知しない方が本当に医学

的に治療効果が高いのかという事、患者にガンとい

う病名を知らせない権利が果して医者にあるのかと

いう視点から考えてみることにする。

まず始めに、「ガンの告知」という言葉は死の宣

告とも受けとめられる表現かと思われるが、しかし

実際には、最近では「ガン」は不治の病ではなくな

りつつある。医学的に5年生存率が急速に高くなっ

ている。5年生存率とはガンの場合、他の臓器への

2．記念事業「燭」の贈呈

1987年4月20日　除幕式・祝賛会

3．30周年記念式典の挙行

1987年10月24日

4．30年記念誌の刊行

1987年12月末日

－これまでの記念事業のあゆみ－

10周年記念事業　「乙女の像」

20周年記念事業　「光明の庭」

30周年記念事業　　「燭」

中央公園に設置

告 知　　　　　　　　　高　橋　良　士　君

転移や更に再発という問題があるので、治療後5年

間ガンで死亡しない時に始めて治ったとみなす。従

って5年間生きるという事がガンが治ったか治らな

かったかという物差しになるわけである。例えば早

期にガンを発見した場合、胃ガンの5年生存率は98

％、大腸ガン80％、子宮ガン88％、直腸ガン79％、

他のガンも早期ガンならほとんど治るし、他の病気

と比較しても決して治ゆ率は低くないと考えていい

であろう。すでに申し上げた国立ガンセンターの統

計は末期ガンを含めての平均値で、つまりガンは半

分の人が治ると考えていい時期に来ているわけであ

る。

さて、「ガン」を知らせて欲しいかどうかを或る

新聞が世論調査を行ったデーター（本年5月）に依

ると、ガンを知らせて欲しいが64％、知らせてほし

くないが27％である。医者を対象に行った本年8月

のアンケートでは、医者が患者の立場になったとき

ガンを知りたいが83％と多いのに、医者として患者

に知らせる53％、知らせるのに反対が45％という事

であった。つまり医者も患者の立場になると教えて

欲しいという事になるのである。

ここで大変重要なことは、ガンは知らせた方が治

＼＿′′



り易いという事実である。これは医学的なデークー

で証明されているが、要約すると、知らせた方が患

者の協力が得られる、即ち患者ははっきり知った方

がためらわず納得して早く治療を受ける場合が多い。

再発した場合でも本人が一早く気付いてくれる場合

が多い事などが大きな要因と考えられる。いろいろ

なアンケートをみても、医者がいかにガンを患者に

かくしても、90％は死の一ケ月前には気がついてい

る様である。

日本人はよく、長い間苦しむよりはポックリ死に

たいという願望があるが、本年は特に大企業のトッ

プがSudden death（突然死）で相次いで死亡し

ている。心筋梗塞である。

アメリカ人の場合は、一番怖がるのは心筋梗塞で

ある。この病気はまさにポックリいくのである。ア

メリカ人がこの死を怖れるのは、彼等の社会には遺

言をはじめとしていろいろの制度があり、自分の死

後のことをキチンと整理してから死にたいと思って

いる。ところが、心筋梗塞ではそれが許されない。

しかし、ガンなら普通数年、どんなに短かくとも

数ヶ月という命は保証されている。その残された時

間に自分の死後のこと、家族のことを考えて整理す

ることが可能である。

現実には日本の医者はほとんどガンについて教え

てくれない。ガンでないか否かを悩み続けて疲れ切

っている人、或はもしも自分が「ガン」なら書いて

おきたいもの、会社や財産を整理しておかなければ

ならない人もいるであろう。実族や会社の部下だけ

がガンと知り、本人が知らされなければ、極端な場

合のっとりも可能となるわけである。

ところで肝心の、ガンを知らせるか否かの問題で

あるが、戦前からの日本の医者と患者の関係は、ガ

ンの告知のみならず極端には「知らしむべからず寄

らしむべし」の傾向にあったが、現在でも何しろ

「医者からもらった薬がわかる本」がベストセラー

になるぐらいであるから全くなさけない話である。

アメリカの統計ではガンを知らされてから自殺を計

った患者は予想以上に少く、むしろガンではないの

に「ガン」ではないかと思って自殺する人が時々新

閲に出ているが、ガンをはっきり知らせる時代が来

たらこういう事もなくなってくるであろう。

患者ときちんとした人間関係を保って信頼関係が

あれば、きっとガンを告知しても大丈夫なはずであ

る。ただ、我国でガンを告知したあとに不安が残る

のは、早期癌はともかくとして、末期癌患者に知ら

せたあとのサポートに自信がないからである。最

も重要なこの問題に関しては、アメリカにはガン患

者が安らかに死を迎えるために心理的、宗教的に援

助する医療施設（ホスピス）がある。即ちガンを告

知しても、告知された患者の心の苦しみに対処出来

るシステムがしっかり整っているのである。

しかし、日本では仏教、キリスト教のホスピスが

まだ数ヶ所のみである。この施設では、いよいよ医

学では救えないとわかった時、何をもって患者にア

プローチするのか、患者に与えるものは医学にはな

い。死は科学、医学の終りなのである。それをなお

医学で対応するのは実におろかしいことなのである。

ホスピスでは「この様なとき、まずあなただけが死

んでゆくのではないんですよ、世界中の人がみんな

死ぬんですよ。元気な者が弱い者に告げるのではな

くて、私も死ぬんですよ」と、同じ土俵の上で話を

しているそうである。自分がガンだと知ってしまう

と、明るくなり、はるかに時間を大切にする。もち

ろん告知後どんな人でも落ちこむが、4～5日の間

に自殺をしなければ、まず立派に立ち上っている。

90％以上の人がアンケートでガンを告知されて良か

ったと言っている。肉体は一時的に死ぬが、「又、

会える」と説すことが家族にも、患者にも慰めにな

っているという。そして、最後に皆んなに感謝して

なくなってゆく。

フリーライターの干葉敦子さんがニューヨークで

乳ガンと闘いながら執筆した闘病記の冒頭の一節

「よく死ぬことはよく生きることだ」に書かれた中

に、「ひとつの文化の高さを計る尺度はいろいろあ

ると思うが、国民が豊かな気持ちを抱いて死ねる社

会が建設出来れば、その文化は非常に高い水準にあ

るといえるのではなかろうか、心豊かに死ねる社会

というのはどんな難病にかかっても病気が人生をぶ



ちこわしにしない社会でもあるはずだ。どんな重い

障害を負った人でも、生き甲斐をもてる社会でもあ

る。」を引用して本日のスピーチの結びにしたい。

（ス　マ　イ　ル‾〕

杉澤保吉君　1月1日より電気料金が値下げに

なります。営業用22％、電灯用12

％です。値下げにより地域社会に

奉仕出来ればとスマイル致します。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　佐藤　槙君．斎藤健治君

H　サケの季節

月光川は烏海山の南山麓を流れる川で、鳥海山の

幾条もの谷川を合わせて流れてくる。この月光川水

系には、すぐ山麓に箕輪のサケふ化場があるし、少

し離れて、升川ふ化場がある。この中、箕輪のふ化

場が、設備も採卵数も大きく、山形県で最高なだけ

でなく、日本海沿岸の河川のふ化場の中で最大であ

る。サケの採捕数も23，000余尾に達している。

箕輪のふ化場は、鳥海山麓の莫大な量の湧水を取

り入れているが、この地の利も大いにあると思う。

しかし、箕輪ふ化場も、昔から、こんなに多くのサ

ケが潮上してくる川ではなかったそうである。徳川

時代の中ごろは、たぶんかなり多く濁ったのかもし

れないが、文化3年（1806年）ごろになると少なく

なったらしく、今まで、鶴岡の酒井藩に納めていた

サケを、これ以上減らさないように、箕輪のある牛

渡川などを、桂川として保護するように命じられた

と記録にあるそうである。当時は、もちろん、自然

産卵するのを保害したものであろう。

月光川水系で、人工ふ化事業を行なうようになっ

たのは、明治41年（71年前）で、（中略）当時は、

年20尾くらいしか捕れなかったのが、10年後には、

100尾も捕れるようになった。そして30年後は1，000

尾あまりになり、昭和39年、すなわち、別数年後に、

10，000尾あまりに遷した。

（中　略）

サケは、ご承知のように、母川回帰をする。きれ

いな水が流れている川なら、サケはどの川に潮って

もよさそうなものであるが、必ず故郷の川にのぼる。

母川回帰を確かめる実験は、アメリカでも、カナダ

でも、大々的に行なっているが、100居中100尾と

も、間違いなく故郷の川にのぼった。ただ、実験的

に、鼻孔に脱脂綿を詰めて放すと、こんどは、川の

流れのあるところなら、どの川でものぼって行く。

これから見ると、鼻というのが、母川を見分ける感　・＼－

覚器だということがわかる。つまり、嗅覚が、もの

をいうのである。

サケが、ほんとに故郷の川の水を、嗅ぎ分けるこ

とができるかどうか、実験されている。場所は、ア

メリカのシアトルで、当時、ワシントン大学の動物

学教室で研究していた原俊昭氏は、上田氏とゴーブ

マン氏と共同で、サケの嘆覚の実験を行なった。ま

だ海に来たばかりで、川に潮らないサケを捕え、大

きな水槽に入れる。それから、脳を手術して、脳波

測定装置につなぎ、脳波に変化が起これば、すぐ、

解るようにする。そして、この水槽に、蒸潜水、他

の川の水、故郷の川の水を、それぞれ、流しこむと、

故郷の川の水を流した場合は、はっきりと、脳波が

興奮したことを示すようになった。故郷の川の水を

はっきり区別できるのである。（後略）

阿部　棄民（会員56年4月死亡）
tt庄内の四季’’より抽録

遍
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253地区・一鶴岡d二タリ二

（至：亘二重二二垂⊃
吉野　　熱暑

ヽ＿＿ノ

1．先程行われました理事会での決定事項を申し上

げます。

A．11月の最終例会は、クラブ細則第4条第1節

に依り年次総会を行う事に決定いたしました。

B．当鶴岡R．Cの創立30周年記念式典を行うに当

り、30周年記念行事実行委員会より打合せ事項

に基づいて、次の事が決定されましたのでご報

告致します。

○開催期日は昭和64年4月22日（土）

場所は第一イン鶴岡（仮）

○総予算は610万円

内訳といたしましては、

会員分担金160万円（80名×20，000円）

登　録　料　150万円（150名×10，000円）

C　基　金　200万円

スマイルBOXlOO万円

○会員分担金20，000円の徴収方法につきまして

は、今年度後期　5，000円

次年度後期　15，000円

（30周年準備基金として積立るという事であ

ります）

0尚、今後決定事項につきましては、その都度

30周年記念行事実行委員会の方々の打合せ会

に基づきご報告申し上げます。

C．本日入会されました秋野、日向両君の委員会

所属はS・A・Aにお願いいたします。皆川委員

長さんよろしくお願いいたします。

D．酒田中央チャーターナイトに出席

11月15日　午後1時より東急イン

佐藤忠君、秋野忠君出席

（頂事報告〕　板垣広志署

○例会変更のご案内

・酒田中央R．C

日　時　11月13日（金）午後7時

場　所　東急イン

登録料　　4，000円

・酒田東R．C　松林荘老人ホーム慰問のため

日　時　11月19日（木）正午点鐘

登録料　1，500円

・酒田中央R．C

日　時　11月27日（金）午後7時

場　所　ホテル　リッチ酒田

登録料　1，500円

・八幡R．C　800回記念のため

日　時　11月14日（土）

場　所　観音寺新町公会堂

登録料　　3，000円

○会報到着　鶴岡西R．C、東京R．C

Oポール・ハリス　フェロー　ニュース到着

⊂転套貞紹‾‾芥つ　吉野　勲署

1．氏　　名　　秋野昭三君

2．生年月日　　昭和3年6月21日

3．自　　宅　　鶴岡市上畑町8番26号

4．職　　業　　大同電気株式会社代表取締役社長

5．家族構成　　妻　　秋野頓子様

長女　相井　秀様（東京在住）



6．略　　歴　　中央大学商学部（旧制）卒業

昭和27年4月、日本放送協会入局

主として普及・サービス関係の仕

事を担当、放送の裏方です。昭和

59年6月、定年退職し、同年6月

大同電気株式会社代表取締役とな

り現在に至る。

7．趣　　味　　釣り、散歩

〔新会員挨拶）秋野昭三者

大同電気の秋野でござい

ます。このたび伝統あるこ

の会の名誉ある会員に入会

出来まして、大変光栄に思

っております。

ご推薦のお話をいただき

ました際は、私自身この様

な高貴ある会のメンバーと

なる器ではないのだがと思い悩んだのでありますが、

せっかくの機会でもありますので、身の程もわきま

えず入会させていただくこととしました。

いささか「くたびれた」新入生でありますがよろ

しくお願い致します。

ご推薦をいただきました方々や、快く受け入れて

いただいた会員の皆様方に厚くお礼申し上げますと

共に、今後ともよろしくご指導賜りますようお願い

（新会員紹介）新穂光＿郎署

1．氏　　名　　日向一男君

2．生年月日　　昭和21年4月4日

3．自　　宅　鶴岡市三光町13番8号

4．職　業　　ヒナタ設備設計事務所所長

5．家族構成　妻　　日向京子様

長男　日向　進様

長女　日向ひとみ様

母　　日向まさみ様

6．略　　歴　　神奈川県立神奈川工業高等学校電

気科卒業後、大林組、近畿電気工

事随、東北電気工事椛を経て昭和

53年12月、ヒナタ設備設計事務所

設立、現在に至る。

7．趣　　味　　旅行、食べ歩き

（互牟貞癒す）。向＿男君

ただいまご紹介載きまし

た日向一男でございます。

このたび新穂きんのすすめ

で格調ある当クラブに入会

できました事は、私にとり

ましては、今までにない感

激で胸がいっぱいです。今

までも入会のすすめもあり

ましたが、まだまだ青二才であり、おことわりして

まいりました。私も40代の中年になりましたので、

皆様のお許しも得られたのではないかと思います。

先にご紹介の通り私の仕事は、電気設備の設計・企

画を行っております。鶴岡では、私が一人と云う事

もあり、忙しく過しています。当クラブに入会し、

諸先輩のご指導を仰ぎ、より良い人間形成の基礎作

りをいたしたいと思いますので、どうぞご指導・ご

鞭漣の程をお願いいたします。

し竪阜会面一章⊃

（二重鱒活動表毎つ　丹下誠四郎署
011月会員誕生

藤川享胤君．鈴木善作君

佐々木島彦君．毛呂陸士君

斎藤庄治君．平出統一君

丹下誠四郎君．皆川光吉君

佐藤　　衛君

011月奥様誕生

飯野美和様．中沢典子様

小松久子様．富田とし子様

〔塵牒＿＿＿琴阜＿套つ　佐々木話彦君

〇年間皆出席



25年間皆出席　　新穂光一郎君

9　　〝　　　　　藤川享胤君

4　　〝　　　　　庄司嘉男君

010月100％以上出席　　10名

200％　張

150％　若生

125％　阿蘇．市川．皆川．中江．佐藤（噸）

高橋．碓氷．山口

010月100％出席　　　　　44名

藤川．布施．平出．飯白．石井．石川．石黒．

板垣（広）．飯野．黒谷．小池．小松．加藤．

毛呂．迎田．松田．村中．松山．中野．中沢．

佐藤（忠）．佐藤（衛）．佐藤（友）．新穂．菅原．

鈴木（善）．鈴木（弥）．荘司．関原．庄司．

鈴木（茂）．佐々木．斎藤（昭）．丹下．手塚（林）

鈴木（肇）．手塚（拓）．塚原．忠鉢．吉野．内山

笹原（信）．富田（直）．杉渾

色空リー財団妄岳可　佐藤　忠君

今月は財団月間ですので多大な御協力の程をお願

い致します。

ロータリー財団月間

★1917年アトランタの年次大会で、アーチ・クラン

フ会長が「人類に何らかの偉大な教育的奉仕をす

るには、適当な形の基本的財産の必要性」を指摘

しました。これによりカンサス．シティR．Cは、

26．5ドルの寄付をしたのが最初で、これが徐々に

拡大充実されて、現在のロータリー財団が出来た

のです。

★11月はロータリー財団月間であります。財団は世

界中のロータリアンその他が支援する否営利団体

です。財団は、国際規模の教育的・人道的プログ

ラムに毎年およそ米貨2，500万ドルの援助をして

います。当クラブでは前年度およそ80万円の寄付

をしました。

★財団は、1947年以来、海外での勉学、研究のため、

17，900件以上の奨学金を授与してきました。1987

～88年度には、約1，400人のロータリー奨学生が

65カ国において勉学しています。

★財団は、開発途上国で教鞭をとる大学教員15人に

対し、毎年、最高15件の補助金を授与しています。

★1965年に発足した財団の研究グループ交換（G・

S・E）プログラムの下に、ロータリアンでない

13，500人以上の青年実業人と専門職業人が、4週

間から6週間、グループで海外に研究旅行をして

きました。鶴岡R．Cでは昨年、米国676地区から

のG・S・E受け入れに協力いたしました。

★財団は、世界中のロータリークラブまたは地区が

提唱し、一部調達して国際規模の教育的、人道的

プロジェクトに特別補助金を授与しております。

1965年以来、800件を超す総額米貨450万ドルで

115カ国の役に立ちました。

★財団は、保健、飢餓追放および人間尊重（3－H）

プログラムを通じて遂行された大規模な保障、栄

養、人道的プロジェクトに対し、現在まで米貨

1，540万ドル割り当てました。バングラデシュに

おける3－Hプロジェクトは、2年間で、51の養

魚場を作りました。費用は米貨223，000ドルです。

この養魚場は、2，500万ポンドの漁獲高があり、

人々の貴重な蛋白質源となったばかりでなく、家

族の収入を増やし、村の事業の柱となりました。

★ロータリーは、財団を通じて、世界中の子供にポ

リオの予防接種をし、更にワクチンで予防出来る

他の小児病と闘うために、免疫付与拡大プログラ

ムを支援すると約束しました。現荏まで、2億5

千万人以上の子供を守るために、54の開発途上国

のポリオ免疫プロジェクトに米貨4，040万ドルを

割り当てました。鶴岡クラブでも昨年から、4年

計画で一人2万円の寄付をお願いしております。

★財団の運営する国際ロータリー災害救援プログラ

ムは、1985年のコロンビアの火山大噴火などのよ

うな災害が発生した際、被災害救援のために補助

金を授与しております。

ポール・ハリスフェロー．準フェローに御協力を・・…・

鶴岡R．Cの実績

ポール・ハリス　フェロー＝33名（内現会員19名）

準フェロー　　　　　　＝怨名（内現会員24名）

※鶴岡R．C、ロータリー財団委員会としては、今



年度10名位の御協力をお願い致したいと考えて

し会員ス百一チ）

おりますので、よろしく……

鶴　岡　に　つ　い　て　の　感　想

伝統ある鶴岡ロータリー

クラブに入会させていただ

き、10月6日の例会に初め

て出席してから、もう1カ

月を過ぎました。

その間皆さんから親切に

していただき、また、会の

都度、会員スピーチやゲス

トスピーチ等ご高説を拝聴することが出来ました。

さらには、社会奉仕についてや、相互親睦等ロータ

リーについて、少しづつですが理解でき、これから

を楽しみにしているところでございます。

さて、今日は新入会員スピーチとして時間をいた

だき有難うございます。私は話しをお聞きすること

は大好きですが、人前で話しをすることは大変苦手

な、しかも未熟者ですが、折角の機会ですので、私

を知っていただくために鶴岡についての感想と、私

の会社、東北電力について少しお話しを申し上げた

いと思います。

私は鶴岡に住むようになってから早や2年たちま

した。先に住んだ3年を含めますと5年余りになっ

たわけです。

鶴岡は北に秀峰鳥海山、東には修験の霊地として

名高い出羽三山、南には金峰山や朝日連峰の山々に

囲まれ、西には赤川の注ぐ日本海、そして庄内砂丘

が広がり、また市内を流れる内川の四季等々豊かな

自然に恵まれたすぼらしい所です。

食べ物では谷定の孟宗、庄内砂丘メロンやイチゴ、

白山のダダチャ豆、民田ナス等、海の幸では日本海

の鯛、夏の胎員、寒鱈等一寸考えただけでも数えき

れなく、美味しいものが沢山あります。

お菓子も大変美味しく、木村屋さんの古鏡とマロ

ン、そして出羽の久寿やきつねめん等、どこへ出し

杉　澤　保　吉看

ても誇れるもので一杯です。勿論地酒を忘れてはな

りません。私は何かあると知人や親戚にこうした贈

りものをして喜こぼれております。

鶴岡の日本一はと考えますと、先づ日本の学校給

食発生の地であり、私共の関係では農業電化発生の

地であります。また、昔庄内14万石の殿様酒井家が

明治2年、藩籍を奉還以来ずーっと、この鶴岡に住

んでおられるのも他に例のないことだそうです。

そして、田沢稲舟、高山樗牛、現在も活躍してお

られる相良守峯先生等、多くの文学者や哲学者が鶴

岡ご出身として活躍されています。それは、この鶴

岡という恵まれた自然環境の中で青くまれ、培われ

た向学の思想と人情によるものと考えます。

私は東北電力に入社してから35年にもなりますが、

ここ鶴岡出身の多くの先輩から育てられ、そして、

以前はいつも鶴岡営業所の成果を目標に頑張って来

ました。新庄営業所に勤務しておった時の先輩はよ

く鶴岡の色々の事を話して下され、そして「鶴岡へ

行こうぜ」と何回も何回もお話しされたのを思い出

されます。

もう一つ好きなことに、鶴岡の女性の言葉づかい

があります。語尾をやさしく、長く、少し上がるよ

うな調子で言う「ノォー」という話し方は何んとも

言えない素晴らしいものです。私が先に住んでいた

当初、右も左もわからない時、親抑こ教えて下さっ

た女性の先輩の「ノォー」という言葉のきれいな発

音に感心したものでした。いつの間にか、私も語尾

の長い「ノォー」を使えるようになり、いつでも、

何処でも使っておりました。或る時、私は仙台に出

張しました。夜、先輩と酒を汲み交すなか、自然に

「ノォー」を使うので、先輩に君は鶴岡の生れかと

言われ、違うと言ったら、故郷の言葉を忘れるよう

な人間は信用出来ないと、一回使う毎に100円の罰



金をとられ、一晩の宴会で2，000円余りも出した懐

かしい思い出があります。しかし現在は、素敵な鶴

岡弁を使う先輩女性も退職され、淋しい気持ちがし

ます。

そのような事で、鶴岡は素晴らしい所であり、私

を新任管理職として育ててくれたのも鶴岡であり、

一生忘れることの出来ない所です。

きて、一つだけ気になることがあります。それは

これだけ素敵な鶴岡にもかかわらず、バランス感覚

の少ない、いわゆる反体制の方が多いということで

す。庄内空港の着工、高速交通網体系の整備、その

他地域振興を皆んなで一生懸命頑張っている時、大

変惜しい気がします。世の中の流れと申しましょう

か、時流を良く見て、一方的な物の見方でなく、正

しい判断をしていかないと、折角の素晴らしい鶴岡

が他から遅れることになりかねないと考えておりま

す。

次いで東北電力のことについて申し上げます。東

北電力は現存厳しい環境の中にあります。過日お話

し申し上げました通り、明年1月1日からの電気料

金の引下げを申請中でありますが、為替レート、原

油価格等先行き不透明な要点が非常に多い中、また

東北地方の需要が他電力管内に比らべ伸び悩んでい

る中で、現行料金と比らべ17．56％、暫定料金と比

較し5．8％の引下げの内容でありますが、これは九

電力の中で最も多い引下げ幅となっております。東

北電力の利益が多いのであれば心配ないのでありま

すが、そうではないのであります。東北地方の振興

発展に電力の立場で少しでもお役に立ちたいという

考えからでありまして、私共は今後一層の経営効率

化と積極的な営業活動を進めていく必要があります。

かつて昭和45年当時、当社は電力の安定供給のた

め電源開発が最大の経営課題でありましたが、昭和

48年のオイルショック以降電力使用は頭打ちになり、

現荏は停電がないのがあたり前で、しかも瞬時の停

電も許されない。さらに電気料金の価格を安定維持

するための負荷の標準化等が最大の課題になってき

ているのです。電力会社が他企業と違う点で致命的

な問題は、電気という単品産業であるということ。

次に地域独占といわれているが、実態はそうでなく

なって来ているということ。エネルギーの中の電気

は競争相手が沢山いるということです。

今後の企業運営の中で、電気単品でよいか、競争

に適用できるか、そして電気料金の一層の安定のた

めに真剣に考えて行かなければならない時代に来て

いるのです。

しかしながら、当社の置かれている環境は需要面

一つをとって見ても、全国の1／5の土地に1／10の

人口等非常に低位にあり、厳しい状況にあるわけで

す。

電気を販売するにあたっても、価値感の多様化が

お客様の中に進んで来ており、電気を安定供給する

だけにとどまらず、電気＋アルファーの発想が必要

になって来ているのです。

お客様の立場になって、見て、聞いて、考える。

そしてお客様の要望に添ったサービスや情報を付加

したうえで、電気をご利用いただく。このお客様第

一主義が何よりも大事なのであります。

また、お客様に接する際の基本は「真心」であり、

誠意をつくして接し、ご理解をいただき、商売をさ

せていただくということであります。

私たちは物を買う場合、質が同じであれば値段の

安い方を、質も値段も同じであれば感じのよい店か

ら買うということはあたり前であります。先に電気

＋アルファの発想と申しましたが、電気だけを売る

ということでなく、良い企業イメージとお客様サー

ビスも併せて売っていくという考えでいかなければ

ならないということであります。どうかご理解とご

支援をお願い申し上げます。

最後に私の信条と申しましょうか、生活の姿勢、

心がまえについて申しあげて終りにいたします。

私は常に「恕」という言葉をモットーに生活をす

るよう努めております。「恕」の意味するところは

「正直・誠実・相手の立場に立ってみる」というこ

とであり、「人の身の上や心情について察し、同情

すること。思いやり」また、「己れを察して他人に

及ぼすこと．」であります。先程、当社はお客様の立

場になって見て、聞いて、・考える、お客様第一主義



と申し上げましたが、私の信条としている「恕」と

同じ考え方なのであります。

大変長々とお話し申し上げましたが、これで終り

にいたします。どうぞよろしくご指導ご鞭錘をお願

い申し上げます。

ご静聴誠に有難うございました。

（ス　マ　イ　ル〕

張　紹淵君　　過日ttR．Cへの薦め”を掲載した

処、日本のR．C本部より、テーマ

フラッグを戴きましたので当クラ

ブで使用下さる様お願い致します。

笹原信一郎君　　9月末に増資を無事完了し資本金

30億円となりました。今後共宜敷

くお願い致します。

新穂光一郎君　　先週土日に娘を連れて630烏戊、会

津若松・白河・須賀川・仙台の古

き良き友人達と恩師に予定通り会

う事が出来ました。天候にも恵ま

れ、晩秋の全山紅葉の景色を充分

味わって参りました。

佐藤　忠君　　各種月例コンペ入賞者の10月コン

ペで優勝しました。

佐藤　衛君　　会員増強の本年度目標（3名）を

達成した事と、初孫の生育が順調

な内にお宮参りをすませる事が出

来ました。

平出統一君　　2年がかりで尺物を初めて釣らせ

ていただきましたが、今後の精進

を期しましてスマイルさせていた

だきます。

中野清吾君　西鶴岡給油所の全面改装オープン

と県道拡幅工事の完成を祝しスマ

イル致します。

板垣広志君　　西鶴岡給油所に鉄骨のお伝いをさ

せていただきました。

鈴木　肇君　　8月より西鶴岡給油所の工事に懸

かり、ようやく竣工しましたので

お祝い申し上げます。

村中文章君　　西給油所の電気工事を担当させて

いただきました。

吉野　勲君　　酒田市に新橋店を開店致しました。

（ビ　ジ　タ＿＿二＿＿〕

鶴岡西R．C　　桜井　　晋君

（第1428回例会会報より続く）

クラブ協議会

クラブ会長は、その任期中、いろいろロータリー

についての事項をほかの役員にったえ、あるいはま

た、クラブ委員会の活動状況について知る機会をも

つ必要があります。それがクラブ協議会です。ふつ

う、地区協議会の終了後に、その効果を確かめるた

めクラブ協議会をひらきます。（地区協議会とは、

次期クラブ会長・幹事などが任期中の役割を実行す

るための方法などについて地区ガバナーから学ぶ会

合です。）そのクラブ協議会では、会長が地区協議

会で議題となったいろいろの企画について、あるい

はクラブ理事会と各奉仕委員会の作成した、次年度

の総合計画について説明するのが通例となっていま

す。会長はまた、各種ロータリー出版物やパンフレ

ットについての説明もおこないます。

クラブ協議会は、隔月か毎月ひらかれます。この

協議会は、管理的性質のものではありませんが、ク

ラブ活動を強化し、これまでの活動を再検討し、あ

るいは今後のクラブの計画や、奉仕活動をいっそう

効果的なものにするための、アイデアを交換する機

会をつくるものです。

（次回へ続く）

純l司ローー1クリークラブ釧＿、1仁　昭和34．6　9　　承認　昭和34　6　27　253地区

j1，結　り　仇聞直馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

別会場　純抑い主塔町物産館　3階ホール　例会　U　毎週火曜日　午後12・30～130



（ゲストスピーチ‾‾‾〕

tt現場の声、、

皆様には日頃NTTをご

利用いただきまして誠に有

難うございます。

今日は私共の商売のご紹

介をさせて頂けると言うこ

とでございますので「104

あれこれ」と言う様なお話

をさせて頂きます。

私の居ります所は、NTTの中でも電話電号を案

内したり、料金着払いのコレクトコールや、クレジ

ット通話をおつなぎするオペレータ部門でございま

す。最近はイベント伝言サービスと申しまして、催

し物や展示会の案内を会社やお店に代わりまして、

私共がお客様に電話でご案内をさせて頂くという様

なサービスもお引受け致しております。亦、いろん

な情報を求められるお客様のお問い合せに、予めご

契約を頂きましたお店や旅館等をご案内する情報案

内サービスも致しております。

情報営業課の職員は約70名で、殆んどが女性で交

替制の勤務を致しております。年令構成は私を見て

項けばご想像頂けるかと思いますが、これは企業秘

密とさせていただきます。

さて、一口に番号案内と申しましても、多種多様

でございまして、中には面白いもの、珍名であると

か、読み違いとか種々とございます。中でも一番困

りますのは、お酒に酔って電話に出てこられるお客

104　あ　れ　こ　れ

NTT情報営業課主任　石　田　美　紀　様

さんで、ご機嫌な方、怒りっぽい方等いろんな方が

いらっしゃいます。

つい先日の事ですが、「104に先刻から怒ってば

かりで何をお調べするのか判らない」と言う事で、

担当者から引継ぎがありました。私が変りまして、

「こちらは番号案内ですが、どちらをお調べでしょ

うか？」とお尋ねしますと、「シラカワ、シラカワ

だ。」　とおっしゃるんですね。「あの－、シラカワ

さんとおっしゃる方ですか。」「ちがう。」「では福

島県の白河の方をお調べですか？」「頭いいノオー

おめェ一。白河さこの春転勤したなだ、必ずいる。」

「そうですか、それで何とおっしゃる方ですか…‥

？」「バガ、そげェ閲がねても判んだろ、おめェ勤

めて何年なる？　NTT会社になったばサービス悪

いぞ、株は高えし頭さ来るノー。」ガチェン…‥夜に

なりますとこの様なお客様も時々出没いたします。

亦、最近は横文字がやたらと多くなりまして、と

んだ応対になることがあります。「NTTlO4番で

す。」「あのですの、ミンデナス何番ですか。」「民

田茄子ですね。少々お待ち願います。」民田茄子、

民田茄子……（調べる）「お調べしましたが民田茄

子とつく所は見当りませんが？」「有りますヨォ…

布団を貸す所ですよ。」「あっ、失礼致しました。そ

れじゃ庄内メインテナンスの事ですね。」「そ－です

そ－です、庄内ミンデナスです。」　と言った珍問答

もしばしばございます。



又、「三川さあるレートーレバー何番だ。」「少々

お待ち下さい。」三川に冷凍レバーの会社が出来た

のかナ？　最近は種々な会社が出来るもんだナ7－

と思いながら良く調べて見ますと、「レッドリバー」

というホテルだったりで・…・皆さん上手に似た様な

お名前で聞いてくるものだナ7－と感心したり、笑

ったりで、横文字のお問い合せには、ほとほと手を

やいております。

お客様ばかりでなく、私共の方にも時折、感違い

やら失敗もありまして…‥或る土曜日の午後でした

が、電報係の「115番が全然つながらない。」と苦

情がありました。明日は日曜日の大安吉日、115＝

祝電・＝今頃電報は混んでいるなと思いながら、お客

様に応対しました処、ひどく感情的になって115へ

の不満をまくしたててこられました。あまりの話し

方に少々ムッとなりましたが、私もプロ、そこはグ

ッとこらえまして、「電報は10日前から受付けてお

ります。お早目にお申込みになる方法もございます

が…」と案内しましたところ、これが又とどめのひ

と言。「人の死ぬのが何日も前からわかるか、あん

たもうチョット気をつけて物を言いなさい。」ガチャ

ン…先入観とは恐しいですね…反省…でした。

最近は通信手段が発達してまいりまして、全国ど

こにでも直ぐ通話ができるようになり、東京、大阪

の電話番号も地方で案内できるようになりました。

鶴岡でも5年程前から東京の番号を案内致しており

ますが、皆様はご存知でしたでしょうか？　茨城県

の土浦のお客様から東京03の104をダイヤルされま

すと、東京の案内局でなく、鶴岡の東京案内台に入

ってまいります。東京23区内の官公庁、会社、個人

の番号がコンピューター化されてありまして、アッ

という問にディスプレーにナンバーが出て来ます。

「104番です。」「東京ですね、そちら雨だそうです

が、もう晴れましたか？」「新宿に行くには、東京

駅で何棟に乗ったらよろしいでしたか？」等、困っ

た問い合せもございます。「申し訳ございません、

山形（鶴岡）で番号をお調べしていますので……」

と種あかしを致しますと、お客様もびっくりされた

り、或いはお叱りを受けたりで、めまぐるしく変っ

ていきます仕事の内容に、遅れない様頑張っている

ところです。東京の地図を見ながら交通網や駅を調

べたりしておりますと、東京見物をしているようで

楽しくなる事もございます。

電話のご利用が多くなるにつれ、迷惑電話や間違

い電話も増えてまいりました。特に同姓の多い方に

お電話される場合は気をつけたいものです。ちなみ

に電話帳に載せておられる方だけでも、鶴岡では

鈴木姓の方が約500軒

斎藤さんが約1，200軒

佐藤さんがトップで3，600軒位もございます。

これが東京になりますと、

1位が鈴木さんで41，000軒位

2位が佐藤さんで35，000軒

3位が斎藤さんの約22，000軒

等となっています。

亦、同じ名前の飲食店等にもお気をつけられてダ

イヤルしていただきたいものと思います。例えば鶴

岡では「村さ来」と「紫」がありますね。間違い電

話は真夜中や早朝には迷惑電話になります。電話を

おかけになる時はメモで番号を確かめてからご利用

願えればよろしいかと思います。

電話がありましても、お客様のご希望で電話帳に

お名前を載せておられない方もございます。「電話

があるのに番号が判らないとはどう云う事なんだ、

おかしいじゃないか。」とお叱りを受けましても、番

号簿にお名前を載せておられないお客様は、104で

もご案内致しかねますので、ご承知おきいただきた

いと思います。いたずら電話やいやがらせ電話等の

わずらわしさをきらわれてか、最近は電話帳にお名

前を載せられない方が随分増えている現状でござい

ます。

次に、先程もチョットお話いたしましたが、新し

いサービスのイベント伝言サービスと情報案内サー

ビスにつきましてご紹介させて頂きます。

まず伝言サービスでは、展示会やイベントを行う

会社やお店に変りまして、私共がお客様に電話で催

し物のご案内をさせて頂くサービスです。同窓会や

開店案内など、一度に多くの方に連絡するのはなか



なか大変な事ですネ。こんな時、ご連絡先の名簿を

いただきますと、オペレーターがスピーディーに連

絡し、更にご返事をお受けすることも出来るように

なっております。鶴岡でも2一一3のお店から御依頼

をいただき、展示会の案内をNTTでさせて頂きま

したが、「普段お店では直接伺えないお客様のお声

が聞かれ、商売の参考になります」との評価を頂き

ました。どうぞ皆様の会社やお店等で種々のご案内

がございましたら、是非NTTの伝言サービスをご

利用下さいますよう、よろしくお願いいたします。

次に、情報案内についてですが、最近104番には

「湯野浜温泉に行きたいのですが、手頃な旅館を教

えてドさい」とか、「庄内柿を送ってほしいので、

良いお店を紹介して下さい」「そちらに旅行します

ので、見どころ、おみやげ等教えて下さい」等のお

問い合せがございます。こうしたお問い合せに、予

めご契約いただきました旅館やお店の情報を元にし

まして、私共オペレーターがきめ細かにご案内を致

しておりますのが、情報案内サービスでございます。

東京、仙台、遠くは関西地方からのお問い合せもあ

ります。現在、鶴岡でも約80件のご契約をいただい

（会長報を‾）
吉野　　勲署

11月15日、酒田中央R．Cの認証状伝達式典に参加

してまいりました。当クラブより佐藤忠君、秋野忠

君、張紹淵君と幹事、会長の5名で参加いたしまし

た。午後1時、特別代表の伊藤政一君の点鐘で始ま

り、志藤ガバナーを始め、バストガバナーの諸先生、

県知事代理外、多くのご来賓の祝辞などあり、厳粛

な中に行なわれました。志藤和夫ガバナーより認証

状が丸市会長に手渡され、正式に加盟承認されまし

た。引続き丸市会長より、記念事業の報告があり、

次いで、

①　ロータリー財団への基金贈呈

④　ロータリー米山記念奨学会に寄附金の贈呈

㊥　酒田市へ苗木寄贈

④　酒田市立小中高校へ「市民の誓い」のパネル

贈呈

ております。このサービスは、ご契約を噴きました

会社や、お店の業績アップにもつながる事と存じま

すので、お客さまに満足を頂ける情報を提供できま

すように、これからも力を入れてまいりたいと思っ

ております。

それから私共は、お客様に便利で新しい電話機を

お勧めしたり、テレフォンカードをお勧めしたり、

先程申し上げましたイベント伝言サービスや、情報

案内サービスのご契約をいただく為に、時には外に

出て仕事をすることもございます。何時か皆様のと

ころへもお伺いさせて頂く事があるかと思いますが

その節はどうぞよろしくお願い致します。

番号案内につきましても、常に感じの良い応対を

心がけてまいりたいと思っております。

だいぶ一方通行でおしゃべりをしてしまいました。

局長も、もういいヨ……といったお顔で見ておられ

るようです。貴重なおつきあいを頂きまして、どう

もありがとうございました。

ロータリークラブの益々のご発展をお祈り致しま

して、私のったない話を終らせて頂きます。

がありました。1時間半にわたる伝達式が無事に終

り、祝宴に移り、和気あいあいの中に親睦を深め、

午後4時、tt手に手つないで’を参加者一同で大合

唱し、盛会裡のうちに散会いたしました。

如　板垣広志署
○国際R．C財務室から連絡があり、R．C適用相場の

変更でありますが、12月1日より1＄150円から

142円になりました。

○会報到着　鹿児島西R．C、酒田東R．C

01988年世界年次大会の案内到着、参加者は事務局

まで。

○鶴岡青年会議所の公開例会tt経済セミナー”によ

り多く参加し成功させよう。

次に新入会員のセレモニーを行ないます。推薦者

庄司嘉男君。



如⊃
松田士郎署

1．氏　　名　　伴　公明君

2．生年月日　　昭和7年4月24日

3．自　　宅　　鶴岡市本町3丁目2－23－603

（本籍）（東京都稲城市押立1116－3）

4．職　　業　　株式会社山形ケンウッド

代表取締役社長

5．家族構成　　妻　　伴　　里様

長男　伴　幸起様

（宮城県在住）

長女　伴　裕子様（東京在住）

6．略　　歴　　慶応義塾大学法学部卒業

昭和56年　㈱ケンウッド取締役就

任

昭和60年　㈱山形ケンウッド社長

現在に至る

7．趣　　味　　書、囲碁、テニス、ゴルフ

（新会員挨拶）　伴　公明署

只今ご紹介ありました伴

公明でございます。この度

皆さんのお仲間に入れてい

ただき誠に嬉しく存じてお

ります。鶴岡R．Cのご活動

については大変関心をもっ

ておりましたし、皆さんか

らの入会のおすすめも受け

ておりましたが、まだ鶴岡の土地について私も不案

内でもあり、暫らくということでおりました。今日

ここに皆さんとご一緒して思いますのに、もっと早

くお仲間に入れていただけば艮かったなと思う気持

ちでございます。

今後は皆さんのご指導によりまして、立派なロー

タリアンとして一日も早く活躍したいものと思って

おります。

どうぞよろしくお願いいたします。

（ス　マ　イ　ル）

田中錦造君　今日のゲストスピーチに私共の職

員が当てていただきましたので。

張　紹淵君　先の認証式の席で30年無欠席の表

彰を受けました。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　三井盾夫君

鶴岡東R．C　　阿部興二君

（第1431回例会会報より続く）

仮ロータリークラブ

結成の過程にあるクラブは「仮口一夕リークラブ」

とよばれます。新クラブの結成は、ロータリーの計

画と奉仕活動をわからあう、志を同じくする善意の

人々が増えることを意味し、あきらかに、ロータリ

ーの強化につながります。一般的には、新クラブの

結成をするため地域社会を調査したあとで、地区ガ

バナー特別代表か、地区拡大委員会のメンバーの協

力を得て、すでに活動しているロータリークラブが

仮ロータリークラブの結成を発案します。新クラブ

は、既存クラブがR．Ⅰ理事会の許可を得てtt譲渡”

あるいはt’分ち合っど’区域に、結成されることが

しばしばあります。ふるくて大きいクラブのなかに

は10以上の新クラブ結成を発起した実例も多数あり

ます。

新クラブは、創立グループとして最低20人以上を

必要とし、そのうち少なくとも、過半数は正会員の

資格をもつものでなければなりません。この創立グ

ループは、クラブのR．Ⅰ加盟がみとめられ、加盟認

証通知をうけとるまでは「仮口一夕リークラブ」に

属するものとされます。国際的なロータリー家族の

正式なクラブとなり、正式な会員となるのは、R．Ⅰ

加盟をみとめられた時点です。創立に参加したメン

バーは創立会員（チャーターメンバー）とよばれます。

硯l司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

巨薇1・J　机岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話（〕235（2417711

側会場　純朴い！場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～130



（ゲストス∈±⊃

tt現場の声Il

デザインの状況一東京と鶴岡では－

財団法人庄内地域産業振

興センターの佐々木恵子と

申します。本日はこのtl現

場の声”のシリーズにお招

き頂き、誠にありがとうご

ざいます。

経歴紹介の中にもありま

したように、私は本年7月

16日に駅前再開発ビルにオープンしました庄内産業

振興センターの中にありますデザインセンターとい

うところで現在仕事をしておりますが、その以前は

この1月まで東京の広告プロダクションでグラフィ

ックデザイナーとして働いていました。そちらで4

年、ここ鶴岡に来てからは勤めてまだ半年ですので、

本日は現在の仕事の話に加え、東京と鶴岡の比較と

いう点で、相方の状況についてお話ししたいと思い

ます。

東京で私が勤めていた会社は、社員数50名余り、

創立25年という広告プロダクションとしては古株で

あり、また大手でもあるところでした。主なクライ

アント（取引先）は富士銀行・小学館・日経マグロ

ウヒル社・河合楽器などで、どちらかと言えば地味

ではあるけれども堅実で優秀な企業ばかりお付き合

いさせて頂いてましたので、仕事の環境は大変恵ま

れていたと思います。社員はこの全ての企業の仕事

庄内産業振興センター　佐々木　恵　子　様

をするわけではなく、それぞれのクライアント別に

分かれてチーム編成をしており、私は入社してから

丸3年間富士銀行チームに配属されていました。こ

こではデザイナー5名、コピーライター4名、営業

3名の合計スタッフ12名で、全国の富士銀行に関す

る広報物全てを手がけており、しかもそれは代理店

を通さず、富士銀行の業務企画部の方とこのスタッ

フの代表者が直接会議をし、企画を決定し、年間を

通じたコンセプトの流れに乗っ取って広告作りを行

うという、規模も内容も大きな仕事をしておりまし

た。仕事は全てプロの手による、より良いものをと

の考えが徹底しており、1つのプロジェクトに関し

てもカメラマン・イラストレーター・モデル・スタ

イリスト等々全ては専門家の手に委ねられ、デザイ

ナーはその中で何をするかと言うと、これらのスタ

ッフをどう使い、どういう世界を造りあげるか、そ

の頭脳的な部分での制作をする役割なのです。

余談になりますが、銀行関係と言えば数字相手の

堅い仕事が多いのですが、ポスターなどでモデル撮

影のある仕事は本当に華やかで、楽しいエピソード

も沢山あります。その1つに、私が丁度富士銀行の

仕事をしていた頃、専属で使っていたのが秋山絵梨

子さんという大変椅靂なモデルさんなのですが、今

役者として人気のある障内孝則さんがその銀行の店

頭用のポスターを見てすっかり秋山さんに夢中にな



り、交際を申し込んで目出度く今年の10月に結婚し

たという、広告が取り持った縁とも言える楽しい出

来事がありました。これは今後も良い思い出として

残ることでしょう。

それから次に日経マグロウヒル社を中心クライア

ントとするチームに移り、日経パソコン、日経エレ

クトロニクス、日経ベンチャーなどの広告局の仕事

をしました。ここでの仕事は主にこれらの専門雑誌

に載せる広告を取るために、相手先企業に雑誌の特

性等を説明する広報物を作るというもので、銀行に

比べれば規模も小さく地味ではありますが、仕事の

内容そのもののレベルが高く、それなりに大変でし

た。デザイナーやコピーライターは営業を通さずに

直接広告局の担当者にあって自分の企画を説明しな

ければならないのですが、何しろ相手も、現代の時

勢やグラフィック、あるいは広告コピーなどに対す

る知識が豊かでかつ鋭く、ちょっとでも手抜きをす

るとビシビシ叩かれるのです。大変悔しい思いもし

ますが、打ち合わせを重ねて変更を繰り返し出来上

がったものが自分のオリジナルよりもぐっと良くな

ることなどもあって、双方で1つのものを高めてゆ

くというスリリングな関係の中で仕事ができ、大変

勉強になったと思っています。

そうしてようやく自分一人でも何とか自信をもっ

て物を作り、またそれを人にきちんと説明すること

を覚え、ここが節目と感じた頃その会社を辞め、結

嬉し、この鶴岡へやって来たわけです。初めそれが

生かせる職業に就くことができるか不安でしたが、

運良く今の職場に巡り会うことができて嬉しい限り

です。

ただし、ここでは単にある商品、又はある企業の

ために何かを作ってきた今までの仕事とは性格的に

大きく違った事をしています。このセンターにおけ

る私の役割はデザインという概念を物と人、あるい

は企業と人を結び付けるコミュニケーションとして

大きく捉え、確実な社会的役割を果たすよう一般に

広め、またその質を高めることによって産業振興に

発展させてゆこうとすることです。この地域では、

デザイナーは単に印刷の行程に付随して生まれると

ころのレイアウトやらイラストやらを描いたり、作

ったりする職人的な扱いがされがちだという話も聞

いております。デザイナーを専門の職業としている

人の存在も余り知られていないために、ある企業で

何か例えば一つのチラシを作ろうと思った場合、何

をどう企画し、形作ってくれるか、即ちどういうデ

ザインをしてくれるかという人を捜すのが噸当なこ

とのはずなのに、そうした物を具休的に形にする最

終段階の印刷業の万にまず仕事の依頼をしてしまう

のです。そこでは、紙代やら製版代といったごく物

理的なレベルでの予算の中でのデザイン料というこ

とになり、その中でこれこれこうするようにと逆に

そこでデザイナーに仕事が発生されるわけです。こ

うして時間的にも予算的にも、また企画そのものに

も縛られた状態で仕事をしなければならないことが

まず第一にとても大変であり、なかなか良い物が出

来ない一因なのではないかと思います。また専門ス

タッフというものが不在な由に、デザイナーはデザ

インから、イラストから、場合によってはコピーも

書き、なおかつ営業活動もするという、万能選手を

しなければならないわけですから、これは大変厳し

い状況であると言えます。庄内のデザインレベルは

低いと言われていますが、デザイナーおのおのが質

を高めることはもちろん、大小の規模に関わらず、

ものを作る姿勢において充実した内容を目指すこと

が大切だと思います。地元企業の中でも大手のとこ

ろになると、デザイン関係の仕事は全て県外に外注

している傾向がありますが、地元のものはできるだ

け地元でできるよう努力したいものだと思います。

企画という事に重点をおいて、じっくりとそのコミ

ュニケーションの方法を考えてゆかないと、情報過

多のこれからの時代に物が売れ、又、企業が活性化

してゆくことは大変難しいことであろうという気が

します。デザイナーはそうしたコミュニケーション

を形作るプロとして自覚し、企業はそうした存在を

プロとして認め、信頼し、そこから共に何かを作ろ

うとする、そうした体系が出来上がることが、引い

ては産業の活性化に結び付くのではないでしょうか。

東京での常識がここでは大きく異なる点もいろい

ヽ－′／



ろありますが、作る側、依頼する側、相方の悩みを

聞き、相談を受け、良い橋渡しになれるよう一歩一

歩努力を積み重ねてゆきたいと思います。去る10月

に行ったデザイン展もその一つの表われですが、今

後はそういったイベントに加え、より仕事に密着し

た具体的活動を行ってゆく存所ですので、今日お集

まりの皆様にもさまざまなお教えを頂きますよう、

今後とも宜しくお願いいたします。

皆様のますますの発展をお祈りして、ここで私の

お話しを終らせて頂きます。本日は御拝聴どうもあ

りがとうございました。

（室長報告つ
吉野　　勲署

本日は朝から風雪まじりの天候で、本格的な冬将

軍の到来も間近い季節となりました。会員の皆様ど

うぞご自愛の程お願い致します。

本日は11月の最終例会でございまして、先の例会

でもご案内致しました通り、例会終了後に総会に切

り替えたいと存じます。

2番目に、酒田中央R．Cより先頃行われました認

証状伝達式典のお礼状が参っております。

事務局の斎藤友子さんが先週の火曜日、右手ケン

ショウ炎の為手術されました。クラブよりほんの少

少ですけれどもお見舞金をさし上げましたので、ご

報告申し上げます。

（亘j」＿革つ　板垣広志署
○会報到着の連絡

山形西、山形、八幡の3クラブより到着、回覧

中です。

○例会変更のお知らせ

酒田R．C

日　時　11月25日　午後6時30分点鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　　3，000円

余目R．C12月11日の例会を忘年会の為

日　時　12月10日　一泊で

午後6時30分点鐘

場　所　湯の浜グランドホテル

登録料　10，000円

○作田P．Gよりお便りが参っております。

〔委員会報告）

（親睦活動章毎つ
丹下誠四郎署

医］ス　マ　イ　ル

小松広穂君　18日に女の孫が生れました。逆子

で三井先生には大変お手数をかけ

ました。おかげさまで母子共に健

康です。スマイル致します。

丹下誠四郎君　　私の甥が私と協同経営で、東京赤

坂にクラブ『シェ・モア』を今日

オープンする運びとなっておりま

す。東京においでの節は是非お寄

り下さい。サービス致します。

〔旦　席　表彰）

庄司嘉男君　　4年間皆出席

11月10日理事会の承認通り、鶴岡ロータリークラ

ブ細則第4条第1節により、次期の会長エレクト、

副会長選任の件でございます。

当クラブでは、5代の会長により組織されると言

う規定でありますので、指名委員会の委員を決定さ

せて頂きたいと思います。

就きましては次の5名の万々をご指名させていた

だきますので、ご承認を賜わりたいと存じますので

全員のご賛同をお願いいたします。

内山喜一君．佐藤噸治君．山口篤之助君

市川輝雄君．吉野　勲君

満場一致のご承認を賜わりましたので、唯今ご指名



いただいた方は例会終了後、3階部会室にお残り頂

きたいと存じます。

議案は以上でございます。これで総会を終了させ

ていただきます。

（ビ　ジ　タ　ー〕

酒田中央R．C　　海野寛康君

鶴岡西R．C　　古川暢一君

（ロータリー財団）

本日のご寄付　9，668円

（第1432回例会会報より続く）

クラブの諸会合と計画

標準ロータリークラブ定款にさだめられているよ

うに、ロータリークラブは週1回例会をひらかなけ

ればなりません。例会は、クラブ細則で規定した日

時に、昼食あるいは夕食をかねて例会をひらくのが

「般的です。なかには朝食をかねて例会をひらくク

ラブもあります。例会への出席は、会員のぜひ必要

な条件としてさだめられており、理由がなく、4回

連続して欠席しますと自動的に会員としての身分を

失うことになっています。もちろん、やむをえず欠

席しなければならないこともあり、そのようなとき

はほとんどの会員が、病気のため長期欠席をみとめ

られた場合をのぞいてメーク・アップ（出席補填）

を心掛けています。メーク・アップとは「標準クラ

ブ定款」にさだめられているように、例会欠席の直

前、直後の1週間以内に他クラブ（都合のよいクラ

ブ）の例会に出席して、自分のクラブ例会への欠席

をうめあわせることです。

海外旅行にでかける場合は、公式名簿に世界の全

クラブの例会場および日時がでているので、この名

簿でみるとよいでしょう。他クラブの例会にでると

きには、会員証をみせるだけで出席できます。しか

し、半年間における例会出席のうち、最低30％は、

自分の所属するクラブの例会に出席しなければなら

ないことになっています。ただし、理事会が認めた

理由があるときは、このかぎりではありません。

例会出席を重くみる理由は、いろいろあります。

50年にわたり一度も欠席しなかったロータリアンも

います。たとえば、例会ではさまざまなプログラム

がおこなわれますので、出席していれば、社会、経　　→J

済、政治、科学技術の分野の現状や展望について、

認識を深めることができます。また、時宜にかない、

地域の実情にそって、しかもロータリーの目的と関

連したプログラムがおこなわれることがしばしばあ

ります。あるいはまた、クラブ会員が自分の職業に

ついて興味深いスピーチをすることもあります。

さらにパネル討論会、クイズ、寸劇など会員自身

が参加したプログラムをおこなえば、いっそう興味

がつのります。そのうえ、ロータリー関係の最新の

情報や資料あるいはクラブ活動や地域社会のニーズ

について会員に知らせるためのプログラムも、年に

数回おこなわれます。この例会にたびたび欠席する

ことは、クラブ活動のもととなる親睦をそこなうこ

とになります。

（次回へ続く）
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し里長－〕吉野　勲署
理事会の報告をかねて会長報告します。

先週の総会におきまして、指名委員会5名で委員

会を開き審議しました。次の通り決定しましたので

発表します。会長エレクトには高橋良士君、次期副
＼、／　会長には佐藤昇君を万場一致で推せんされました。

私と直前会長の山口君と、エレクトの市川君と3人

でお伺いし、推せん申し上げましたところ、心よく

お引き受けいただきました。ご就任誠におめでとう

ございます。今後のご活躍をお祈りいたします。

次にクラブ協議会の開催ですが、12月15日午後

10時30分より産業会館4階第1会議室で行います

ので、各委員長きんの出席をお願いします。

恒例のクリスマス家族会のため例会場、時間の変

更ですが、12月22日午後6時から第－イン鶴岡で

行います。

山形交響楽団の演奏会の件ですが、レベルの高い

音楽をお聞きする機会が少ないので、文化を通して

社会奉仕をしたいと考え理事会に計りましたところ、

万場一致で主催することに決定しました。

S・A・A委員会よりアンケート調査の依頼があり

＼）　　ますのでご協力方をお願いします。

次年度になりますが、交換学生の派遣ですが、羽

黒工業高校の1年生で伊比潤也君から希望がでてい

ます。お父さんが加茂水産高校の教師で伊比厚志さ

ん、お母さんが鶴岡南高校の教師で伊比加奈子さん

です。交換学生としてアメリカに留学したいとのこ

とで、地区委員である新穂さんからもお話がありま

したので私が面接しましたところ、好青年でしたの

で理事会に計りました。これも万場一致で決定され

ました。新穂さんのご指導よろしくお願いします。

歳末たすけあいの協力がきていますので、例年通

り協力することにしました。

来年は辰年ですので、辰年生れの会員7名に銀製

（エト）辰年桐箱人を贈呈します。

次期副会長あいさつ

佐藤　　昇署

吉野会長、山口さん、市

川さんの3人の方々から選

考委員会の経過等をお聞き

しましたが、私として選考

から取り下げていただきた

いとお願いしましたが、逃

げ口を閉された格好でした

ので降参した次第です。

私は昭和35年の入会で、

まもなく30年になります。ただ古いだけです。私な

りに勉強していきたいと思いますので、会員の皆様

の絶大なるご協力をお願いします。

山形交響楽団演奏会の主催について

高橋良士君

東北で初めてプロオーケストラとして昭和47年1月

設立され、地方文化、音楽教育のため多大の貢献を

されております。12月18日午後6時30分、鶴岡文

化会館で当クラブ主催で「山響クリスマスコンサー

ト　イン鶴岡」として開催されます。入場料は無料

ですので、プログラムその他に広告として会員の方

万のご協力をお願いします。

あいさつとお礼

社団法人山形交響楽団理事

大森知夫氏

「山響クリスマスコンサート　イン鶴岡」を開催

するにあたり、ご理解をいただき誠にありがとうご

ざいました。お礼を申し上げます。

当山形交響楽協会並びに山形交響楽団では山形市

民会館のご共催で、昭和58年より山形市民会館ホー

ルにおきまして『市民におくる　山響クリスマスコ

ンサート』を開催してまいりました。



山形交響楽団は昭和46年、山形交響楽団設立への

ための準備オーケストラを、指揮者村川千秋を中心

として組織編成し、翌47年1月、東北では初めての

プロ・オーケストラとして任意団体の山形交響楽団

を設立、8月にはその運営母体の山形交響楽協会を

設立し、第1回定期演奏会を開催致しました。以後

小・中・高校生を対象とした音楽教室、「般演奏会、

定期演奏会と東北六県及び新潟県を中心に演奏活動

を展開しております。その中でも、8月初旬に開催

します『山響サマーコンサート』と並び『山響クリ

スマスコンサート』は《たのしい・くらしっく・こ

んさあと》として市民の万々から好評を博しており

ます。

そこで私共はこのコンサートを、＜大きな夢のあ

るクリスマスプレゼント＞として、貴社のご賛助の

もとに実施できればと、誠に突然ながら今回のご依

頼となった次第です。

過去4回の『クリスマスコンサート』では、いず

れも1，000名近くの方々のご来場を得、（お父さん

とお母さんとの一一緒のクリスマス・メモリー）と大

変喜ばれております。

＜夢はこぶサンタクロース＞になっていただいた

事に対し深く感謝申し上げます。

ありがとうございました。

（幹事報車⊃ 板垣広志署
○例会日時．場所変更　　立川R．C

12月3日　忘年会のため

時　間　午後6時30分

場　所　庄内ドライブイン

登録料　　4，000円

12月31日を12月29日に立川町商工会館

12時15分点鐘

○会報到着　鶴岡東R．C

O銀製（エト）辰年桐箱入1，000円、12月3日締切

辰年の会員には贈呈します。（7人）

〔β員スピーチ〕

（委員会報告〕

⊂畢睦活動委員会〕 丹下誠四郎署

012月会員誕生

津田晋介君．鈴木弥一郎君

菅原辰吉君．関原幸司君
012月奥様誕生

佐藤貴美子様．迎田恵美子様

若生　　孝様．清水圭子様

山本幸子様

（出席委員会）
佐々木話彦宕

〇年間皆出席

18年間皆出席　中江　　亮君

9年間皆出席　藤川享胤君

011月100％以上出席　　5名

267％　張

133％　秋野（忠）．板垣（広）．菅原．吉野

011月100％出席　　　　51名

阿蘇．藤川．布施．早坂．平出．飯白．石川．

石黒．市川．飯野．小池．小松．風間．加藤．

毛呂．迎田．松田．皆川．村中．中江．

斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．

佐藤（友）．新穂．鈴木（弥）．荘司．関原．庄司

佐々木．斎藤（昭）．高橋．丹下．津田．

手塚（林）．鈴木（肇）．高田．塚原．忠鉢．田中

富田（孝）．上野．碓氷．若生．山口．笹原（信）

杉澤．秋野（昭）．日向．伴

（S．A．A委員会） 皆川光吉署

例会場の件でアンケート調査にご協力下さい。無

記名で結構ですから、S・A・A委員会まで提出下さ

い。

米　山　月　間　に　ち　な　ん　で

米山奨学会の地区の現状は志藤ガバナー月信第5

号13～14貢に掲載してありますのでお読み項きた

米山記念奨学会理事　石　黒　慶之助　若

いと思います。当クラブの実績は地区内においては

その貢献度が高い方で嬉しく思います。寄付金につ

ヽ■■′



いては張紹淵先生は地区第1号の米山功労者であり、

ご家族全員が功労者であります。奨学生受入れには

故阿部嚢先生もお力添えがあり、過去3名をお世話

しました。会員1人の普通寄付は年3，000円皆様か

ら頂いております。

米山奨学会については皆様によくご理解を頂いて

おりますが、新しい会員も多くなったので、米山梅

吉はロータリーにどんな貢献をされたかの一端に触

れ、米山奨学会はどうして出来たのかお話してみた

いと思います。

米山梅吉（93才）は1920年（大正9年）日本で初

めてロータリークラブを取り入れた東京R．Cの初代

会長であることは誰でも知っていますが、ロータリ
ーに献身専念された偉業などご存知の方は少いと思

います。

米山さんは、慶応4年2月4日（明治元年　西歴

1868年）江戸、芝、田村町で高取藩の和田竹道の3

男として生まれ、長ずるに及び静岡県駿東郡長泉村

の米山藤三郎の養嗣として入籍し、8年後に米山は

ると結婚した。米山さんの生涯の業績はあまりにも

多く、2～3時間かけてもお知らせできないので、

ロータリーでの最もご苦労なきったことのみ若干触

れてみます。

○大正13年、三井信託の社長につかれ、大変多忙で

あったが、日本で始めての第70区（日本．台湾．

朝鮮．満州）のガバナーにつかれた。

米山さんは、大正10年には長男東一郎氏逝去（享

年20才）、大正15年には次男駿二氏を（享年21才）

失う。先生の悲しみはたとえようないほどであった

が、大正13年から15年間、スペシャル・コミッシ

ョナーをつとめた。昭和3年には「ロータリーの創

始者ポール・ハリス」を出版された。

昭和4年、三男桂三氏をつれ横浜から出帆して、

ダラスのロータリー世界大会に出席、ロータリーへ

の関心を高められた。昭和6年9月18日には満州事

変勃発、昭和7年には上海事変、血盟団事件、満州

国建国、五八五事件（犬養首相暗殺）、昭和8年に

は国連脱退、ヒットラー内閣（ナチス）、井上準之

助暗殺、団琢磨の暗殺など起り、世相は戦時色が深

まりつつあったが、ロータリーの奉仕の理想は広が

り、大阪、神戸、名古屋、京都、横浜の他に京城、

大連、奉天、ハルビン、台北と煉原の火のように拡

大して行った。更に広島、札幌、新京、岡山、門司

今治、旭川、函館、帯広、金沢、徳島、岐阜、静岡

にクラブが出来た頃、昭和10年、ポール・ハリス夫

妻とR．Ⅰ会長ロバート・ヒル夫妻が来日した。ポー

ル・ハリスは記念植樹として帝国ホテルに月桂樹を

植えた。昭和14年まで更に18クラブ創立した。その

頃になると例会に警察官か憲兵が立ち合うようにな

った。

昭和14年の年次大会で松本睡治郎ガバナーより、

R．Ⅰ．J．M案を提案されて決議されました。これは

日本帝国の特殊性より自治的分割、即ちR．Ⅰ．B．Ⅰ

にならったわけです。早速、芝染太郎が国際大会に

参加して提案しまして、理事会で検討され、次の条

件で……

OR．Ⅰへの負担金の半額はR．Ⅰ．J．Mで使っても

よいこと。

OD70を三分割すること。（D70．D72．D73）

D70…・日本中部地方以北

D71…・日本近羞地方以南、台湾

D72…・朝鮮と満州

R．Ⅰより承認された。昭和15年より発足して、その

日満連合会会長に米山梅吉が選ばれました。

しかし、その頃は既に第2次世界大戦が欧州で勃

発し、わが国は軍部支配が強化され、国際的孤立の

時代になっていました。ロータリークラブは何処で

も官憲の圧迫を受け、クラブ続行困難になる。「ク

ラブに外人を入れ、シカゴと連絡したりするような

団体は許せない」「こんな会に入っている者は非国

民である」と罵倒された。

東京R．Cは昭和15年8月14日の例会で、解散か

続行か大いに討論された。「国から正確に解体を命

ぜられない限り存続を計るべし」になった。それで

米山梅吉は内務、外務両大臣を訪ね、ま程芝染太郎

が憲兵隊に赴き、その見解を正したが仲々理解して

もらえない。その内、日満連合会長米山梅吉が軍当

局に呼び出され、「ロータリーの組織機構は日本帝

国に対する反逆行為である」と極言されました。創

立以来20年の苦労を顧みる時、誠に感慨無量、残念

至極だったと思います。

かくて昭和15年9月11日午後1時40分、最後の

点鐘が閉会を告げました。その頃より米山梅吉（73

才）は体調をくずし無理して出席し、ttロータリー

の精神をより強く皇国日本に生かさんとしてきたが、

日本のロータリーは21歳の若さで自決しだ’と述べ

られました。3地区、48R．C、2，142名の会員であ

った。

その翌年昭和16年12月8日、日本は対米英に宣

戦、真珠湾攻撃となるのです。



敗戦後、日本のロータリーがR．Ⅰに加盟復帰した

のは昭和24年ですから、9年間位の空白があります。

その空白の間に米山梅吉は、昭和21年4月28日、静

岡県駿東郡長泉村下土狩の別邸で逝去、享年78才3

ケ月。ポール・ハリスは1947年1月27日、79才で逝

去する。この両先達は共々、日本がR．Ⅰへ復帰した

ことを知らずに旅立ったのであります。

米山梅吉は70才頃より肺炎で聖路加病院一＼入退院

をくり返し、体調すぐれなくなり、それでも貴族院

議員に推薦されたり、恩賜財団の仕事、緑岡小学校

を建設し校長になったり、財団法人三井報恩会理事

長として社会へ奉仕、東京の自宅戦災により焼失し、

自分が建てた青山学院の縁岡小学校も焼失し、帝大

病院入院中だったが落担して、長泉村下土狩の別邸

に引き込まれました。昭和20年9月4日の終戦国会

には病躯を押して上京、登院し、最後の責務を果し

ました。また東大病院に入院している間に工業倶楽

部での水曜クラブに顔を出し、「これから三島に帰

るよ」と最後の出席を果したのであります。

ポール・ハリスは1946年1月（昭和22年）79才で

亡くなったが、R．Ⅰではロータリー創始者の遺徳を

偲び、翌年（1947年）ロータリー財団の設立があっ

たように、戦後R．Ⅰに復帰した東京R．Cは、1957年

（昭和32年）、米山さんが生前から東南アジアから

の日本留学生に支援していたことを思い出し、クラ

ブとしてその偉業を継承しようと話し合って、先生

のお名前をつけ米山ファンドを作った。そして昭和

32年、小林雅一ガバナーは、これに日本のロータリ

アンが全員参加しようではないかと提案し、国内各

R．Cの参加を呼びかけた。米山ファンドは国際親善

と青少年育成に奉仕する素暗しいプログラムと考え

られ、大きな反響が起り、日本ロータリー独自の育

英会となりました。

昭和41年7月1日に、米山ファンドは財団法人ロ
ータリー米山記念奨学会として認められ、今日に至

っております。

これからのプログラム

12月　8日　ライラ報告　菅原辰吉君十菅原孝子様

新入会員スピーチ　日向君．秋野君

12月15日　現場の声

鶴岡幼椎園教頭　沢田様

12月22日　クリスマス例会

12月29日　プログラムなし

1月　5日　年男スピーチ

1月12日　年男スピーチ

1月19日　新入会員スピーチ

⊂∈互＿⊥＿旦二）

斎藤　昭君　　住宅の新築をしました。鶴岡建設

の社長からも預かってきましたの

で∵緒に。

塚原初男君　　出席委員会報m21に私と家内の名

前が載りました。

藤川享胤君　　無事にアメリカの旅から帰りまし

た。

田中錦造君　　本日からNTTハローダイヤル鶴

岡を始めました。

荘司俊治君　　先月20日、荘内日報の工場長が県

勤労者表彰を受けた。第39回人権

週間で記者が地方法務局長から感

謝状をいただいた。

矢部　晋君　　恒例NHK歳末たすけあい海外た

すけあいが始まり、協力をいただ

いたので。

佐々木詰彦君　　出席委員長として本日の出席者が

多く、サブテーブルを出しました。

富田君が入会以来初めて月間100

％を達成しました。

⊂亘ジタ‾⊃

温海R．C　　本間儀左工門君

酒田R．C　　関根喜久男君．仲傑啓三君

鶴岡西R．C　　加藤有倫君．瀬尾助三郎君

鶴岡乗R．C　　上野朝重君

醜聞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

小　結　ん，ユ　鶴間　市　馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

倒　会　場　鶴Ⅰ軋れ馬場町物産館　3階ホール　例会　臼　毎週火曜日　午後12．30～130



第9回R・Y・L・A研修会に参加して

〔‾嘉トスピーチ）
菅原孝子さん

始めまして、菅原孝子で

ございます。

去る11月20日～22日の3

日間ライラ研修会に参加さ

せていただき本当に有難う

ございました。

研修テーマである「友情

の輪を広げよう」という事

で講演、レクリエーション、

討議、パネルディスカッション、奉仕活動、グルー

プ別討議、発表と、盛りだくさんのスケジュールで

したが、とても有意義な3日間でした。

ロータリーという言葉も始めて聞いた私にとって

は、出発する前はとても不安でしたが、各方面から

集まった仲間と交流を深めていく内にうちとけ、年

令の差も気にしなくなり、3日間一緒に生活した人、

話し合いをした人と多くの友達も出来、本当によか

ったと思います。

テーマである「友情の輪を広げよう」という事に

対しても言葉では言い表わす事が困難な程、多くの

事を学ばせていただき、今後の私の人生にとって大

きな財産になったと感謝しております。今回私にこ

のような場を与えて下さった皆様に重ねて感謝いた

します。どうもありがとうございました。

青少年奉仕委員長　菅原辰吉君

只今の菅原さんの報告のとおり、先日、第9回R

・Y・L・A（Rotary Youth Leadership Awards

＝ロータリー青少年指導者養成プログラム）が福島

県会津少年自然の家で実施され、テーマは「友情の

輪をひろげよう」参加者は一般が99人、ロータ

リアン40人、計139人であった。当クラブからは一

般が三浦産婦人科の菅原孝子さんと、ロータリアン

の私と2名が参加した。

初日は10時30分より受付登録、オリエンテーショ

ン、昼食、開講式、基調講演「友情の輪をひろげよ

う」と題して、教育評論家の安達活先生の講演があ

った。要旨は『現代は情報化社会であり、途中経過

がなく結論だけだ。簡単に頭に来る。又、テンポの

早い高速社会なので連帯感がなく、周囲が見えず、

結局自分自身しかない、自己中心の社会に来ている。

これから青少年は、第一に途中経過を見逃さない考

える人になってほしい。感じる人間は多勢いるが、

考える人になれ、即ち観察し、ひらめき、論理によ

り組立てる、そして答を出す事が大切だ。第二は思

いやりをもってほしい（即ち友情の輪である）。こ

れは償いを求めない愛であり、奉仕に通ずる。第三

は心身は健康でたくましくなければならない。この

三つは一人では仲々難しい、集団を組んで努力する

事が必要である。先輩と一緒になり縦の友情、又、

横の友情をもってほしい』という事であった。この

基調講演の後、レクリエーション、夕べのつどいと

続き、夜はグループ別討議を行なった。

2日目は6時30分起床、朝のつどい、奉仕活動に

続いてパネルディスカッションがあった。パネラー

は立川恭子先生、国馬善郎先生、安達清先生の3人

で、立川先生は「信じ合う事が友情」であり、国馬

先生は「国際間の友情」を、安達先生は「自分をさ

らけ出してつき合うと友情が生まれ、自分に核を作

ると友情は消える」と力説された。次にグループ別

討議、記念講演に「日本人漱石の道」と題して、福

島県立博物館長高橋富雄先生が講演をされた。福沢



諭吉、新渡部稲造、夏日漱石は国民の大多数が推す

近代日本を代表する日本人の顔である。福沢は日本

の近代化を理論的にくみあげた人であり、新渡部は

近代における国際性をもった人……実際上の国際人

である。漱石は生活の中から考え方、生き方が先ず

人間であり日本人であった。人間として、日本人と

して道徳、哲学、宗教を含む作家としてユーモアを

持ち、ロマンを語った。日本人の人格はどうあるべ

きか、日本人である限り日本人の人格を作り出す、

これが日本人の道だ。これが世界の道となるとした。

大正3年11月25日、学習院で講演をされた。その主

旨は、日本人の人格、日本はどうあるべきかを諭さ

れた。自分は大学の英文学を卒業したが大学で何を

習ったか、それが全くない。文学とは何か、英文学

とは何か、全く自信がない。之で教師となる資格が

あるのか、今日の日本人には之程真剣に考えている

人が少ない。‥・…ここに今日の日本の教育の問乱点

がある。熊本の第五高等学校の先生になり、国から

外国留学を進められたが洋行しても何もプラスには

ならないと断った。校長に特に進められて洋行した。

今迄の他人本位でなく、自分がこう思うという考え

⊂套∃∈転亘二）吉野　勲署

去る12月1日の例会でご賛同頂きました山響クリ

スマスコンサートの件でございますが、例会終了後

山響の事務局と色々打合せいたしました。主催を当

鶴岡口一夕リークラブと山形交響楽協会で、後援に

は鶴岡市教育委員会、荘内日報社、NHK鶴岡放送

局、山形放送、山形新聞社、山形テレビさんにお願

いいたすことに決まり、各団体さまには快くお引受

け下さいました事厚くお礼申し上げます。

さて、入場料をどのようにするかという事になり

色々とご意見がありましたが、結局山響さんの強い

要望で、特に当市の小中高校生を対象に聞いて頂き

たいと云う事に落着き、会員各位には多大のご負担

をかける結果に相成る訳ですが、入場無料となりま

した。この入場整理券につきましては、会員の皆様

の所にも配布いたします。何卒PRに努めて頂き、

盛会裡に終りたいと思います。尚、先日私と幹事名

で全会員に広告掲載のご依頼状を発送してあります

が、出来るだけ多くの会員の皆様のご協力をお願い

申し上げます。

又、入場整理券は皆様に若干数お届けいたします

が、その外の配布場所は鶴岡R．C事務局、文化会館、

に立ってから、之が日本人の道だ、日本人である限

り日本人の人格を作り出すこの自覚、之が世界の道

となる等と話された。高橋先生は若い人には漱石の

作品を読む事を進めるという事であった。私も鶴岡

に帰って漱石の「私の個人主義」を読んだが、高橋

先生の話の詳細が述べられていて面白かった。皆様

にも、読まれたかも知れませんが、尚興味のあられ

る方にはお奨め致します。続いてレクリエーション、

夕べのつどい、キャンドルファイヤー、自由交歓で

あったが、24時半迄部屋で内緒に討論をした。

3日目は朝6時30分に起床、朝のつどい、奉仕活

動、グループ別反省、グループ別発表、閉講式、昼

食をとり12時30分に解散となった。

びっしりと3日間組立てられた日程であったが、

総体的にグループ別討議、グループ別発表にもあっ

た様に、友情とは仲々難しい。今迄研修生には仕事

が忙しくてこんな話し合いをする事があまりなかっ

た。貴重な講演、討議の機会を与えてくれたロータ

リーに深く感謝し、又、今大会を高く評価する。今

後友情の輪をひろげる事に努力し、一つでも多く実

践して行きたいと再会を期して解散した。

荘内日報社、NHKさんとなっております。

（幹事報告）　板垣広志宕
○例会日時・場所変更

鶴岡西R．C　　クリスマス家族会のため

日　時　12月18日（金）午後6時30分点鐘

場　所　　グランド　エル・サン

登録料　　7，000円

酒田R．C　　クリスマス家族会のため

日　時　12月23日（水）午後6時点鐘

場　所　ホテル　リッチ酒田

登録料　　5，000円

酒田中央R．C　　クリスマス家族会のため

目　時　12月25日（金）午後7時点鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　1，500円

酒田東R．C　　クリスマス家族会のため

日　時　12月22日（火）午後6時点鐘

場　所　酒田産業会館

登録料　　5，000円

○会報等到着

鹿児島西R．C、鶴岡西R．C、東京R．C

東北電力情報



（邦グラム委員会‾）≪新入会員スピーチ≫

－t　あ　か　り’

新入会員として、皆様の

前でご紹介されましてから

早くも1カ月たちました。

また、本日は、大変貴重な

時間を頂戴致しまして大変

ありがとうございます。入

会致しましてから何かと分

らないことが多く、皆様に

は、大変ご親ら別こご指導戴

きまして大変感謝致しております。この席をお借り

しまして御礼申し上げます。

入会以前は、週一度の例会に、はたして時間が取

れるだろうか、一番気にしておりました。最近では

お客様にも例会出席のことを話し、時間帯をずらし

て戴くなどをお願いしましてご理解願っています。

まだ1カ月しかたっていませんが、例会も楽しく過

ごさせて戴いておりますし、何とか続けていくこと

が出来るという自信がつきました。

初めのうちは、大変まごつきましたがS・A・Aの

仕事も少しずつ理解してきましたので、任期満了ま

で一生懸命努めさせて戴きたいと思います。

以前、ご挨拶の時もお話ししましたが、私の仕事

であります、電気設計という仕事は、一般の住宅の

配線設計から店舗、工場、病院、学校など多種多様

に及んでおります。

今日は、この仕事にちなんでttあかり”の話をし

たいと思います。電気のエネルギーを最初に実用的

に利用した用途は、アーク灯でありました。エジソ

ンが日本の竹を取り寄せて、それから繊維を取り出

し、電球のフィラメントとして利用したのは、とて

も有名な話です。光源の発光の方法には、「温度放

射」と「ルミネセンス」の2種類があり、我々がェ

ネルギーの不思議さを痛感し、物質のミクロの世界

の神秘さに思いをいたすのは、後者のほうでありま

す。蛍光灯や光る壁と言われる電子ルミネセンス、

さらに大昔から人々の心を捕らえたホタルや夜光虫

などの生物ルミネセンスなど……。

まずは、簡単に温度放射ということからお話しま

す。その昔、武家時代の名刀の出来具合は、鉄の焼

に　つ　い　て

日　　向　一　男　君

き入れ具合で決まったと言われ、その温度は鉄の肌

色で決まったと言います。

物体の温度をゆっくりと上げて行くと400～450

℃位で暗赤色になり、さらに温度を上げて行くと赤、

橙、黄、白の噸序に変化して行きます。皆さんの家

庭でごく→投的に使用されている白熱電球は、この

ような温度放射を利用したもので、必然的に電球は

高温になります。言ってみれば、光を出すために高

温の電熱器を作っているようなもので、光を取り出

すエネルギーの効率は非常に低く、能率時代の今日

としては、珍しく幼稚な方法であります。
一方、ルミネセンスとは、温度放射以外のものの

総称であり、これは助起された原子や分子やイオン

がそのエネルギーを放出するものであります。

ルミネセンス発光には、何らかの刺激が必要であ

り、刺激の種類によっていろいろ分かれます。また

発光の継続時間により、「りん光」と「蛍光」に区

分され、蛍光は、刺激の作用している問だけ発光し、

刺激を取り去ると直ちに止むものを言い、蛍光灯の

ようなものを言います。りん光は、刺激を取り去っ

た後でも、数分から数日もェネルギーを蓄積し、発

光を持続するもので、夜光時計などは、この応用で

あります。今日、照明に最も多く利用されているの

は、電気ルミネセンスを利用した蛍光灯や水銀灯、

ネオン管などであり、特に蛍光灯の年間生産高は、

「ロータリーの友」鵬11卓話の泉にあるように日

本は、2億5千万本であり、米国の2億本、欧州の

1億～1億5千万本で大変多く使用されています。
一口に照明と言っても、受けとりかたは、人によ

ってまちまちであり、特に最近は単に必要な明るさ

を得るだけでなく、対象物の色感を損なわず、適当

なアクセントがあり、また場合によっては気分転換

を促す、いわゆる「ムード照明」が求められていま

す。一頃の蛍光灯一本槍の照明方式は、少なくなり

点光源であり、暖色系の白熱電灯の併用が多くなっ

てきました。

しかし照明の本来の進歩の方向は、点（白熱電灯）

→線（蛍光灯）→面（ELランプ）の流れがあります。

ところが先述のように人は、一概にそのように納得



しない所がおもしろいと思います。つまり、陰の少

ないむらのない均一照度の照明は、確かに太陽照明

に近ずくものでありますが、人間はそれに強い反発

を示す本質があります。わさびやけんのない刺身が

つまらないのと同様に、アクセントや変化のない照

明は、飽きられるのだと思います。

我々がもし全面照明の部屋に入れられたとしたら

東　北　の　中

庄内人は積極性に乏しい

とか、人の足を引っ張ると

か、よく耳にします。しか

し、それは本質をついてい

ないと思います。

私も昭和20年鶴中を卒業

以来、昭和57年定年を前に

帰ってくるまで37年他所で

暮らして参りまして、よそ

の人になりかかっていた訳です。その体験から言っ

て、人の交流が十分で独善的考えがはびこらない環

境にあるならば、積極的で優秀な業績を上げ得る素

質を備えているものと考えています。

身近な例をあげるならば、NHK鶴岡局の事例が

あります。鶴岡局は、開局以来いろいろな人の交流

があり、その知恵や考えが蓄積され、良い伝統とな

って今に生きています。営業成績は全国でもトップ

の座を維持していますが、第－－線で活躍しているの

は積極性に欠けるなどと言われている庄内の人間な

のです。

私は勤務の関係で、青森、盛岡、仙台などに住み

ましたが、いろいろなカルチャーショックを味わい

ました。青森では転勤で8月に赴任したところ、道

路の真ん中でリヤカーに積んだ丸ノコで丸太を切り、

薪を割っておりました。炬燵に火鉢の生活に馴れた

私にとってまさに驚きでした。独特の発声の津軽民

謡、青森弁、豪壮なねぶた祭り等庄内では触れる事

の出来なかったものに触れ、大きな刺激をうけたこ

とでした。
tt井の中のかわず”になることは、怖いことです。

盛岡局では、営業を担当しましたが、当時盛岡の営

業成績は芳しくありませんでした。岩手県は広大で

どうでしょうか、全面が鏡の部屋に入れられたのと

同様に落ち着かず、しまいにはノイローゼになって

しまうのではないでしょうか。

まだ商品化は、なっていませんが未来の照明器具

と言われて話題になっている、「ELパネル」は影

の少ない均一照明を狙ったものでありますが、その

使用については、十分注意する必要がありそうです。

の　庄　内

秋　野　昭　三　若

しかも貧しい、成績が悪いのは当たり前という意識

が支配していました。他との交流が少なく空気が澱

んでいたのです。私は放送部からの移籍で、若干毛

色が変わっていて常識に捕らわれずに行動出来たし、

何よりも上部の配慮による人事の交流が新しい意識

を形成するのに役立って業績が向上し、なんとか任

務を果たすことができました。

青森にしろ、盛岡にしろ優れた人材が数多く輩出

しており、秘められた素質は素晴らしいものがある

と思います。

高速交通網から取り残された庄内にも、やがてこ

れが整備される日がやってきます。北前船で繁栄し

たかつての庄内、それを上回る庄内を期待したいと

思います。

（ス　マ　イ　ル〕

大森知夫様（社団法人山形交響楽団理事）

「山響クリスマスコンサート　イ

ン鶴岡」の開催にあたり、貴R．C

のご理解とご協力に感謝いたしま

して。（先週お預り）

〔摩ジ　タ‾⊥⊃

な　　　　　し

純岡口一夕り【グラフ、創立　昭和34．6　9　　承認　昭和34．6．27　253地区
一汗務　局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711
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（ゲストスピーチ）

芽　を　育　む

tt幼児期に狼に育てられ

た2人の子どもが、人間の

手で10年近い教育を受けな

がらも、狼の習性を捨てき

れず、人間らしくなれない

例”からみて、幼児期とい

うのは、環境から学びとる

力が大であり、それがやが

てt’生きていく力”となっていくことがわかる。

それゆえに、幼児に今、何をさせ、何を育てていか

ねばならないかをみきわめることが大事である。

幼稚園とは、

1．学校であり、保育園とは別組織

○数　県内120（国公立19．私立101）

、＿J　　　　　鶴岡11（市立3．私立8）

○年令・期間　3～5才　3～1年

2．幼稚園の目的

「幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心

身の発達を助長することを目的とする」

すなわち、幼児がよく遊び、活動できる環境を

整えて、幼児自ら育とうとする力を正しく伸ばす

よう援助する。

子どもの育ちを、人格の発達の視点からとらえ、

さまざまな生活体験を通して、全人的教育をする。

3．幼児の特性

○自己中心性が強い

幼　稚　園　教　育

鶴岡幼椎園　澤　田　光　枝　様

○感受性の強い時期

○甘えの時期

4．最近の幼児の実態

○社会情勢や家庭環境の変化が子どもの生活に反

映し、鶴岡でも全国同様の都市化現象がはっき

りと表われている。

兄弟数の減少、物の氾濫、車社会、地域に遊び

集団がない‥‥‥等の現状の中では、子どもの世

界に社会生活が成立しなくなっている。その結

果、疲れやすく根気がない、遊びの不足、人と

のかかわり不足……など、心身のひ弱さが目立

つ。

5．幼稚園の生活

○子どものあるがままの姿の受容

○あそびや活動を通して、あそぶことのたのしさ、

人とのかかわり、発見や工夫、ルールの大切さ、

痛み、苦しみ、思いやり、知る（学ぶ）よろこ

びなどを体験させていく。

6．幼椎園で育つもの、育てたいもの

O tt人間として育つための基礎づくり”をする。

○知識をうえつけるのではなく、体験でしか育た

ない知恵、人間として生きる知恵を育てる。

○子どものもっている好奇心、興味関心、学ぶ力、

意欲、自主性、人とのかかわり、豊かな感性を

育て、生き生きとした幼児に育てたい。

立派な人間として生きていくために、tt調和のと



れた豊かな人間に”。その芽を育んでいくのが幼稚

園教育であり、今、伸びようとするひとりひとりの

幼児に、すぼらしい幼稚園生活をおくらせたいもの

である。

（会長報告〕
吉野　　勲署

J一・Ⅰゝ髪本月例会終了後、当産業会館3階に於きまして

第3回クラブ協議会を開催いたします。各委員長

さんは必ずご出席して下さい。委員長さん欠席の

場合、代理の方のご出席をお願いいたします。

2．庄内分区代理よりの連絡ですが、63年2月7日

（日）ホテルリッチ酒田に於きまして新会員研修

会が開催されます。義務出席者は会長、幹事、情

報委員長、2年以内の新会員となっております。

該当する方のご出席をお願いいたします。尚、ク

ラブに分担金として1万円の要請がされておりま

す。

3．昭和63年1月17日、九里学園教育センターで行

われます、1988年地区ロー一夕リー情報セミナーの

開催について、ガバナーより連絡が入っておりま

す。義務出席者は会長、会長エレクト、情報委員

長、広報委員長、その他新会員となっております。

4．今年も余すところ半月となりました。なにかと

せわしい時期に入った感じです。

先程来会員の皆様にご協力を戴いております今

年度の大きな事業の山形交響楽団の演奏会開催に

つきましては、先日、山饗の細谷氏より全会員の

所にお邪魔し、ご協力を願った訳でございますが、

多くの会員よりご協賛を願い誠に有難うございま

した。お蔭をもちまして当初予定いたしました口

数が増え、50枠になりました。皆様には1口1万

5千円をお願い致した訳でございますが、今、申

し上げました50ワクとなりますと、1万円のご負

担で予算の上では賄われるようでございます。

甚だ出費多難の折で申し訳ございません。何卒

宜敷くご協力の程をお願い申し上げます。当日18

日には是非ご家族皆々様お誘い合せの上、ご来場

戴きますことをお願い申し上げます。

（軍事報告）
板垣広志署

○例会変更のお知らせ

酒田中央R．C12月18日の例会を勉強会のため

日　時　12月16日　午後6時

場　所　　ホテル　リッチ酒田

八幡R．C　クリスマス会のため

日　時　12月19日　午後6時

場　所　一候公民館

登録料　　5，000円

温海R．C　クリスマス会のため

日　時　12月21日　午後5時30分

場　所　温海グランドホテル

登録料　　6，000円

鶴岡東R．C　クリスマス会のため

日　時　12月23日　午後6時30分

場　所　　グランド　エル・サン

登録料　　6，000円

12月30日の例会は年末のため、12時15分に変

更。

○郡山南R．C15周年記念誌到着

OR．Ⅰニュース到着

○鶴岡に国際ソロプチミスト鶴岡の認証状伝達式の

案内　会長出席

創立30周年記念行事について

市川輝雄署

こけしで有名な鳴子温泉から10尾淵程秋田県側に入

った所に鬼首という所があります。そこには日本で

も有名な間数泉があり、間をおいてすさまじい轟音

と共に摂氏百度を越す熱湯が数十米も噴きあがるの

を見ることが出来ます。欝屈したものを一挙に開放

するように噴出するさまは壮観であり、感動的でも

あります。

明年度、当クラブは創立30周年という大きな節目

を迎えます。仕方なくやる義務的な周年行事ではな



く、ロータリアンならずとも感動を覚える様な30周

年記念行事にしたいと思います。

かの鬼首の間歓泉の如く、10年間こらえていたク

ラブの底力を一挙に噴出して、人々をしてさすが伝

統のクラブだ、やんぬるかな！　と賞賛されるよう

なものにしたい。そして、ロータリーにかけた男の

ロマンと情熱を高らかに歌いあげてほしいと思うも

のです。

30周年記念行事の基本方針として、実行委員会と

しては次のように考えています。

○参会者に深い感動を与える式典。

○ロータリアンとしての友情と喜びを満足させる

祝宴。

○機能的でしかも芸術的センスに溢れた記念誌。

○市民に親しまれ、後世まで高く評価される記念

事業。

○鶴岡R．Cのアイデンテティを強く社会に主張す

る広報活動。

限られた予算の枠の中でどれだけの効果と演出が

出来るかわかりませんが、皆様の叡智を結集して、

すぼらしい30周年にしたいと思いますので、よろし

くご協力の程お願い致します。

実行委員長挨拶

三井　　徹署

30周年実行委員長を仰せつかり、誠に光栄に存じ

ます。私自身高齢でもあり御役に立てるか疑問でも

ありますが、皆様の御協力に依りまして意義深い大

会に盛りあげていきたいと思いますので、宜敷くお

願い致します。

山響コンサート開催の御礼

向山事務局次長

12月18日のクリスマスコンサートを主催戴き、又、

会員各位に於かれましては多くの協賛と御援助を賜

わり、誠にありがとうございます。

当楽団発足以来、鶴岡の皆様には大変御世話戴い

ているわけですが、今迄にこれといった交流も持て

ないまま現在に至っておりますが、これを機会に今

後共宜敷くお願い申し上げます。

漣＿＿＿＿＿＿山奨学去つ
張　　紹淵君

本日の米山奨学会の御協力金は9，655円です。

どうもありがとうございます。

⊂i‾‾マ　イ　ノ‾しっ

佐藤元伸君　　山響コンサート開催に際しこ会員

皆様には多大な協賛戴く事が出来

ましたので感謝致します。

田中錦造君　鶴岡局オリジナルのテレカ2枚

（御殿まりといづめこ人形）を製

作、販売致す事になりました。よ

ろしくお願い致します。

日向一男君　　山形県電力活用協議会主催の照明

コンクールに於いて入賞しました

のでスマイル致します。

藤川享胤君　　娘が世話になっている鶴岡幼稚園

のゲストスピーチがありますので。

三井　徹君　　創立30周年の実行委員長に推され

ましたので。

中野清吾君　　日本商工会議所発行の月刊誌tt石

垣”に寄稿したくt奥の細道につい

で’文章が掲載されましたので。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　桜井　　晋君

奥山一善君

成田邦夫君

石黒慶一君



お　く　や　み

鶴岡旅館組合組合長

飯白祐借氏

昭和62年12月15日午後7

時33分荘内病院にて死去。

享年　73才

葬儀は20日午前11時から

宿和町の長園寺にて。

大正3年4月16日生れ

昭和34年11月24日、鶴岡R．C入会。

現在、十日町商店会会長、鶴岡市本町一丁目

第3町内会会長、県旅館組合理事、日本観光旅

館組合理事。前鶴岡地区食品衛生協会会長など

多方面において活躍。観光、地域発展に尽力致

しました。謹しんでおくやみ申し上げます。

一夕」を感

（第1433回例会会報より続く）

委員会の数

推奨クラブ細則の第7条に、R．Ⅰが設置するよう

すすめている委員会がしるされていますが、委員会

の数と規模は、各クラブの構成、能力、目的によっ

て、独自にきめられます。いずれのクラブも、その

事情により委員会の数を自由に増減することができ

ます。しかし、多くのクラブが、『クラブ会長必掲』

にのっているロータリークラブ委員会組織案を採用

しています。なぜなら、この案は、ロータリーの長

年の現実的経験に基づいてつくられたものだからで

す。これは、ロータリーのいろいろな活動の総合調

整計画ともいえるもので、各委員会がその役割の実

行にあたって、理事会や委員会の協力を、確保でき

るよう配慮されています。また、各委員会の活動の

、′／

重複を最小限にとどめるよう企画されています。

委員会の活動は、奉仕の四大部門にそっておこな

われます。奉仕の四大部門とは、クラブ奉仕、社会

奉仕、職業奉仕、そして国際奉仕を指します。会長

は、この四大奉仕部門をそれぞれ担当する理事を一

人ずつ指名します。各奉仕部門を担当する理事は、

その奉仕部門の委員会の活動を統括します。それら

の委員会（小クラブでは委員が1人だけの場合もあ

る）は、担当理事に対して責任をもち、各種活動、

奉仕事業あるいは例会プログラムなどの手配をしま

す。たとえば、国際奉仕部門担当の理事は、世界社

会奉仕委員会、国際青少年交換委員会、ロータリー

財団委員会、3－Hプログラム委員会などを監督し

ます。

クラブ奉仕は、クラブの基盤となる奉仕部門です。

ほとんどのクラブが、出席、職業分類、クラブ会報、

親睦活動、雑誌、会員選考、会員増強、プログラム、

広報、ロータリー情報など、委員会組織案にのって

いる、すべての委員会を設ける必要をみとめていま

す。ほかの3部門の社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕

の委員会組織は、通常、クラブの規模に応じてきめ

られています。

これらの委員会は、奉仕活動の起動力となるもの

であります．

純岡口一夕り川クラブ創立　昭和34．6　9　　承　認　昭和34　6．27　253地区
・il務　fH）　鶴岡　市馬場町　鶴岡商工会議所内　電　話　0235（24）7711

別　会　場　鶴甘市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎過火曜日　午後1230－1．30



（会長報告〕
吉野　　勲署

1．皆様ご承知の事と思いますが、悲しいご報告と

なりますが、去る12月15日、例会にはお元気で出

席された飯白祐倍君が不慮の事故にあわれ他界さ

れました。20日にお葬式があり、クラブの規定に

よりご香典と生花をお上げし、告別式に参加して

参りました。心よりご冥福をお祈り致します。

皆様と共に黙祷を捧げたいと存じます。

2．12月16日、会長、幹事で、先の理事会で決定頂

きました歳末助け合い協力金を市、社会福祉協議

会、NHK鶴岡放送局さんへ差し上げて参りまし

た。

3．去る12月18日、皆様のご協力によりまして山形

交響楽団の演奏会が文化会館で行われ、市民のみ

なさんに大きなプレゼントをいたしました。理事

会で決定したのが12月1日であり、期間が余りな

く、初め心配いたしました入場者数も満席の盛況

で、団員の方々も大へん喜んで、このような盛会

は最近なかったそうです。会員のみなさまのご協

力本当に有難うございました。特に佐藤元伸社会

ク　リ　ス　マ

クラブ奉仕委員長　高橋良士署

西R．C、東R．Cの各会長、幹事を含め8名の方々

をお招きしました。又、会員及びそのご家族の方々

多数ご出席をいただきありがとうございました。親

睦を深め、意義あるクリスマス家族会ですので、楽

しい一時になるようお祈りしてご挨拶とします。

奉仕委員長さん始め、S・A・A皆川委員長、藤川

委員長さん外、関係委員の方々のご奉仕に対し厚

くお礼申し上げます。又、各報導機関の広報活動

に対しても厚くお礼申し上げます。

（学事　報告〕
板垣広志署

○山響の広告料集金依頼

○鶴岡東R．Cクリスマス家族会ご案内

日　時　12月23日　午後6時30分

場　所　　グランド　エル・サン

登録料　　6，000円

○全日本R．C会員スキー大会（家族もOK）

日　時　　2月23日

場　所　群馬県草津町　国設スキー場

ホスト　　草津R．C

締　切　1月10日

会　費　10，000円

○国際ロータリー　フィラデルフィア大会の申込

5月22日～25日迄

ス　家　族　会

式　次　第

司会　丹下誠四郎

1．開会の挨拶

クラブ奉仕委員長　高橋　良二



2．クリスマスソング（きよしこの夜）

ソングリーダー　藤川　享　胤

3．銀婚式表彰　　　　　会長　吉野　　勲

受賞者名

高　橋　艮　士・多恵子夫妻

関　原　亨　司・秋　子夫妻

4．米寿表彰

受賞者名　鈴　木　善　作

5．乾　　　杯　　　　　　　　市川　嘩雄

6．ディナータイム

7．ゲーム大会　　　　進行役　丹下誠四郎

8．クリスマスプレゼント

9．ロータリーソング（手に手つないで）

ソングリーダー　藤　川　宇　胤

10．閉会の挨拶　　親睦委員長　丹下誠四郎

きよしこの夜斉唱

どれにしようかな・…‥

（三二スト〕

0鶴岡西R．C会長　　佐　藤　　拡様

○鶴岡西R．C幹事　　斎　藤　敬　二様

○鶴岡東R．C会長　　榎　本　　孝様

○鶴岡東R．C幹事　菅　原　松　雄様

○元会員夫人　　小　花　春　子様

○元　　会　　員　　安　藤　定　助様

○元　　会　　員　　川　村　徳　男様

○㈱エルサン社長　　早　坂　　　剛様

銀婚式謝辞

米寿謝辞



ヽ－／／



山響つくニ莞莞1両同

会長報告にもありましたが大成功の内に終了しました。

ど協力に感謝します。

机岡ロータりⅥクラブ創立　昭和34．6　9　　承認　昭和34．6．27　253地区

小　結　h　　鶴岡　市馬場町　鶴岡商工会議所内　電　話　0235（24）7711

例　会楊　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230－1．30



（会長報亘‾＿〕　吉野　勲署

先づ最初に、会員の手塚拓君が、この度会社の異

動によりまして東京本社にご栄転のため、当クラブ

を退会することになりましたが、手塚君には昭和58

年2月1日ご入会以来いろいろな委員長さん始め、
ご活躍を頂きまして厚くお礼を申し上げます。優秀
なロータリアンが離れられますことは、当クラブに

とって誠に残念ではございますが、新しい赴任地に

おきましてはお体に充分ご留意なされ、今後益々の
ご健闘あられますようこ期待申し上げ、お祈りいた

します。

次に、去る22日のクリスマス家族会には会員並び
にご家族150名のご参加を頂き無事終了出来ました。

丹下親睦委員長さんを始め、各関係委員の万々のす
ぼらしい企画で和気あいあいの中に終ることが出来
ました。有難うございました。

次に、鶴岡高等養護学校の生徒さんより、先の山

響クリスマスコンサートにお招き致したことに、そ

のお礼状が届いております。又、併せて「はばたき

鳥」と題したすぼらしい陶器の作品を頂きました。

さて、今年も早いもので、7月会長就任以来、今
日が今年の最終例会となり漸く折返し点に到達致し
ました。残されました復路を皆さんのご友情にすが

りながら努めさせて頂きたく存じております。どう

ぞ宜敷くご指導とご教示を賜わりますようお願い申
し上げます。どうぞ皆さん良いお年をお迎え下さい

〔幹事報告）板垣広志君

報告事項の前に、誠に急なことですが、今日午後
6時より手塚拓君の送別会を中国飯店で行います。

多数のご参加をお願いします。
○例会の変更　酒田R．C　1月6日（水）は新年会

のため午後6時、会場．六助、登録料．5，000円
○酒田東R．Cより会報到着

OR．Cレート改正のお知らせ　現在＄142円を、昭

和63年1月1日より135円60銭に変更されます。
○台湾のロータリアンから当クラブに年賀状3通到

着しております。
○高田桝助君にポールハリス　フェローの表彰

（ぉ別れに当って＿〕　手塚　拓看

手塚でございます。私は
こちらに昭和58年1月に赴

任してまいり、直ぐさま2

月にR．C入会させられビッ

クリしたものでしたが、早

いもので5年間のおつき合

いを頂き大変有難うござい

ました。特に個々の方々の

文化的感触にふれあうこと
ができ、私にとって新鮮な

ものであったし、素晴しい集団の中に入れて頂いた
と思っております。私のような都会育ちの者にとっ

て庄内、鶴岡という所でいろんな方とのおっきあい
は素晴しい印象として残ったといえます。東京に戻

り本社営業を担当することになりますが、皆さんと
のふれあいで得た経験を生かし、残されたこれから

の人生に生かし、頑張って参る所存です。どうも5

年間、○のつくロータリアンではありませんでした

が、皆さんの友情に深く感謝し、お別れの挨拶とし

ます。有難うございました。

（ス　マ　イ＿1し）

高橋艮士君　去る18日に行われた山響クリスマ
スコンサートに対し、会員皆さん

のご理解、ご協賛をいただき誠に

有難うさまでした。又、私の銀婚
式にあたっての素晴らしいプレゼ
ント有難う。

吉野　勲君　　山響クリスマスコンサート本当に
ご苦労様でした。

板垣広志君　　会長と同じ
関原亨司君　　映えある銀婚式で祝いを受け心か

ら感謝いたします。
杉沢保吉君　　t一花と緑のモデル都市”に協賛し

鶴岡公園の大宝館へのライトアッ
プを行います。又、1月1日より

電力料金の値下げが認下されまし

た。

手塚　拓君　　5年間、スマイルの回数が不足で
あったのではと自己反省してます。



斎藤庄治君　クリスマス家族会で孫が沢山の賞
品を頂きました。
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A
コ耳 長　年　頭　の　辞

新年あけましておめでとうございます。

ご家族の皆様もお揃いで佳きお年をお迎えになら

れた事とお喜び申し上げます。

初例会に当り一言ごあいさつを申し上げます。

昨年は年度早々台湾高雄R．A．Cの訪日に始まり、毎

月のように地区の集り、又、庄内分区内の周年行事

並びに新クラブ結成と相次ぎました。その間、会員

増強もこの年度4名の方々の入会を噴き、又、12月

には「山響Ⅹ’masコンサートin　ツルオカ」を開

催。1，000名を超える盛況にはさすが鶴岡クラブの

面目躍如なるものがありました。市民に大きな、す

ぼらしいクリスマスプレゼントが出来たと同時に、

ロータリークラブの広報にも大きな効果があり、意

義ある大きな事業ではなかったかと思われます。又

了盲l、長森．吏
吉野　　勲署

1．本日開催の理事会の決定事項を報告いたします。

○飯白さんからの香典返しはスマイル会計に繰入

れする事に決定いたしました。

○恒例の鱈汁会は2月2日（火）、オークションを

含めまして親睦委員会・社会奉仕委員会で行な

う事となりました。詳細は後報します。

○山響Ⅹ’masコンサート決算報告が承認されまし

た。社会奉仕会計より20万円、会員諸氏からの

広告収入50万円、計70万円を山響さん並びに荘

内日報さんへお支払い致しました。

2．先頃実施いたしました昼食に関するアンケート

吉　野　　　　勲　君

クリスマス家族会も150名の出席を噴き盛会樫に終

る事が出来ました。高田耕助君のポールハリス　フ

ェローの誕生とおめでたい事が続きましたが、飯白

君の急死は大きな痛手であったと思います。

後半も何かと行事が出て来ようかと思われますが、

なんとか頑張って努めさせて頂きたく存じます。

今年は天にも昇る龍年でございます。新聞、その

他報道では景気も明るいと予想する企業が増えてい

るとのことですので、なんとかこの一年、皆様共々

健康でご自分のお仕事のより一層のご発展をお願い

し、新年のごあいさつに替えさせて頂きます。

尚、本日はSAAさんのお取り計いで、荘内神社

でご祈祷して頂いたご神酒を用意いたしました。

の結果に基づき、本日会長・幹事及びSAA委員

長の3名がエルサン早坂社長宛、種々申し入れを

行なう事といたします。

3．富士印刷嶺岸社長より奉仕の理想の貯金箱を、

張紹淵君を通じお届けいただきました。嶺岸さん

のご奉仕に対し厚く御礼申し上げます。後日理事

会においてどう使わせていただくか決定いたした

いと思います。

4．恒例によりまして、エルサンの社員の方にお年

玉を差し上げます。（贈呈．拍手）

⊂亘j＝亘きつ　板垣広志署
○年賀状到着　18通



○会報到着　　鹿児島西R．C

O後期分会費70，000円を1月26日例会日迄に納入

下さい。

○東北電力杉澤君より手帳・カレンダープレゼント

をいただきましたので、お持ち帰り下さい。杉澤

君ありがとうございます。（拍手）

○張紹淵君よりロータリー財団へ多額の基金をいた

だきました。ありがとうございました。（拍手）

○年男記念品プレゼント

大正5年生れ　　佐藤噸治君．菅原辰吉君

内山喜一君

昭和3年生れ　　飯野噸治君．諸橋政積君

秋野昭三君

昭和15年生れ　　若生恒吉君

〔‾‾盲員金型鞋〕

〔亘＿重きi至」
佐藤順治君

〇年間皆出席

28年間皆出席　　張　紹淵君

8　　〝　　　　　阿蘇司朗君

2　　〝　　　　　布施隆夫君

1　〝　　　　　毛呂陸士君

012月100％以上出席　　4名

180％　張　紹淵君

＿？ロクラム義臣百・

120％　板垣広志君．中江　亮君

若生恒吉君

012月100％出席　　48名

阿蘇．藤川．布施．早坂．平出．石井．石川．

石黒．市川．飯野．黒谷．小池．小松．三井（賢）

毛呂．迎田．諸橋．松田．中野．中沢．斎藤（隆）

佐藤（忠）．佐藤（Jl扮．佐藤（衛）．佐藤（友）．

新穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．荘司．関原

庄司．佐々木．斎藤（昭），高橋．丹下．鈴木（肇）

高田．塚原．忠鉢．碓氷．山口．吉野．笹原（信）

杉澤．秋野（昭）．日向．皆川

⊂重　奏互二）丹下誠四郎君

01月会員誕生

玉城俊一君．板垣俊次君

吉野　　勲君．三井　　陛君

荘司俊治君．忠鉢　　徹君

01月奥様誕生

毛呂幸子様．鈴木　　勝様

津田満里子様．庄司志津子様

村中和枝様

○鱈汁会のご案内

2月2日（火）予定いただくと共に、オークシ

ョンの品物2，000円相当、あるいは現金をご用

意下さい。詳細は文書でご案内いたします。

年男辰年を大いに語る

竜に関係のある言葉、諺

は沢山あります。

青巨虎相持つ‥力量の伯仲

した2人強者がいて、互

いに争っている様をさす。

登　龍　門・‥中国黄河上

流の龍門を登った鯉は龍

になるという伝説から。

肯巨は一寸にして昇天の気あり・‥すぐれている者は、

佐　藤　順　治　者

小さい時から普通の者とは違った所がある。

画　籠点爵…画龍点晴を欠く。隋は龍の目玉、よ

く出来ているが、最後の詰めが甘い様子。

龍頭蛇尾…始めは盛んだが、あとになってしり

つぼみになってしまうたとえ。
が　りよう　はう　すう

臥籠鳳雛…地にもぐっている龍。まだ雛のうち

の鳳凰。まだ世に出ていない優れた人物。

逆鱗にふれる…竜の喉の下にある逆さの鱗に触れる

な、の伝説から、君主を怒らせること。



又、龍の彫刻や絵画は国内は言うに及ばず、中国、

台湾等に非常に多く見受けられる様であります。

その効用は農耕に大切な雨を降らせる神であり、又

海の豊漁と航海の無事を祈る神として有名でありま

す。善宝寺の龍神様は正にその最たるものであり、

遠く北海道の漁業関係者の寄附などを見ても、その

効果が如何に大きいのか窺える様な気が致します。

更にもう一つ、東京の下町、人形町にある水天宮

様に行くと、かたわらに金属製の竜の口から、清い

水がチョロチョロ流れ出ている場所があり、この水

で喉をうがいすると、美声を保てると言われている

そうであります。長唄の師匠、歌手、芸能人らが竜

の水でうがいをして、更に水筒にも入れたりして持

ち帰るそうです。

以上、龍にまつわる色々のことを申し上げました

が、龍とは一体なんであろうということであります

が、これは皆さんご存知の通り実在しない想像の動

物であり、又、理想の動物と言われますが、強いも

のに憧れる夢を托した願望の姿ではないでしょうか。

ところで、この龍が辰として十二支の中に入って

いるのはどういうことでしょうか、私には分りませ

ん。よく人は生れ年の十二支の動物に性格が似てい

私は辰という言葉には非

常に劣等感を持っておりま

した。落語などでtt辰っあ

ん”tt熊さん”と出てきま

す。そして、「ナーンダ辰

吉か」と言われるから、誠

に情ない感じです。ですが

私の柔道の先生が「辰はシ

ンとも読むんだよ」と言いttスガワラシンキデ’と

大声で呼んでくれました。先生とはありがたいもの

だとこの時から思っております。

ところで、辰について調べてまいりましたのでお

話してみたいと思います。

tt辰”十二支の第五位、方位では東南を表し、時

では午前8時、9時、月では陰暦3月に配する（新

ると言われていますが、ほんとうでしょうか。

辰（龍）を除いては皆実在の動物でありますから、

その性質は判りますが、辰（龍）に至っては、その

性質を知る術がありません。如何んとも判じ難きは

龍であると私は申し上げたい。

さて、この十二支を別の観点から眺めてみますと

十二支の字が実在の動物の名前と全く別の字である

ことに気がつくでしょう。これは旨、方角と時刻を

表わす指針になっているのだそうであります。辰の

方角は南東東であり、時刻は昔は五ツ、今の時刻で

言えば午前8時頃となっております。動物の字はあ

て字のようです。この様に考えていくと、十二支の

動物と年男の性格がよく似ているということは眉唾

物ではないかと思われます。

最後に申し上げたいことは、年男と年男でない人

は何等変りがないということです。若し違っている

処があるとすれば、毎年年男は皆さんの前でこの様

にお話をする様要請されることであると思います。

又、元日のテレビでフィリピンからの放送で、フ

ィリピンでは辰年生まれの人は頭が良い、子供を生

むなら辰年に合わせて生むそうです。私自身も信じ

たいと思います。

菅　原　辰　古　君

字鑑）

日本書記では竜をくたつ＞と呼んでいる。日本で

は竜を胴はヘビに、角はシカに、目は鬼に、耳は牛

にそれぞれ類似した巨大は虫類として描かれ、足は

4足、体には剛鱗をもつという。中国思想の影響も

ぁっ一指獄即ちめでたいしるしとする信仰もみら

れる。竜の神が海　宮にあり、竜となる神が海神
むすめ

の女であったと述べているのは注目すべき点であ

る。海神としての竜神信仰は海人の集団の間で長

く持ち続けられた。竜蛇信仰に関連する神話・伝説

は決して少くない。水田耕作や農耕儀礼に結びつい

て、竜神が雲や雨水を司る神として信仰されたこと

は、民間信仰の水神に竜神をまつるものが多く、桓

義朝に平安京に造営された神泉苑では、竜王をまつ

って雨ごいを行なっているが、雨ごいと竜蛇信仰が



密教を媒介としながら貴族間にも継承された例であ

る。

広辞苑によれば竜は海中または池、沼中にすみ、

神秘力を有するという想像上の動物で、姿は巨大な

爬虫類で、胴は蛇に似て剛鱗をもち、四足、角は鹿

に、眼は鬼に、耳は牛に似、地上では深淵、海中に

潜み、時には自由に空中を飛翔して雲を起こし、雨

年男と言われて、今更と

いう感が深かったのですが、

考えてみますと、これまで

に節目と思える事が二つ程

数えられます。

その一つ、昭和15年5月

無事帰国、即除隊致しまし

た。当時は東京に居りまし

たので、無事社会復帰のお礼を、成田不動尊へお礼

（う　マ　イ運つ

塚原初男君　　会員の皆さんより早々に賀状を頂

戴いたしまして、スマイルをもっ

てご返事に替えさせていただきま

す。平にご容謝下さい。

板垣広志君　　入会13年余りにして、始めて出席

率100％超で名前を呼ばれまして。

丹下誠四郎君　　似合うメガネに替えた事と、今後

とも皆様にスマイル協力をお願い

〔＿L曇」ヱ＿二）

鶴岡東R．C　　上野朝重君

を呼ぶという。インドでは仏法を守護した説話が多

く、普通毒蛇、コブラの形で表現され、竜王はその

威力を神格化したもの、我国では竜神といわれる。

竜は一寸にして昇天の気ありといわれ、我々はそ

の勢いで今年は大豊作と商売繁昌、皆様の大発展と

幸福をお祈り申し上げます。

内　山　喜　一　君

参りを致しまして、以来年3回、1月、5月、9月

をお参りの月と決めて参りました。今年を含めて3

年後の昭和65年は、通算満50申し半世紀という事に

なります。

二つめは、昭和25年7月書店を開業致しました。

同じく昭和65年は創業満40年となります。3年後の

この節目に向って、年男の今年をステップの年と秘

かに考えておる次第です。年男の夢としてお聞き頂

ければ幸いと存じます。

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

巨督テ　り　鶴岡　市鵜場即　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市掲揚町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～1・30

、
）



（コ竺」竺旦二三⊃

時　　　局 講　　　演

衆議院議員．宏地会事務総長　加　藤　紘　一　氏

大変ご無沙汰いたしてお

ります。過去3年間、防衛

庁長官をしたり、自民党の

政調会長代理をしたりで大

変忙しく、帰る機会も少な

く、お詫びする気持で一杯

です。

今度私は派閥の事務総長

として90人の衆参国会議員

＼＿′ノ

がスムースに次の選挙に当選できるように、又、一

人でも多くできないか、とか人の面倒を見る仕事で、

だんだん大人の世界に入ってきた感じです。又、党

の方の仕事は簡単に言いますと、手を抜こうと思っ

ていますが、農業関係の仕事は最近ごたごたいたし

ておりまして、どうしても手が抜けなくて、日米の

農産物の話とか、それに関する日米間の仕事だけは

従来通りしなければならないと思っています。

昨年私達は、なんとかして宮沢さんを総理大臣に

したいと思って、段取りだけは非常に旨くいきまし

て、我々の思った通り最後の中曽根総理に白紙一任

全員することに決定し、安竹連合が崩れ、あとはお

みくじを待つのみでしたが、最後のおみくじが悪く、

世の中なかなか旨くゆかないものだと思いました。

なぜおみくじになったかと申しますと、単的に云い

ますと田中、竹下グループが過去10数年政権をとっ

ていないことではないか。人数が多いということも

重要なファクターでしょう。長年政権をとっていな

いとらろに渡した方が政権と、党内が安定するだろ

う。宏地会の場合には、中曽根さんの前が鈴木、大

平の政権でしたので、ごたごたするのかとの判断が

あったのでしょうが。それから中曽根さんがカムバ

ックの夢を持っているのではないか、二年後には、

事によっては竹下政権が対外関係等が旨くゆかなか

ったら再登場を考えているのではないか。「二年後

に予備選挙に出る資格があるんだよネ、俺はネ」と

最近云っているそうです。皆心の中で疑念を持って

る時に、そのような話が伝わると、「うむ、やっぱ

りか」となる。そうすると渡辺美智雄と中曽根さん

の関係がどうなるか、これから半年、一年が皆んな

の関心事になるでしょう。我々はこれから宮沢さん

政権をもう一回作ろうと思って勝負をしてゆきたい

と思います。よく宮沢さんはもう無理なのではない

か、今度が最後のチャンスだったんであきらめて別

の体制を考えるべきではないか等と云われておりま

すが、世の中、政局は一寸先が闇でございます。福

田さんが田中角栄さんに負けたとき彼の年令は67才

です。今、宮沢喜一槌才です。福田きんは当時54才

で、子分も多いし、金もあるし、エネルギッシュな

田中角栄さんに負けた訳ですから、これで政権は遠

のいたと思ったのです。そして二年後、田中さんの

金脈退陣によって三木政権が出来た時、もうこれで

終りだと云われた時、二年後71才で福田内閣が誕生

しました。大平さんがその後逝くなって、そして誰

を後継者にするかというときに三角大福中の内に中

だけがまだなっていなかったのです。当然中曽根さ

んとなった訳ですが、しかし世論はそうでなく、結

局鈴木善幸さんという予想外の人がなった。そして

中曽根さんは行政管理庁庁官という当時、閑職に追

いやられて、これで中曽根政権は無理だと云われま

した。二年後中曽根政権が出来て、予想も出来なか



った5年も続いた訳であります。だから、ある程度

の今の竹下派とか宮沢派、中曽根派、安倍派だとか

これぐらいの80～90人前後の勢力があり当人が一生

懸命頑張っていれば、いろんな可能性があるのだと

思います。したがって我々はもう一度宮沢さんに勝

負をさせて見たい。そんな気持で一年、二年頑張っ

てゆきたいと考えています。宮沢さん自身も槌才に

して初めて挫折を味わった訳ですから悔やしいとい

うことで、このままでは墓場にもゆけないという顔

で今、必死にやっているし、一番のびのびとして明

るく割り切って頑張っているので、これから一年一

年、お手伝いをしていきたいと思っています。

竹下政権はどの程度続くのかねと聞かれますが、

これは皆目見当がつきません。ただ、今度のアメリ

カ訪問でどういう成果が収められるかでありますが、

農産物にしても公共事業にしても、そこそこのあま

り大きなテーマにはならないようにしながら帰って

これるだろうと思っています。しかし、マスメディ

アと政権の関係が重要ですので、総理大臣がある程

度のメリハリを付けて、いろんな事をお話をし、ド

ラマを作っていかないと、新聞記者の方が書くこと

がないとイライラして、書かないと仕事にならない

ものですから、上の方から文句を云われる訳です。

書くことがない、話すことが言語明瞭意味不明とな

ると、段々フラストが留まっていく、そうなると4

～5月後が竹下政権の一つの山場になってくるので

はないか。選挙が来年の衆参同一選挙になるのでは

ないかと思いますが、そこに向けて税制改正でどの

ような山場をつくれるかで政権に大きく影響してく

るでしょう。

税制改正はどうなるのかですが、これはかならず

やると思います。これまでの経験で非課税品目を少

なくし、薄く簡単にするだろうと思います。前回の

税制改正で大きな反発が出たのは、税金は払う、し

かし商売の中身はのぞくな。ということだったので

す。しかし、そうは云うものの一般の企業だって経

理内容を見られる時代になっているのだから、時代

に即応しなければならないのではないか。その部分

を含めてどの程度説得できるのかがポイントになっ

てくるだろうと思います。

さて、円が今日128円のようです。一時120円を

切りそうになりました。この間から180円を切った

ら日本経済がだめになる、150円切ったら、130円

を切ったらだめになると云われながら日本経済は発

展しています。どうして燈が消えたようになってい

るはずのものが、そうでないのかですが、考えて見

ますと日本の年間の働きはGNPですが350兆の見

通しです。外国に輸出している額はどのくらいかと

云いますと2，500億米ドルから、3，000倍米ドル

くらいと思います。日本円にすると30兆円です。10

％を切っている訳です。輸出依存度10％です。とこ

ろがドイツですと20数％、ヨーロッパのEC諸国で

すと40数％です。以外こ日本は輸出額は多くないと

云えます。

実は5～6年前、日本の国内の残りの300兆前後

の国内経済の活気がなくなり、なかなか良い方法が

なかったので、輸出ドライブがかかった訳です。外

に物を売ることで5～6年過してきたのですが、予

想通り他の国からは迷惑がられたのです。俺の国に

物を売るより自分の国内の経済を刺激することを考

えるべきと云われ、ジャパン．バッシングされてい

ることではないかと思います。それでは国内の景気

を良くするには何か考えなければならないのではな

いか。輸出依存だけではいかなくなってきているこ

とが、今の日本経済が置かれている状況ではないか

と思います。

5～6年前選挙区に帰り、仮に25万～30万の大型

所得減税でポケットに余分な金が入ったら何を買い

ますかと聞きました。鶴岡、朝日で国会報告会での

ことです。すると全員答えがないのです。30万円で

物を買って下さい、商店が潤います、商店が仕入れ

ます、メーカーが設備投資します、新日鉄の鉄材が

売れます、ガラス屋が忙しくなります。したがって

日本経済が繁栄する訳ですから、何か30万円で物を

買ってくれと云いますと会場がシーンとなります。

もう一回聞くと渋々貯金すると云います。貯金では

景気刺激にならない、物を買ってくれと云いますと

山陰地方か九州に旅行すると云います。少しは景気

刺激になるでしょうが、何か物はないですかと聞く

と、これも渋々してから「先生、そう云ったって一

応物はそろったものネ」と答えるのです。実は日本

経済がかかえた間宙は、物はそろったという感覚で

あるのではないか。おそらく20年前、30万で物を買

ってくれと云われたら、一挙に単純に手が上りカラ
ーテレビ、電気洗濯機で自動したものを買いたいと

すぐ答えが出たと思います。我々の社会では一応あ

る夢を持ってアメリカ人並の消費生活をしたいと思

っていたので、大休そこまで到達した飽和感が5一一

6年前から出たのではないかと思われます。その飽

和感が現在も続いています。そして同時に不安感と

ヽ＿ノ



かイライラ感がたまっています。

今度GNPが円とドルのチェンジレートでおそら

く日本は全世界の中で個人当りのGNP価値は世界

最高の国になっているはずです。それでは年間世界
一の稼ぎになったのですから金持ちになったんです

よネ。それで物も飽和感あるくらいある訳ですから

「世界一豊かですよネ」と云いますと、皆んな「え

っ」と云うような顔になるのです。「いやそうも思

えないな」と。で、私が壇上で長々話をすると、加

藤紘一も昔は若手代議士で地元や我々の気持ちが解

るいい代議士だったけれども、代議士15年もなって

大臣も1～2回やって、東京の赤坂なんかの料亭で

飯ぽっかり喰ってるもんだから、やっぱり我々とか

け離れてこんな事を云う人間になったのだ。本当に

豊かになったと思えないのに、あの態度は……。そ

んな雰囲気が漂う訳であります。それじゃコミュニ

ケーション．ギャップが出来選挙のために良くあり

ませんから、私は皆さんそうは云っても本当に豊か

になったと思えないんですね。と云うと、そうそう

そのへん解ってればいいんだけどさ。で、同志愛が

芽ばえる訳です。そこで、「なぜあなた達本当に豊

かになった気分になれないのですか。それ云ってみ

て下さい。GNP一人当りの統計でかならず一位に

なっているのです。カラーテレビだってあるでしょ

う、あなたの持っているカラーテレビはアメリカの

金持ちの使っているものより良いものを見ているの

ですよ。アメリカの主婦は全自動渦巻式電気洗濯機

など決して使っていない。あなたの奥様の方がいい

洗濯機を使っているのですよ。なのに金持になった

本当の豊かさでないと思うのは、なぜなんです。」

と云っても「そのへんは解らないけど、金持ちでは

ない」実は、この分析を私はこの1年、2年、日本

経済の舵取りをしなければならない我々は、問い続

けられる年になるのではないかと思います。そして

私は、これに対する答えは、ある意味では簡単で、

我々にはインカムはあるけれどもウエルスがない。

所得はあるけれど資産がない。日銭はかなり入って

その日暮しは贅沢だが、財産がない。こう云う言葉

になるのではないかと思われます。

5～6年前私はイギリスに行きましたら、あの国

はものすごく貧乏でした。今でも毎日の生活は質素

なもんですが、週末になりますと彼等は田舎の別荘

地に行ったりするし、中産階級でもそんな別荘地を

持っている。ロンドンから持っていったパンとワイ

ンで、別荘地のそばを流れる小川から採った魚を焼

いて食べて、いい週末だと云って帰ってくる。それ

では、そんないい別荘地を持っているなら、それを

切り売りでもして、日々もう少しいい食生活ができ

るよう考えないかと云ったら、イギリス人は、こい

つは馬鹿ではないかと思って顔を見る、彼等理屈が

あるんですね。日々の生活は日々の生活ではありま

せんか。戦争の時はもっと悪い生活でした。もっと

悪いものを食べました。イギリス経済が良くなれば

良い生活になるんでしょう。なのに親代々の財産を

売り喰いしたら、あとに何も残らない。その場限り

でそんな事が出来ますか。そんな質問なぜあなたは

するのですか。そこで我々は気がついたのですが、

戦後豊かさを求めてきたのは、実はアメリカ型の消

費の豊かさの社会なのであって、インカム所得が豊

かであることを狙ってきたんであって、財産ウェル

ズア　セットというもので、溜りというものについ

てあまり気を配らない社会だったのではないか。だ

から東京の人々の生活は、これを単的に表していま

す。グルメ時代等と云われていますが、高級なレス

トランで食事をし、いいワインを飲んで、派手なネ

クタイでいい生活をしているけれども、家に帰ると

その住宅はウサギ小屋なのです。したがって贅沢は

しているけれども、豊かになったように思えない。

そういう感覚に今、なっているのではないかと思い

ます。我々の目標としているのは、そこのメリハリ

をどこに豊かさがない根源があるのかをもう一回分

析をしてみることではないかと思います。水に例え

ますと、農業用水の水路がありますが、特に47号線

の余目新田のあたりですが、田植時期になりますと

堂々と水が流れてるのを見ると豊かになった感じが

するものですが、あれがGNP所得の世界なのです。

又、大きな池に満々と水が溜まっていて、ダムが満

水の状況もこれ又豊かに見えるものですが、あれは

溜りの世界、財産の世界、いわゆる資産の世界だと

思います。我々は溜りというものを重要視する社会

にならなければならないのではないか。

夏になりますと花笠音頭があります。その時期に

合せて鶴岡中学とか、南高校とか、工業とかの同級

会が開かれます。すると東京から、いい大学に入っ

て、出世したような人が帰ってくる訳です。地元に

親の代から仕事の関係で引継ぐ地元残留組が、同級

会の段取りをしておく訳です。市内の料亭かどこか

での会場で、今回の会費はいくらかと聞きます、

5，000円か6，000円で座敷で二の膳付。東京から来

た者は、6，000円でいいのか、ふるさとは安いね。



なんて云うものだから、この野郎エラシグネ事云う

なと始まり、いやな雰囲気が漂う訳であります。す

ると彼は慶応卒だとか明治卒とか、同期の中で一番

最初に課長になったとか、標準語でハイカラに云う。

妻一人？　あたり前の事ですが、子供二人、そして

杉並あたりに一応マンションを買ってね。マンショ

ンの広さはと聞いたら75〝ヂ位だ、ちょっと小さいな

と思ったが、マンションと聞いてうらやましいと思

ったのですが。まあ大体、東京出世組が出来る顔を

している時期です。二次会でも、私も久し振りに来

たので二次会の金は自分が払うなんてキザな事を東

京の連中は云う。いやな感じが漂う訳ですが、その

へんまでは東京組が勝ち、それから三次会になって

昔のように俺の家に飲みにこいと云われ、酔払いな

がらその家に行くと、アッと思うのです、東京出世

組は。良く見ると玄関と門の間に若干なりとも距離

がある訳です。門と玄関とは別だとの概念は東京に

はないのです。アレ！と思うのです。鶴岡旧市内で

すとこういう事はないのですが、特にちょっと離れ

た大山だとか、櫛引あたりの同級生の家では壷があ

ったりする。玄関を開けると、柱の太さが違う。東

京のマンションですと三寸角位。こちらでは五寸角

位の柱がある。そこで地酒か一升ビンでくる。ゲイ

呑みを見ると年代ものの九谷焼がでてくる。テーブ

ルは、自分のところは化学製品の使ったものですが、

こちらはがっちりした杉村で、持つものならギック

リ腰になるような立派なもので。泊ってゆけと云わ

れ又びっくり。民宿でもできる広さです。お前の家

何坪あるのだと聞かれ75坪、俺の家はマンション75

扉だな。単位が違うことに気付く訳です。そして次

の日、酔眼もうろうとして鶴岡駅から電車で帰る訳

ですが、どっちが豊かな生活をしているのか訳が解

らなくなって東京へ帰ってゆくのが、毎年夏鶴岡駅

で起っていることではないかと思います。

我々の戦後の生活は、東京サラリーマン組の豊か

さの生活であって、落ちついた財産をどうやって作

るかがこれからの話です。落ちついた財産とは、個

人で云えば住宅であり、宅地であり、家の中では絵

画があったり、タンスもベニヤ張りではなく、どっ

しりしたタンスであったり、着物は化せんではなく

絹の和装であり、そういうところに層の厚い溜りの

豊かさが表現されていると思います。
一万、社会について見れば、新幹線を作れとか、

高速道路を作ってくれとかの陳情がある段階では社

会の富がない。まだないから作ってくれとの陳情が

あるのだと思います。アメリカとかドイツは、アウ

トバンにしても、ハイウェイにしても、もうすでに

出来上っている訳で、社会の財産は完了している訳

です。イギリスは港は完全に出来上っていますが、

我々は酒田北港を直せとか、鼠ヶ関の港の改修とい

う陳情を受ける。だから社会の財産がない。酒田横

断道もしかり。その中で財産が一番諸外国と差があ

るのが下水道です。日本には下水がない。鶴岡市も

今、一生懸命作っていて、鶴岡市の旧市内の普及率

は30％台と思いますが、イギリス、フランスでは100

％に近いのです。なぜ日本では下水道が発達しなか

ったのか…それは山が険しいからです。雨が降ると
一挙に水を流し、小川、小鳩から流れ、汚れものを

運び赤川、最上川により日本海に流す。自然の下水

道機能が日本の地理の中にあったのだと思います。
一方、ヨーロッパ‥・フランス、ドイツは昔から平ら

で、ライン川、セーヌ、ドナウ川、ゆったりゆった

り流れている訳ですから、「セーヌ川　集めて早し

セーヌ川」なんてない訳ですから。平地ですから水

が流れない、水が留る、そこでペストだとかコレラ

とか流感すると一挙に病源菌が繁殖し、中世のヨー

ロッパでは人口の5分の1が死んだことが何度もあ

ったと高校の歴史の教科書にあったと思います。だ

から彼等は生きるために必死になって下水道を作ら

なければならなかったのです。昨年あたり東京で人

気があったビクトルユーゴの「ああ無情」レ・ミゼ

ラブルがありましたが、あの中での登場人物で、ジ

ャン・パルジャンという6尺豊かな男が刑事から追

いかけられて、パリの地下道で6尺余りの男が走っ

て逃げる。それは下水道です。1880年代の話です。

その時すでにできている訳です。したがって日本も

下水道を一生懸命作っていかなければならないので

す。下水道も不備ですし、公園も出来てないし、こ

れらがこれからの日本の仕事になるのではないかと

思います。

個人では住宅を中心にした財産、社会としては下

水道に代表される公共的な財産を作って、始めてゆ

ったりと、休みの日に遊びにゆくと道路は混まない、

レジャーを自然の中でゆったりと休養して、又、働

くとなれば、日本人は本当に豊かだと気がするのだ

と思います。そういう事は日本全体の流れとして。

最後に、この地域の問題はどうなるのかですが、

農業を中心にかなり厳しい段階に入ってきています。

私はお米の問題、昨日八郎潟の裁判の問題でも解る

ように、食管制度が弾力的に運用さぜるを得ない社
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会に入ってきて、庄内の米づくりも他の産地と競争

するような商売で、経営感覚を持った売れる米づく

りに徹する時代に入ってくるだろうと思います。

次に社会全体として、この地域はどうなのかです

が、67年までに空港を作ることが出来ます。お金の

面は我々がしっかりやりますから大丈夫です。問題

は企業を誘致できるかです。これまで企業誘致を考

えている頭は、安い労働力が、肉体を使う労働力が

この地域にありますから、工場進出して下さい。と

云うキャッチフレーズでやってきていましたが、そ

う云う製造業はシンガポール、台湾、韓国、中国、

はたまたアメリカに行く時代になりました。それで

は日本では何をするのかですが、新製品を研究した

り、企画したり、そして物を作るソフトを日本が考

えて、単純に肉体労働で良いものは外国でする。そ

の時代に入っている訳です。経済のソフト化、サー

ビス化、国際化が事実であります。肉休的な労働は

比較的日本からは少なくなっていく社会になりつつ

あることを認識を持たなければならないと思います。

そうなると一番便利なところは東京ですから、又人

口が東京に集まり過ぎて、土地が一坪一億円となる

訳ですが、正常な状況ではないので工業再配置で、

ハイテク研究施設再配分という法律を今度通産省が

予算化しますが、研究企画システムを作る高度な分

野の地方分散時代になってきたと思います。

東根に富士通、カシオ等の企業がありますが、そ

の工場長とお話をする機会がありました。それぞれ

150人の大学の工学部以上の卒業者がいるとのこと

です。今迄考えられなかった事です。鶴岡のNEC

にもそのような人が50人働いているそうです。息子

が東京工業大学に入学したらその家は悲劇で、一生

地元鶴岡には帰ってこない、能力を発揮できる職場

がない訳ですから。ところが、東根でも鶴岡でも、

そういう人間が現に働いている時代になっている訳

です。企業誘致する基本は、東京の大学を出て、戻

ってくるいい人材があります、工専とか工業高校で

ハイレベルで機械いじりが好きで、物を工夫したり、

機械をいじくることに熱中するタイプの子供達が沢

山いるところです。安い肉休労働の時代ではなくて、

システムを考えたり、企画したり、優れた子供がい

るし、又、風土です。これが企業誘致のポイントに

なると思います。もちろん空港も良くなければなり

ませんし、そういう人間が利用する訳ですから、空

港の件は我々がやりますが、山形県庄内の教育水準

も又、知的な超好奇心のレベルを上げる努力が必要

ではないか。その意味で、最近この地域は、あんま

り教育すると東京に行ってしまって、年老いた親だ

けが残されるものですから、あまり教育を一生懸命

やるものではない感じがあるとすれば、今後の時代

の発展と逆行している流れになるのではないか。も

う一度教育について、この地域を見直していかなけ

ればならないのではないか。又、この地域の中高校

のレベルが上っていないと、東京から人間が企業進

出してこない。東京の人間が地方にくる時、重役会

議で何を論ずるか、そこに私が派遣された時、息子

を連れてゆけるか、その息子が地元の高校に行って

その後、東京の立派な大学に入れるか。こういう次

元でものを考えている訳ですから。その意味からも

この地域の水準を頑張って上げる必要があるのでは

ないか。全科目上げることは無理なことですから、

例えば数学とか、観岡は全国にもまして数学とか英

語でもいいですが、何か一つの科目だけが急に高い

状況を作ってみたらどうか。そうすると、かならず

他の学科も頑張るものです。勉強する者が頑張ると

俺はあまり頭が良くないけれど、その変りサッカー

で日本一になって見せる等と意地張りが出てきて、

スポーツも良くなる。鶴岡四中はスポーツも良いし

学業も一番だそうです。それで、勉強も駄目な学校

はスポーツも駄目なんです。やはり、どこかの一つ

の分野で引っ張る部分を作って、そしていろんな意

味で意欲を上げることが、鶴岡にとって必要ではな

いかと思います。

いろいろお話をしましたが、ご静聴ありがとうご

ざいました。私も一生懸命地域のために頑張ります

ので、お互に豊かさを求めて協力してゆきたいもの

です。鶴岡ロータリークラブの発展と、皆様のご健

勝をお祈りして失礼します。

ありがとうございました。

（会長報告）吉野　勲君

1・本日はゲストスピーカーとして、我らが代議士

宏地会事務総長加藤紘一代議士をお迎えいたして

居ります。公務多忙のところ、わざわざ例会に出

席頂き時局講演会をお聞きする機会を得ました。

先生、本当に有難うございました。宜敷くご静聴

の程をお願いいたします。

2．先る10日、マリカ西館に於いて、ご招待を頂い

た国際ソロプチミスト鶴岡認証式に参加致して参



りました。午前11時、式典が始まり、全国各地よ

り多くの会員が集まり、厳粛なうちに認証状が三

浦ガバナーより福原会長さんに手渡され、めでた

く鶴岡クラブが誕生いたし、式典が終って祝宴に

移り、午後3時すぎ終了いたしました。求める所

は友情、偉業の達成、奉仕、誠実な職業、国土愛

の誓約なようですので、吾々R．Cとも非常に共通

する点が多く、今後益々のご発展を祈念いたしま

（幹事報告〕　板垣広志看
○例会変更のお知らせ

酒田R．C新年会のため

日　時　1月21日を1月19日（火）午後6時

場　所　　山王クラブ

登録料　　5，000円

○東京R．Cより会報到着

（j＿旦旦卓旦至⊃

○会津若松での昭和62年9月26日の年次大会記録配

布

○新会員研修会（ホテル．リッチ酒田）

2月7日午後1時　会長以下4名出席

○米沢市での第253地区情報セミナーについて

日　時　1月17日午前9時30分

場　所　米沢女子高

登録料　　5，000円

当R．Cより4名出席予定

⊂‾委員会報告）

⊂画舌動委垂つ　丹下誠四郎署

恒例の鱈汁例会をご案内の通り、2月2日午後6

時より産業会館5階ホールで開催します。多数ご出

席下さい。

仙台発、御無沙汰発信

NTT東北総支社経営企画部長　佐　藤　英　明　氏

鶴岡R．Cの皆様、新年明

けましておめでとうござい

ます。お元気でお過しのこ

とと思います。

早いもので、鶴岡を離れ

ましてもう2年になります。

御当地出身の作家・藤沢

周平氏がその著「義民が駆

ける」の中で「烏海山も月

山も執拗な雲に覆われ、や

がて野と山を革めて雪が降る。重く厚い雪の嵩と、

海を越えて吹きつける季節風に堪えて、人々は春を

待つのである。」と描いたように、鶴岡は今、「大

地雪漫々」、時おり地吹雪が気紛れに吹き荒れてい

るのでしょうか。それとも、仙台は近年にない暖冬

ですが、鶴岡も同じように穏やかな冬の中にあるの

でしょうか。

今、私は、冬の厳しさとは別の、鶴岡R＿Cの皆様

の熱い御芳情に囲まれて楽しく過した2年間（59年

2月～61年1月）を思い出しながら筆を執っており

ます。

「一期一会」という言葉がございますが、まさに

皆様御一人御一人との時を刻み、積み重ねられた交

流が、私の大きな財産となっており、SAA・親陸

委員会を通じての活動等様々なことが懐かしく思い

出されます。まもなく鱈汁会の季節ですが、その究

極の味に興奮し5杯もおかわりをしたものでした。

現在、私は、仙台市5橋にありますNTT東北総

支社で、弊社の東北（6県）管内の経営企画・業務

改善・広報関係の仕事をしております。忙しいふり
をして立ち廻っていますが、体は相変らず寒鱈のよ

うなスマートな体型を維持しております。お近くに

おいでの際はぜひお立寄りいただきたいと思います。

ついでに、商売気を出して宣伝させていただきま

すと、御存知でしょうが、今般、芭蕉紀行300年記

念特別企画として、宮田雅之画伯切り絵「おくのは

そ道」テレホンカードが発行されました。このシリ
ーズの中に、かの出羽三山の三名句があります。ぜ

ひ御買求めいただければ幸いと存じます。

鶴岡RCの皆様の御健勝と益々の御発展を祈念し

ますと共に、日頃の御無沙汰をお詫びし筆を置きま

す。

鶴岡ロータりMクラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6　27　253地区
・巨務　ん丁ユ　鶴岡　市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会・場　鶴l朴直馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎遇火曜日　午後12．30～130
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前からお話があったもので、本年度だけではなく

次年度も大事な問題でもありますので、よく善処

して頂きたいものであります。

2．1月17日、米沢市九里学園教育センターに於い

て、午前9時より、1988年地区ロータリー情報セ

ミナーが行われました。義務出席者に私も入って

居ったのでありますが、所用のため欠席いたしま

した。幹事、市川嘩雄エレクト、三井陸情報委員

長、矢部広報委員長さんには、朝早くから遠路の

所ご出席を願い本当に有難うございました。勉強

されてきたご報告の詳細につきましては、後程ご

報告があります。

（幹事報告）
重要事項なし

（会長報告〕吉野　勲君

1．臨時理事会を本日午前11時30分より開催いたし

ました。兼ねてよりお話がありました例会場の変

更と食事に関するアンケートの集計と云いますか、

問題点を探りながら、いろいろ話し合いました。

会場につきましては、大多数の会員の万は産業会

館5階に移してもらいたいとのご意見でありまし

たので、原則として2月2日の例会より5階に移

すことに決定いたします。

食事に関しましては、半数以上の会員の方より

なんらかのご不満のご意見がありましたので、私

と幹事、皆川SAA委員長の三人で早坂社長と奥

さんを混えて、十二分にクラブ会員のご意見を要

望いたしました処、早坂社長より気配りのある回

答がございました。この問題につきましては、前

地　区　情報　セ　ミ　ナ　ー　報　告

第一グループ　市川輝杜若

地区の情報セミナーが1月17日、米沢市の九里学

園において開催され、情報委員長の三井健さん、広

報委員長の矢部晋さん、クラブ会長の代理として板

垣広志さん、それに私と、4名出席してきましたの

でご報告致します。

まだ暗い早朝5時半に出発しまして、名運転の板

垣さんのおかげで8時半には会場に到着しました。

例年なれば、かなりの積雪が予想される所ですが、

殆ど雪もなく、時折日のさす上天気で本当に助かり

ました。

地区情報セミナーは今回が始めての試みであり、

会員にはもっとロータリーに関する知識を深めては

しい。「殴社会にはもっとロータリーの存在を広報

してはしい。というケラーR．Ⅰ会長の要請によるプ

ログラムであります。カウンセラーとして、第259

地区のP．G津田進先生、リーダーとして田中善六P

G、斎藤利世P．G、九里茂三P．Gの諸先生が指導に

当られました。出席したロータリアン約350名、又

ホストクラブに、昨年新設されたばかりの米沢中央

クラブが担当されているのに感心致しました。

志藤ガバナーの挨拶は、1月はR．Ⅰにとって理解

推進月間という特別な月である。一般社会にロータ

リーを理解してもらう為には、まず私達自身がロー

タリーで何をしているのか、ロータリーは一休何な

のかをよく知る必要があると述べられ、「知識は力

なり」繰返し共に学ぶことが大切と結ばれました。

又、チャールズ　C　ケラーR＿Ⅰ会長のビデオでの

挨拶が新しい情報化時代のセミナーのあり方を教え

てくれました。

次に、第一回会議『ロータリー情報について』に



入り、津田カウンセラーがロータリーの歴史、理念

そして親睦と奉仕の意義について触れられ、ポール

ハリスの生いたちから、なぜロータリークラブを作

ろうと思いたったかを説き、彼は「ロータリークラ

ブは私の幻想が生んだ子供である」と言っているが、

幻想を偉大な現実のものとした先駆者達の生き生き

した魂を呼び戻すことが肝要である。80年続いたロ
ータリーの歴史が、魂の抜け出た歴史であってはな

らない。死んだ児が母親の胸の中で幾度もよみがえ

るように、常に歴史をふり返り、基本理念を読み返

して、彼等先人の魂を呼び戻そうではないか。と、

熱っぽく話されました。

以上で私の分担した報告を終ります。

第二グループ　三井　　健署

有意義な会合でありまして、話す事が一杯ありま

すが、時間の関係上、詳細は今日でなく2月7日に

分区の新会員に対するロータリー情報の会がありま

すので、それには出来るだけ参加して戴きお話した

いと存じます。その後、クラブのファイヤー．サイ

ド．ミーティングを計画して居りますので、その節

私の知る限りの話をし、責をはたしたいと思います。

ただ一つ、どうこうした会合がもたれたかと申しま

すと、私共内部にいる会員もロータリーの事を知ら

なすぎる。又、外部の人々はttロータリーとは何ぞ

や’’という疑門をもっており、それに適格な返事を

出来ないのは情けないではないかという事で、情報

セミナーとしで情報委員会と広報委員会の勉強会が

催された訳であります。今後、色々の機会にお話し

をして参ります。

（」空グラム委員会＿〕
年　男　ス

秋野昭三署

昭和3年辰年生れの秋野でございます。「60年で

再び生まれた年の干支に還るからという」還暦を迎

えました。

辰年とはどんな年なのか、私の誕生年からの年譜

を繰って見ますと、

○昭和3年には、共産党員大量検挙とか満州某重大

事件といわれる関東軍の謀略による張作霧爆死事

件など、戦争の足音が聞こえてきていますが、11

月に今上陛下のご即位の大礼が京都で行われてお

＼

ヽ

報告にもなりませんが、よろしく願います。

第三グループ　矢部　　晋署

私、初めてロータリアンの万々の会合に出席させ

て戴き、大変触発されて帰って来たというか、そん

な感じでおります。前のお二人の万も述べられてお

りますが、外部広報をどうするかという事です。

地域にどういう様な形でロータリーを知らしめる

かという事で、例えば郡山では7つのクラブがあり、

それらの方々がロータリーの活動について合同会議

を開いているという事でした。それもパソコンで外

部新聞社との連繋を持っている等の話がありました。

又、面白かったのは、新聞社を初めマスコミが方針

として、通信部を含め66人もロータリーに加盟して

いるという事でした。山形としても今後どの様に広

報活動を展開すべきなのか議論を呼ぶ事と思います。

（蜃垂垂垂垂）
塚原初男君

先週の日曜日（17日）、第253地区のアメリカへの

青少年派遣を希望する、第一回のオリエンテーショ

ンが山形のホテル．キャッスルで開催されまして、当

クラブ推薦の石井君（羽黒高校1年）ご本人とお母

さん（南高の石井先生です）、羽黒高校の英語の担

任長南先生と行って参りました。

アメリカ地区の新穂委員（当クラブ会員）と委員

長、副委員長の御3名の方に面接試問を受けて参り

ました。地区からは7名の希望者が居られました。

以上、報告します。

ピ　ー　チ

り、NHKの仙台放送局も6月に開局しています。

○昭和15年は、1月に静岡市大火があり5，121戸が

焼失。9月北部仏印に進駐開始。11月には紀元

2600年式典が皇居前で挙行されております。

○昭和27年は、私が学校を卒業して就職した年であ

りますが、3月に十勝沖地震があり、4月には鳥

取市大火で5，200戸が焼失という災害に見舞われ

ましたが、4月に対日平和条約、日米安保条約が

発効し、11月にはNHKの東京テレビ局実用化試

験局が運用を開始し、テレビ時代の幕が開けられ

ています。また、朝鮮動乱特需で景気の盛り上が
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った年でもあったようです。

○昭和39年は、6月16日に新潟大地震が発生し、こ

の地域でも大きな被害を受けています。10月には

東京オリンピックが開催され、大きな成功を収め

ました。

○昭和51年は、10月に酒田市に大火があり、1，774

棟焼失と言う痛ましい災害がありました。また、

ロッキード事件もこの年に発生しております。

オリンピックは4年毎の開催なので、辰年はオリ

ンピックの年でもあります。昭和15年を除いて、昭

和3年アムステルダム、昭和27年ヘルシンキ、昭和

39年東京、昭和51年モントリオールと開催され、今

年はソウルとなっております。

以上振り返ってみますと、変革を伴う大きな事件、

イベントが連なっており、波乱の多い年の様にも見

えますが、吉凶いずれか俄かに判断のつきかねると

ころで、いずれこの年を「登竜門」とするか「ウダ

ツの上がらない」年にするかは心がけ次第かと思い

ます。

「画竜点隋」という言葉を辞書で見ますと、音中

国の画家がお寺の壁画に自竜を描いて、その隋（ヒ

トミ）を書き込んだところ、風雲生じて自竜は忽ち

天に上ったという故事から、事物の眼目となる所を

いう。またそれによって事が完成する最後の仕上げ

をいうとなっております。

今年はなんとかこの眼目となるところを欠かない

で、良い仕事をしたいものだと患っておる次第です。

諸橋政墳署

（前略）　私の生れた昭和3年5月13日の古い新

聞を図書館で探してコピーして貰って来ました。私

が生れた頃に何があったかと興味があったのです。

その頃はちょうど山東第二次出兵の最中でありまし

た。これはご存知の様に中国の革命軍が張作家と戦

った北伐の戦いです。関東軍を始め日本兵が5干人

位山東半島に行って済南を占領したその頃でありま

す。当時の鶴岡日報はこの事を「山東出兵に米国の

世論が悪化した」とか「侵略の一歩だ」とか「危倶

されるは東洋大戦争だ」と、大変正確に書いてあり

ます。新聞の力というものはすごいものだと患いま

した。これが昭和3年であります。それから満州事

変が始まって支部事変があったのであります。

その頃の新聞は大変面白い事が多く、真面目な事

ばかりでなく、風俗では大変興味ある事も多いので

す。広告を見てもその頃の鶴岡の情況がよく判りま

す。その頃は鶴岡に鶴岡日報と庄内新報と二つの新

聞があった様で、庄内日報はまだ生れて居りません。

私はこんな事を話して話を誤魔化そうと思ったの

ですが、私自身の事を申せば、私が鶴岡に参りまし

たのは昭和40年であります。辰年も何度も経験して

居りますが、昭和3年は先程の様な事でして、その

後は昭和15年であります。その頃は小学校の6年生

です。中学の受験でバタバタしておりました。私は

もともとあまり真面目な子供でありませんで、中学

1年の時はHな漫画を教室中に廻して、職員会議で

1週間の停学を受けたりもしました。その頃の中学

の先輩に1級上に丸谷才一さんが居られます。同期

には社会党の上田哲が居りました。サッカーなどや

っていました。私は陸上競技をやったり、その頃から

邦楽をいたずらして、それは今でも続いて居ります。

そんな事をして遊んでおりましたもので、旧制の高

等学校2年から3年に行く時落第しまして、高等学

校は4年もやっておりました。大学に行くにもドン

キホーテみたいにとてもかなわぬ東大医学部を受験

して落第、浪人して新潟医大に行ったという事です。

新潟でも芸者遊びばかりして居り、待合から学校に

通ったりしました。

医者になってから昭和37年に、山形の県立中央病

院に行きました。ところが山形の内陸は私の性に合

いませんでした。元々内陸文化と日本海文化は違う

んで話が違う、物の考え方が違う、食物が違う…等

等で私はどうも山形になじめませんでした。

やっぱり辰年で、何の気なしに新聞見てましたら

昭和39年に大水が出てどこかがやられたとありまし

た。何気なく読んでいくと、それは実は私が育ちま

した実家で、新潟の長岡の在だったのです。びっく

りしまして飛んで行ったら全て流されて、夜具だけ

残ったという事がありました。　　　（中略）

私の所は武家でして、鶴岡とは縁があるのです。

実は戊申戦争で薩長と戦い賊軍になりました。そん

な事で新潟とは文化圏も同じ、歴史的にも庄内とは

親近感がある。そんな事で鶴岡は私の故郷の様な気

がしております。そんな訳で鶴岡に骨を埋める事に

したのです。もう一つ鶴岡はいい所だなあと思った

事は荘内病院時代、たまたまサーカスの小人（侠儒）

の大手術を行った事があります。この人は北海道大

学、弘前大学でサーカスはこわいという事と費用の

事で断わられて荘内病院に来たのでした。私はこの

事を市役所に話したら、心良く費用を持つという事

で、当時としては無謀な手術をしました。その後大



変経過が良く本人にも感謝され、今でも年賀はがき
の交際をしております。これは鶴岡の大変良い点だ

ったと思っております。

私はロータリアンとしては失格ですが、こんなこ

とをして人間00年過して参りますと、その人なりの

歴史があります。今後どうなって行くか判りません

が、一生懸命やって行きたいと思っております。

話が龍頭蛇尾になりました。それではこの辺で終り

ます。（拍手）

若生恒吉署

今までは大正5年、昭和3年の辰年の方々のスピ
ーチでしたが、私が一番若い辰年生れのラストのス

ピーチとなりました。

私は皇紀2600年、1940年、昭和15年の辰年の春3

月21日、西田川郡東郷村の天神堂、今の東田川郡三

川町に生れました。私の生れ年は閏年にあたり、誕

生日鱒3年間は春分の日の祝日で、4年に一回は平

日となり、今年はオリンピックの年なので平日です。

誕生の翌年が太平洋戦争になり、小学校に入学時

は新制の教育方針に変ったのでした。高校卒業の頃

は所得倍増の始めであり、大変良き時代、青春を過

す事が出来ました。

今年で4回目の年男になる訳ですが、数年49才な

ので厄年でもありますので、心中穏やかではありま

せん。去年はやさしくかわいいイメージの卯年であ

ったが、経済的には歴史上に残る大変な年でもあっ

たと思います。去年のりと今年のタツを続けると、

「ウクツ」となり、「ウダツ」の上らない年になる

か、又は昇り竜の辰年になるのか予想も出来ません

が、「恐竜」の辰年にはさせたくはありませんね、

私は辰年ですから。

R．Cに入って6年になり、去年は新クラブ拡大委

員としてキーメンバーを募り、やっとの思いで今年

4月17日に認証状伝達式が行われます。又、発足当

時から倍近い40人の会員に増えています。大変結構

なことと思います。

7月からは市川会長の元で幹事という責任重大な

任務に就任の予定ですが、これ又大変な年で、30周

年はあり、分区のIGFあり、又ガバナーが太平洋

側のいわき平という遠い所で会議や年次大会等が行

われる訳ですので、この重大な年度の幹事として責

任が果せるか心配でなりません。ウグッの上らない

年になってはと…。しかし幸いにして市川さん始め

高橋きん、佐藤昇さん、そして分区代理の新穂きん

達の大先輩の中なので、安心して幹事職を務めたい

と思っております。市川さんや会員の皆さんの足手

まといにならない様がんばります。今から吉野会長

板垣幹事から教育されておりますので。

今年は我々の業種も厳しい環境ですし、又、厄年
でもあり、又、ロータリーの幹事にあたり、大変な

年になる様です。ウダツの上らない辰年になるか、

昇り竜の辰年になるか‥私にとってはこの年男スピ
ーチが正に登竜門になる訳です。

今年は皆様にとって良い年であることを御祈念申

し上げ、又私に対して皆様からの御指導御協力を重

ねてお願い申し上げて、私のスピーチとします。

飯野準治看

1年はたちまちのうちに過ぎ去り、年は明けて昭

和63年「辰」年を迎えました。

「辰」（竜）についての話をしますと、川端龍子の

天井画の龍には登り龍と同じく、雲と共に下らんと　　、・一

する下り龍とあるそうです。龍は農耕に大切な雨を

降らせる神であり、又、航海の無事を祈る神だそう

です。十二支のうち「辰」だけがこの世に存荏しな

い霊物です。物質時代は終り、これからの時代は

「心」の時代と言われますが、龍神様にお願いしま

して、農耕だけでなく乾燥しきって殺伐とした現代

社会の人々の心にも雨を降らせてもらい、今年1年

の無事をお願いしたいものです。

還暦の年頭にあたり改めて思います事は、青春と

は人生の或る期間を言うのではなく、心の様相を言

うのではないかと。優れた創造力、たくましさ意思、

炎ゆる情熱、怯憶を却ける勇猛心、安易を振り捨て

る冒険心等をいい、年を重ねただけでは人は老いな

いと。若者に負けずこれから益々何事にも意欲的に

トライして、辰年にちなんで躍動の年にしたいものです。

（二互二三二互二重つ

佐々木去彦君　　t三尺下っで’という随筆集をよ

うやく出版する事になりました。

皆様多数の方々のご協力をお願い

します。会場申込は送料無料です。

吉野　勲君　地区の義務出席会合に参加出来ま

せんでした。スマイル致します。

藤川享胤君　　父親が戴いた年賀はがきの番号で
一等が当りました。

津田晋介君　　先週火曜日から、今シーズン初め
めてスキーに行って来ました。以

前骨折したので恐る恐るでしたが、

何の事もなかったので大変うれし

かったです。

鵜岡ロータリー－クラブ創Jl／：［侶和34．6　9　　承認　昭和34．6．27　253地区
Jil結　局　鶴岡「十J馬場町　鶴岡商工会議所内　電　話　0235（24）7711

別　会場　鶴l町有馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎過火曜日　午後12．30－130
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庄内柿海外輸出調査報告

●　カナダ向け庄内柿輸出
について

1．出荷農協と脱渋方法
○鶴岡市農協　　300％

船中脱渋（アルコール）
○庄内松山農協　罰0％

船中脱渋（アルコール）
○羽黒町農協　　300％

産地脱渋
（ガス＋アルコール）

○寒河江市農協　300％

産地脱渋（ガスのみ）
計　1，200％

2．輸送コンテナの温度設定

船中脱渋　6℃　　　産地脱渋　2℃
3．輸送期間　10／27～11／13　18日間

4．着荷の状況
（1）ダンボールのつぶれ、荷くずれは全くなかった。
（2）柿の軟化については、産地脱渋のせのはほと

んどみられなかった。しかし船中脱渋のものに
1％に5～6個程度みられた。

（3）果実の硬度については、船中脱渋のものが全
般的に軟らかめであった。産地脱渋のものが硬
めのまま到着していた。

（4）汚損異は、産地脱渋に比べ船中脱渋に発生が
多かった。しかし汚損の程度は軽いものが大半
であった。

（5）糖度は、13～14度が中心であり中には17度
というものもあった。

（6）脱渋調査の結果、船中、産地脱渋ともほぼ完
全に抜けていた。

（7）開封調査したカナダのバンクーバーの気温は

庄内経済連園芸特産課長　佐々木　健　治　氏

6℃と肌寒い天候であった。
5．庄内柿の消費宣伝について

中華街の寓昌店からセーフウェー（スーパー）、
イートンデパート等7店舗において11／14～15

日の2日間実施した。
（1）小売価格はSサイズ49．5～59〟（日本円49

円～59円）、Mサイズ69～79〆（日本円69円
～79円）であった。

（2）今回の消費宣伝は白人系スーパーに重点を置
き実施したが、白人系の人は一度に1～3個購
入したが、東洋系の人は一度に6～12個の柿を
購入する人が多かった。

（3）一般的に白人の人達はやわらかい柿を好み、
東洋系の人達はかための柿を好んでいた。

6．庄内柿の評価について（バイヤーからみた感想）

（1）種がないこと（最高のセールスポイントであ
る）。

（2）硬めであっても、軟かめであっても市場性あ
り危険が少ない（富有柿の場合はかための場合
市場性がある）。

（3）糖度が高い。
（亜　販売期間がよい（カリフォルニア州の柿の終

りの時期）。
（5）色がGolden－Redとすぐれている。

以上のとおりで、白人系の人は初めて食味した
人もあり、非常に好評であった。

7．今後の課題

（1）来年以降の対応；数量と販売時期、そして白
人向けと東洋人向けの区分

（2）●産地脱渋の方法とコンテナ輸送
（3）庄内柿の冷蔵保管管理指導（現地における）
（4）為替相場と輸出価格

（会長撃＿＿阜〕
副会長　高橋良士署

1．本日は誠に悲しい報告をせねばなりません。当
鶴岡クラブ第21代会長及び現社会奉仕委員であり
ました小松広穂君が、去る1月21日未明逝去され
昨日（1月25日）葬儀を終えられました。小松君
の冥福を祈り黙祷致します。　黙祷！……（黙祷
終ります。）

2．続きまして第4回クラブ協議会を2月9日（火）
1時30分より3時迄の予定で行いますので、各委
員長さんは都合繰り合せの上御出席下さいます様
御願い致します。

3．当クラブ会員の富田孝一君（日本交通公社鶴岡
支店長）と平出統一君（住友海上火災鶴岡支社長）
が此度、2月1日付をもって転勤する事になりま
したので報告申し上げますと共に、両君の御健勝
をお祈り致します。



〔幹事報告）　板垣広志署
○例会変更のお知らせ

・余目R＿C　新年会のため

2月6日（土）午後6時30分
余目商工会館　　登録料は3，000円

・酒田中央R．C

l月29日（金）正午
ホテルリッチ酒田　　登録料は1，500円

○国際ロータリーより適用相場変更のお知らせ

現行135．60を2月1日より1＄＝128円
○鶴岡東R．Cよりチャーターナイトのお知らせ

4月17日　大川特別代表より全員登録の御希望
（理事会で決めて御報告申し上げます。）

〔‾追　　　嘩つ　三井　健署
昨日故小松広穂君の社葬

に当り葬儀委員長をつとめ
させていただきましたが、
当日はあいにくの悪天候に
もかかわらず会員多数の御
会葬をいただき誠に有難う
存じました。
小松君は去る20日、由良

荘に於て夜11時半頃突然脳
出血にたおれ宮原病院に運
ばれましたが、間もなく翌

21日午前0時40分に逝去致しました。
私と小松君とは鶴岡中学校1年からの友人でした

が、彼と今は亡き渡辺君（産婦人科医）の3人が特
に親友でしたが、渡辺君は約20年前に此れも突然に
死亡。今また小松君を亡くしました。未だ心の整理
がつかない為にまとまった事を申し上げられません
が、彼は特に大声で誰はばかる事なく文句を言った
りするのを皆さんはよく覚えておられる事と思いま
すが、実は、実に人情味が厚く、特に他人を可哀そ
うがる人でした。皆さんの心の中に長く彼をとどめ
て頂ければ幸いでございます。

小松広穂（大正9年3月31日生　67才）
S46．6．1R．C入会　　　　S54　第21代会長

S48　　　幹事　　　　　　S57　地区幹事
14年間皆出席　　　　　　S62．8現在
ポールハリス　フェロー　　S61．11

〔亘別れに当って）　平出統＿署
突然でございましたが、

この度社命により干葉北支
店（西船橋）へ転勤する事
となりました。鶴岡R．Cに
入会させていただいて3年、
公私にわたり本当にお世話
になりました。

我々転勤族にとって地元
の方々とのふれあいほど心

暖まるものはありません。
人に恵まれ、自然に恵まれ

た鶴岡で過ごせた3年間は、私の人生にとって大き
な財産となりました。又、来月から参ります後任者
もお仲間に入れていただき、私同様おつきあいいた
だければ幸いです。
最後に、鶴岡R．Cの益々のご発展と皆様のご健勝

をお祈りし、お別れのごあいさつとさせていただき
ます。ありがとうございました。

富田孝一署
会長さんより紹介ありま

した様にこの度、株式会社
トラベルランド興業大宮支
店に勤務する事になりまし
た。余りにも突然な事で、
一年有余の鶴岡勤務も振り

返る暇もありません。4月
からは交通交社101番目に
設立される会社に勤務予定
ですが、皆様から寄せられ
た熱き友情には私の生涯で

も忘れ得ぬ事でしょう。特に昨年度は台中港区姉妹
クラブ訪問に関しての御協力は身に余るものでした。
これからも、あつき民情、心のふる里鶴岡の街と皆

様の御厚情には只々深く感謝致しまして挨拶にかえ
させて戴きます。ありがとうございます。

⊂‾スマイ‾う√）

鈴木弥一郎君　去る19日、鶴岡地区薬業組合の新
年会の席上、永年薬業組合長とし
て薬業組合に奉仕致しました功労
により、組合長より感謝状を受け
ました。

松田士郎君　鶴岡商工会議所主催の講演会と体
力測定の御案内をさせて戴きます。

平出統一君　　3年間の皆様とのふれあいに感謝
致しましてスマイルさせて戴きます。

加藤　賢君　実父と小松さんとは同級生であり
大変悲しい思いでいます。

富田孝一君　　支店創立75周年と、一年余りの在
籍中は大変お世話になりました。

笹原信一郎君　銀座のレスポアールから鶴岡モロ
ゾフへ電話をし丹下君とダベり、
今年も夜の部の健闘を話し合いま

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　村山　　貢君

（二重＿＿鱒享車重つ
第1441回会報の国際青少年計画委員会の記事中、

石井君→伊比君に、南高の石井先生→南高の伊比先
生の誤りですので、訂正してお詫び致します。

棉岡ロータり－クラブ創、ン二　昭和34．6．9　　承　認　昭和34．6　27　253地区
一行棒　上．d　鶴岡市　馬場町　鶴岡商工会議所内　電　話　0235（24）7711

例　会場　鶴岡lい舟場町物産館　3階ホール　例会　目　毎週火曜日　午後1230－130



（会長報告）　吉野　勲署
先週の例会には私ごとで欠席いたしまして申し訳

ありませんでした。南の島に行って参りまして、一

昨日無事帰って参りました。
1月25日には当R．Cにとって大事な小松広穂君の

ご葬儀が盛大な中に行われましたが、今もって信じ
られない感じをいたしております。お互いに健康に
は十分ご留意なさって項きたいと存じます。又、遺
族の小松稔さんより多額のご奉仕金を社会福祉にお
使い下さいとのことで頂いております。又、この鱈
汁会にはウイスキーを頂戴いたしました。ご披露申
し上げます。本当に有難うございました。
本日は恒例の鱈汁例会でございます。親睦委員会

外関係委員の方々有難うございました。又、特に新
穂光一郎君には早い時間より腕を振って頂きまして
ゆっくりご馳走になりたいと存じます。遠く会津若
松南より横田さん、寒河江C．古沢さん、三橋さん
おいでいただき、この鱈汁例会に錦上花を添えて頂
きまして誠に有難うございました。ごゆっくりお過
し下さい。

次に理事会の報告を致します。
1．鶴岡東クラブ認承状伝達式には全員登録をする
ことに決定致しました。費用は出席者10，000円負

担、不参加者は祝い金として5，000円負担、差額
はクラブが負担し、合計金額で全員登録とする。
尚、私と拡大委員の4名分はクラブより50，000円
を祝い金として持参し、4名より各自10，000円の
負担をお願いし、差額の10，000円はクラブより出

すことに決定しました。
2．5月21日の国際大会がソウルで行われますが、
チャーター便については2月5日山形で資料をも

らい、次の例会で皆様にお知らせしたいと思いま
す。

3．3名の転勤者の後任について全員賛成で承認さ
れました。
以上が理事会で決定した事項でございます。

⊂垂二軍撃＿阜〕板垣広志署
○天童R・C30周年記念のため例会変更

日　時　　3月26日　午後1時
登録料　10，000円

○次に2月7日庄内分区新会員研修会が行われます。

当クラブより11名出席します。

場　所　ホテルリッチ酒田
出席の皆様はご苦労でも当日12時に出発致します
ので、商工会議所の前におくれないように集まっ

て下きい。
○会報到着がありますが、次週に回覧致します。

（ぉ礼の言葉）　小松　稔署

皆様お初にお目にかかり
ます。只今ご紹介にあずか
りました小松稔でございま
す。このような華やかな席
では何かと思ったのでござ
いますけれど、長年親父と
皆様の間につちかわした友
情と、その他色々と折にふ
れて私共に示していただき
ましたあたたかいお気持ち
に一言感謝の言葉を申しの

ベたいと思いまして参上いたしました。

今後は、親父に示していただいた気持ちのせめて
半分でも私共に声をかけていただきご指導いただけ
ればと、よろしくお願い致します。本日はどうもあ

りがとうございました。

（二重‾痴垂⊃
02月会員誕生

02月奥様誕生

佐藤鷹子様．笹原松子様
荘司令子様．松山貞子様
田中ミキ子様

〔ヰ席委員会）
〇年間皆出席

15年間皆出席　　吉野　　勲君
15年間　〝　　　佐藤友吉君
11年間　〝　　　菅原辰吉君
3年間　〝　　　塚原初男君

01月100％以上出席　8名

175％　張

125％　板垣（広）、三井（腱）、新穂、佐々木

斎藤（昭）、塚原、矢部
01月100％出席　　46名

阿蘇．藤川．布施．早坂．平出．秋野（昭）．
石井．石川．石黒．市川．飯野．黒谷．風間
三井（賢）．毛呂．迎田．松田．皆川．村中．
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中江．中沢．佐藤（忠）．佐藤（噸卜佐藤（衛）．
佐藤（友）．菅原（辰）．鈴木（善）．鈴木（弥）．
荘司．関原．庄司．高橋．丹下．津田．鈴木（肇）．
高田．杉澤．忠鉢．富田（孝）．上野．碓氷．
若生．山口．吉野．笹原（信）．日向

（ス　マ　イ　ル）

吉野　勲君　　先ほども申し上げましたが、家内
共々ちょっと旅行してまいりまし
た。無事帰りましたスマイル致し
ます。

佐藤　忠君　　吉野さんと一緒させていただきま

鱈　　　　汁

会長報告、その他の報告等も早々に恒例の鱈汁会
が開催されました。名料理長当クラブの新穂光一郎
君の腕前に皆舌つづみをし、おかわりをしておりま
した。又、一段と盛り上がるオークションも盛大に

行われ、会場笑いに包まれ、皆んな楽しい一一夜を過
すことが出来ました。関係委員の皆様ご苦労様でし

した。トラブルがあり新幹線の中
で5回ほど呼出しを受けましたが、
無事帰ってきましたので。

（ビ　ジ　タ　ー＿」

会津若松南R．C（地区副幹事）　横田　　新君
寒河江R．C（地区ライラ小委員会）古沢康太郎君
寒河江R．C　　　　　　　　　　　三橋一彦君

⊂≠「‾‾客二二重つ
故小松広穂君ご子息　　小松　　稔氏

た。

会

オークション収益　45，100円

寄　　　　　　付　64，000円

合　　　計　　109，100円
スマイル会計に入れさせていただきました。ありが

とうございました。

机岡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

小　結　f‖j　机榊JIJ馬場剛　　鶴岡商工会議所内　電　話　0235（24）7711

例　会・場　軌に軒市上iJ場町物産館■　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～130



〔会長報亘つ　吉野　勲署
本日は誠にうれしいニュースですが、長らく休ん

でおられました板垣俊次君がすっかりお元気になら

れ出席されております。後程ご挨拶があろうかと存

じます。

先週のたら汁例会は新棟光一郎君のプロなみの味

付けで和気あいあいの中に無事終了することが出来
まして、有難うございました。又、丹下委員長外的

係委員会の方々大変ご苦労をおかけいたし感謝申し
上げます。会津若松南横田氏、寒河江R．C古沢・三

橋両氏には遠い所お出を頂き例会を盛り上げて頂い
た事に対しても御礼を申し上げます。

次に、去る7日に庄内分区主催に依る2年以内の

新会員の皆さんの合同研修会が酒田ホテルリッチに

於きまして、酒田R．Cのホストで行われました。当
クラブよりも10名の参加を頂きました。村上・大川
・伊藤の三氏がパネラーとなり、各テーブルに分れ

て1時間半に亘って種々研修いたしました。丁度当

日は最近にない地吹雪で荒れ狂う天候となり、予定

時間を15分繰り上げ終了し、その後質疑があり、午

後3時に研修会は終りました。懇親会には10分程参
加し、早々と退散してきた次第であります。研修会
につきましては三井情報委員長さんより後程ご報告

をお願いいたします。

本日、第4回クラブ協議会を例会終了後4階第二
会議室で行ないますが、委員長さんは必ずご出席を

′　　　お願いいたします。どうしても欠席の場合、代理の

方のご出席をお願いいたします。
次に昨日ガバナーより書面が入りまして、これは

まだ理事会等で決定してゆかねばならない事項です

が、ポリオ・プラスの募金ですが、これは1986年か

ら1987年度をスタートして、会員1人5，000円×4

年＝2万円の目標であったものが急に、20億円の目

標を40億円に負担する旨で、ロータリアン銘々が自

社及び他地区より1人2万円を集めて加算するとい
う文章であります。一応このような書類を入手して
おります。この件につきましては後日理事会をもっ

て皆さんのご意見をお聞きし対処してまいりたいと

思っております。以上会長報告でございます。

（二阜＿＿事報告〕　板垣広志署
○例会変更のお知らせ

・鶴岡東R．C　たら汁例会のため

日　時　　2月17日　午後6時30分より

場　所　　日出町　寿会館
登録料　　3，000円

・鶴岡西R．C　たら汁例会のため

日　時　　2月12日　午後6時測分より

場　所　大山楼
登録料　　4，000円

○ロータリー全国会員名簿3，300円　希望者は斎藤

とも子さんまで。又、来年度会員手帖も同じく申

込み下さい。
○今日、例会終了後クラブ協議会が行われます。
○会報到着　鹿児島西・東京・山形・山形西各R．C

（委員会報告）

〔情報委員会）　三井　健署
2月7日に分区の新会員研修が酒田リッチホテル

で行われ、当クラブからも10名が参加しましたので
】応簡単に報告いたします。

この鞄強会というのは、12テーブルに別れて、各

テー1ブルに1名の取りまとめ者を置き、テーマにつ

いてめ討議を行なうという形式で進められました。

テーマは、（∋組織について　④会合について　④日

報について　④クラブ奉仕等々に自由に討論し、解
らない点は分区代理等より説明を受けるといったも
のでした。最近、当クラブでは大勢の方に加入して

いただいており、ロータリーをよく知ってもらうた

めにも近々、情報委員会と親睦活動委員会共催での
ファイヤー．サイド．ミーティングをもちたいと考

えております。

社会奉仕委員会

分区より「仲良く同居する嫁と舅・姑」のアンケ
ートの提出依頼がきており、配布の用紙に○×記入

で提出いただければ有難いと思います。

次に若生副幹事より、2月5日山形での、明年5

月にソウルで開催されるアジア大会についての会議
に出席してるのでその報告がなされ、当クラブから

も5名位は参加してほしい旨話された。



（病気全快の挨拶）　板垣俊次署
1昨年11月以来病気のため大変永い間休ませてい

ただき、又、皆さんにご心配をおかけし申し訳あり

ませんでした。糖尿病から始まった多くの病気も、

今ではスッカリ快復し、私は今青春を謳歌している
気持ちです。本当に有難うございました。どうぞこ
れからもよろしくお願いします。

（ス　マ　イ　ル）

板垣俊次君　　病気全快

（亘垂チピー＿‾≠⊃

最近に於ける

昨年10月20日（ブラック．マンディ）の日米の株

式相場の大幅下げは近年にないショックであった。
ニューヨークに端を発したこの暴落は、通説的には

米国の国力が相当疲弊してきている表れと言われて
いる。

アメリカも、第二次大戦の終った頃から昭和35．

6年頃までは、正に輝けるアメリカであり国力は充

実していたが、ベトナム戦争以来体力の消耗が著し
く、現在の国家財政の大パンク（赤字）の遠因が、
この辺にあるようにみられる。

ジョンソン大統領時代の福祉ばらまき、ニクソン

大統領時代のドル・金リンク制からの離脱など悪化
の一途をたどってきている。

特に、昭和48年第一次オイルショックでは、1バ
ーレル2～3ドル原油が20ドルへ、又、昭和54年第

二次オイルショックでは、1バーレル30ドル原油へ

と急激にハネ上り、世界的インフレ傾向への拍車を
かけた。

日米では大量の原油を輸入していたので、原油の
コストアップは、決済のための大量の通貨流出とな

り不況をもたらした。同時に原油は基礎物資であり
その価格上昇は、物価水準を全面的におし上げる結

果となった。あの頃一時的にトイレットペーパーな

どがパニック的になくなり、大幅インフレ現象がお

こり、大幅ベースアップが行われたことも忘れられ

ない。不況下の物価高という新しい現象が世界的に

初めておこり、スタグフレーション（Stagflat－

ion）と言われた。戦前の不況のパターンは、物価

が低下するところに不況の型があったものだった。

カーター民主党大統領政権下も、さして米国経済

は刷新されることもなく、その末期は10％をこすイ

ンフレ率と失業率（合算して20％以上）で、レーガ

佐藤　衛君　　荘内銀行の花形預金tlまもるくん”
で、私の名前を只で宣伝していた

だいております。有難うございま
した。

菅原辰吉君　　鶴岡市体育協会に1月29日、本間
スポーツの故本間善雄きんより

100万円の寄贈を受けました。

新穂光一郎君　　たら汁例会に私の友人も3人ばか
り参加していただき喜んで帰りま
した。又、たら汁の作り方につい

てガバナーの方から依頼があり、

今日手紙で送ってます。

日米経済の勤行

笹　原　信一郎　君

ン大統領の登場となった。金利を引き上げて、イン

フレなどは鎮静させたが、レーガンはその初期にラ

ッファー理論なるものによる減税をやり、軍備を強

化することにより財政バランスを大きくくずすこと

となる。そこへ、日本の輸出大攻勢となり、ドル高

なども働いて貿易赤字も巨大化し、これが財政・貿

易の「双子の赤字」と言われる今日の状況を作り出
したのである。

先日、ハーバード大学フェルドシュタイン教授の

話をきく機会を得た。教授によれば、病めるアメリ

カを建て直すラストチャンスは、1989年（昭和64年）

初頭とのこと。今年11月の大統領選挙により、登板

する新大統領が不人気を覚悟で大ナタを振うこと、
即ち、増税、福祉の圧縮、軍備の縮少、生産性の向
上、輸出増進、貯蓄の推進等々を実行することであ
る。その条件として、その時アメリカ経済が不況で

身動きのとれないという状態でない様なこれからの

1年間の経済政策運営がポイントである。ドルが少

少安くなっても金利は上げられない。株価の低落な
ど、景気にマイナスの影響を与える金利政策はとり

えない。アメリカは、少なくともこの1年間は金利

は上げにくい状態にある、というご託宣であった。

（スピーチを要約記録しました。ご容赦下さい。）

（ビ　ジ　タ　ー〕

余目R．C　　　佐藤孝二郎君
鶴岡西R．C　　菅原幸雄君

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123〔ト1・30



（会長報‾うつ　吉野　勲君

先週例会終了後第四回のクラブ協議会を行いまし

た。各委員長さんより活発なご意見を噴戴いたし、

今後の活動計画の指針にして参りたいと存じます。

特にポリオプラスの件につきましては、理事会の決

定を持つ前に全会員に周知徹底してもらうためにも

広くこ意見をお聞きしながら進めて参りたいと存じ

ます。この前配布されたガバナー月信に、当鶴岡ク

ラブのポリオプラス寄附額がゼロになっておりまし

たが、地区事務局に問い合わせ致しました処、次回

の月信には掲載になるそうですのでご諒承下さい。

（幹事報告＿〕　板垣広志署
〇第255地区石岡87ロータリークラブ認証状伝達式

のご案内

日　時　　4月17口

場　所　石岡市民会館

登録料　12，000円

希望者は事務局迄。尚、当日は鶴岡乗クラブの認

証式があります。

○鶴岡ソロプチミストの認証式の御礼状が来ており

ます。

03月26日、天童R．Cの創立式典がございます。

登録〆切が2月20日となっております。出席なさ

る方はここ両日中にまとめたいと思いますので申

し出て下さい。尚、先日申し込んでいただいた方

メモ忘れましたので再度お知らせ下さい。

（耳会員＿＿亘二重つ　庄司嘉男署
1．氏　　名　　荒井宏明君

2．生年月日　　昭和18年10月31日

3．自　　宅　　鶴岡市千石町11－25【404

4．職　　業　　山形日産自動車販売㈱

代表取締役社長

5．家族構成　　妻　　潤　子様
長女　由紀子様

長男　一　幸様

次男　陽　介様

6．略　　歴　　横浜市立大学商学部卒業

昭和41年4月　日産自動車㈱入社

7．趣　　味　　ゴルフ．音楽鑑賞

（新会員挨拶〕　荒井宏明署

只今ご紹介いただきまし

たように、この1月1日付

をもちまして山形日産自動

車販売の万に参りました。

前手塚が大変皆様方にお世

話になりまして本当に有難

うございました。そのあと

仲々能力もありませんし、

まだ会社の中身もわからず

戸惑っております。一つなんとか皆様方のご指導を

いただきながら頑張っていきたいと思います。

今、司会の方からご紹介いただきましたように、

昭和18年生れでございまして、今年の誕生日を迎え

ますと45才になります。まだまだ若僧でございます。

鶴岡の地は初めてでございます。ただ、私の母が羽

後本荘の出でございまして、そういう意味では子供

の頃、度々羽後本荘の方には遊びに参りました。最

近まいりましたのは大部前のことですが、昭和44年

に従弟が結婚致しましてその時に参りました。それ

から19年たっております。大部久しぶりに羽後本線

に乗りましてこちらの方に参りました。

何分若輩者でございます。皆様に迷惑をおかけす

るかも知れません。是非皆様方のご支援・ご鞭漣を

頂きまして、今後共よろしくご指導お願い致します。

どうもありがとうございました。

〔‾‾新会員紹介）　新穂光＿郎署

1．氏　名　松沢主一軍

2．生年月日　　昭和18年9月3日

3．自　　宅　　鶴岡市美原町2－27

4．職　　業　　日本交通公社鶴岡支店　支店長

5．家族構成 様
様
様

子
介
平

信
大
太
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男

妾
長
次



三男　弘　三様

6．略　′歴　　新潟県立新潟商業高校卒業

日本交通公社入社後、東京、埼玉、

新潟支店勤務
7．趣　　味　　旅行（神社仏閣めぐり）・ゴルフ

〔‾新会員挨撃つ　松沢主＿署

皆様こんにちわ。只今ご

紹介いただきました新潟県

出身の松沢圭一でございま

す。この度新穂様のおすす

めによりまして伝統ある当

クラブに入会をさせていた

だきまして誠にありがとう

ございました。私にとりま

してはこの上ない喜びと感

激と大変緊張致しております。何分若輩者でござい

ますので、皆様方のご指導をあおぎながら立派な社

会人として努力していきたいと思います。今後共皆

様方のご指導・ご鞭錘をよろしくお願い致します。

終りに、私を推薦していただいた方々と、心よく

入会させていただきました会員の皆々様に厚くお礼

申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

〔＿＿＿鱒会員紹九つ　板垣広志署
1．氏　　名　　川上栄樹君

（亘鼻スピ「＿享⊃
ポリオ・プラス・

1．ポリオ・プラスとは

ポリオは学名でPoli0－

myelitis（急性灰白髄炎）

で、主として小児の脊髄神

経がおかされるウイルス性

疾患で、世界各地で散発的

流行する伝染病である。主

症状は発熱、筋肉痛、胃腸

障害で突如筋肉の麻痺から

筋萎縮を生じ、四肢の麻痺、呼吸筋麻痔で死亡する

事が多い。感染すると5～10％は死亡、麻痺のうち

15％は完全に回復するが、残りの乳幼児は一生身障

者として送らなければならない恐ろしい、悲惨な小

児病である。しかしポリオは、予防ワクチンを授与

することにより感染をまぬがれ、充分根絶させる事

が出来る病気である。

ポリオのプラスとは、ポリオの他、ハシカ、破傷

風、百日咳、ジフテリア、結核のことであり、ポリ

2．生年月日

3．自　　宅

4．職　　業

5．家族構成

6．略　　歴

7．趣　　味

昭和25年8月21日

鶴岡市砂田町12－20

住友海上火災保険㈱　鶴岡支店長

妻　　朱　美様
長女　千恵子様

早大法学部卒業　富山県出身

読書．ゴルフ

〔旦＿＿会員挨鱒」　川上栄樹宕

住友海上の川上でござい

ます。歴史と伝統の当鶴岡

R．Cに入会させていただき

まして誠にありがとうござ

います。

私、先程紹介にもあlりま

したが富山の出身で、18才

迄富山におりましたので雪

にはあまり驚かないのでご

ざいますが、風の強いのと冷たいのは、地域性から

も日本海育ちと言うことで表に仲々自分の意見を出

すのは苦手な方でございます。この場でご指導・ご

鞭漣をいただきまして、是非とも積極的に自分を売

り込める場として、一つよろしくお願い致します。

プログラムについて

高　橋　良　士　署

オを含めたこれら6種類の予防接種を受けられない

まま、発展途上国では年間約345万人の小児が死亡

しており、これらの国々においてはワクチンがいき

わたる率は5人に1人にも充たなかったのである。

国際ロータリーはこれまで独自で発展途上国46ヶ

国に3，700万ドル（約56億円）を拠出し、約2億4

百万人に対してポリオの免疫接種を実施してきた。

最初の大規模なポリオ免疫プロジェクトは600万人

の児童を守るため1979年フィリピンで始められたが、

この運動の結果、フィリピンにおけるポリオの発生

は根絶に向いつつある。

我国においては、昭和35年には北海道で5，600名、

翌36年には九州で2，500名の幼児がポリオに雁患し

ている。その後厚生省の英断によって経口生ワクチ

ンの投与により、昭和鎚年以降は我国ではポリオの

発生は皆無となった。

2．ポリオ・プラス　プログラム

ポリオを中心とした小児病から世界中の児童を守



るため、WHO（世界保障機関）と国連児童基金

（UNICEF）ユニセフは、1990年までに全世界

の児童にポリオを含めた6つの伝染病予防ワクチン

接種を完了する目的をたてているが、国際ロータリ
ーはこれらの国際的な保健機関及び各国政府と提携

し世界各地、特に発展途上国でポリオの免疫接種キ

ャンペーンを推進し援助することを内外に誓約した。

1985年、国際ロータリーは、その創立100周年に

当る2005年までは全世界よりポリオの被害をなくす

るように、それに必要なワクチンの購入費用1億2

千万ドルを募金しようと、全世界のロータリアンに

呼びかけた。これがポリオ2005年と呼ばれる計画で

ある。

3．募金額1億2000万ドルについて

開発途上国では毎年1億人の子供が生れている。

ポリオに対する免疫を確保するためには経口ポリオ

ワクチン6ドース（1ドース＝4セント）が必要で

ある。国際ロータリーは接種が認められた国の免疫

プログラムに必要なワクチンを5年間提供すること

を約束してきたので、必要資金は1億（新生児の数）

6（ドース）×4（セント）×5（年）＝1億2000万ド

ルとなる。

4．日本における募金活動

ロータリーはポリオ・プラスキャンペーンのため

米貨1億2000万ドルをロータリアンを主体とし、そ

の他企業、銀行、経済団体及び個人からも寄附を依

頼している。日本は1991年の半ばまでにその約2割

（40億円）を負担する計画に従い、その半額の20億

円はロータリアンが、残りの20億円は一般社会、個

人に期待を寄せているが、これにはロータリアン一

人ひとりが寄附の勧誘に当るわけである。

①　第一段階の募金計画

昭和61年7月、日本ポリオ・プラス委員会は1986
～87年度、各地区ガバナーに募金第一段階として次

のように要請した。

○募金目標額：各クラブ所属ロータリアン1人当

り平均が2万円を下回らぬよう
○募金期間：1986～87年度より1990～91年度

の5年以内
○募金方法：各地区ガバナー及び各クラブ会長

に一任

＊　第一段階募金活動状況

大多数のクラブが所属会員1人当り毎年4，000

円で5年間、計2万円を目途に募金を開始されて
いる。

当クラブにおいては、昨年度は37，500円、今年

度425，000円、計800，000円と順調に募金が行わ

れている。

全世界では1987年12月10日の時点で5，827万

9，391米ドルとなり、目標額の49％に運している。

ポリオ・プラス寄附額上位10ヶ国

1．米

2．　日

3．英

4．西　　独

5．オーストラリア

6．カ　ナ　ダ

7．ブラジル

8．ノルウェー

9．ス　イ　ス

31，142，000米ドル

5，568，558　〝

4，175，296　〝

2，918，581　〝

2，471，000　〝

2，446，000　〝

1，343．734　〝

946，682　〝

881，446　〝

10．ベルギー／ルクセンプルグ

654，173　〝

各国政府よりの寄金

米　　国　　　　　　　　6，000，000ドル

英　　国　　　　　　　　1，6伽，000　〝

カ　ナ　ダ　　　　　　　　1，235，000　〝

ノルウェー　　　　　　　　　227，000　〝

ド　イ　ツ　　　　　　　　　　227，000　〝

日本政府においても19朗年以降、状況を判断し呼

びかけてゆく予定である。

㊤　第二段階募金計画

第二段階募金方法としては当初、財界その他の団

体からの大口法人寄附を期待していたが、急激な円

高による経済界の低迷により計画を変更せざるを得
なくなった。

そこで先週の例会で吉野会長より報告があった如

く、地区から更にクラブ会員1人当り2万円の寄附

金の増額の要請があったが、地区内では大変厳しい

批判があったため、2月11日会津若松に於いて分区

代理会議が行われ再度検討の上、会長宛連絡がくる

予定となっている。

参考までに大口法人の寄附以外の方法としては、

クラブレベルでは…

（1）会員関係又は知り合いの会社、団体及び個人

よりの寄附

（2）創立記念事業として

（3）街頭募金

（4）記念テレフォンカードの購入・販売

（5）クラブ主催記念諸行事余剰金の寄附

（6）ミリオンダラー・ミール

5，免税措置について

ポリオ・プラスに対する法人又は個人の寄附に免

税の道が開けられている。

免税希望の方は

（瑚日本ユニセフ協会国際ロータリー・ポリオ・

プラス

振込口座　三井銀行本店

普通預金　恥5678970

へ必ず所属クラブを経由して振り込むと、免税措置

に関する書類が交付される。

国
本
国



6．ワクチン接種活動状況

1986年、国際ロータリーはポリオ・プラス・タス

ク・フォース（免疫接種機動隊）を設立し、ディレ

クターに前事務総長のハーバート・ピグマン氏を任

命した。この様にしてロータリーの援助による拡大

接種計画の早期実施を希望する発展途上国の政府の

要請に依って現地調査、接種計画の指導をする休制

が出来ている。

1974年には、発展途上国の新生児のうちポリオ予

防ワクチン接種を受けられたのは、僅か5％にすぎ

なかったのが、今では年間約1億人の新生児の別％

以上がワクチン接種を受けられる様になった。

メキシコにおいては1，200万人の子供に対して大

接種運動が展開されている。

パナマにおいてもロータリアンの医師がボランテ

ィアとして参加し、5年計画の接種事業を開始して

いる。

更に西アフリカのガーナでは3月6日をt予防接

種の日”と期してその活動を開始している。

動乱の続くェルサルパドルではtt国民接種の日”

を設けて、その当日だけは政府側とゲリラ側で一日

休戦をしたと伝えられてきた。

1987年12月の時点で、ポリオ・プラス計画に依る

予防接種実施国は63ヶ国に及んでいる。その接種児

童数は3億9956万2000人であり、ポリオ・プラス

補助金配分比率は、

（う　東南アジア地域　　　　　　43．0％

㊤　中央・南アフリカ地域　　　23．3％

（む　アフリカ　　　　　　　　　22．3％

④　東地中海・欧州地域　　　　　9．0％

㊥　西太平洋地域　　　　　　　　2．4％

となっている。

以上の如くポリオ・プラス活動は単なる募金活動

ではない。ポリオその他の伝染病予定ワクチン接種

事業であって、募金はあくまでも接種活動遂行の手

段にすぎない。

ロータリーが他の団体と異なるのは、予防接種活

動の推進と実施の上で大きな力を発揮出来る点であ

る。例えばロータリアンやロータリークラブは、予

防接種の重要性、あるいは接種施行日・場所などの

広報活動、接種の手配、その他広範かつ多岐にわた

り、そのもてる力、或は影響力を最大限に発揮、協

力しているわけである。

ポリオ・プラス・プログラムは伝染病を征圧し、

世界の子ども達の生命を救い、健康を守る、実にグ

ローバルな、しかもロータリーでなくてはなしえな

い偉大で尊い計画である。

何卒会員皆様方の一層の御協力と御理解を切にお

願いする次第である。

（ス　マ　イ　ル〕

田中錦造君　　私共の会社では昨年11月に中間決

算を行いましたが、厳しい中、N

TT全休としましては順調でした。

今週の19日トークの日より320加

を越える区間、東は東京以遠、北

は函館以遠が10％の値下げをする

ことになりましたので、スマイル

致します。

（ピ　ジ　タ　rj

鶴岡西R．C　　三浦正志君
〝　　　　鈴木昭吾君

〝　　　　長野正彦君

鶴岡東R．C　　上野朝重君

（米山奨学筆至塁亘）
張　　紹淵君

協力の日（1ドル＝128円）

本日の寄附は9，324円でした。ありがとうご

ざいました。

ー／′’十十
過少

ヰ

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1230～1・30



（会長報告）
吉野　　勲署

◎ポリオ・プラス計画についてのお願い

標記の件につきまして、第253地区ポリオプラ

ス小委員会委員長の松永輝彦氏より手紙が参って

おります。

要点をかいつまんで申し上げますと、2月13日

会津若松市に於いて志藤ガバナー出席のもと分区

代理会議がもたれたようであります。その結果、

本計画一層の推進を計るために、各分区毎に遅く

とも2月末日までに会長会議を開いて下さいとの

事です。ポリオ・プラス募金については、クラブ

会員個人からの寄付とロータリー以外の－一般企業

その他からの寄付を期待しているとの事です。

ポリオ・プラスに就いては先週、高橋副会長よ

り詳細な話がありました。次回の理事会でクラブ

の考えを明らかにしたいと思っております。

手紙の要点を記載します。

ポリオ・プラス募金については、クラブ会員

個人からの寄附とロータリー以外の一般企業、

その他からの寄附が期待されています。この後

者については、地域に対する広報活動がなけれ

ば募金は非常に困難です。そのため、その⊥環

としてとりあえず新聞広告（福島県内2紙．山

形県内1紙）を実施することに決定いたしまし

た。つきましては、広告費として1クラブ平均

福島県内クラブは15，000円、山形県内クラブは

10，000円を各クラブにお願い申し上げたい次第

です。但しこの金額は「平均」であってクラブ

の規模、その他事情を勘案し拠出額に格差を設

けるなどもよいでしょう。その点は各分区代理

におまかせしてあります。地区としては≪平均

額×当核分区クラブ数≫の額を提出願えればよ

いわけです。なお広告費はいまのところ福島民

報、福島民友、計100万円見当、山形新聞は40

～50万円位を見込んでおりますが、いずれにせ

よ上記クラブ拠出額だけでは、50万円前後は不

足しますので、これは地区予算から支出させて

広告のサイズは1貢の去、両県ごとそれぞれに

県内ロータリークラブ名を掲載の上、ポリオ・

プラスの趣旨、あいさつ文、写真等を配する予

定でおります。

以上次第で、上記内容による金額拠出について

会長ご自身のクラブの意向をお答え頂きますよ

うよろしくお願い申し上げます。

（幹事報告）
板垣広志署

○山形北R．C創立劫周年案内

日　時　　4月23日（土）午後1時

場　所　　山形市　オーヌマホテル

登録料　10，000円

OR．Ⅰニュース到着

○庄内分区会長．幹事．会長エレクトの会議

日　時　　2月28日

場　所　湯の浜　竹やホテル

会　費　10，000円

○作田正治君．田中善六君より会報到着礼状



（委兵舎報告）

〔国際青少年交換委垂〕
塚原初男署

兼ねてより当クラブと西クラブ国際青少年交換委

員長の大川君と相談していた事でありますが、原案

がまとまりましたので報告致します。

鶴岡在住学区留学生・研修生を囲む会の開催でご

ざいます。近く大川さんから東クラブにも共催して

いただけるか問い合せ中であります。日時は3月16

日（水）午後6時、場所はグランドエル・サンです。

若干補足致しますと、留学生の一部の話しでこの3

（会員スピーチ）

月に卒業する留学生がかなりおるので、鶴岡の和食

を食べながらの集まりを持ちたいとの話で、それに

お応えしたいとの企画であります。

以上であります。

（出席季長会）佐々木話彦署

先週よりお知らせの様に新入会員歓迎会の開催を

企画しました。川上君、新井君、秋野君、伴君、松

沢君、荒井君、日向君、この7人の方の歓迎会です。

場所は中国飯店、日時は3月1日6時30分です。案

内しました方の登録料は4，000円となっております

が、自主判断願います。（全員破顔一笑）

世界ロータリー創立記念日に寄せて

今から83年前、1905年2

月23日はロータリーの創立

日でございます。申し上げ

ますと、弁葦士ポール・ハ

リス（明治元年生）38才の

時、シカゴで鉱山技師、石

炭商人、洋服の仕立屋、こ

の4人で創ったのが初まり

とされております。当時のシカゴは荒廃した空気に

あり、こうした仲間作りは他にもあり、何か変えて

行かなければという状況でありました。詳しい話は

「ロータリーの友」の先月号にも詳しく書いてあり

ますので劃愛しますが、私がこうして話しをするのは

鶴岡R．Cに参加して28年にもなるためだろうと思い

ます。正規の歴史は他資料に譲るとして、私が申し

上げたいのは、創立に致った当時の社会状況です。

その辺のことを「20世紀の記録」という本を写して

きましたので、見ながら話してみたいと思います。

車政治・経済・社会

1905（明治38年）珍旅順陥落。パルチック艦隊全滅

203高地の攻防に破れたロシア軍は、旅順を開城。日

本軍は、対席海峡でバ／レチック艦隊も破り、戦いの大

勢は決する。→1905年1月、5月

小　池　繁　治　若

杉アメリカのポーツマスで日韓講和条約が締結される。

条約の内容に国民の不満はみなぎり、日比谷焼き打ち

事件など、反政府運動が各地で起こり、桂内閣は総辞

職する。→1905年8月、9月

＊科学・技術・産業

1905　珍ドイツ生れのユダヤ人アインシュタインが

スイスで特殊相対性理論を発表。等速運動に関して相

対性を論じ、これまでの宇宙観に根本的な変化をもた

らす。11年後には一様でない運動にも適用できる一般

相対性理論を発表する。→1905年6月

髄交通・通信

1905　珍ロンドンでバスの実用化が進む。10年には

バスと馬車は同数になる。
・新橋一下関間に急行列車が登場する。所要時間25時

間。福島一青森間の鉄道も全通。

＊生　活

1905　珍欧米で化粧石鹸、肌色パウダー、クリーム

ローション、毛髪染料など新しい化粧品がつぎつぎ登

場。宣伝による大量販売の時代に入る。
・大阪の森下南陽堂が口中清涼剤「仁丹」を発売する。

→1905年2月

この年の日本の数字

人口　4662万人

米（10キログラム）＝1円19銭

そば＝4銭　　銭湯＝2銭5厘

たばこ（ゴー／レデンバット）＝4銭

大工手間＝85銭

＊文化・芸術・教育

ヽ＿＿′
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・夏目漱石が「我輩は猫である」を雑誌「ホトトギス」

に連載する。

ポール・ハリスがロータリーを始めて翌年、綱領

を作った。ところがこの綱領、たった2条しかなか

った。一つは会員業務上の利益を振興する事。二番

目は本来社交クラブとしての親陸、その他望ましい

諸点を振興する事とあります。これは、職業の異な

った人々が集まって互　の取引で始めたので、今の

ロータリーの云っている世界の平和云々等という

ことはなかったのだろうと思います。

その次の年に更に条項が加わって、tt世のため、

人のためになる事をやろう”という項目を入れたが

すぐ駄目になりこの項目は削除されたとあ♭ます。

綱領が出来上ったのは1911年です。これが今の綱領

と殆んど同じものです。

では日本でロータリークラブが出来たのは、1920

（大正9年）の米山梅吉氏が初めて東京につくった

のが初めです。社会状況は先の記録でみると、第一

次世界大戦が終結して、ベルサイユで講和条約が締

結され、国際連盟が発足、恒久平和をめざした頃で

あります。

＊政治・経済・社会

1920　％米大統領ウイ／レソンの提唱で国際連盟が発

足。だが、皮肉なことにアメリカが不参加を決め、そ

の機能も権限も著しく狭められて出発する→1920年

1月

・大戦景気で捉進した日本経済は、世界に平和が訪れ

るとたちまち世界市場を失い、株価暴落を皮切りに

戦後恐慌に陥る。→1920年3月

＊生　活

戦争が終った解放感に、世界中がひたっていた。繁栄

の国アメリカでは、ジャズ、チャールストン、密造酒

もぐり酒場、断髪のフラッパー、ギャング、KKK、

汚職が渦巻く「狂乱の20年代」が始まった。パリのモ

ンパルナスには芸術家がたむろし、都市のダンスホ¶

ルや劇場や競馬場、フランスのプロンピェー／レやビジ

ー、ドイツのカルルスパッドなどの温泉、それに各地

の海水浴場に人々がつめかけた。

この年は大正デモクラシーなどと呼ばれ、大変自

由な空気がみなぎっていた。メーデー等も始められ

たのです。

では、鶴岡R．Cが出来たのはと見ると、1955年

（昭和34年）であります。この頃の事は皆さんご存

知と思いますが、米ソでロケットの開発競争がある

とか、月の裏側を初めて映像で見たとかがありまし

た。この年の大きな記録は、皇太子殿下のご成婚で

した。又、週間誌等も次々と発売され、安定した時

代に思われがちですが、それに反して、不安のよう

なものも台頭してきた。

・安保改定が政治課題に上り、日本は「政治の季節」

を迎える。反対勢力は日米安保改定阻止国民会議に

結集し、第一次統一行動以後、「声なき声」の大衆

を巻き込んで国民的な運動に発展する。→1959年

4月、6月、10月

全学連等も新聞に連日載るようになり、樺山美知子

事件等を契機に東大乱入と発展していった安保闘争

になったのです。

ロータリークラブは、こうしたゆれ動いた時代、

第2次大戦等も乗り越えて、中断はしたものの、今

まで継続してきたのが大変不思議に思えます。

シカゴで1911年頃に出来た綱領が今もって生きて

いる。これは何なのかと思います。不変なもの、不

易なもの、変ってならない何かがあるのだと思いま

す。更に、会長は誰もなりたがらないのに、仕方が

ないと云いながら引き受ける。卒先してやる人がな

いのに関らず熱心にやる。何か信義があるかという

と、私なりに結論付けるとすれば、ttだからこそ継

続してきだ’と云えないかと思います。ただ、私は

今もって疑問なのはtt奉仕の理想’’lt皆んなに公平

が’といった英語の直訳に釈然としないものを28年

もロータリーに居ながら思っております。

今日はロータリーの誕生日であり、大変お目出度

い日でありますし、昔の事を振り返ってみるのも意

味のある事と思い、色々申し上げました。



台中港区扶輪杜より礼状到着（中江委員長より代読）

厳冬の最中亦梅花が咲き競うこの頃貴社益々

ご隆昌の事とお喜び申し上げます。

光陰矢の如く、去年の続盟式に集ってこの方

早や一年を経過しました。当時の情熱友誼忘れ

がたく、この度の痛経国総統の逝去は残国民の

均しく悲しみ痛むところ、貴クラブからのおく

やみかたじけなく存じています。

来年の4月に予定されている貴クラブ30周年

記念式典に際しては大勢でお伺いして、更に友

誼を深めたいと存じます。

最後に貴クラブの益々のご繁栄と、会長及び

奥様そして会員各位のご健康をお祈り申し上げ

ます。

2月12日

台中港区扶輪社

社長　郭　　　尉

（ビスケット）

（ス　マ　イ　ル）

石井敬三君　　先週17日、グランド　エル・サンで

OA展示会を致しました処、会員

の方も多数おいで戴き多額の契約

を戴きました。スマイル致します。

佐藤　衛君　　商工会議所の議員役員の麻雀大会

で準優勝させて戴きました。又、

省京（麻雀クラブ）主催の大会で

は優勝させて戴きました。麻雀だ

けでなく仕事も一生懸命やります

のでよろしく。（笑）

（＿＿旦＿＿＿＿ジ　タ　フ」

温海R．C　　斎藤五郎八君

鶴岡西R．C　　野口　　弥君．斎藤正志君

古川暢一君．鈴木昭吾君

村山　　頁君

鶴岡東R．C　　三浦典義君

鶴岡ロ∽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　毎週火曜日　午後12・30～1・30
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（社）鶴岡青年会議所の現況と事業計画

（社）鶴岡青年会議所理事長　佐　藤　友　行　氏

1988年度（社）鶴岡青年

会議所第22代目理事長を仰
せつかりました佐藤友行と

申します。日頃鶴岡R．C様
には私共青年会議所メンバ
ーが公私にわたりまして御

指導御鞭鍵をたまわってお

ります事を厚く御礼を申し
上げる次第でございます。

今年度（社）鶴岡青年会議
所の現況と今年度事業計画等につきまして若干御説
明を申し上げます。私共青年会議所は明るい豊かな
地域社会を築き上げる事をめざしまして、又、自ら
の自己修練を通じて社会に奉仕しようという20才か

ら40才までの年令制限をもって活動している青年達
の集まりであります。明るい豊かな社会創りを標摸

しまして、それを推進する中で様々な事業を展開し

ているわけでございますが、とりわけCD、コミュ
ニティデベロップメント、社会開発運動をもっとも

重視した事業として活動を行っております。この地

域開発を抽象的に言いますと、「人間性豊かな社会
を創る」ことであると同時に「健康で文化的な社会
の建設」を意味しているわけでございます。このよ

うな観点から私共のJC運動は全て地域社会をより

良くしようという目的から生まれておりまして、自

分達の子孫に立派な地域社会を残そうという使命感
から取り組んでおるわけでございます。現在、この

庄内は時代の激流の中で大きな変貌を余儀なくされ
ております。庄内空港を始めとして高速交通網の整

備が図られると同時に、高度情報化、国際化、高齢
化、又女性の社会進出等、大きな波が次々に押し寄
せております。このような情勢の中で地域間格差の

問題や、都市の没個性化等私共の予想以上の大変革
が来たるべき21世紀に向って醸成されつつあるよう

に思うわけでございます。

私共の親組織であります日本青年会議所の今年度

会頭川越宏樹君がその所信に、地球新時代、地域新

時代、JC新時代、人間新時代と21世紀に向って大

変革の時代に入ったと位置づけまして、青年として

時代の変化への予見と対応を常にはかれるJC運動
を提唱しておりますが、私共もその意を受けまして

今年度の事業を企画薮しております。今年の鶴岡青
年会議所のスローガンは「受けとめよう大きな期待、

創ろう　築こう　活き活き鶴岡」と決定し、JCへ
の社会的期待にこたえられる運動なり活動なりを精
一杯展開して参りたいと思っております。

今年度私は、五つの基本方針の基に各種事業を行
って参りたいと思います。その一つは「地域の国際

化へグローバルな視点で取り組もう」。これは地域
の国際化へ自ら意識改革を行いながら国際化への対

応をはかろうという事で、「地域の国際化シンポジ

ウム」開催を通じて取り組みたいと思っております。

又、「我が郷土の歴史と文化を見直そう」。私共は
この鶴岡に住んでいながら、以外に地元の事を知ら

なさすぎるのではないかという反省の意味をこめて

城下町鶴岡の歴史と文化を学びながら、城下町を核
にした町づくりを提言する為に、全国城下町シンポ

ジウムを1990年度に誘致したいと考えております。

又、「自らを研鎖し地域の将来を担う人材の育成」
大都市への人材の流出をくい止める為にも、東北イ
ンテリジェント．コスモス構想のような地方の人材

の掘りおこしと育成に積極的に協力すると共に、自

ら研礫を積みながら地方の将来を担える有為な人材
にならねばと考えております。又、「未来を託せる

青少年の育成」。これは小学生から高校生まで月山

牧場でポニーを媒体にした自然キャンプを通して、

子供達の健全育成をはかりたいと企画致しておりま

す。又、「組織の活性化に気配りの精神をもとう」
という事でttたかがJC、されどJC’’と、JC内

部でも社会の縮図と位置づけ、厳しさをもって運営
し、活性化に結びつけようと考えておるところでご

ざいます。この他にも酒田・余目両JCとの協同事

業として、7月には日本海沿岸東北自動車道の建設

促進へ、民間レベルでの盛り上げとして「日本海夕



日ラインシンポジウム」を企画し一大イベントを計

画しておるところでございます。

以上のような事業の他に鶴岡ふるさと祭りへの参

加等、対内対外共多くの事業を行ってゆきたいと思

っておりますが、J Cは若い者達の集まりであり、

いろいろ行き届かぬ事が多々あろうかと思います。

鶴岡R．C様には我々JCメンバーが教えを乞う事も

あろうかと思いますが、どうか今後共御指導、御叱
正をたまわれれば大変有難いと思います。よろしく

お願い申し上げる次第でございます。

（会長報＿告）　吉野　勲君
2月お目午後2時半より、湯の浜竹屋ホテルに於

いて庄内分区会長．幹事．会長エレクト会議が持た
れました。議題についてはポリオ・プラス計画につ
いての募金額の増額について高橋分区代理より、先
に行われた地区の会議報告についてお話しがあり、

各クラブでもこの問題については色々と検討され、
前向きに考えてもらいたいとの事であります。当ク
ラブでも本日理事会を開催致しましたので報告しま
す。追加募金方法でありますが、会員個人からの寄
附とロータリー以外の一般企業その他からの寄附を
期待するという事でありまして、山形新聞を通じて
一般の方々にもR．Cが提唱しているポリオ・プラス

計画について周知してもらうため、広告掲載をする
事に決定しているとの事でした。経費については、
会員1人250円×会員数の人頭分担金を以ってクラ
ブより分区に支払うとのことであります。

昭和62年11月17日御入会頂きました山形ケンウッ
ド代表取締役社長の伴公明君がこの度、社命に依り
東京の方にご栄転なされ退会される事になりました。
誠に残念ではありますが、今後益々の御活躍を会員
一同お祈りいたします。後程ごあいさつを頂きます。

（幹事報阜）　板垣広志署
01988国際ロータリー年次大会のご案内

場　所　USA．Pensilvania．フィラデルフイヤ

期　日　　5月21日～25日

参加希望者は事務局まで
○余目R．C例会変更…映画鑑賞のため

期　日　　3月11日（金）　午後6時
場　所　湯殿山食堂
登録料　1，500円

〇台中港区R．C会報到着

（退会挨拶〕　伴　公明宕

突然の事で私自身も戸惑っておりますが、実は本
日は新入会員のスピーチに当っておりましたが、先
週東京の方へ出張がございまして心の準備も整い、
今日の会員スピーチに備えておりましたが、東京に
着いたところ転勤命令が待ち受けておりました。

鶴岡での生活は非常に人情あるあたたかい御厚誼
をいただき、私の人生にとりましても貴重な数頁を
刻まれる事と思われます。特に最後の頁は鶴岡R．C
の皆様に温かく迎えていただき御厚誼をいただきま
した事、社会への奉仕という事の心を教えていただ
きました事を、私の鶴岡での最後のページに書き込
む事が出来まして大変嬉しく思っております。短か
い期間でしたが本当にありがとうございました。

〔些年記念事業委員会■）市Jl＝隼雄看
30周年記念事業委員長の小松広穂君の死去に伴な

いまして後任に風間真一君、副委員長に加藤賢君に
お願い致しましたので、宜敷く御協力下さい。

（＿親睦活動委具合）
03月会員誕生

佐藤　　昇
斎藤寿一
手塚林治
佐藤　　忠
中野清書

03月奥様誕生

高田紀子
早坂保江
高橋多恵子
皆川直子

板垣地永子
石川徳江
秋野順子
佐藤晴子

⊂亘席泰‾盲‾季⊃
〇年間皆出席

12年間皆出席
3年間皆出席
2年間皆出席

02月100％以上出席

佐々木治彦君

150％　　張

125％　　秋野（昭）．板垣（広）．三井（健）．

新穂．佐々木．若生．吉野
02月100％出席　　　　44名

阿蘇．藤川．布施．荒井．石井．石川．石黒．
市川．飯野．黒谷．小池．川上．三井（賢）．
毛呂．迎田．松田．皆川．村中．中江．中沢．
斎藤（隆）．佐藤（昇）．佐藤（忠）．佐藤（噸）．
佐藤（衛）．佐藤（友）．菅原．鈴木（弥）．荘司．
関原．庄司．鈴木（茂）．斎藤（昭）．高橋．丹下
鈴木（肇）．杉澤．塚原．忠鉢．松沢．碓氷．
山口．笹原（信）．日向

（ス　マ　イ　ル）

伴　公明君　　一度もスマイルをしていませんの
で、最後の機会ですのでスマイル

致します。

（ビ　ジ　タ　ー〕

温海R．C　　本間儀左工門君
斎　藤　五郎八君

鶴岡西R．C　　三　井　盾　夫君

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
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（会長報告）
吉野　　勲君

年度も後半に入ったせいか、本日は特別に会長報

告はございませんが、本日、次年度の各理事さん、

委員長さんの指名が発表になっておるようですが、

市川年度も迫って来た感じが致しております。私も

残された期間、精一杯出来得る範囲で努めさせて頂

きますので宜敷くご指導下さいますようお願い致し

会長報告といたします。

（幹事報告〕　板垣広志署

○例会変更のお知らせ

酒田乗R．C　ポリオ．プラス．フォーラムのため

日　時　　3月17日（木）　午後5時30分

場　所　酒田産業会館

登録料　　2，000円

○松本空港R．C認証状伝達式のご案内

日　時　　5月29日（日）

場　所　松本市音楽文化会館

登録料　12，000円

○会報到着　酒田東．東京．鶴岡西．鹿児島西R．C

O会長エレクト研修会

日　時　　4月3日（日）　12時30分

場　所　福島　ホテル辰己屋

次年度の理事・役員及び委員会名簿の発表

別紙の様に次年度の理事・役員及び委員会名簿を

発表致します。

吉野年度も早いもので4分の3を経過し、第3コ

ーナーにかかろうとしています。鞭をあげてホーム

ストレッチにかかればゴールは忽ち目前であります。

新年度になればガバナーの公式訪問も当クラブあ

たりが兵先でしょうし、準備は早いに越した事はあ

りません。クラブ運営の成否は各委員会の活発な活

動にあり、その企画立案で大体の評価が決まるとさ

え言われています。委員長さんには大変ご苦労に存

じますが、今から年間プランを考えておいて頂きた

いと思います。

会長エレクト　　市　川　輝　雄　君

尚、参考資料を次の例会に各委員長に配布致しま

す。活動計画の提出は5月中になると思いますが、

よろしくお願い申し上げます。

尚、今回の委員会構成は30周年記念行事委員会と

の関聯、今年度委員会との関聯などを充分勘案した

ものですので、ご諒承の上ご協力の程お願い致しま

す。

又、新ターゲット

≪ロータリーに活力を＝あなたの活力を≫

については、R．Ⅰの方から詳しい通達があり次第ご

報告致します。

新ターゲット　ロータリーに活力を＝あなたの活力を



1988～1989年度　鶴岡R・C理事・役員・委員会名簿

理　　　　　　事 �市川輝雄（会長）佐藤　昇（副会長）高橋艮士（会長エレクト） 
佐藤　衛．迎田　稔．松田士郡．碓氷節雄．吉野　勲（直前会長） 

理　　事　　会 �市川嘩雄（理事会長）佐藤　昇（理事副会長） 高橋良士（理事会長エレクト）佐藤　衛（理事）迎田　稔（理事） 
松田士郎（理事）碓氷節雄（理事）吉野　勲（理事直前会長） 
若生恒吉（幹事）斎藤庄治（会計） 

役　　員　　会 �市川嘩雄（会長）佐藤　昇（副会長）高橋良士（会長エレクト） 若生恒吉（幹事）斎藤庄治（会計）荘司俊治（S・A・A） 
佐々木克彦（副幹事） 

常任　委　員　会 �特　　　　定　　　　委　　　　員　　　　会 
委員会名 �委員長名 �委　　　　　　　　　　員 

クラブ奉仕 （理事）佐藤昇 �S　・A・A �荘　司　俊　治 �加　藤　　賢．村　中　文　章．杉　澤　保　吉 

出　　　　　席 �秋　野　昭　三 �丹下誠四郎．板垣　広　志．中　澤　　進 

職　業　分　類 �上　野　三　郎 �佐　藤　友　吉．板　垣　俊　次 
（3－1） �（3－2）　　（3－3） 

ク　ラ　ブ会報 �佐　藤　噸　治 �毛呂陸士．富田直治．日向一男 荒井宏明．松沢圭一．川上栄樹 

親　　　　　睦 �石　川　寿　男 �皆　川　光　吉．飯　野　準　治．鈴　木　　肇 

雑　　　　　誌 �黒　谷　正　夫 �阿部与十郡．吉　野　　勲 

会　員　選　考 �庄　司　嘉　男 �津　田　晋　介．笹原信一郎 

会　員　増　強 �中　江　　　亮 �斎　藤　　隆．佐々木詰彦 

プ　ロ　グ　ラ　ム �布　施　隆　夫 �菅　原辰　吉．関　原　亨　司．鈴　木　茂　男 

広　　　　　報 �田　中　鋳　造 �三　井　賢　二 

ロータリー情報 �佐　藤　　　忠 �三　井　　陸．新穂光一郎 
（3－1） �（3－2）　　（3－3） 

職業奉仕 （理事）佐藤衛 � � �早　坂　徳　治．佐　藤　元　伸．矢　部　　晋 

社会奉仕 （理事）迎田稔 � � �阿　蘇　司　朗．石　井　敬　三．風　間　真　一 

国際奉仕 （理事）松田士郎 �国際青少年交換 �藤　川　享　胤 �塚　原　初　男．本　山　　弥 
ロータリー財団 �張　　　紹　淵 �手　塚　林　治．玉　城　俊　一 

米山奨学会 �小　池　繁　治 �諸　橋　政　潰．Llj　本　噸　一 

世界社会奉仕 �山　口　篤之助 �石黒慶之助．高　橋　艮　士 

姉妹ク　ラ　ブ �斎　藤　　　昭 �内　山　喜　一．鈴木弥一郎 

青少年奉仕 （理事）碓氷節雄 �青　　少　　年 �松　山　俊　三 �笹　原　桂　一．秋　野　　忠 
（3－2） �（3－1）　　（3－3） 

インターアクト �佐古田　義　明 �鈴　木　善　作．中　野　清　吾．清　水　二郎 

ローターアクト �高　田　耕　助 �三　井　　徹．忠　鉢　　徹．斎　藤　寿　一 

備　　　　　　考 �バストガバナー　石　黒　慶之助 
地　区　委　員　国際奉仕委員会国際青少年交換小委員会　藤　川　宇　胤 
庄内分区代理　新　穂　光一郎 
30周年実行委員長　三　井　　徹　　　副委員長　小　池　繁　治 



創立30周年記念事業委員会より検討状況報告

63．1．5　例会後委員会開催。1月19日まで各自案

を持寄ることとする。

1．19　例会後委員会開催。いくつかの案につい

て話し合われたが、更に2月2日のたら

汁会の前に集まって話し合うことにする。

1．21　小松広穂委員長急逝されたため、2月2

日の会合が2月9日に延期された。

2．9　例会前委員会開催。風間真一が推され委

員長となる。

この日の話し合いの中で出された　tt西郷

南州先生の書の石碑を建てる案が大方の

賛意を得られたために、先づはこれを第

1案として、その可能性を検討すること

になった。

2．16　例会後、委員長は佐藤昇委員、若生次年

度幹事に同道を願い、鶴岡市佐藤助役、

池田計画管理課長を訪ね、記念事業の主

旨、委員会の案としての南州先生の書の

石碑建立のこと、更に書については酒井

家に伝わるtt国国国国”とする考えなど

を説明した。市当局ではその構想を諒承

され、その設置場所については、産業会

館筋向いのtlタブの木”のある角地では

どうかとのご提案あり、私どもも同所は

例会場の至近距離にあり、今年から来年

にかけてのtt花と緑の環境整備地区’’で

あるために、来年4月の記念日には周辺

も含めて整備される予定であり、適地で

あると判断し、そこを候補地として市側

の計画にスケジュールを合わせるために

今年4月中に当方のプランも固めるよう

話し合いを進めることになった。

63．2．23～2．29　設計担当の佐藤昇委員と石工事担

当の鈴木茂男委員に再三にわたり協議願

い、予算（140万円）の範囲内で考えら

れるベターな案を作成願った。

委員長　風　間　真　一　君

63．3．1例会後委員会開催。経過報告し、了承を

得るとともに、作成された案によって意

見交換を行った。

大筋において委員各位のご理解が得られ

たので、この案をもとに、更に市当局と

折衝することとなった。

3．2　委員長は、佐藤昇委員、若生次期幹事に

同道を願い、市の池田計画管理課長を訪

ね、私共の案を示して、市側の計画との

調整をお願いした。

委員長は致道博物館に酒井忠明氏を訪ね

ロータリークラブの記念事業として酒井

家ご所有のt’国国国国”を使わせて頂く

ことについてお話し申し上げ、差支えな

いとのご十意を頂いた。

以上は経過報告でありますが、委員会の当初に於

ては会員各位にアンケートしてご意見を頂くことも

考えていたのでありますが、今、申し上げた案が他

の案よりも賛成意見が強く、又、事前に行政側との

調整を要するなど、具体的検討が先になったために

内容がかなりつまってから皆様にご報告となったこ

とは、止むを得ないこととはいえ申し訳なく存じて

おります。

市側との調整の時間も若干は残されておりますの

で、何かご意見がありましたら、私までお話を下さ

るようお願い致します。

尚、市側に提示しておりますプランをご参考まで

回覧致しております。



⊂‾金員スピーチ〕

生を　明　ら　め死を　明　ら　む

今日は「生と死」につい

てお話し申し上げます。

過日、日本医師会倫理委

員会に於いて脳死を個体死

として認識するという方向

づけがなされました。どう

してこの問題が大きく社会

的にクローズアップされた

かと申しますと、近代医学の急速な進歩によって逆

に生じた、死の判定の規準を脳死におくか、個休死

におくかで人道的に、かつ倫理的に医学界を含んで

社会的にも大きく揺れ動いたからであります。と申

しますのは、今から約十数年前までは脳死の状態が

すぐに個体死に移行していたのであります。それが

医療技術の進歩によって生命維持装置なるものが開

発され、一昔前では手のほどこしょうがなかった脳

死という状態を植物的人間の状況ながらその生命を

完全なる個体死にいたるまで維持できる様になった

からであります。しかし、それは当然いい悪いかは

別にして、人間らしい意識を持った生の存続ではな

いのであります。では、どうしてこの脳死と個体死

という時間の差が死の判定に大きく関与するかと申

しますと、その裏に臓器移植という医学界の永遠な

る命題が存在しているのであります。つまり、臓器

移植をおこなう場合、臓器提供者が脳死であるか個

体死であるのかは、そこに雲泥の差が生じてくるの

であります。勿論、脳死の状態でその提供を受ける

ことが最適であることは言うまでもございません。

ではなぜ、その方向にスムーズに移行しないかと申

しますと、提供者の家族の感情的な問題と、脳死の

判定を下す医師のスタンドプレーとモラルの低下を

危ぶむ声が医学界の内外に充満しているからであり

ます。医師のモラルの問題は別にして、私個人とし

ては、脳死に於ける臓器移植に大いに賛成なのであ

藤　川　享　胤　君

ります。

世の中には心臓をはじめとしていろんな臓器の疾

患や、目の不自由な方が数多くいらっしゃることは

皆様御承知のとおりであります。この世の中で人間

としての生の存続が不可能と判定されても、なおか

つ自分の肉体の一部が他の人々の為に活用が可能な

らば、喜こんで使っていただきたいと私は心から思

っておるのです。現在国際ロータリーではポリオ・

プラス計画を実施しております。これも素晴らしい

プロジェクトに違いありませんが、お金を使わず吾

身一つで世の人々の為に奉仕出来うる臓器の提供に

もっと積極的に対処していくべきではなかろうかと

思っております。まきに国際ロータリー100万の友

が先頭に立って、手に手を取り合って〝

さて、私共の宗門に修証義というお経がございま

す。これは宗祖道元禅師が著わされた正法眼蔵の中

から特に大事なエキスを抜粋して、口語休で著わさ

れたお経であります。その第一章総序の冒頭に「生

を明らめ、死を明らむるは仏家一大事の因縁なり…

・・・」とございます。生死を明らかにすることが仏教

では大変大事なことであるという意味でございます。

私共は生と死ということをあまりにも対称的に考え

がちであります。生は御目出たいことで、死は不浄

（不祝儀）であるといった具合に……死が不浄なも

のであるという観念は、家族に死者が出た時、神棚

に目かくしをして、その不浄さを神様に見せないと

いった全くナンセンスな迷信が今日でも、なんの疑

問もいだかせずに行なわれていることでも御理解い

ただけると思います。それはあたかも東京ですら友

引きに火葬を行なわないと同じ様に……。

ところで、仏教の素晴らしさは生死を二極的に対

疇して観ないというところにあるのです。この世の

中で唯一の死なない方法は？　そうです、この世に

生まれてこなければいいのです。つまり人間をほじ



めとして、この世に生を受けたものは間違いなく死

ななければならないのです。個人差によって早い遅

いはあるにせよ。「何人にも公平に死がやってくる

ならば死の心配はしなくてもいいよ〝」というのが

仏教の教えの基本であります。どうして死の心配を

しちゃいけないかと申しますと、考えても詮なきこ

とを考えるのは無用の長物だからであります。大事

なェネルギーの損失だからであります。否むしろ今

というこの大事な一時に生ききることができないか

らであります。生を受けて以来与えられた一時一時

を精一杯生ききれば自然と死（仏教ではニルバーナ

安楽の他界という）が向こうからやってきますよと

いうのが仏教の生死の観方であります。しかしそう

は言うものの、私共はなかなか死の恐怖からぬけだ

すことが出来ないのであります。どうしてぬけだす

ことが出来ないかと申しますと、それは何人も未だ

かつて生きながら死の世界に行ったことがないから

です。あの世とやらがこの世より楽しいことがわか

っていたら、誰でもあの世とやらに行くことを鋳躇

するはずがありません。どんなところかわからない

から皆が不安なのです。では、仏教では死の世界を

どの様に考えているかお話ししてみたいと思います。

その前に仏教では全ての事象を因果（原因・結果）

の法で解明することをおぼえておいて下さい。この

世に生を受けることを仏教では生有と申します。生

を受けたということは因果の法に照すと結果ですね。

そうすると、どうして生を受けたかという原因が必

らずあるはずです。この場合の因はこの世に生まれ

てこようとする目に見えない猛烈なェネルギーです。

それを無明と申します。この因である無明に父・母

という男女の縁が重なると初めて異として生命が誕

生するのであります。男女の結びつきが生命の誕生

の因にならないのは、結ばれたからといって必らず

受精するとは限らないことで明白であります。まさ

に縁が熟さなければ生命の誕生はありえないのであ

ります。生まれてきた私共は死ぬまでこの世で生活

いたします。この世界を本有と申します。そしてい

つの日か誰にでも死がやってまいります。これを死

有と申します。無明に対して栗であった生は、死に

対しては因になります。まさに先程申しました様に

この世に生まれてきたから（原因）死ななければな

らないのです（結果）。この時の縁が病気とか事故

になる訳であります。そうすると人間は一度死んで

しまったらそれっきりかと申しますと、そうではな

くて、再度生まれかわってくるとされておるのです。

この考え方を輪廻転生といいます。では、いつ生

まれかわることができるかと申しますと、一番早い

人で亡くなってから四十九日目であります。亡くな

ってから再度生まれかわることが出来るとされる四

十九日目までを中有、又は中陰といい、四十九日目

を満中陰と申します。この間私共の肉体はなく、た

だ意識だけの存荏なので、この状態を意生身と呼

びます。肉体がありませんから空腹をおぼえること

がありません。ですからこの間は香だけを食するだ

けで充分なのです。逆な言い方を申しますと、実は

私共の為に遺族や友人達が焚いてくれるであろうお

線香だけが頼りなのです。さて、いよいよ次の世界

に生まれかわれるという四十九日目がやってまいり

ました。ではいったい私共はどこに生まれかわるこ

とができるのでありましょうか。次の六つのどこか

の世界に生まれ変るとされております。その六つと

は、悪いほうから申しますと、地獄・餓鬼・畜生・

修置・人間・天上の順になっておるのであります。

人間は上から二番目のところです。さて、皆さんは

次の世でどこに生まれかわることができるでありま

しょう。それが一番大きな問題になってくるのであ

ります。人前でツッパル以外は誰だって本音は出来

れば地獄なんかには行きたくないですよね。ではど

こに行くかはどうやって決められるのでしょうか？

そうです／／皆さんもうおわかりですね。それは皆

さんがこの世でなされた皆さんの業によって決定す

るのであります。

与えられた時間がなくなりました。この続きはま

たいつか。

藤川合掌



Ci　マ　イ　ル〕

佐藤　衛君　クラブのマージャン大会に優勝。

荘内銀行の笹原頭取、上野会頭、

東北電力の杉澤所長、山銀の山本

支店長、楽しいマージャンでした。

日向一男君　　ガバナー月信に鱈汁会の写真が載

り、又久しぶりに床屋に行き、良

い男になりました。

中沢　進君　　私もガバナー月信に日向君と同じ

く半身だけ載りましたので、半分

だけスマイルをさせていただきま

す。

塚原初男君　　父親が動脈りゅうの手術に成功し

ました。

富田直治君　　長女が田川地方珠算大会の小学校

の部門で優勝しました。

佐々木霊彦君　　新入会員と伴さんの歓送迎会に沢

山の会費をいただき余りましたの

で、その分をスマイルします。

丹下誠四郎君　　親睦委員会主催のマージャン大会

に多数出席いただきました。又、

長男が無事高校を卒業しました。

これからのプログラム

3月15日　ゲストスピーチ　現場の声④

鶴岡警察署刑事第二課　大川課長

3月22日　新入会員スピーチ

荒井宏明君．松沢圭一君

川上栄樹君

3月29日　ゲストスピーチ

竹の露社長　金野松弘様

4月　5日　会員スピーチ　業界シリーズ㊤

庄内ミート㈱専務　斎藤　昭君

4月12日　会員スピーチ　業界シリーズ④

NTT局長　田中錦造君

4月19日　会員スピーチ　業界シリーズ④

庄内証券　高田耕助君

⊂亘‾ジクエ」

鶴岡西R．C　　桜井　　晋君

タ童感
（R．Ⅰニュース第6号より抜粋）

クラブ相談室

圃　私たちのロータリークラブの会員2人が他の奉

仕クラブにも入会している、ということが最近明

らかになりました。これは許されるでしょうか？

闇　このような二重会員には強く反対します。ロー

タリークラブの会員の義務に従うために、ロータ

リアンは、他の奉仕クラブに入会して自分の関心

やエネルギーを分散させてはなりません。この会

員たちが、クラブにおいて義務を果たしていない

とクラブ理事会が判断したなら、会員身分の終結

という結果にならざるを得ないでしょう。

囲　ほとんどの会員が商用で市外にいる遇の例会を

取り消すことができますか？

匿　できません。例会は、クラブ細則に定める曜日

と時間に、毎週1度、開かれなければなりません。

緊急の場合（例えば、災害またはクラブ会長の死

去）または法定休日の場合にのみ、例会を取り消

すことができます。標準ロータリークラブ定款第

4条を参照して下さい。旅行中の会員は、もちろ

ん、他クラブでメークアップしなければなりませ

ん。

鶴岡ロ【タリークラブ創立　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　鶴岡苗馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12・30～1・30



（ゲストスピーチ）

当地暴力団の実態・・・暴力団とその犯罪

鶴岡警察署刑事第二課長　大　川　隆　雄　氏

鶴岡は初めての勤務地で
ありますが、風光明媚に加
えて人情味あふれる地域性
があり、生活するには大変
良いところと聞いて参りま
したが、これまで2年程生
活してみて、その通りだと
痛感している次第でありま
す。

しかし、生活環境が良い
のは暴力団にとっても同じ

らしく、残念ながら当署管内の暴力団の数も少なく
ありません。

本日はこのような席にお招きをいただきまして、
暴力団というものの実態につきましてお話する機会
を与えていただきましたことに対して、深く感謝申
し上げます。
また、皆様には平素から警察業務の各般にわたり

深い御理解と御協力をいただいておりますことに対
し、この席をお借りして厚く御礼を申し上げる次第
です。

最初に暴力団の現状から申し上げます。
組織的には、
全　国　で　　2，300団体　　93，500名

県　内　で　　　　31団体　　　　800名
当署管内で　　　　　4団休　　　　66名

が認定され、登録なっております。
当署管内の内訳を申し上げますと、
住吉連合中村会斎藤組　　　　　　　　14名
極東関口一家谷畑二代目佐藤会儀和親　16名

〝　　研谷一家村上組内大門観　12名

全日本両国一家連合会佐々間一家　　　　8名
管内居住暴力団（酒田の組に加入）　　16名

の合計66名が鶴岡署管内において女性をヒモにして
外車を乗り回し、善良な住民に脅威を与えて、大き
な顔をしながら生活しているのです。

ここにお集まりの皆さんは、直接暴力団から被害
にかかった方は少ないと思いますが、子供を連れ公
園で遊んでいても、道路でスレ違ってもいやな感じ
をした経験が、皆様全員があると思いますが、日本

国憲法で保証されている平等権、あるいは基本的人
権からもってきても、暴力団員が大きな顔をし善良
な市民に脅威を与えることは許されないことであり
ます。
御承知のように暴力団の社会でも、その組織を支

え維持していくためには資金が必要でありますが、
彼らの資金を得るための活動態様は次第に多様化し、
その領域は拡大する一方であります。かつてはバク
チや売春といった限られた対象と領域で資金活動を
しており、広く一般市民に及ぶことがなかったので
あります。ところが最近における暴力団は「金を得
るためには手段を選ばない」犯罪の集団となって、
社会の表舞台ともいうべき企業活動に平然と手を伸
ばし、経済取引に深く関与するとともに、∵股市民
の日常生活で発生する交通事故の示談から、プライ
ベートな離婚等の紛議まで関与し、彼ら特有の強引
なやり方で不当に金を得ているのが実態であります。

こうした暴力団の行動形態からして「ウマ味」が
あると見れば悪の手を伸ばしてくるのです。
暴力団、暴力団と話していますが、どのような形

態で組員となるかについて話しますと、まず暴力団
組員と申しますのは、皆様が聞きなれている組では
山口組、一和会あるいは稲川会という名称は新聞、
テレビで聞きなれていると思いますが、これらの一

例をとっても、その親分のもとに、いわゆる盃事と
いう、親分から盃をもらい、親分に一生忠誠をつく

すことを誓うのであります。これは非常に古い儀式
で、互い血を出しまして盃で飲み合う儀式でありま

す。今は暴力団の組織においても簡素化の傾向があ
りまして、盃で酒を飲み合っているようです。
これらの盃は親子の盃、兄弟の盃、五分の盃など

種々あるわけであります。歌の文句にあるとおり、
まさしく親の血を引く兄弟よりも、かたいきずなの

義兄弟と言われているとおり、親も捨て、兄弟も捨
てなければならないのです。

それから構成員でありませんが、その周辺におり
まして、連中と行動を共にしている者、これを準構
成員と呼んでおります。この準構成員の中で見込み
のある者が選定され、組員となるのです。

暴力団を態様別にその稼業、資金源から大きく分



けると博徒、的屋に分けられ、博徒はバクチで生計
を立てている暴力団を言い、的屋とは別名「香師」
（ヤシ）と呼ばれる露店商の集りで、当署管内の暴
力団は住吉連合を除くとほとんど的屋に区別されて
おります。
博徒、的屋は古い歴史をもっているようで、江戸

時代から活動があったようであります。映画・テレ
ビ等では「強きをくじき、弱きを助く」という仁侠
に生き、素人衆には迷惑をかけないよう描かれてい
る例が多いようですが、実際は現在とさほど大差な
く、各地の祭礼の時等「なわ張り」等の利権を得て
思い通りにならなければ、暴力手段に訴えたりして
おり、一般の人からすれば嫌われ者的存在であった
ようであります。

㍍暴力団の活動実態
暴力団という組織にとって、根本的な組織要素で

ある　　人　つまり　構成員
金　　〝　　資金源
物　　〝　　武　器

がありますが、彼らが不法行為を起こす主な原因は、
金、つまり資金源に端を発する例が多いのです。

すなわち、金がなければ子分は集まらない、勢力
は拡大出来ないという事態になるわけですから、彼
らにとって資金源は重要な部分を占めている訳であ
ります。
ロ暴力団排除活動
暴力団にとって最も脅威となるのは、各種の締め

出し措置の推進であります。「義理かけ」や「みか
じめ料」と称するショバ代、用心棒代の拒否、暴力

団事務所の明渡請求や契約更新の拒否などは、暴力
団の活動基盤や資金源の封圧につながり、暴力団に
とっては警察の取締り以上に大きな脅威となるわけ
であります。

このためには、鶴岡市民全員が暴力団の本質につ
いて正しい認識をもっていただいて、

暴力団　を　恐れない
暴力団　に　金を出さない
暴力団　を　利用しない

の三つを念頭においていただきまして、暴力団から
のあらゆる要求を拒否するとともに、被害届けを積

極的に提出していただきたいと思います。
暴力団が存在することにより主婦が騙されて覚せ

い剤中毒にされたり、女子高校生が売春を強要され
転落していくような悲劇が繰り返されております。

又、山口組と一和会の対立抗争事件等により、善
良な市民がけん銃等の巻き添えを食う事案も多数出
ております。

こうした「意の集団」「市民の敵」に対しては、
警察としても活動の重点にとり上げ、取締りを実施
して来たところでありますが、いまだ根絶には至っ
ていないのが現状であります。その側面には、一部
市民でありますが、暴力団を利用し、あるいは資金
を与えるという社会環境が残っているからでありま
す。

真面目さと文化の高さを誇って余りある鶴岡市が
暴力団に汚染されていいはずがないのであります。

今後共、暴力団排除活動の積極的な支援をよろし
くお願い致します。

（華＿＿寧翠．阜つ　吉野　勲署
陽気も大分春めいて参り、漸く気分的に明るいも

のを感じるようになりました。4月の第1例会は私
ののっぴきならない所用のため欠席いたしますので、
3月29日に4月の理事会を開催いたしたいと存じま

すので、各理事の方には大変ご迷惑をおかけするこ
とになりますが、よろしくご出席の程をお願いいた
します。
次に、3月10日付山形新聞に2分の1のスペース

を使い、国際ポリオ・プラス・キャンペーンの記事
と、県内ロータリークラブの連名で広告を掲載いた
し、ロータリークラブの広報活動が大きくP．Rされ
ておりました。後程回覧いたしますのでお読み下さ

〔互＿草報＿＿＿＿＿阜つ　板垣広志君
○例会時間変更のお知らせ

酒田R．C　夜間例会のため
日　時　　3月16日（水）　午後6時30分

場　所　　ホテル　リッチ酒田
登録料　　2，000円

○米沢西R．Cより外部広報紙第4号ttおしょうしな”

到着

〔ス　マ　イ　ル）

鈴木茂男君　　この度は当クラブ30周年記念事業
のお仕事を当店にご指名いただき
有難うございました。

村中文章君　　長女、公立高校試験に合格
佐藤　衛君　　先週、郵政省関係による藤島郵便

局の工事を講負うことになりまし
た。

板垣広志君　　末娘がこの度高校を卒業し、会長
さんの木村屋さんに就職させてい
ただきました。本当に有難うさん
でした。お菓子はどうぞ木村屋さ
んから

吉野　勲君　　板垣幹事さんとこの娘さんをお預
りすることになりました。

黒谷正夫君　　3月15日の確定申告が終りホッと
したところです。尚、申告してな
い方は今日中にお忘れないように。

（いタリー財団）

今日のご寄付　7．787円

（ビ　ジ　タ　二）

鶴岡東R．C　　三浦典義君

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



〔会長報告）
吉野　　勲君

本日は特別に会長報告はございませんが、先日の

例会でも申し上げましたが、次週3月29日は4月度

の理事会を開催いたします。よろしくお願い申し上

げます。

本日は久々のバイキング料理のようですが、皆川

SAA委員長さん、ご準備ご苦労さんでした。

年度も後半に入って参りまして、地区より送られ

てくる書類も次期の協議会開催などを含めて多くな

って参りました。私のような力不足の者が会長です

が、板垣幹事を始め会員皆様のご友情でここまで采

ました。4月には鶴岡東R．C認証状伝達の式典があ

りますが、スポンサークラブとして一人でも多くの

会員の皆さん、ご出席を今からお願い致します。

3月26日は天童R．Cの創立30周年の式典がござい

ます。当クラブより只今のところ6名の参加者でお

祝いに行って参ります。

⊂車重報畠＿〕　板垣広志署

○例会変更のお知らせ

・酒田中央R．C　古びな人形観賞会のため

日　時　　　3月25日（金）午後7時

場　所　　相馬屋

登録料　　　5，000円

○東北電力情報到着

⊂室旦そ旦二三」

〔委員会報告）

（国際青少年計画車重⇒
頓原初男君

先週3月16日（水）、グランド　エル・サンにお

いて「鶴岡在住外国人留学生・研修生を囲む会」を

11名の留学生・そのご家族の皆様を迎えて盛大に開

催することができました。この会は、期せずして鶴

岡R．C、鶴岡西R．C、鶴岡東R．Cの3R．C共催で開

催されました。3クラブ共催は初めての事と存じま

す。鶴岡R．Cからは当日急用で2名のご欠席があり

5名、鶴岡西R．Cからは9名、鶴岡乗R．Cからは12

名の方々よりご出席をいただきました。計37名全員

で夕食に舌つづみを打ちながら、国際親睦を深める

ことが出来ました。尚、全員による記念撮影を致し

ましたので席上回覧致します。

3クラブ関係各位に厚く御礼申し上げます。

最近の外国旅行について

先月の16日に入会させていただいてから早や1ケ

松　沢　圭　一　君

月が過ぎてしまいました。その間、諸先輩方より種



種とご指導ご鞭鍵をいただ

き誠にありがたく厚く御礼

を申し上げます。

今日は新入会員のスピー

チと言う事ですが、諸先輩

方を前にして何を話して良

いか迷いましたが、職業上

の話を少しばかりさせてい

ただく事をお許し下さい。

さて、ここ2～3年異常とも言える海外旅行ブー

ムになっておりますが、一体、海外渡航した日本人

はどの位であろうか。法務省入国管理局が3月20日

付けでまとめた出入国者統計によりますと、62年中

に海外へ出掛けた日本人は前年より23．8％も多い、

約683万人と史上最高を記録したと発表しておりま

す。では、今年63年はどの位の日本人が海外へ出掛

けるであろうか。国際観光振興会の調べでは約750

万人～760万人位であろうと見通しを立てておりま

す。

このように大きな伸びを示した背景には、皆様ご

周知の通り、

1．円高の進行が最大の理由で、かつ円高傾向が定

着しつつあると言う事です。

2．日本人の所得水準が向上し、生活が大変豊かに

なり、自由時間が増大した事です。

先般、NTTさんで首都圏の四年制大学に通学

している男女500人の学生を対象に、夢のベスト

10は何か、アンケート調査したところ、

（1）海　外　旅　行

（2）結　　　　　婚

（3）幸せな家庭を築く

という事がベスト3だったそうです。

この調査を見ても、日本人の生活がいかに豊か

になったかが良くわかります。

3．観光、レクリエーションに対し行政からのアプ

ローチがさかんになっております。例えば、運輸

省の海外旅行倍増計画（テン．ミリオン計画）…

この計画は、昭和66年に海外旅行者数を1，000万

人の大台にのせる事を目標とした計画です。

又、文部省では国際感覚を身につけた青少年の育

成という事で、海外への修学旅行やホーム．ステ

ィー等々を推奨しております。

しかしながら、わが国では国民の対人口比約5％

しか海外へ出掛けておらず、他の先進国と比較して

極めて低い水準になっております。同じ太平洋にあ

るオーストラリアの約半分であります。

（参考）1983年の資料

先進国の海外渡航者の対人口比は

イギリス　　　　　　39％

西ドイツ　　　　　　34％

フフンス　　　　　　16％

アメリカ　　　　　　12％

オーストラリア　　10％

となっております。

それでは、我々山形県の海外渡航現況はどうなっ

ているのか。県企画調整部企画調整課の調べでは、

旅券発給申請からみて6年連続の増え続けで、62年

の申請件数はなんと22，546件だったそうです。これ

は前年比24．2％の伸びで、しかも全国の前年比巻上

まわっております。

又、年令別では20才代が最も多く35．5％、次いで

30才代が20．9％、50才代が13．8％の順になっており、

特に若い年令層を中心とした女性の海外渡航が急増

しております。

又、渡航先別では米国（ハワイ．グアム含む）が

38．7％でトップ、次いで台湾14．0％、中国9．6％の

噸で、韓国が前年の3位から5位に後退したのが注

目されます。

このように、山形県においても円高の影響や、国

際化社会の進展とともに海外渡航が定着してきてい

る現われとみられております。

最後に、これからも海外渡航者は円高や、国民の

レジャー志向、運輸省のテン．ミリオン計画、庄内

空港など好環境は変わらない為、今後共増え続ける

であろうと予想されております。

以上、簡単ではありますが、海外渡航の現況をお

話させていただきました。

ありがとうございました。



防　火　設　備　に　つ　い　て

皆様方におかれましては

防災設備のチェックという

のは、ほとんどの方が部下

にまかせっきりというのが

現状ではないでしょうか。

そこで、自分達でも出来る

防災チェックという話を、

この時間をお借りして、し

てみたいと思います。

防災設備の維持管理

防　災　設備

建物系統の設備；防火区画・防火戸・避難階段・

換気・非常用照明、等

消防用の設備；消火栓・スプリンクラー・日動火

災報知設備、等

維持管理制度

法定点検・報知義務　建築基準法や消防法等に

より項目が細く定められている。

法定点検の盲点

○外部専門業者まかせで、自主的な点検を行な

っていない。

○法定点検として設備の機能チェックするだけ

で、実際の使用上での問題点はチェックして

いない。

○法定点検は現在有している設備について行な

えば艮いため、新たに自主的に設置すべき設

備の検討がなされない。

川　上　栄　樹　君

日常維持管理のチェックポイント

防火戸；防火・避難上の障害物、開閉を妨げる

障害物、変形の有無、円滑な開閉感知

器等による自動閉鎖機能

防火区画の貫通部；ダクト・配管等の隙間及び貫

通部前後の使用部材は不燃材、ダクト

の防火ダンパーの防火防煙性能

給水源・消火用ポンプ；給水の確保、給水量の確

保、消火用ポンプの起動確認

屋内外消火栓；操作・使用上のスペース確保

スプリンクラー；スプリンクラーヘッドの散水障

害の防止（間仕切、ダクト、機械設備

等の変更に留意）

不時放水の防止：蒸気漏れ、熱風吹き

出し、凍結等、スプリンクラーヘッド

周辺の環境変化に留意

日動火災報知設備；誤報対策…種類や感度を変更

したり、位置をずらしたり積極的に対

処

排煙設備；排煙口に障害物

より良い管理をめざして

①　建物の状況変化に留意

㊥　点検整備の頻度

㊥　自社での点検整備の実施

④　設備維持台帳の作成・活用

（む　使用訓練

互＿＿アイ‾二亘）

阿部与十郎君　孫の長男が南高を卒業して早稲田

大学社会学部に合格し、4月1日

入学式を迎えますので。

庄司嘉男君　　せがれが大学に入学しましたので。

塚原初男君　「鶴岡在住外国人留学生・研修生

を囲む会」で経費を少しオーバー

してしまいましたのと、私の長女

が山形大学人文学部を卒業して就

職する事になりましたので。

張　紹淵君　　米山委員会です。塚原先生の留学

生を囲む会、大変良い事ですので。

（ビ　ジ　タ　ー〕

な　　　　　し



（R．Ⅰニュース第6号より抜粋）

ロータリアンが奉仕に結束している

模様を世界に示す機関雑誌

77年前に、ナショナル・ロータリアンの第1号が

発刊されました。12ページのささやかなニュースレ

ターで、発行部数もわずか2，000部でした。しかし、

これが、ロータリーの機関雑誌の始まりでした。現

在出版されているロータリアン誌とレビスタ・ロー

クリア（スペイン語版）には、世界各地に50万の定

期購読者がいます。

しかし、それだけではありません。ロータリアン

誌は、6大陸21カ国語で印刷されている26の地域雑

誌というコミュニケーション網の中心に誇らかに位

置しています。どの雑誌も、ロータリーの出来事や

歴史を織り込み、100万以上という驚くべき数の読

者の手元に届けられています。

しかし、機関雑誌は、コミュニケーションの道具

だけではありません。国際的に評価されている雑誌

で、優秀な編集・デザインにおいて60回以上賞を受

けています。世界的人物、作家、指導的思想家が、

定期的に寄稿しています。

4月の雑誌月間は、ロータリーの雑誌とロータリ

ーの理想推進に果たした雑誌の役割を強調する絶好

のときです。雑誌は、ロータリアンが「奉仕に結束

一平和に献身」している模様を世界中に報道するだ

けでなく、プログラムのアイディアの宝唾です。

4月は、団体や個人の購読予約の贈呈を増やす最

適のときです。ロータリアン誌創刊以来75年間（1911

－86年）における優れた記事の選集である352ペー

ジのロータリアン誌寄稿文選集を地元の図書館に寄

贈することも考慮して下さい。この美しい書籍には

20世紀の息吹を伝える素晴らしい報告と逸話が載っ

ています。価格：米価11ドル50セント。

ロータリー概観

1988年1月24日現在、161の国と地理的地域に

23，225のロータリークラブがあり、1，043，485名の

ロータリアンがいます。1987年7月1日以降、42

カ国において新たに加盟を承認されたクラブの数は

208でした。

ロータリーの創立記念日を活用して

クラブの発展を鼓舞

83年前、米国イリノイ州シカゴのユニティ・ビル

の711号室で、ロータリーが誕生しました。2月23

日の冬の夜、わずか4人でスタートしたロータリー

は、現在、会員数100万を超す世界的団体に発展し

ました。この著しい会員数の伸びが、ロータリーの

活力源でした。

しかし、発展は必ずしも容易ではありません。あ

なたのクラブはどのようにしていますか？

会員数の増減表を作成していますか？クラブ協

議会で会員増強を強調していますか？　大変成功し

た「5名で1名の新会員計画」を利用していますか

？　アディショナル止会員の数を増やしていますか

？　充填未充填職業分類表を最新のものにしていま

すか？　空席の職業分類を発表していますか？

この創立月間中、クラブ会員ひとりひとりに、新

会員を推薦するよう奨励して下さい。理想的規模に

達したと言えるクラブなんてありません。どのクラ

ブも、新しいアイディア、新しい指導力、新鮮な熱

意を獲得しなければなりません。ですから、新刊の

会員増強・退会防止の手引き（417－JA）からヒン

トを得て下さい。また、会員増強に関するクラブ・

フォーラムを組織してFさい。忘れないで下さい：

6月末までに3パーセント以上の会員純増を達成で

きれば、1987－88年度会長賞獲得の役に立つことが

できます。

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・30－1・30



⊂亘トスピーラ⊃

酒　　　　い　ろ　い　ろ

酒類とはアルコール分1

度以上を含む飲料をいう。

固形、粉米状のものを水に

溶かして飲料とするものを

含む。

酒類には酒税法上の分類

と、製造方法上の分類があ

る。

酒税法上の分類

1）清　　酒・・…・米、米麹及び水を原料として醗

酵させてこしたもの。又、清酒粕

その政令で定める物品を原料とし

竹の露社長　金　野　松　弘　氏

6）果実酒類……果実及び水を原料として醗酵さ

せたもの。ワイン等

7）ウイスキー類……発芽させた穀類及び水を原

料として糖化させて、醸酵させた

アルコール含有物を蒸留したもの。

その他アルコール、スピリッツ、

焼酎、香味料、色素、又は水を加

えたもので香味、色沢、性状がウ

イスキー原酒に類似のもの。

8）スピリッツ類…‥・ウォッカ、ジン

9）リキュール類……薬用酒、カクテル類

10）雑　　酒……1）～9）までに含まれないもの。

て醸酵さしてこしたもの。　　　　　　製法上の分類

2）合成清酒……アルコール、しょうちゅう、又

は清酒とぶどう糖、その他政令で

定められた物品を原料として製造

したもので、香、色、その他の性

状が清酒に類似したもの。

3）焼　　酎……アルコール含有物を蒸留したも

ので、アルコール分が45度以下の

もの。

4）み　り　ん……米及び米麹に焼酎又はアルコー

ルを加えてこしたもの。

5）ビール……麦芽、ホップ及び水を原料とし

て醸酵させたもの。又、その他政

令で定めたものを原料とするも可。

醸　造　酒

ワ　イ　ン　　原料－ぶどう、醸酵

ビ　ー　ル　　麦芽、ホップ、糖化、醸醇、

蒸留

清　　　酒　　米、米麹

蒸　留　酒

フフンデー

工芸イスキ孟

混　成　酒

†み　り　ん

t梅　　酒

で分類される。

ぶどう、醸醇、蒸留

麦芽穀類、糖化、醸醇、蒸留

米、甘藷、麹、醸醇、蒸留



清酒の現在の級別は、特級、一級、二級に分れる。

しかし、出来た酒はすべて二級で、特、一級に認定

申請し、認定されたもの。一級は品質が佳良なもの、

特級は品質優良なものと定義されている。認定申請

しないものは、高品質の酒でも二級で販売されてい

る。高品質の地酒はほとんど二級で、消費者に喜ば

れている。（酒税の負担が少ない事が）

特に清酒は他の酒類と大きな違いがある。一つの

醸酵タンクの中で糖化と醸醇が同時に行われている

のは、他酒類では類を見ない。故に清酒は造り万に

より甘辛を十分コントロール出来る。

これは麹菌の出す酵素により、米の澱粉を糖に変

る（糖化）働きと、この出来た糖が酒母の中にある

酵母の出す酵素の働きでアルコールに変化する（醸

酵）。これが一つのタンクの中で並行して進んでい

る（並行複醸酵）

この製造工程を図式にすると下図のごとし。

清酒の種類

1）純米酒－…‥原材料表示、米、米麹

「純」という文字を含む用語が使

えるもの。米、米麹及び水のみで

造る酒。今、売れ筋商品の一つで

ある。（飲む場合は冷やしてか、

又は爛する場合ぬる爛一40度以下

の温度）

2）本醸造酒……原材料表示は米、米麹、醸造用

アルコール。これは純米酒に醸造

用アルコールを、白米1000kg当り

（100％アルコール）120β以下

の添加して醸すもの。（爛しても

冷やしてもおいしく飲めます）

3）吟醸造……「吟」という文字を含む用語を

4）原

使えるもので、純米か本仕込みで

しかも精米歩合が60％以下で、し

かも低温（最高醸酵温度10度～

10．5度）で長期発酵（30～40日

位）で、粕歩合の高いもの。吟醸

香（果物を思わせる芳香）があり

味はたんれいにして丸みがあり、

なめらかなのどごしの良い酒。清

酒の最高品質、冷やして飲む。

酒……醸酵終了後もろみを搾ってから

図2－1「凍洒製造工程（口本酒造組合「い火会パンフレノトより）
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出荷段階までに一切水を加えない

もの。アルコール18～20度位。オ

ンザロックか冷やしてお飲み下さ

い。

5）生　　酒……出来上った酒を一切加熱処理を

しないもの。倉内貯蔵は0℃で、

出荷に際してもチルド商品同様の

取扱いをします。冷蔵貯蔵して下

さい。飲む場合も冷やして、果物

香がして、さわやかなフレッシュ

な味が喜ばれます。

6）貴醸酒……仕込みの時に仕込水の約半分を

清酒に置きかえて仕込み、非常に

甘口で酸も多い。

7）にごり酒……しぼる時に荒こしでうすくにご

っている活性清酒。槽前酒、しぼ

りたて等の銘で、冷やして飲んで

下さい。

8）樽　　酒……純米酒、本醸造酒か原酒を木の

樽に貯蔵。木の香、木の味の付い

た清酒で、昔の木樽で製造、貯蔵

した酒です。

以上、酒について色々お話ししましたが、飲み過

ぎず、楽しく、友との語らい、家族と団らんしなが

ら飲めば酒は「百薬の長」であり、健康に良く、ス

トレスの解消にも一役買うことうけ合いです。

⊂空事会報岳つ
吉野　　勲署

1．ポリオプラス推進委員会設置メンバー発表

佐藤　　忠君．山口篤之助君

松田　士郎君．吉野　　勲君

板垣広志君．市川輝雄君

若生恒吉君．高橋良士君

佐々木霊彦君．佐藤　　昇君

佐藤昇君年度の幹事さん

2．中野清吉君、黒谷正夫君から出席免除の届けが

出ておりましたが、理事会で承認なりました。

3．羽黒工業高校より、4月23日、羽黒山よヴ羽黒

橋まで13丘戊に亘り、道路の両側の空缶を拾う奉仕

活動が行われる計画で、対象は全校生徒750名、

全職員との事でした。ロータリーでもこの活動に

後援ということになりました。

（会長報阜）　吉野　勲君

去る26日、天童ロータリークラブ創立30周年記念

式典に参り、お祝いを申し上げて参りました。参加

者は三井徹君、小池君、市川君、荘司君、若生君、

吉野以上6名です。

午後2時より滝の湯ホテルで華やかに、又厳粛な

内に式典が始まりました。地理的にも天童市は集ま

りやすい恵まれた土地と云いますか、地区内ロータ

リアン300余名の多数の参加でした。

滝の湯ホテルさんは皆様ご承知の通りロビーも広

く、式典会場、祝宴会場共に大きく恵まれている場

所を選んだようでした。

式典は型通り進められ、県知事（代理）、天童市

長さん、仙台・山形両スポンサークラブの祝辞、表

彰は各歴代会長外、測年皆出席者、又チャーターメ

ンバー、元会員等々でありました。

記念事業は、天童市出身で日本画家で今野忠一氏

の150号にも及ぶ浄、浅間の2点の大作で、誠に見

事な作品を天童市に贈られました。次に祝宴を大広

間に移し、中華風オードブル形式のご馳走でした。

この間、全会員による天童ロータリークラブの歌の

ご披露でしたが、仲々軽快なメロディーでした。ア

トラクションとしては地元天童市のみなさんによる

生バンドの演奏と、ナツメロ歌手によるショーがあ

り、午後5時会場を後にして帰ってきた次第であり

ます。

ご参加頂いた会員諸兄にはお忙しい中、本当にご

苦労様でございました。来年は当クラブも同じよう

に30周年が行われる訳ですので、参考にしながら、

成功裡に行われる事を併せてお願いしこ報告といた

します。



（幹事報告）
板垣広志署

○例会時間・場所変更のお知らせ

・立川R．C

3月31日（木）例会場を移転して

日　時　　3月31日12時15分

場　所　庄内ドライブイン

4月14日（木）観桜会のため一泊

日　時　　4月16日（土）午後6時30分

場　所　湯の浜　竹屋ホテル

登録料　10，000円

04月17日（日）グランド　エル・サンにおいて鶴

岡東R．C認証状伝達式が行われますが、理事会で

全員登録という事に決定されました。当クラブは

スポンサークラブでもあり、東クラブの要請の通

り全員登録とし、出席した場合は1万円の登録料。

欠席者の場合はお祝金として5千円とし、残5千

円はクラブ負担となりますので、なるべく大勢の

会員各位の出席をお願いします。

（j　マ　イ　ル〕

高橋良士君

私の長男が3月、南高を卒業して、15日に日

本医科大学に合格しました。私の後継ぎが出

来て肩の荷が降りたようです。WHOという

機構がありまして、本部がスイスのジュネー

ブにあります。このたび中島博士が事務総長

に就任しました。私の3年先輩であります。

富田直治君

会社のPRになりますが、日本生命が明治22

年の7月4日に創業しまして、ちょうど100

年になります。3月25日にCIが変更なりま

す。社章、看板等全て変ります。

佐々木滋彦君

目出たきも中位なりおらが春と云いますが、

先日、荘内日報に私の紹介が載りました。た

だ私の家内が入院しており心配なのですが、

まずはスマイル致します。

中野清吉君

出席免除していただき大変有難うございます。

多少なりとも出席率の低下に役立てばと思い

ます。

荒井宏明君

家族が27日鶴岡に参りまして、独身生活にピ

リオドを打つ事になりました。又、娘が何と

か鶴岡北高校に合格しました。併せてスマイ

ル致します。

黒谷正男君

中野君と以下同文です。

荘司俊治君

私の長男は今迄東北電気工事の福島支所にお

りましたが、郡山に転勤なりました。その息

子が今度小学校に入学という事で、嬉しい事

です。又、外孫の娘も小学校ということで、

いよいよお爺さんぶりを発揮する事になりま

した。

くシニア．アクティブ会員の出席免除〉

クラブ定款第8条第5節

一つ又はいくつかのロータリークラブで、通

算20年以上会員であって、65才に達したシニア

アクティブ会員は、出席規定の適用を免除され

たい希望を、書面を以って幹事に通告すること

ができる。理事会に於いて承認されれば、その

会員の出席又は欠席は本クラブの出席記録に算

入されないものとする。

（ビジ　タ二⊃

鶴岡西R．C　　佐藤　漬君．鈴木昭吾君

佐藤修弥君

鶴岡東R．C　　三浦次雄君．佐藤　憲君

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
・甚務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡苗馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～1・30



（会長　報告）

副会長　高橋良士署
本日は誠に悲しい報告をしなければなりません。

当鶴岡クラブ佐々木霊彦君令夫人典子様が、去る4

月4日午前3時頃ご逝去されました。（享年49才359

日）同日、吉野会長、板垣幹事がお悔みに行って参

りました。なお告別式は4月10日午前11時より和

光幼椎園にて行われますので、会員の方でご都合の

つく方は参列願います。

如　板垣広志君
○例会変更のお知らせ

・酒田中央R．C　　観桜会のため

日　時　　4月22日（金）午後7時

場　所　井　筒

登録料　　4，000円

○世界R．Cゴルフコンペ案内

フランスにて　6月6日～10日　4日間

ご希望の方は事務局まで
○クラブ協議会のご案内

日　時　　4月19日　午後4時

場　所　第一イン鶴岡

（頭重亘つ　秋野　忠君
1．氏　　名　　石　川　一　男君

2．生年月日　　昭和16年6月14日

3．自　　宅　　鶴岡市大東町22－12

4．職　　業　　㈱石川化学商会　社長

5．家族構成　妻　　　貴美子様

長男　　浩　一様

次男　　研　二様

母　　　八重野様
6．略　　歴　　工学院大学工業化学科卒業

7．趣　　味　　磯釣り．ゴルフ

（新会員挨拶〕 石川一男署

こんにちわ。只今紹介頂

きました石川でございます。

秋野さんから推薦頂き、又

会員の皆様から心良くご承

認頂きまして、今回入会さ

せて頂くことになりました。

30周年を間近にひかえて

いるという鶴岡R．Cの伝統

を汚すことなく、諸先輩の

ご指導の元に一生懸命頑張

りたいと思いますので宜しくお願い致します。

会長エレクト研修セミナー報告

次年度会長　市川輝雄署
一昨日4月3日（日）に福島に於いて会長エレクトの

研修が行われましたのでご報告致します。

午後1時より開かれた本会議には、次期地区役員

等の紹介と志藤ガバナーの挨拶があり、続いて吉田

仁ガバナーノミニーのナッシュビルでの国際協議会

報告がありました。その詳細につきましては後程ガ
バナースレターに掲載されると思いますのでご覧下

さい。R．Ⅰ会長エレクトは特に12の要請を提示して

行動することを要請しており、その内容は極めて簡

明であります。

1．活動に参加する機会をつくる。

2．例会の構成と内容のマンネリ化を打破する。

3．情報集会を開く。

4．10％の会員増強の目標をたてる。

5．若い人を会員に選び入会させる。

6．主要なプロジェクトを開始して完了させる。

7．地区大会への参加を奨励する。

8．財団プログラムを支持する。

9．財団基金への寄付奨励委員会を設置する。

10．成功させることができる青少年活動を開発す

る。



11．諸活動を検討・評価する手続きを設定する。

12．指導者養成プログラムを評価する。

以上、各クラブが今年度の活動指針として取り上げ

ても身近に適用できる課題ばかりだとしています。

そして3カ月毎の情報集会、諸活動の検討・評価を

行い、それを地区に報告することを強調しています。

更に、午後1時50分よりセミナーに入り、ロイス
・アピーR．Ⅰ会長エレクトのビデオ挨拶に続き、吉

田仁ガバナーノミニーが「共に奉仕するわれわれの

年度」と題して先程の12の要請課題に挑戦する為の

3つの基本姿勢を訴えました。

（9　心の陸康

㊥　奉仕の行動計画・実行・評価

㊥　指導力の発揮

このスピーチの内容につきましても、後で月信に掲

載されると思います。

R．Ⅰ会長エレクトは「多くのロータリアンがこの

小さなバッジをつけ、例会で食事をとる。ただそれ

だけの会員なのではないか」あるいは「20％の会員

でクラブの行動の80％を熟しているクラブが多いの

ではないか」と痛列に表現しています。

ナッシュビルの会場には「入りては学び、出でて

は奉仕に遠進しよう」という標語が掲げられている

そうです。残々も毎週例会に出席する毎に、入りて

は学び、出でては奉仕に遠進したいものと存じます。

PUT LIFE IN TO ROTARY－YOUR LIFE

ロータリーに活力を－あなたの活力を　であります。
It自分でしなければならないことは、他の誰もして

くれない”今年1年、共に楽しくロータリー活動に

献身しようとガバナーノミニーは結びました。

以上で会長エレクト研修セミナーの報告を終りま

す。なお、近々中に活動計画を立案される各委員長

と打ち合せの機会を設けたいと存じますので、その

節は宜しくお願い致します。

参考までに申し上げますが、当クラブの公式訪問

は8月2日に決まりました。

分区代理会議報告

次年度庄内分区代理　新穂光一郎署

1．分区代理は何等の権限もなく、規則で定められ

た職務でもない。いわばあい味な存在であるし、

アメリカにはこの制度はない。

2．ガバナーからの要請は、とにかく足元を見詰め

てゆく。具休的なプロジェクトは示さないが、テ
ーマとしては、A．心の陸康　B．奉仕の行動・

実行・評価を　C　指導力の発揮をお願いしたい。

3．　Service Above Self－He Profits

Most Who ServeS Best

このターゲットはとにかく色々と誤解を招き易

く、問題があるので、今後「超我の理想」のみが

残るだろう。又、女性会員の入会についての問題

は、今後行われるシンガポールの規定審議会で決

議されるだろう。

4．Ⅰ・G・Fに就いては、日時、場所、テーマの一

つは分区でやって買いたい。但しテーマの一つは

ガバナーから指示する。

5．鶴岡クラブへの公式訪問は8月2日的、地区大

会は10月15・16日にいわき平市で開催予定、尚

来年度国際大会は5月21～24日迄韓国ソウルで

開催される。

6．いG・F実行委員長は佐々木詰彦君、副委員長

は藤川享胤君の強力なお坊さんコンビでお願いし

たい。尚、分区幹事には佐藤元伸君を指名させて

もらう。又、Ⅰ・G・Fには幹事はおかない。

ニュー．プランズウィックの

ロータリー会長からの返信

訳；新穂光一郎署

今年度ニュー．ブランズウィック市長が鶴岡

市を訪問するに当り、ロータリーの会長も来鶴

方、吉野会長が手紙を出したものの返事

1月5日付の手紙の返事が遅れて大変申し訳あり

ません。私はあなた方からの友情を受けて大変嬉し

く思います。

交換学生をニュー．ブランズウィックに受け入れ

ることは楽しいことです。現在も札幌から伊藤のり

子さんという交換学生が来ています。（訳者；これ

は財団奨学生の間違いだと思います。）　彼女は、

時として私達クラブのゲストであり、又、価値ある
ロータリー奨学生でもあります。私達は、彼女がク

ラブを訪ねてくるのをいつも待っております。あな

た方は自分の国からこういう素晴しい娘を出したこ

とを誇りに思うべきでしょう。

三井さんがこちらへ訪ねてくれて、市長とそのグ

ループが日本を訪問する時に、私にも来るようにと

言われたのですが、私は心臓発作を起し、休が健康

体ではありません。今、長期旅行や遠隔地へ行くの

は大変困難でございます。しかし、そんなに遠い将

来ではなく近々、休みに私の家族と一緒に、あなた

方のクラブを訪問することができる事を希望します。

鶴岡との姉妹クラブの関係は、ますます深くなら

なければならないし、これが又世界平和と将来の為

にも大変大事なもので、それは我々にとっても宝物

であります。

三井徹先生と奥様に宜しくお伝え下さい。



「親睦活動季長会）
04月会員誕生

日向→男君．

新穂光一郎君．
04月奥様誕生

鈴木美枝様．
笹原郁子様．

（＿＿出席垂阜阜）

丹下誠四郎君

村中文章君
阿蘇司朗君

中江道子様

市川芳子様

佐藤順冶署
〇年間皆出席

25年間皆出席　　石黒慶之助君

23年間　〝　　　佐

14年間　〝　　　佐

（金具スピーチ〕≪業界シリーズ④≫

輸　入　自　由　化

国際化が叫ばれて、高い牛肉への風当りが内外と

もに強まる一方で、日米、日豪の貿易交渉を控えて

今、大きな関心事になっており、米政府は輸入協定
の期限が切れる3月31日を目前に、自由化要求を迫

り、早期自由化時期を明示する以外に交渉の余地は

ないと強硬な態度であり、日本政府は国内調整を図

り、従来の方式である輸入枠拡大で決着をつけたい

と交渉しているが、なんともならず、3月29日佐藤

農林水産大臣が渡米し最後の交渉をしておりました

が、日米協議は事実上決裂した。これで牛肉は無協

定状態になった。

米国は4月8日の関税一般協定（ガット）理事会

に、日本の輸入制限はガット違反だとして提訴、多

国間によるパネル（紛争処理小委）を要求すること

が確実になった。しかし牛肉輸入規制しているのは

わが日本だけでなく、アメリカ自体、牛肉が前年輸

入量の10％増加した場合は割当制にする輸入規制が

ある。（ただし、従来アメリカは10％超えるとみた

場合、事前に相手国に通知しており、いまだ発動し

たことはないといわれている）まったく一方的、身

勝手と言わざるを得ない。このように自由化になれ

ば、わが国生産者は大きな打撃を受け、経営困難と

なり、生産は減少の一途になり、崩壊せざるを得な

い。

最近はほとんどの農産物が需要の低迷と過剰生産

の中で、牛肉は唯一需要の増加が確実に見込まれる

作目である。

5年間皆出席　　佐々木詰彦君

5年間　〝　　　斎藤　　昭君

2年間　〝　　　碓氷節碓君
03月100％以上出席　　5名

200％……張

120％……荘司．塚原．吉野．笹原（信）

03月100％出席　　　44名

秋野（忠）．阿蘇．藤川．布施．早坂．秋野（昭）
石井．石川．石黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川
飯野．黒谷．川上．風間．毛呂．迎田．松田．

中江．中沢．佐藤（昇）．佐藤（忠）．佐藤（衛）．

佐藤（友）．新穂．菅原．鈴木（弥）．関原．庄司

佐々木．斎藤（昭）．高橋．丹下．鈴木（肇）．

杉澤．忠鉢．田中．内山．碓氷．若生．山口．
富田．日向

と　国　内　牛　肉

斎　　藤　　　昭　署

幸い需要は増加し着実に伸び、輸入牛肉の増加は

年間、62年は21万トン～22万トンになり、近い将来

40万トン前後にもなろうと言われる。

また、全国の飼養戸数は272，000戸、前年比の5．1

％減、飼養頭数2，645，000頭となっている。飼養戸

数は減少、若干頭数は増加している。一方、山形県

は飼養戸数は6，蔀0戸、頭数は66，400頭である。今

後は大巾な伸びの期待はできなく、国内需給率は現

在70％台から50～60％台に下がると予測されている。

これは、国際化の中で割高な国内生産の増加は期待

されず、コスト的には、素牛の値段が日本の3分の

1から5分の1というのでは太刀打ちできない。

しかし需要の伸びは、62年一世帯当り（3．67人）

牛肉購入量は全国平均10．4キロ（前年比5．2％増）

購入価格は肉量全体で95，000円、このうち牛肉は35

％の33，000円支払っている。単純に1人当り2．8キ

ロにあたる。（62年家計調査報告）全国第1は京都

19．5キロ、最下位は札幌3．7キロと、地域により大

きな格差がある。山形県の場合は全国で28位、10，392

キロ（前年比11．42％増）東日本地域ではトップで

あります。こうしてみると、牛肉の消費量は「西高

東低」となっている。年々牛肉需要は増加の方向に

ある。また最近は霜降り肉から、いわゆる赤肉へ移

行すると言われていますが、スーパーや量販店では

乳雄や輸入牛肉中心に量販を図ることを第一の目的

で、値ごろ感の乳牛去勢の「並」「中」クラスを中

心に扱ってきたが、最近の精肉部門のマーチャンダ

君
君

忠
衛

藤
藤



イジング（商品政策）を見ると、輸入牛肉、乳牛去

勢牛は減少方向にあって、和牛肉を置かないと商売

が成り立たなくなってきたと言われています。アメ

リカが日本向けに輸出したがっているグレンフェッ

ドの「高級牛肉」のグレードは「サシ」やキメ、し

まり、肉色などからみて日本の乳牛去勢の「中」あ

たりではないかと思われます。

したがって食肉に対するニーズの多様化、個性化、

「グルメ」嗜好に対応するためにも、グレードの高

い高級肉を作ることが国際競争に勝ち残る道と思わ

れ、それだけの生産体力が要求される時代になって

きた。日本の肉牛生産にとっては、これからの数年

間はまさに激動の時代となりそうだ。

生産現場では様々な試みがなされている。

輸入された台湾豚の抗菌剤混入、オーストラリア

産の牛肉の農薬残留問題等が多く、食糧は国内生産

も最も大切で、低コスト、集約化、高品質（和牛の

高級品は日本しかない）への技術と生産体制への確

立、更にはバイオテクノロジーの実用化等により、

将来は開けるものと思われる。

（‾‾スマ√‾吏）

高田耕助君
3月の誕生分を今頂いたような次第で、決算期

の大変忙しい時に大蔵省監査が入りまして。最

近の大蔵省は指導育成の方に重点的になってき

ましたので、お陰様で無事終了しました。その

時に、突然、夜電話しまして、スピーカーを藤

川さんにお願いし、大変申し訳なかったのです

が、藤川さんにはどうも有難うございました。

佐藤　　忠君
先週からロータリー財団委員の3人で皆様に、

ポールハリス．フェロー並びに準フェローのこ

とでご協力頂きまして、多勢の方からご協力頂

きました。なお、私事ではございますが、この

4月で年金を貰える歳になりました。所得制限

無しの年金でございます。出席免除も確かなる

のではと思っております。ただ最近、物忘れと

か様々多くなりまして、これからロータリーの

理事になられる方に申し上げますけれど、やは

り65才ぐらいになったら、あらゆる委員長から

も免除する様な手配も考えて頂きたい。先週、

会長からポールハリス推進委員長という大命を

受けましたが、これから又一層皆様にお金の方

でご協力をお願いすることになると思いますの

で、宜しくお願い致します。

藤川享胤君
先週の水曜日、東クラブにメイクに参りました

ら、私が丁度100番目のビジターだそうで、記

念品を］頁いて参りまして、しっかりスマイルも

しておきました。併せて、明日、うちの長女が

入学式です。

秋野　　忠君
私が入会しましてから丁度7年目で、新穂さん
に推薦を頂いて入会したわけですが、一つもご

恩返しもしていなくて、今日、めでたく石川君

をご紹介させて頂いたことで、ご恩返しができ

たということでしょうか。

阿部与十郎君

皆さんご承知の通り今度、鶴岡市に貢献した有

名な人達を大宝館で陳列、一般公開することに

なりましたが、その中に私の弟、領三も入って　　、＿

おり、メインの1階の方に、大きな額に入った

写真が飾られております。この様な事は私共に

とっても名誉なことでございます。加えて私共

に非常に幸せなのは、スマランで幹部候補生と

して活躍し生き延びた方々が100名ぐらい集り、

京都に本部をもちまして、スマラン会というの

を作っておられますが、此度、この方々から、

こういう大きな構成の雑誌（隊誌）、実戦のこ

とを随分書いたものが送られてきました。加え

て毎年6月12日、靖国神社で記念祭をやるそう

で、その席に私も招待を受けました。

荘司俊治君

荘内日報では長いこと4責立ての新聞で参った

わけですが、秋山社長が一昨年就任以来、当地

の活性化の為にも紙面の充実と各派に亘っての

情報を提供すべきであるということで、4月1

日から漸く8貢立てに致したわけでございます。

これにあたりましては皆様から色々と協賛のご

意見を頂戴致したこと、この席をお借りして厚

く御礼申し上げます。私共は全社挙げましてこ

の8責立てを機会に、此の地域の細かな情報を

提供する地元日報新聞として一層頑張りますの

で、今後共ご愛読お引立ての程をお願いしたい

と思います。また、前回のスマイルの訂正をさ

せていただきますが、私の息子は東北電気の郡

山営業所にいたものですが、この4月の異動で

福島支社の方に今度参ったもので、ご訂正方お

願い致します。

（ビ　ジ　タ　ー〕

な　　　　　し

鈍間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
【iち務　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1230～1．30



（天候二葉＝＝毒墓≡惑

（う‾長報草⊃
吉野　　勲君

先週の例会は私の所用で欠席致し申し訳けありま

せんでした。

この度ご入会頂きました石川一男君の所属委員会

を親睦委員会にお願いいたします。丹下委員長さん

よろしくお願いいたします。

次に佐々木嘉彦君の令夫人のご不幸では、4月7

日は密葬が盛大に行われ、私も参列しご焼香して参

りました。4月10日の告別式には会員多数の皆さん

からご焼香頂きお礼を申し上げます。佐々木君には

最愛の奥様より先立たれ、ご心痛察するに余りあり

ますがJ今後十分にご健康には節制され、一日も早

い立直りをお願いするしか言葉もございません。心

よりご冥福をお祈り致します。

先にご案内申し上げました様に、次週4月19日は

第5回クラブ協議会を行います。理事、委員長さん

のご出席をお願いいたします。

（亘＿事報＿阜つ　板垣広志君
○例会場変更のお知らせ→須賀川R．C

日　時　　4月11日（月）

場　所　㈱ホテル虎屋

福島県須賀川市宮先町41

毎週月曜日　12時30分～1時30分

○事務所移転のお知らせ→酒田R．C

4月1日（金）より

若竹町1一、一1～1ホテルリッチ酒田

例会場も同じ　移転前；商工会議所内

○会報到着　東京．鶴岡西．鹿児島西R．C

O只今配布しましたガバナー月信の11頁第253地区

青少年交換実施一覧表の中、当クラブの受入1、

派遣1とありますが、これは誤りで各々10名です

ので訂正をお願いします。即ガバナー事務局へ連

絡して訂正をしていただきます。

次年度地区協議会について

次期幹事　若生恒吉署

期日は5月14日．15日ですが、例会終了後打合せ

をしますので次の方々お集り下さい。市川エレクト

佐藤クラブ奉仕委員長．佐藤職業奉仕委員長．迎田

社会奉仕委員長．松田国際奉仕委員長．張ロータリ
ー財団委員長．中江会員増強委員長、以上の方々よ

ろしくお願いします。

（会員スピーチ）≪業界シリーズ㊥≫

電　気　通　信　の　動　向

田　中　鋳　造　署

業界シリーズということですので、－通信事業者　　　④　今後どうなっていくのか

としての立場で最近の動向についてお話をいたしま　　にポイントをあててお話しします。（独断と偏見の

す0時間の関係もありますので、　　　　　　　　　部分については多謝）

①　大きく変わったこと　　　　　　　　　　①　まず通信業界で大きく変わったことは、60年4

㊥　自由化になってどうなったのか　　　　　　　月から電気通信事業法が施行されたことです。従



来、国内通信は電電公社が、国際通信は国際電電

（KDD）がそれぞれ独占の形で受け持っており

ました。

事業法の実施に伴い電電公社は民間会社（特殊

会社）となり、事業の分野は国内、国際とも自由

化され競争市場になりました。

NTTやKDDは第二種の電気通信事業者とな

り規模の大小を別にすれば、現在33社（3．1現

在）、VAN等の第二種の電気通信事業者（第一

種の通信事業者から設備を借りコンピュータ等を

接続して付加価値をつけてサービスする）は507

社となっております。自由化の身近な例としては

電気店、デパート、NTT等の店頭でみられる各

種の電話機が利用者の好みにあわせて目安に選択

できること、東北ではこれからですが、市外通話

をかける際に電話会社を選択できることなどがあ

りますし、ポケベルもそうです。お客様にとって

は、利用にあたって選択の幅が広がりますし、通

信事業者にとってはサービス・品質の向上に努め

ないとお客様から見放されることになりますので

生き残りをかけた経営努力が必要となります。

また、VAN等をはじめとして自由化をビジネ

スチャンスとして捕えた新しい商売は今後とも続

続と誕生してくるものと考えられます。

㊥　次に、通信機器の内容の変化についてみますと

社会生活の向上・生活圏の広域化等に伴って電気

通信に対するお客様のニーズは、多様化・高度化

してきており、それを受けて宅内機器も多彩化・

多機能化・低価格化・コードレス化してきております。

色・形・押しボタン、留守番の機能等…どれを

とっても各社の工夫が生かされておりますし、電

話機の着脱は簡単に出来るモジュラー・ジャック

になっていて、その日の気分に合わせて電話機の

カラーを決めているお客様もあるようです。

それから、購入に当たっての注意を一つ。電話

機の裏をみますと、認定のマークが貼ってありま

す。（佳）このマークの付いている電話機は国

（郵政省）が認めたものですので安心して利用で

きます。よく安い電話機を購入して壊れたと申し

出がありますが、認定を受けていない電話機は回

線に接続出来ませんし、その時は安くても結局高

い買い物になります。「安物買いの銭失い」とい

いますが、注意したいものです。

それから、工事は資格（アナログ種、デジタル

種の別）をもっている人にやってもらう必要があ

ります。（ただし、モジュラー・ジャックによる

接続のみのときは資格はなくてもできます。）

④　最後に、今後の方向ですが、ハード的には「よ

り安く、より便利に、より豊富なサービスの実現」

を指向してアナログからデジタルの世界へと進ん

でおります。

デジタル信号はパルスの「あり」「なし」の単

純な形なので通信の品質・経済性の面で優れてお

り、国際的にもI SDN（総合デジタル通信網）

の方向で進んでおります。

I SDNは、簡単にいいますと各種の通信網を

統合してサービスを提供していくものです。丁度

道路の交通量の増大に伴って道幅を広げ舗装する

ようなもので、従来の通信は人（音声）が歩ける

程度の道を整備しておけば良かった。ところが、

文書通信やコンピュータのデータのやりとりが急

速に増えてきて人の通り道に車が割り込んできた

といえます。そこで、道幅を広げると同時に舗装

し音声と文書・データなどを並行して伝送できる

ようにするものです。

信号のデジタル化と光ファイバーケーブルの敷

設は道路の拡張と舗装に相当するものです。情報

はデジタル信号でやりとりしますので画像・音声

などの情報を1本の電話回線で送れることになり

ます。

なお、NTTでは「INSネット64」サービス

を試行的に開始することにしております。

（ス　マ　イ　ルつ

佐藤友吉君　　去る8日、青龍寺川土地改良区の

庁舎を入札出来まして。

新穂光一郎君　　私も同改良区の建物の設計を担当

させていただきました。

これからのプログラム予定

4月19日　会員スピーチ　業界シリーズ④

荘内証券　高田耕助君

4月26日　　ゲストスピーチ　山形県議会議員

建設常任委員長　佐藤正光様

（二宮‾‾ジタ「⊃

山形R．C　　馬場　　宏君

余目R．C　　佐藤孝二郎君

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

車着き　局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

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



（会長報告〕
吉野　　勲署

4月17日に鶴岡東ロータリークラブの認証状伝達

式が午後1時半より、グランド　エル・サンにて盛

大に行われました。当鶴岡R．Cよりも53名の会員の

皆様から、御多忙中のところ出席して頂き、本当に

ご協力有難うございました。志藤ガバナー外、バス

トガバナーの大勢の先生方を始め、市の助役さん、

上野会議所会頭さん、地区内口一夕リアン総数300

名近い出席人数でした。

大川特別代表より設立の経過報告が詳しく述べら

れました。志藤ガバナーより鶴岡乗R．Cの榎本会長

へ認証状が手渡され、スポンサークラブの鶴岡西と

鶴岡R．Cの祝辞と云う事で私も簡単でしたが、お祝

いのごあいさつを申しあげ、続いて両R．Cへ感謝状

と記念品が贈られ、頂いて参りました。

式典終了後祝宴に入り、和気あいあいの中に午後

4時半頃、手に手つないでを皆さんと合唱して終ノ

た訳ですが、今後鶴岡東R．Cの益々のご発展をお祈

りいたします。

本日、鶴岡東R．Cの榎本会長並びに幹事、特別代

表の方々がお見えになっていますので、後程ご挨拶

があろうかと思います。

次に会員の佐々木君の奥さんが逝去され、そのご

香典返しとして金一封を社会福祉へとして託されま

した。佐々木君本当に有難うさまでした。

（ぜ事報告）
板垣広志署

○例会変更のお知らせ

・八幡R．C　4月30日の例会は観桜会のため

日　時　　4月26日　午後6時

場　所　八幡町　舞　鶴　荘

登録料　　3，000円

・酒田R．C　観桜会のため

日　時　　4月27日　午後6時30分

場　所　酒田市　浜　　銀

登録料　　2，000円

○認証状伝達式のご案内

・山形東R．C

6月12日（日）　オーヌマホテル

・第264地区和歌山打田R．C

6月25日（土）　登録料18，000円

・金沢　香林坊R．C

6月18日（土）　登録料14，000円

030周年記念式典のご案内

・白川R．C

日　時　　6月11日（土）

場　所　　白川市民会館

登録料　12，000円

（お礼の言葉）

鶴岡東R．C特別代表　大川俊一君

4月17日の東R．Cのチャーターナイトには、本ク

ラブの皆さん多数おいで下さいまして有難うござい

ました。好天に恵まれ300名近い方の出席のもとに

盛大に挙行されましたことに深く感謝申し上げます。

東R．Cの今後のために皆様の一層のご指導とご鞭鍵

をお願いします。

鶴岡東R．C会長　榎本　　孝君

私共のクラブ発足以来、当鶴岡クラブの会長さん



始め拡大委員の皆さん、且つ又会員皆さんのご厚情

によってヨチヨチながらも7ケ月を経過して参りま

した。過日の認証状伝達式には50数名、会員参加を

いただき誠に有難うございました。

まだまだ未熟な我々で何かとご迷惑をおかけする

事もありましょうが、お見捨てならずに益々私共を

励ましていただき、一日も早く皆様のご指導のもと

に立派なクラブになるよう努力いたします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

佐々木詰彦看

先日4月4日に、6年間の病をかかえておりまし

た私の妻も、ついに力尽きて故人となりましたが・

皆様よりは多数の万よりご参拝をいただき、又、ご

過分のご香典を賜わり心から厚くお礼申し上げます0

先に皆さんよりご注文をいただいておりました私

の著書第1号がようやく完成、配本するに至りまし

たが、もう1ケ月早く出来ておれば妻にも見せられ

たのにと心悔しく思っているところであります。

〔互重さ土∃⊃≪業界シリーズ④≫

ブラック・マンデーから6ケ月目に際して

始めにスピーチに関するエピソードを御披露した

い。昨年暮に飯白さん、1月に小松さんと急逝され

た。飯白さんは御承知の通り温厚な方で、その日も

例会に少し遅れて中央の最後の席に座られた。確か

3つ前に藤川さんが早く来て座っておられた。丁度

食事が足りないのを見て藤川さんが、お先にどうぞ

と言って譲られていた。その例会の帰りに事故に会

われて亡くなられたのであった。当り前の事をさり

げなく自然に出来る見識に対し素晴しい事に思えた0

以後、益々藤川さんの卓話に興味を持って拝聴させ

て戴いている。

小松さんとはクリスマス家族会で偶々同席させて

戴いた折、サムエル・ウルマン原作「青春」の枝折

を配付しスピーチした事を覚えていてくれて、何か

大切な宝物を出す様に内ポケットから取り出し「高

田君よ、此処に書かれている通りだよ。自分は年の

ことなど忘れて青春の気概を以て会社の事も、ロー

タリーの事も頑張っているんだよ」と強く手を握ら

れた。小生の拙い話しを気に留めて戴いた事に感動

した。それから幾日も過ぎない間に亡くなられた事

をお聞きし、慨嘆した。掛替えのない大切な人生の

師を亡くしてしまった。故人の好きな「青春」のレ

コードを鶴岡では見付からず、東京から取り寄せま

したので、掛けて故人に捧げたい。

高　田　耕　助　君

青春とは　人生の

ひとつの季節ではない

それは　心のあり方を言う

魂の水々しさだ

歳月は皮膚にしわをふやすが

熱情を失う時に心はしぼむ

Y。uth　それは意志

Y。uth　それは勇気

Y。uth　それは冒険

Y。uth　燃える情熱

頭を高く上げ

希望の波をとらえる限り

人は青春のさ中にある

青春とは　しなやかな

肉休の呼び名ではない

人は理想を失った時

若くとも　年老いてゆく

信念と共に人は若いが

失望と恐怖と共に老い果て朽ちる

Youth　それは夢

Youth　それは歓喜

Y。uth　それは創造

Youth　神の霊感

瞳を輝かせ

＼＿■



未知への旅に魅かれる限り

人は青春のさ中にある

さて、ブラック・マンデー1987年10月19日、経

常収支の不均衡、国際協調破綻の恐れ、リセッショ

ン懸念、イールド・ギャップ、コンピュータ取引等

が重なって、為替の動揺に端を発して、米国36．1％、

英国35．9％、独41．4％、仏45．4％、香港52．0％、オ

ーストラリア50．1％、全世界の株価が同時暴落した。

幸いにして各国の協調が一層深まり、実体経済の好

調に支えられて日本は円高によって内需で4％成長

120円台レートでも企業の収益急回復、米国はドル

安、輸出好調、貿易収支改善の芽、リセッション懸

念後退し、各国の株価も持ち直し、特に日本は僅か

6ケ月で新値を取るに至った。なぜ世界の株価をリ

ードする日本主導型株式市場に変ってきたのだろう

か。

19世紀後半、蒸気駆動の発明による英国リード第

1次産業革命パックス・ブリタリカ。1960年代重化

学・鉄・自動車の時代、米国リードの第2次産業革

命バックス・アメリカーナ、特に米国の黄金時代ゴ

ールデン・シックスティーズに状況がそっくりと、

よく今の日本が言われているエレクトロニクス、日

本リードによる第3次産業革命パックス・ジャポニ

カ、日本の時代が到来。いづれの時も世界一の債券

国で自国通貨が強く、ディスインフレと低金利に支

えられ、高成長グローバル化、機関化の進展、世界

的株価に発展（1958年～1962年）→その後米国主

導型（1963年～1966年）1980年代は商品市況下落

とディスインフレ安定成長下の世界的低金利によっ

て世界的株高（1982年～1987年）→1988年以降各

国成長率に格差がつき、日本3．6％、米国2．5％、

英国2．8％、独1．8％、日本主導型に変る。1960年

の米国は物価安定、所得の増加による実質購買力の

上昇から一大消費ブームが起った。現在の日本も円

高メリットの浸透による実質購買力の拡大と景気回

復を背景に禾曽有の消費ブームへ。ハイクオリティ

ライフ、衣料高度化（ファッション化）、食生活の

高度化（グルメブーム）、住宅の質的向上、家電・

自動車等大型高級化ブーム、レジャー（週休2日制、

円高海外旅行）、リゾート開発等に表面化してきて

いる。原油安・低金利・円高安定のトリプルメリッ

トとプラスワン景気拡大に裏打された東京株式市場

は、時価総額で米国31．2％を抜いて42．7％に達し、

売買代金でも米国41．9％に次いで罪．2％を占める規

模になり、銀行決算処理方法の弾力化、生保特金フ

ァントラの枠3％～5％への拡大、年金（年金信託

．企業年金．簡＋郵便年金．厚生＋国民年金）高令

化社会に対応して各種年金資金急増、投資信託、マ

ル優廃止、低金利によるローリスク．ハイリターン

の魅力による流入。それに今年はポートフォリオか

らくる日本株組入ファンドの好結果による外人投資

が注目され、一層の機関化現象が顕著になろう0

19餌年の再来と大恐慌説が流布されたが、国際協

調によってこれを見事に脱した世界の株式市況であ

るが、当時は一度戻し、それから実体経済が悪化し

て再度暴落、長期低迷を余儀なくされたが、何か起

きなければ良いがと心配していたが、米国のイラン

石油基地攻撃の材料は出たものの、概して為替、株

式市場とも若干の変化に留まり、底固い動きをして

いる。

国民経済計算（企画庁）によると61年末、国土の

値段は1，300兆。1＄＝120円とすれば米国の3倍、

面積から見てとても信じられないが、GNP与足ら

ずで、経済大国なら土地で見れば超々大国だ。土地

は61年1年間だけで248兆値上りした。汗水たらし

て働いた結果である。この年のGNPの‡、サラリ

ーマンのマイホームの夢は遠くなるはずである。一

方で東京圏などの土地所有者は国際競争が弱いとさ

れる農業でさえ、世界有数の大資産家が続出してい

る。遊休資産の有効利用による企業の活性化（リズ

トラクチャリング）も多数進行している。株式には

同時刻同値段、地域差なし、21世紀に向けてジャパ

ニーズ・ドリームを実現する時代到来。特に長寿社

会に財産形成の一助に是非、有価証券を加えるべき

ではないか。

最後に、準フェローへ寄付した経験から、急激な

円高状況のお蔭で、下記の通り平均20，060円しかな

らなかった。



1回目　1983年　6月30日

2回目　　1983年11月　8日

3回目　1984年　5月31日

4回目　　1984年10月26日

5回目　　1985年　6月21日

6回目　1986年　5月16日

7回目　　1986年　5月16日

8回目　　1986年11月29日

9回目　1987年　5月19日

10回目　　1987年　8月25日

株式投資の買付もナンピン買下り、

24，000円

23，700円

23，800円

23，200円

25，800円

18，000円

18，000円

15，600円

14，600円

13，900円

ドル平均法等

正有効な方法がある事を紹介しておきたい。

喜んで下げを買い、長期的に持続し、日本経済の

伸びと共に右肩上りの成長を得てほしい。

（ス　マ　イ　ル）

大川俊一君

榎本　孝君

菅原松雄君

東R．Cをよろしくお願いします。

諸々の感謝をこめて

小池繁治君　　小売業の動向変化の内にあっての

本屋業界も、最近ではチェーンス

トアーで展開しているブックタウ

ンが酒田に出店するという事で、

地域の我々もこれからの対応につ

いて集会を持ち、荘内日報での記

事、又YTSでの放映等で問題を

提起しご理解を願っている。

次に、東R．Cの拡大に当って、充

分な働きもせぬのに過分な品頂戴

し、恐縮してます。

中江　亮君　　小池君のおっしゃったことの後半

と同じ。

若公恒吉君　　私も同じです。

吉野　勲君　　鶴岡東R．Cより感謝状、本当に有

難うさまでした。

（ロータリー財団）

今日のご寄付　9．088円

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡東R．C　　榎　本　　　孝君

〝　　　　菅　原　松　雄君

鶴岡西R．C　　大　川　俊　一君

酒田東R．C　　和　島　市太郎君

これからのプログラム予定

5月10日　　新入会員スピーチ

荒井宏　明君

石川一男　君

5月17日　　ゲストスピーチ

斎藤第六鶴岡市長

5月24日　　ゲストスピーチ

廷設省酒団工事事務所所長

鶴岡ロMタリークラフ創立　昭和34．6　9　　承認　昭和34．6．27　253地区

車務　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12．30～1．30

＼ヽ－



竜を‾第1445回例会≡書‾朝

（ゲストスピーチ）

県政から見た庄内の発展
高速交通網にいかにしてのれるか

是晶吉盈宝′佐　藤　正　光氏

今迄この地域には、新幹

線も高速自動車道も入って

いない、ましてや空港もな

いということで悩み続けて

きた期間があった訳ですが、

昨年8月に庄内空港は建設

が許可され、そして東北横

断自動車道酒田線は、それ

を逆上る61年1月に整備路線として位置づけられま

した。この2つは現実のものとして動いているわけ

で、いつ開始できるか有視界で待ち時間を待つとい

ったところです。合せて四全総ででてきました日

本海沿岸縦貫自動車道（日本海沿岸東北道）で関越

の延長を北上させようとして、今迄はなにげなく日

本海の沿岸を羽越線にそってなどと不透明でしたが、

61年1月から正式に温海町の中を通ってとはっきり

してきました。

今日は限られた時間ですが、庄内空港、東北横断

自動車道酒田緑、それに日本海沿岸東北道の三つを

柱にお話ししたいと思います。

第1に庄内空港ですが、年内中に土地買収を決定

したいと思っています。現在63％～64％と日に日に

調印が進んでいます。その方々にその都度用地代金

を支払っています。約150ヘクタールありますから

10アール当り600万～500万円ですので、土地代金

だけでも120へ′130億円位いなる訳で、これが10ケ

月位で庄内に入ることになります。庄内空港全体で

は250億円位の事業費と観賞緑地事業が100億円位

で、350億円位の事業が投入される訳です。すでに

ご案内のように、この夏には本体工事に入る予定で

すが、ひょっとすると発注が夏よりも早まるかも知

れません。いよいよ詰めの状況に入っているところ

です。

67年4月1日の開港スケジュールですが、実は第

5次空港整備5ケ年計画で3空港が指定なった時点

で、庄内と福島それに新広島ですが、我が庄内空港

は60年代の中に供用開始し、福島と新広島は00年代

の後半となっていましたが、私共県議会は行政とは

若干違っていまして、60年代の前半とは61．62．63

で、中とは64．65．66であろうし、67．槌．69は後

半で、半年でも3ケ月でも早い開港をと取り組んで

いる訳です。

6月の定例議会で裁訣され発注となるか、それと

も知事選決で特例という形でやるか、おそくとも定

例議会が終る7月の中旬には発注になると考えられ

ます。地権者の協力をいただきながら67年春なのか、

それよりも一日でも早くか、どの時点になるのかで

あります。

次に東北横断自動車道酒田線ですが、ごらんの通

り計画が進んでおります。
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そこで、その工事事務所を建設省と現存交渉中で

すが、7月中に鶴岡市に置いていただきたいと要望

しています。酒田工事事務所がある訳ですが、地権

者が鶴岡に多いため鶴岡の適当な場所に調査事務所

をのりこえて、工事事務所を7月中とお願いしてい

るところですが、人間の関係で7月が無理とすれば

11月には開設できると確信しております。当初7一、一

8人からスタートして、多いときは40～50人になる

だろうと思います。人口も増えることですし、又、

そこに出入りする動きも大きいと思います。鶴岡の

若干の活性化になると思います。

64年度から用地買収可能なところから実施してい

きたいし、65年度から県は可能なかぎり工事も着工

していきたいと考えています。横断道酒田線にかけ

る意気込みが感じられます。

当初二車線でやる工事料は660億円といわれてお

りますが、将来に向って四車線をも考えた場合の工

事料は900億とも1000億ともいわれておりますが、

現在これに向って確実に進んでいると思います。

三本の柱の一つである日本海沿岸東北自動車道で

すが、概要図を見ていただくとお解りと思いますが、

（次ページに概要図）

温海町の中を通り、鶴岡で東北横断自動車道酒田線

にのり（供用）酒田から秋田方面へ日本海沿岸東北

自動車道が伸びてゆく訳です。この仕事も新潟方面

の公団の作業も噸調に進んでいます。出先の機関の

事業とかを北上させなければならないと思います。

幸い加藤紘一先生が自民党の日本海沿岸東北自動車

道促進議員連盟の幹事長を務めておりますし、沿線

代議士も本気であるし、私共県議会にありましては

四県促進議員連盟の中で山形県はその中心となって

動いておりますのでご期待をお願いします。

以上、三つの柱はまちがいなく進んでいっており

ます。

最後に、庄内地方生活圏地域振興推進計画ですが、

ごらんの通り特定短期計画で、3年から5年で実行

しようとするもので、でないと67年の国休なり庄内

空港の開港まで間に合わないことになる訳です。一

つの事業をみても30億、40億がかかる訳で、国庫補

助金の優先でこれら公共事業に取りかからなければ

なりません。地域の活性化についてお話しをしまし

たが、いかにしてこれらのスケジュールに対して対

応してゆくかが、地域の活性だと思います。

庄内地方生活圏地域振興推進計画

（要旨）

Ⅰ　圏域の将来ビジョン

（地域整備）

皿　主要プロジェクト

（「圏域の将来ビジョン」を実現していくための

プロジェクト）

（1）庄内エアブリッジ計画

庄内空港開港の効果を活かした地域産業の

活性化と社会基盤整備計画

（2）鳥海マウント・マリン計画

烏海山と日本海が一体となった総合的リゾ

ート地域の整備計画

（3）温海海洋レクリエーション基地整備計画

鼠ヶ関マリーナを中心とした海洋レクリエ

ーション・ゾーンの整備計画

Ⅲ　特定プロジェクト短期事業計画

（「主要プロジェクト」のうち、圏域の緊急の課

題にこたえ、圏域の振興を図るために最も効果

的な総合的、複合的プロジェクト）

◎庄内エアブリッジ計画

¶庄内・空の懸け橋計画¶

Ⅳ　核的　事業

（「特定プロジェクト短期事業計画」を推進する
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うえで核となる施設の事業）

（1）庄内空港の整備

庄内空港の建設と周辺整備

（2）先端技術産業などの誘致

庄内空港をインパクトに工業団地の整備及

び再配置

（3）海洋レクリエーション・ゾーンの整備

湯野浜地区を中心に自然を生かした海洋レ

クリエーション・ゾーンの整備

陶連公共事業一覧表

（1）道路の整備

1　国道344号（特攻一種）

3　⑳酒田温海線　　4　㊧酒田鶴岡緑

5　㊧余目加茂線　　6　∈）面野山鶴岡線

7　0庄内空港線　13　⑮浜中23号線

14　⑩浜中鶴岡線

（2）橋梁整備

11酒田温海線細浦橋

12　酒田鶴岡繰新川橋

（3J　交通安全対策事業

2　国道345号（特定交安）

8～10　㊤酒田温海線（特定交安）

（4）街路事業

15　羽黒橋加茂縁　16　山田善宝寺線

17　苗津大山線　　18　船場町四ツ興野線

（5）土地区画整理事業

19一、一21酒田市大多新田地区外2

22　鶴岡市伊勢横内地区

（6）公園事業

23　飯森山公園　　　25　庄内空港緩衝緑地

25　小兵木原公園

（7）公共下水道

26　鶴岡市　　　　　27　酒田市

28　湯野浜地区

（8）中小河川改修事業

29　大山川　　　　　30　内　川

（9）ダ　ム

31寒河江ダム　　　32　月山ダム

33　長井ダム　　　　34　田沢川ダム

（1（カ　砂防事業

35～38　砂防事業

39～41　急傾斜地崩壊対策事業

（11）海岸整備事業

42　湯野浜地区侵食対策事業

43　湯野浜地区環境整備事業

紬　事業名に付した数字は「特定短期計画」の関連

公共事業図の番号である。

庄内は自然もあれば、将来に希望ある人も幸せで

生活ができる地域でなければなりません。これにど

う対処するかであります。4年後、またロータリー

クラブでお会いする時には、4年前のあの話を聞い

たから充分対処できたぞ。という話が聞こえてくる

であろうと思いますが、一部には不安があります。

「道路ができたらみんなとられて、道路などない方

が良かった」とか、「空港できたら、とんとすい上

げられてなんともならね。空港なんかできねい方が

良かった」等との声があったら、一番遅れているの

は地域の人間体質であり、民意であると思います。

私共県政にあって大変おこがましい話とは思いま

すが、高速交通網の遅れとか、その他施設の遅れと

いうものよりも一番てこ入れをしてゆかなければな

らないのは、そこに住む人々の体質改善、やろうと

する気持ち、そして21世紀に何を残すか、今やらな

ければいつやるか、汗を流し血を流すことを、今苦

しくともそれを切り抜ける気持ちが大事だと思いま

す。

県立庄内地域病院、月山ダム、南部庄内地域の水

道、赤川河口の改修事業、鶴岡銀座の活性化計画、

鶴岡加茂緑の拡幅事業、観光対策事業、農地整備事

業、等々入れますと1兆円を超える事業がこの地域

にある訳です。その時期が間違いなく来るのですか

ら、これらにいかに対処していくかであります。

時間は充分にあります。毎日の生活の中で地域の

活性化に対してロータリアンのお力添えをお願いし

まして終らせていただきます。ありがとうございま

した。



（会長報畠‾‾＿）
吉野　　勲君

1．4月24日、当鶴岡クラブの後援のもと羽黒高校

全校生徒による空缶及びゴミ拾いの清掃奉仕が、

羽黒橋より羽黒山の随神門までの13毎にわたる区

間で行われました。2トントラックに一杯になる

ほどの空缶だったそうです。全員なんの事故もな

く無事終了したとのご報告がありました。

この奉仕活動の状況は荘内日報社さんのご厚意

で誌上に詳しく掲載され、広報活動の一環ともな

りました事を厚くお礼を申し上げます。

尚、当クラブより金一封を、私と佐藤元伸社会

奉仕委員長共々羽黒工高に出迎いて秋本校長先生

にお渡しして参りました。皆さんに特に宜敷くと

の事であります。

2．4月19日、第5回クラブ協議会を行いました。

各理事及び各委員長さんよりは活発なご意見を頂

きました。参考にしながら残された期間精一杯ご

奉仕下さいますようお願いいたします。終ってか

ら懇親会に入り、賑やかな中に終了いたし散会い

たしました。

（幹事報告）
板垣広志君

○新会員の推薦氏名発表

小松　稔君　（㈱マルトミ代表取締役）

○鶴岡西R．Cでは5月6日（金）より例会場を変更し、

西新斎町8－50、グランドパレス山水になります。

尚、事務局は従来通り商工会議所。

〇第260地区松本空港R．C認証状伝達式

日　時　　5月29日（日）12：00

場　所　松本市音楽文化ホール

登録料　12，000円

事務局まで　締切りは今日迄です。

○東北電力情報第39号が届いております。

04月17日東R．Cの認証状伝達式が挙行されました

が、文書で御礼状到着。

伊比君の交換学生について

253地区青少年交換委員長

新穂光一郎君

大変報告しにくい事を申し上げます。

昨年理事会で推薦されました羽黒工業高校の伊比

君のことですが、今度、アメリカから推薦を却下さ

れました。今迄このような事はなかったので大変び

っくりしています。これは、ESSEX地域（マサ

チューセッツ．ロードアイランド．コネチカット．

ニューハンプシャー．バーモンド．ニューヨーク．

ニュージャージー．ペンシルバニア）といいまして、

私の力不足で大変申し訳がありませんが、受入が出　＼－

来ないとのことなのです。私の地区で今年度交換学

生を希望しているクラブは白川．東白川．福島北．

相馬東．寒河江．東根．鶴岡で7名の応募でしたが、

この内、東根と鶴岡が却下され、結局5名になった

訳です。今迄は推薦した者を却下されたことはなか

ったのですが、今回は円高で、又日本の物価が高く、

アメリカの子供の親が日本の留学を好まないことが

理由のようです。このような状況がしばらく続くと

思いますが、来年度は藤川君ですので、よろしくお

願いしたいと思います。

私の力不足をお詫び致します。

（二三三」二二を）

藤川享胤君　　娘が小学校に入学し、又PTAに

戻りました。皆様にご協力をお願

いする事もあると思います。

（ビジ　タ二」

な　　　　　し

鶴㈹ロータリー「クラフ、帥立　ヒ闘鵬4．6．9　承認　昭和34・6・27　253地区

車彷局　鶴岡■い．毒ら場町　鶴岡敵「会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡常情場町庫業会館5階ホール　例会　臼　毎週火曜日　午後1230～130



⊂む＿長森．享つ　吉野　熱雷
風薫る5月と言いたいところですが、寒かったり

暑かったりの毎日で皆様風邪などひかないように…。

先週の例会は丁度憲法記念日で休会でございました
ので、本日第一例会という事で理事会を開きました

ので、その報告をさせて戴きます。

①　佐々木詰彦君御令室の香典返し5万円の御高志
は、スマイル会計に算入させて戴きます。

㊤　第16回リハビリテーション世界会議（9月5日
～9日．於；東京）に会員㊧200円とロータリー

平和会議（11月7日～8日．於；広島）に会員一

人当り150円の協力金支出について、総務費より

支出する事に決定しております。
㊥　本日入会予定の小松稔君、所要の為欠席してい

ますが、次回より見えられると思います。委員会

所属はS・A・Aの予定です。

（幹事報告‾）若生恒吉君
○例会日時、場所変更のお知らせ

・立川R．C　移動例会のため

日　時　　5月19日　P．M12：15

場　所　庄内ドライブイン
・酒田中央R．C　酒田祭のため5月20日の例会を

日　時　5月19日（木）12時点鐘

場　所　ホテル　リッチ酒田
登録料　1，500円

○会報到着‥・鹿児島西R．C

ONTTよりダイヤル115電報文例集が送られてき

ております。
○次年度の事業計画を今月中に提出して下さい。尚

本年度事業報告書は、6月21日のクラブ協議会ま

〔＿＿出席委員会‾〕佐々柏彦君

〇年間皆出席

13年間皆出席　　山口篤之助
11年間　〝　　　石川寿男

5年間　〝　　　松田士郎

1年間　〝　　　鈴木　肇

04月100％以上出席　　28名

225％…・・張

150％…‥市川

125％…‥阿蘇．石川（寿）．板垣（俊）．

板垣（広）．加藤．迎田．松田．中江
中沢．斎藤（隆）．佐藤（順）．
佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．
新穂．菅原．斎藤（昭）．高橋．丹下
鈴木（肇）．杉澤．忠鉢．田中．碓氷
若生．山口

04月100％出席　　　　27名

秋野（忠）．藤川．布施．早坂．石井．石黒．
飯野．小池．川上．毛呂．皆川．佐藤（忠）．
鈴木（善）．鈴木（弥）．荘司．関原．庄司．
鈴木（茂）．佐々木．斎藤（庄）．高田．塚原．
上野．吉野．笹原（信）．富田．日向

（親睦活動委員会）丹下誠四郎署
05月会員誕生

阿部与十郎
佐藤友吉
市川嘩雄
松田士郎

05月奥様誕生

黒谷貞子
山ロマサヰ

板垣善美子
碓氷繁子

⊂‾‾云　マ　イ　ル）

佐々木霊彦君　　tt三尺下っで’を購入戴きありが

とうございます。今日は署名をサ
ービスさせていただきます。

松沢主一君　　ゴールデンウィークを利用し実家
に帰り、3ケ月ぶりに親子水入ら

ずの感動に浸って参りましたので
スマイル致します。

塚原初男君　モーニング野球でピッチャーをや
り、東北サイエンスに勝ってきま

した。

忠鉢　徹君　待ちに待った本物の孟宗が今月初

君
君
君
君

君
君
君
君

肇
槙
志
稔

政
広

木
橋
垣
田

鈴
諸
板
迎

君
君
君
君

様
様
様
様

枝
子
子
常

一
照
和

田
藤
野
黒

松
斎
上
石

様
様
様
様



佐藤衛君　芸芸諾言雲量嘉だ呂‡；きまし　〔事業奉仕委員会〕
た。 飯野準治署

石黒慶之助君　　色々御面倒をおかけしております　　　　6月14日は鶴岡市浄化センターを訪問例会します

（会員スピーチ〕

のでよろしくお願い致します。

サラリ　ーマン時代の失敗談

こんにちわ！　先月の5

日に入会させて戴きまして
約一カ月を経まして、当初
7分、それから15分になり、

今日幹事さんから20分と言
われましたが、そんなに器
用な人間でもありませんの
で、その点は御容赦下さい。

新入会員のスピーチと云
う事ですが、諸先輩の前で
何を話してよいやら、あれ
これ考えたのですが、私の

心に今でも強く残っておりますサラリーマン時代の
失敗談を少し話してみます。

昭和39年に大学を卒業し、川研ファインケミカル

㈱という会社に入社しました。この会社は川上八十
太という人が昭和20年代に、数人の技術者と共に創
業したいわゆるベンチャー企業のはしりのような会

社で、他の会社からの受託研究や技術相談がメイン
の仕事だったようです。その後製造部門も出来、独
自の製品も製造しており、私が入社した時は製造部
門と技術部門の人数がはば同数という割合でした。

製品は界面活性剤、化粧品の基材、そして触媒等
です。私は技術部に配属され、先輩技術員の下で、
ある化粧品メーカーの依頼で紫外線を吸収する化合
物を収率よく合成する仕事が最初でした。日に焼け
るという事は皆様も衡存知の通り、太陽の紫外線が
原因で起きる訳ですから、この化合物をクリームの
中に均一に分散させれば、このクリームを顔等に塗
ることにより、日焼けを非常に少なくすることが出
来る事になります。しかしこの化合物は合成するこ
とが難しく、収率が低い為に大変高価ですから、な
かなか使うことが出来ません。そこで収率を高くす
れば価格を下げることが出来ますので、それが目的
です。しかしながら、6カ月ぐらいの研究結果は収
率を上げる事が出来ず成功しませんでした。

その当時、心に残っている研究としては、自動車
の排気ガスを触媒によって酸化する研究が行われて
いた事です。今でこそ白金触媒を使ってきっちり酸

化している訳ですが、24年も前に着眼しているとい
う点が素晴らしい事だと思います。

2年目になってテーマを与えられ、それは新しい

タイプの界面活性剤の合成で化粧品の基材として使

石　川　　一　　男　君

えるかもしれないということですが、収率が低いの
で高くしないと実用化は難かしい訳です。まず、こ
の化合物の記されている文献を集めることから始め
た訳ですが、学校の先生方の文献がほとんどで収率
はあまりよくないが、このような方法で合成出来ま
すという極めて簡単なものばかりでした。そこで、
色々な条件を設定して実験に入ったのですが、成程
低い収率しか得られませんでした。どの位の期間だ
ったか忘れましたが、会社から給料をもらうのが気
が引ける状態が続きましたが、ちょっとした事から

高い収率が得られたのです。それはあまり自慢の出
来る話ではありませんが、実験の途中に昼飯を食べ
に行っている間に出来ていました。分析の担当者に
分析してもらっても間違いないとの事でしたので、
気を良くして再現実験をしても、なかなか出来ませ
んでした。しかし条件がしぼられていましたので、
短い間に安定した収率を得ることが出来るようにな
りました。次の段階として、テストプラントで同じ
様に高い収率が得られるかどうかの実験ですが、こ
こで大きな失敗をしてしまいました。フラスコで実

験するのと違って、3～4トンの反応槽ではスケー
ルアップ効果というのがありまして、これをよく理

解せずに実験したものですから失敗した訳です。実
験室の場合にくらべて反応熱の発生が異常なくらい
大きくなり、反応により発生するアンモニアを逃が
すパイプが細かった為、接続している部分がはずれ
てしまい、アンモニアが工場はもとよりその周辺に

流れてしまいました。大変な騒ぎになりまして、工
場長や市当局の万からがっちり油をしぼられました。
人間うまく事が運んでいる時程慎重に事を運ばなけ
ればいけないと、それ以来深く心にきざみ込んでお
ります。
以上、とりとめのない話しでしたが、まだ6分程

残っておりますが、新入会員である事に免じて終ら
せて下さい。

ありがとうございました。

（ビ　ジ　タ　ー）

酒田東R．C　　和嶋

鶴岡西R．C　　村山

鶴岡東R．C　　三浦次

君．三井盾夫君

君．渡部隆夫君

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　鶴岡市馬場町産業会館5階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12・30～1・30

茂 男
貢
雄

君



（ゲストスピーチ）

63年度市政に就いて

市の財政は依然として、

国の補助金の削減というこ

とが59年度から続いており

まして、60年から63年度ま

では補助金の削減継続の最

終年度になっております。

64年度からは元に戻して貰

いたいという事を陳情して

おりますが予断を許しませ

ん。生活保護者、老人関係でも思う様に国の補助が

出ません。なのに市の財政は横這いであり、目新し

い事業を行うことは出来ない情況にあります。

そうした中で色々“ヤリクリ”致し、次の様な事

に重点予算を配しました。

○庄内空港…5～6千万円

土地代金の上乗せ分1億120万円

○衛生処理場…ゴミ焼却場は62．63．64年の2年分。

これは6ケ町村の協同事業であるが、市の負担

が3億円。全体で30億。

○勤労者会庖建設…7月に完成するが、雇用促進事

業団の補助金で2ヶ年継続でした。

○農林等…1，100血の転作目標でしたが、更に消

費拡大を要望されており、これが出来ないと文

末消化分300血更に転作面積を増やすことにな

った。

重点事業としては、

○小真木原運動場…テニスコート12面作る

67国体のための（約却億）は建設省の総合で出

来る事になった。

07号′くイパス・‥文下から平京田までは完成、供用

鶴岡市長　斎　藤　第　六　氏

開始されているが、平京田から下清水まで3．8

加、8割の土地買収は終ったが、残り20％の先

行買収費1億3千万円が必要。これは67国休ま

で完成させたい。

○公営住宅の建替…みどり町住宅に3億3千万円。

〇第6学区コミセン…中央公民館跡地に建設。

○教育費…第3小学校の改築はまず休育館に2億

7千万円。斎小学校の改築4億5千万円。

市民プール、室内プールの改築50mX25mのも

のを63．64年の継続事業とする。

庄内全体としての予算は、

○庄内空港…現在、進捗率が64％の買収が終ったが

45億、鶴岡は90％であるが、もう一段の努力が

必要。

○東北道断道…朝日から酒田まで32ね、本年秋にル

ートが発表になる。インターチェンジが鶴岡の

大泉の大淀川に出来る事になっている。

0日本海沿岸高速道路…昨年6月に発表された4全

総の中でも明示されたが、いつから着工するか

はこれからであるが、基本計画路線一整備計画

路線に指定されないことには着工なりません。

庄内空港以上の努力が必要です。

○月山ダム…本年から本休工事にかかります。予算

は81億との事です。

○赤川災害緊急対策事業…昨年、2回水害にあいま

したので、赤川の流れを良くするために道形か

ら両田川橋まで、川の中を掘撃整備する。

○内　川…ふるさとの川に指定を受けているが、今

年、鶴園橋から800m区間の整備をする計画を

作る。



○花と緑の都市モデル事業…60年から63年までの継

続事業であるが、ヤスラギ広場、大宝館、公園

の石垣等大かた出来ましたが、今年はタブの木

の周辺をやりたい。内川のバラ園も整備する予

定。

○都市景観モデル都市…鶴岡市も指定を受け、全国

で24ヶ所、東北では盛岡、秋田、鶴岡です。所

謂都市景観、これまで色々の事業を行ってきた

が、全体的にみて何か加味するものはないか、

道路なり、公園なり、ショッピングセンターな

り、城下町としての情緒を残しながら近代化都

市として発展していくためには何をやるか、今

年は考えていきたい。

（会＿声報告）

副会長　高橋良士署

1．5月14．15日、地区協議会に市川君以下7名の

方々が出席され、大変ご苦労様でした。この時の

報告は5月31日の例会でお願い申し上げます。

2．本日はゲストに鶴岡R．C名誉会員．斎藤第六鶴

岡市長をお迎えしております。市長さんには毎年、

毎年市政に就きお話戴き大変有難うございます。

後程スピーチをお願いする事になっております。

（幹事報告）
板垣広志君

○会報到着　東京R．C、鶴岡西R．C

O例会時間・場所変更のお知らせ

・鶴岡西．東R．C　合同もうそう汁例会のため

日　時　　5月27日　午後6時30分

場　所　湯田川温泉　七内旅館

登録料　　5，000円

・酒田中央R．C　ボレロ初夏の宴

日　時　　5月27日　午後7時

場　所　　レストラン　ボレロ

登録料　　5，000円

・酒田R．C　インターアクトとの合同例会のため

山王森の清掃奉仕

日　時　　5月30日　午前6時30分

場　所　　日和山会館

○田中善六バストガバナーより会報のお礼状

○イナホ作業所便り到着

ギタイ
○新会員の推薦に関する氏名発表　御橋義諦君

（亘席委員会）
佐々木藷彦署

これまでは100％出席の日とした事はありません

が、年に一回ぐらいやってもいいと思いましたので

御協力願いたい。6月9日（木）創立記念日の前の例

会日、6月7日を100％出席の日と定めますので、

メイクではなく出来るだけ顔を揃える様にご協力願

いたいというのが主旨です。

〔‾親睦活動委員会）
佐古田義明署

ス　マ　イ　ル

荒井忠明君　　私の家内が佐々木さんの若生幼稚

園に勤めさせて戴く事になりまし

た。

笹原桂一君　　先日（11日）のクラブゴルフ大会

に私が優勝しました。優勝常連の

飯野さんはどうやらブービーらし

いと思います。ここまで云えば飯

野さんもだまってないだろうと思

います。（笑声）

佐々木霊彦君　　荒井さんの奥様と云われる方は、

遠くで見ると大変な美人の方です。

近くで見ると子供と遊ぶに非常に

いい顔をなさっておられます。経

験もお有りの様ですし、お薦めし

てお勤め戴く事になりました。

飯野準治君　　催足されましたが、腕が供なわな

いと優勝出来ません。こういう時

は口で貰おうという事です。

尚、ゴルフ大会の成績は、優勝は笹原桂一君、準

優勝は藤川君、3位佐藤忠君でした。丹下委員長か

らは大勢参加戴いた事と、無事終った事でスマイル

を戴いております。

〔‾壱　ジ　タ＿＿＿二」

立川R．C　　　滝　　禅源君

鶴岡西R．C　　三井盾夫君

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

事務局　鶴岡‾i馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会楊　鶴岡有情場町産業会館5階ホール　例会臼　毎週火曜日　午後1230～130
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ケストス誓二三・

庄内地方とこれからの道路整備

東北地方建設局酒田工事事務所　中　島　威　夫　氏

Ⅰ　四全総（昭和62年6月30日閣議決定）

（1）全国総合開発計画の流れ

昭和37年　　　　　　昭和44年　　　　　　　昭和52年　　　　　　　　　昭和62年

全国総合開発計画→新全国総合開発計画→第三次全国総合開発計画→第四次全国総合開発計画

新産業都市　　　　大規模プロジェクト　　　定住構想　　　　　　　　定住と交流

太平洋ベルト構想　　新幹線・高速道路

S35

0G N P　　　　　　　55兆円

○自動車による輸送量　　210億七キロ

〝　　　　　　560億人キロ

○自動車保有台数　　　　　2百万台

○高速道路延長　　　　　　　OKM

（2）第四次全国総合開発計画（昭和62年6月30日）

①　定住と交流…‥・多極分散型国土の形成

㊥　交流ネットワーク

④　一日交通圏

④　高速交通体系

㊥　高規格幹線道路　14，000肋

Ⅱ　高規格幹線道路

（1）第四次全国総合開発計画

地域の発展の核となる地方都市及びその

周辺地域等からおおむね一時間程度で利用

が可能となるよう、およそ一万四千キロメ

ートルで形成する。

人口カバー率　98％

面積カバー率　94％

S45

154兆円

1，360億七キロ

2，840億人キロ

18百万台

649KM

S50

191兆円

1，300億tキロ

3，610億人キロ

28百万台

1，888KM

S60

293兆円

2，060億七キロ

4，890億人キロ

46百万台

3，721KM

（2）道路審議会建議（僻和62年6月30日）

既定の国土開発幹線自動車道等を含め『速

さ』、『時間の正確さ』、『安全性』に優

れた14，000加の高規格幹線道路網の整備を

推進する。

（資料）

高規格幹線道路網の整備には、おおむね30

年程度を要するものと思料される。

（3）国土開発幹線自動車道の追加

（昭和62年9月1日）

既定の国幹道…7，600毎

（東北横断自動車道酒田線他）

うち供用　約3，910毎

62年度末　　4，280加



新規追加分　　3，920毎

（日本海沿岸東北自動車道他）

（4）高規格幹線道路網の整備

①　高規格幹線道路網

14，000烏虎（2，141）

180肋　2，300毎　　3，920玩　　7，600点椚

うち東北　　（310）（820）（1，011）

（参　国土開発幹線自動車道の整備

予定路線　→　基本計画路線　→

（国幹道路）　　（国幹審）

整備計画路線　→　施行命令

（国幹審）

Ⅲ　第十次道路整備五力年計画

（1）昭和63年度→昭和67年度　　53兆円

（2）道路整備財源の確保

○揮発油税1／／4…地方道路整備

○自動車重量税

（3）高規格幹線道路網の整備

〇年間整備200丘都（第九次道路整備五力年計

画の実績）→250毎＋α

067年末整備延長目標　6，000加

075年目標　　　　　　9，000庵乃

Ⅳ　62建設白書の論点

○日本経済は繁栄の時期にある。

○しかし、わが国の国民生活は豊かではない。

○これは、社会資本、住宅の整備が不十分である

からである。

○繁栄の時期にある今こそ、投資の機会である。

○特に、地方の社会資本整備…公共投資…に力を

注ぐべきである。

○これが、雇用機会の拡大にも役立つ。

○また、地方の活性化にも活かされる。

結果として、調和のとれた国土の開発

に資する。

〇円需拡大に及ぼす効果は大きい。

Ⅴ　公共事業をめぐる環境

＜これまで＞

○財政再建のためにシーリング方式による予算

の抑制。（昭和55年度以降）

○自動車重量税の未充当。

（昭和57年度～昭和59年度）

＜社会的要請の変化＞

○貿易不均衡の拡大、円高不況。

○輸出依存型経済から内需主導型経済への転換

を求める要請が高まる。

〇日米首脳会談、サミットでの公約。

○緊急経済対策。（昭和62年6月23日）

○内需拡大のための公共事業拡大。

○大型補正予算。当初予算の25％増。

○不況地域への公共事業費重点配分。

ONTT株売却益の公共事業への充当。

Ⅵ　これからの地方振興の問題点

（1）国土の均衡ある発展

（2）地域社会の活性化

（3）内需主導型の産業構造への転換

○交流の意義

・経済活動範囲の拡大、活発化。

・自らの地域の歴史、文化、良いものの再認

識。北前船、奥の細道。

・異なる文化との接触による新たな創造。

・地域相互が交流しあい、切磋琢磨しあうこ

とにより、個性豊かな地域に成長する。

・地域同志が互いに機能を補完しあう。

・国土の均衡ある発展につながる。

○庄内地方の活性化

・人口減少、商品売り上げ伸び悩み

人口減少　　　　県　庄内地方

S60／S55　1．01　0．99

市別商品販売額の伸び率　S60／S54

県平均　鶴岡市　酒田市　天童市

1．36　　1．21　　1．18　　1．51

＼ヽ－ノ
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＼一／

東根市　南陽市

1．51　　1．49

・地域内の交流を活発化させる必要がある。

酒田、鶴岡がひとつの通勤圏にならなくて

はならない。

酒田～鶴岡　22．9玩　41～44分約30毎／hr

山形～東根　28．8庵節　31～34分約50丘砂／hr

・高規格幹線道路の建設を地域活性化のインパ

クトとして有効に活用しなくてはならない。

道路の整備効果

○道路建設の直接効果……公共事業の実施によ

る雇用機会増大等内需拡大効果。

○道路整備の間接効果（特に高規格幹線道路）

①　産業活動に及ぼすインパクト
・インターチェンジ周辺の工業立地…昭

和60年度立地工場の41％が高速道路

インターチェンジ周辺10加未満。

・工場機能の分散

・生産システムの分散

④　農林漁業に及ぼすインパクト
・消費地の拡大…東北縦貫自動車道によ

り岩手県の野菜が東京の市場に出る

ようになった。

・季節作物の市場拡大

㊥　観光資源の有効活用

（例）S56月山国道開通の効果

観光入込客数

県　　　　湯野浜温泉

S55　　29，280千人　　　748千人

S56　30，290千人　1，028千人

S59　32，320千人　1，042千人

④　商圏の拡大

㊥　情報量の増大

○その効果を持続させるために何を考えるか？

（例えば）
・公共事業の直接効果、間接効果を有効に生

かす。…そのためのイベントを活用する。

…イベント等をきっかけにして、Uターン

の人材を確保する。…頁に地域の活性化を

願い、これを考える人間が地域をささえる。
…Uターンの条件は何か？…地域の活性化

を考え、これを進める人材を呼び戻すに足

る魅力ある仕事を作ること。

Ⅶ　各市町村として考えること

○定住の核として、魅力ある町とは？

人々はどういう街、どういう社会に住みたい

か？、町の骨格は？

○個性ある地域づくり

・地域としてのまとまりを作るには？…高速道

路、空港は、ひとつひとつの市町村の集合体

としての地域を、クローズアップさせるもの

である。地域間交流の前提に地域としてのま

とまりが必要である。

・市町村域を越えるプロジェクト事業は考えら

れるか？…各市町村のイベントに関連性、連

続性を持たせてリレーイベントにする。観光

開発は単発ではなく、地域イメージを強調す

る核と周辺を一体化して行なう。

○高速交通体系をいかに活用するか。

高速交通体系の整備は、国土の均衡ある発展

に必要不可欠な条件ではある。しかし、それ

だけでは不十分である。高速交通体系をどの

ように活用するのかというビジョンが重要。

各市町村がそれぞれのビジョンを持つことに

よっていかされてくる。

○必要な情報をいち早く収集する。

情報の東京一極構造は当分変わらない。情報

の遅れは立ち上がりの遅れにつながる。

○市町村振興計画は夢のあるものに。

子供達に夢を措かせることを第一義に考える。

（且一声報告＿＿〕吉野　勲署

先週の例会は私用で欠席し申し訳ありませんでし

た。去る5月14．15日の2日間、次期の役員の方々

地区協議会に出席され、遠い所大変ご苦労おかけ致

しました。そのご報告はプログラムの関係で次週例

会には時間をたっぷりととりますので悪しからずご

諒承お願い致します。

長い事体詞をくずされ欠席しております手塚林治

君の御見舞いに私と幹事が昨日お邪魔して参りまし

た。首の骨から来る手のシビレを訴えておりました

が、日常生活にはなんら支障がないとのことであり

ましたので、1日も早いご回復をお祈り致します。

明日は鶴岡市最大のお祭り天神祭りです。天候も

まずまずの様でございます。関係役員の方々大変ご

苦労をおかけすると思います。

もう一つ、R．Ⅰの日本支局長の交代がありました。



（幹事報亘〕板垣広志君

○例会変更のお知らせ

・八幡R．C　もうそう汁例会のため

日　時　　5月28日を5月24日午後6時30分

場　所　普閉院

登録料　　3，000円

・温海R．C LLl菜刈り例会のため

日　時　　5月23日　午後12時15分

場　所　木野俣　光慶寺　座禅の後山菜刈

登録料　　3，000円

○県総務部より山形県青年洋上大学（第11回）への

参加呼びかけが参っております。ご希望の子弟、

従業員の方がございましたら事務局でお問い合せ

下さい。

○会報到着　台中港区R．C

（委員会報告）

・竺二号リー情朝委員会－
三井　　健君

来る6月14日午後6時から、ワシントンホテル8

階ガスライトでファイヤー．サイド．ミーティング

を行います。案内を上げた万、他どなたでも結構で

すので多数出席下さいますよう。

当日は堅苦しくない質疑応答の型式で行います。

終了後、軽く懇親会を行います。よろしくお願い致

します。

し畢琴活動委員套つ 丹下誠四郎署

ス　マ　イ　ル

板垣広志君　　先般スマイルを呼びかけてもあり

ませんでしたが、委員長の心を察

し、先週の藤川君にならって。又

あと少しで幹事の役が終りますの

で。

石井敬三君　　会報に誤字がありましたので。

若生恒吉君　　地区協議会での宿泊があまり良く

なかったので。

（ビジ　タ　二つ

鶴岡西R．C　村山　　貢君

（j‾⊥タリー財団＿」

本日の寄付は8，439円　でした。

ありがとうございました。

ロータリーの友利用の仕方について

体験談募集

「ロータリーの友」の利用の仕方は各人各様であ

ります。例えば、

1．「卓話の泉」を綴っておいて職場の単語に利

用している。

2．「健康一口メモ」を健康管理に活用している。

3．「友」が届いたら、さっと目を通しておき必

要に応じて時々ひっくり返して見る。

4．委員会活動にRotary at workを利用し

ている。

等々です。あなたはどのような利用方法をなさって

いますか。是非体験談をお聞かせ下さい。皆さんか

らの体験談を「ロータリーの友」に掲載してもらう

予定にしておりますので、ふるってご応募下さい。

投稿方法

1．締め切り　　6月30日

2．原稿用紙　　お手持ちの用紙をご使用Fさい。

文章の長さは自由です。

3．送　り　先

▽970　福島県いわき市平字研町5

吉田整形外科医院内

国際ロータリー第253地区ガバナーノ

ミニー事務所

地区ロータリーの友委員行

ロータリーの友4月号ここが見どころ

ヨコ組み

・小さな思い出

・30代のロータリアンと職業奉仕…＝………P12

・野口英世博士胸像の寄贈と除幕式‥＝………P23

・ロータリー米山記念奨学会資料……………P24

・戦国絵巻「米沢まつり」……………………・P58

タテ組み
・奉仕の心と仏教……………………・‥‥＝……‥P2

・シアトル．ロータリークラブ主催の日米友

好会議に参加しませんか……………………P18

・カラオケ大会…………………………………・P29

・職業奉仕の根本的見直しについて・‥‥＝……P31

捌岡ロータリーーグラフ創立　冊134．6．9　承認　昭和34・6・27　253地区

小虜んJ T鶴岡廿日も場剛　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡沌一lム場町座業会館5階ホール　例会日　毎週火曜日　午後1230～1・30



（会長報告〕　吉野　勲署
5月も本日は月末と云う事でいよいよラストコー

ナーに入ってきました。6月は年度のしめくくりと

してクラブ協議会が6月21日に予定いたしておりま

す。又、6月14日の例会は職場訪問例会でありまし
て、浄化センターの見学が職業奉仕委員会の企画で

行われます。6月12日には家族会と云う事で、親睦

委員会の企画で山菜取り。又、6月14日の夕方より
は情報委員会主催によるファイヤー．サイド．ミー

ティングを開催と、行事が目じろおしに重なってお

りますが、会員の皆さん、どうぞ一人でも多くのご

参加をお願いいたします。
その他外部的行事として、6月12日は山形東R．C

のチャーターナイト、6月19日は米沢R．C30周年記

念式典と続きますが、丁度当日は私と幹事が所用で
どうしても都合がつきません。祝電を打ってご勘弁

願いたいと存じております。

◆会長部会

（‾首‾盲「釘．至つ　若生恒吉署
○例会変更のお知らせ

・立川R．C　創立記念日のため

日　時　　6月16日（木）　午後6時30分

場　所　庄内ドライブイン

登録料　　4，000円
○奥羽千種会第1回研修会のお知らせ

日　時　　6月11日（土）13：30～17：30

6月12日（日）　9：00～12：00

場　所　蔵王温泉　太平ホテル

講　師　中央大学教授　小堀憲助先生

研修テーマ

「ロータリー発生史」

以上のご案内が来ております。
○会報到着　　酒田東R．C

地　区　協　議　会　の　報　告

市川輝雄署

去る5月14．15の両日、いわき市に於いて行われ

ました地区協議会のご報告を致します。

私が会長部会の報告を5分間、クラブ、社会、国
際の各奉仕委員が各5分ずつ報告致します。

会長部会は、リーダー吉田仁ガバナーノミニー、

副リーダー村上七五三夫ガバナーノミニーと吉村昭
三いわき平R．C会長で進められました。

特に、クラブ内のコミュニケーションを大切にし、

最良の情報伝達方法を検討すること。全会員参加の

情報集会を活発に催すこと。8月の拡大増強月間に
対し会員各位が協力して10％増の目標を達成する事
など重点計画について要望がありました。

本会議、分科会のありましたいわき明星大学は、
開校されたばかりで、その施設は今までの協議会に
ない立派なものでした。

又、なにしろ日本海側から太平洋側まで横断する
のに9時間もかかるバス旅行で、いささかグロッキ
ーになりましたが、近隣4クラブの主要メンバーが

奉仕の目的のために心を一つにして行動した事は、

次年度の協調と友情のため大いに役立ったと存じま

す。
以上で私の報告を終ります。

◆クラブ奉仕部会
佐藤　　昇署

リーダー　九里　茂　三（直前ガバナー）
倶楽部とは供に楽しむと書きます。楽しみの質

の間露もあるが、人間性の向上を楽しみと感ずる

様な例会にして下さい。最も大切なのは親睦です
が、会長・幹事にだけウエイトがかからない様、会

員各人の力を発揮してもらって個性を尊重しなが
ら、全体の楽しみを生み出す様にして下きい。

副リーダー　門馬　真澄（郡山東）
親睦から各奉仕につながります。みんなでロー

タリーを楽しみましょう。20％の人だけの努力に

たよる会でなく、30％～40％と、みんなで知恵を

出し合いましょう。家族会等でも飲んでカラオケ

だけでなく、川柳とか短歌等もいかがですか。



副リーダー　横田　　新（会津若松南）新聞編集
自由であることは尊いことです。ロータリーは

あらゆる権力から制圧をうけない。こういう会か

ら不満があって退会者が出ることは勿体ない。会

員拡大も大切だけれども…ロータリーの友、会報、

ガバナー月信、その他から積極的な情報を提供し

て、退会防止に努めて下さい。

結論　クラブ奉仕委員会は、

会場、食事、スピーチ等、総括して楽しい例会
を作る。

◆社会奉仕部会
迎田　　稔署

リーダー　　斎藤　利　世　バストガバナー

副リーダー　佐久間有来　ガバナーノミニー

長谷川光勇　（いわき平東）
テーマは、R．A．Cと老人間題の2つでした。

少し説明させていただくと、ロータリークラブは普

通、クラブ・社会・職業・国際の4大奉仕部門で構
成されており、当クラブのように他に青少年奉仕委

員会があるのは稀なのです。
I．A．C、R．A．Cは社会奉仕委員会の中にある

ので、今回のテーマにR．A．Cが入った訳です。現

在地区内には13のR，A．Cがあるとのことで、その

中で昭和47年11月に地区内4番目に創立された鶴岡
R．A．Cが現在休会中なのは残念なことで、早い時

期での復活が望まれます。
老人問題は、先に配布された嫁と姑のアンケート

報告等を参考にしながら地域社会の情報をキャッチ
し、地域社会のニーズに対応した活動をすすめて下
さいとのことでした。

◆ロータリー財団部会
弓長　　紹淵君

次年度の当クラブ委員手塚、玉城両君に代って出

席した。本会議では吉田仁ガバナーノミニーが“ロ
ータリーに活力を一あなたの活力を”をテーマとし

て奇麗なスライドで示しながら説明された。この中

で各会員の3ケ月毎の諸活動の検討、3ケ月毎に評

価報告することを強調された。
次にロータリー財団部会に向った。リーダー役に

は懐かしい田中善六バストガバナーでした。副リー

ダー達の名前は失礼ながら忘れましたが、ロータリ
ーの推進役、学友会役、ポリオプラス役にも引き続

き、立派な御指導を賜わりました。田中リーダーも

奇麗なスライドで20項目を説明し、ロータリー財団

問答のパンフレットをもらってきました。各会の活

力と奉仕の理想に向けるよう指導があり、推進、学
友会と続けて指導をうけましたが、最後に、ポリオ
プラス役で2005年までに、初め各会員の献金割が

4，000円から9，000円になり、R．Ⅰ理事の松平先生

の後進国の視察調査では、産児制限のない繁殖率の

高い国々がまだ多くて、奉仕の将来には、丁度私に
は“奉仕こそ我がつとめ”“平和の七つ遺”“奉仕

の冒険’’の中にあるような気がしました。

いわきへの9時間もかかるバスの中で、次年度の

本クラブ30年の財団を考え得たので報告する。
1）ポール．ハリス．フェローの推進

2）準同フェローの推進

3）メモリアル．コントリビュータ

4）1円から100円の電話箱の復帰推進

5）顔写真入りの会員名簿の作制

これらは“仁の道”“奉仕の理想”と“吉田仁の

道”につながるものと思うし、あなたの活力も、私

の活力も期待できましょう。

（ス　マ　イ　ル）

ス　マ　イ　ル

笹原桂一君

飯野準治君
笹原信一郎君

斎藤庄治君
市川嘩雄君

早坂徳治君

山口徳之助君
荘司俊治君

赤川スポーツランド㈱の創立総会
が26日に開かれ、その代表取締役

に就任。

同社の取締役に就任。
同社の監査役に就任。

同社の監査役に就任。

大神祭の仮装パレードに鶴商連ス

タンプとして参加（武田信玄）し
3等賞に入賞。

仮装パレードで武田信玄に私が扮
しました。ご声援有難うさんでし

た。

私は上杉謙信に扮しました。
荘内日報社定時総会で常務に再選
されました。又、6月より新聞購

読料を200円値上げさせていただ

きます。一層のご協力をお願いし

ます。

塚原初男君　　私のところの大西町と近隣の三町
対抗第5回ソフトボール大会で、

私が監督のチームが優勝させてい
ただきました。

佐々木詰彦君　　山添高校のPTA会長に就任。
高橋良士君　　横浜市（神奈川県民会館）で開催

された小児外科総会で私の研究発

表“小児潰瘍”が大きな評価をい
ただきました。

（1　ジ　タ　二」

酒田R．C

鶴岡東R．C
立川R．C

鶴岡西R．C

鶴岡ロータリⅦ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　鶴岡市罵場町産業会館5階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12・30～1・30
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憂迦区≡韓国三醜男∈第う卓∈〇回到毒≡套≡報

〔会長報垂⊃
吉野　　勲君

吾々鶴岡R．Cが昭和34年6月に産声をあげ誕生し

て以来、来任度で30周年になるわけですが、本日は

創立記念日をお祝いし、会員の皆様と共に今後益々

の発展を期して参りたいと存じます。お祝いのしる

しとして紅白のもらを配布致しました。

続いて、本日午前11時半より理事会を開催いたし

ました。ご報告申し上げます。

年度を振り返ってみて、役員・理事の万々この一

年本当にご苦労様でございました。厚くお礼を申し

上げます。

次に、次年度は当クラブより分区代理として新穂

光一郎君が就任いたすわけですので、当クラブがホ

ストでⅠ．G．Fを開催することになるわけです。

Ⅰ．G．Fの役員もこれから決定することと思います

が、会員皆様と力を合せて成功していただきたいと

存じます。

職業分類の損害保険の欄に積立保険を新設するこ

とに決定いたしました。これは、会員増強委員長佐

藤衛君より提出され、職業分類委員長佐藤友吉君の

承認を得た議案でありまして、本日の理事会で決定

いたしました。

（＿幹事報告）
板垣広志署

○例会日時・場所変更のお知らせ

・鶴岡西R．C　座禅会のため

日　時　　6月10日　午前6時30分点鐘

場　所　善　宝　寺

登録料　11500円

・酒田中央R．C　公式訪問のため

日　時　　6月器日（火）P．M12時30分点鐘

場　所　ホテル　リッチ酒田

会　費　1，500円

○会報到着　鹿児島西R．C、鶴岡西R。C、東京R．C

（＿旦会員紹介〕
三井　　健看

1．氏　　名　　小松　　稔君

2．生年月日　　昭和17年8月21日

3．自　　宅　　鶴岡市神明町8－48

4．職　　業　　株式会社マルトミ代表取締役

5．家族構成　　妻　　小松恵子様

長女　小松知子様

次女　小松伸子様

6．略　　歴　　明治大学卒業

7．趣　　味　　スポーツ、マージャン

（＿旦会員摸鞋〕
小松　　稔君

小松と申します。よろし

くお願いします。亡き親爺

が皆様には大変お世話にな

りました。亡き親爺同様と

いうと型通りの挨拶となり

ますが、私は私なりに、い

つまでも三井様の陰にかく

れてとはなりませんでしょ

うから、精一杯いろんな事をやらせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。



（出席委員会）

〇年間皆出席

17年間皆出席

12年間皆出席

3年間皆出席

2年間皆出席

1年間皆出席

05月100％以上出席

佐々木詰彦署

市川嘩雄君

丹下誠四郎君

高橋良士君

若生恒吉君

荘司俊治君

6名

175％　　張

125％　　石川（寿）．市川．迎田．佐藤（昇）、

新穂

05月100％出席　　　45名

阿蘇．藤川．布施．秋野（昭）．石井．石黒．

板垣（俊）．板垣（広）．飯野．風間．加藤．

三井（陸）．毛呂．松田．皆川．中江．中沢．

斎藤（隆）．笹原（桂）．佐藤（忠）．佐藤（順）．

佐藤（衛）．佐藤（友）．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）

荘司．関原．佐々木．斎藤（昭）．高橋．丹下．

鈴木（肇）．杉澤．塚原．忠鉢．田中．松沢．

碓氷．若生．山口．吉野．矢部．笹原（信）．

（親睦活動委員会）丹下誠四郎署

06月会員誕生

石黒慶之助君．布施隆夫君

高田耕助君．石川一男君

秋野昭三君．田中鋳造君

張　　紹淵君．高橋艮士君

06月奥様誕生

斎藤美代子様．斎藤　　和様

川上朱美様．日向京子様

松沢信子様．杉澤多喜子様

◆　ス　マ　イ　ル

三井　健君　　小松君の入会をお祝いして。

小松　稔君　　入会をよろしく。

高橋良士君　　荘内日報の取材に感謝。又、毎日

新聞、TBSで紹介され、少しで

も子供の胃潰瘍にお役に立てばと

思います。

吉野　勲君　　第3代目木村屋の社長になりまし

た。又、今日創立記念日のお祝い

に木村屋のお菓子を採用していた

だきました。小松君の入会を歓迎

します。

杉沢保吉君　　東北電力グループで5月30日～6

月8日まで「ふれあいさわやか」

のテーマで、春のサービス旬間を

実施。又、6月1日四国で日本電

気協会の総会に出席しました。交

通公社の松沢さんに旅行の手配に

深謝。

松沢主一君　　只今杉沢さんから感謝されました。

瀬戸大橋の大イベントですが、支

店でも4月から6月までお陰様で

400名の方々をご案内できました。

創立30周年記念事業委員会より経過報告とお願い

3月8日の例会に於いて、記念事業についての63

年1月5日以来の検討状況をご報告して、記念事業

委員会としては西郷南洲先生の“敬天愛人”の書を

石碑としてタブの木のところに建てることがはば方

向づけられたものと理解してお話致しました。とこ

ろが、これは私の早合点で「書」を提供される側で

は、設置場所を市役所構内に限るとのお考えである

委員長　風　間　真　一　署

ことがわかり、その後市当局に対して市構内への設

置を再三にわたってお願い致したのでしたが、結局

了承を得ることが出来ず、5月19日市当局からの最

終的回答により、この計画はご破算にせざるを得な

くなったようなわけで、従に時間を経過し、結局こ

のような結果になりましたことは誠に申し訳なく、

心からお詫び申し上げます。



5月31日例会後、委員会に於て経栗の報告と今後

の進め方を話し合いました。出発点に戻ってアンケ

ートにより会員各位のご意見を集約することになり

ましたが、委員会としては、委員各位にアンケート

の内容となるべき記念事業案を6月21日までにメモ

（会員スピーチ〕

により私まで出して頂くようお願いしてありますの

で、会員各位の中にご意見、アイデアをお持ちの万

は、その時までに同様にお出し頂くようお願い致し

ます。それ等のご意見によりましてアンケートを作

成致しますので、ご協力をお願い申し上げます。

創立記念　日　に　ちなんで

6月9日は、鶴岡ロータ

リークラブの創立記念日で

あります。これまでの例に

よれば創立記念日のスピー

チは、先輩のロータリー歴

の長い会員がされていたよ

うに思われます。

今日も本当は大先輩であ

り、当クラブの数少ないチャーターメンバーでもあ

る、津田先生がスピーチをされる筈でありましたが、

何かよんどころないご用事が出来たとかと言うこと

で、ピンチ・ヒッターを頼まれました。

この間何とか一度くらいは100％の出席をとお願

い致しましたが、ご承知のとおり会員が一名休まれ

ますと、約7％のマイナスになります。勿論津田先

生は出席免除になっておられますから、クラブの出

席率には直接関係はありませんが、出席委員長とし

ては出席率の100％よりも、実質的な出席を望みた

いと願っています。

創立記念日といっても、それに因んだ話をするこ

とは、経験の浅い私には困難でありますから、別の

話をさせて戴きます。これもある意味では一種の記

念日、人生に区切りをつける意味では最も大切な時

について、若干私が普段考えていることについて話

をさせて戴きたいと思います。

人生には三つの新しい出発があります。その最初

はこの世に生を受けるときであり、二番目は伴侶を

求める結婚であり、最後が死であります。そのいず

れもが、それぞれに新しい出発・旅立ちを迎えると

佐々木　吉吉　彦　若

きであります。この三つの時に共通する特長は、清

浄を表す「白衣」を身につけるということでありま

す。

御承知のとおり、母の休内からこの世に生を受け

て最初に身に着けるのは産衣であります。この白衣

には、先に申し上げたように綺麗であるということ

のほかに、大変重要な意味があります。純真無垢な

身休、そこにある無色なこころを、これからの育て

方即ち父母の感化によって綺麗に染め上げて欲しい

という願いが込められていますが、又一万では蔵れ

た身休を清くなれと願って包む意味もあります。

次に白衣を着けるのは、どなたもご承知のとおり

花嫁の白無垢であります。その昔嫁ぐ女性は花嫁衣

装を着て、一旦自分の家の敷居をまたいで外に出れ

ば、再び実家には帰らぬものとされていました。現

代にはあまり通用しそうにありません。

婚礼の白衣は、これから嫁ぐ家に行って染め直し

て貰うものであり、新しい家・新しい伴侶の家風に

染めて貰うからお色直しがあります。今ではあまり

何回もお色直しをするものだから、元の色が分から

なくなり、正体を見失って離婚が増えているのかも

しれません。その上男性までもが白いタキシードな

どを着ては、わざわざ女房の尻に敷かれることを天

下に公表するようにものであります。

三つ目は申し上げるまでもなく、この世に別れを

告げるときでありますが、これも又、新しい旅立ち

であります。白衣・手甲・脚はん、傘と杖は旅への

姿であります。私達が普段着ている衣を「稜色のこ

ろも」と言い、白が少しずつ汚れて鼠いろになる、



或は黒が少しずつ色槌せてこれも又鼠色になる、こ

れが壕色すなわち汚れたいろ・中間色であります。

白衣が長い間の修行によって変わる状態を現してい

ます。従って、死者の白衣には、十分修行を積んで

ほしいという願いもまた込められています。

我々の社会には「はれ」と「け」の二つの儀式が

あります。「はれ」はいわゆるお目出たい儀式をあ

らわし、「け」はその反対で前者は婚礼、神まつり

など、後者は出産、寺まつりに大別されておりまし

た。

出産は、特に女性の血を見るということで、神を

祭る母屋では厳禁され、生まれた赤子も、お七夜が

すんで宮参りを済ませなければ家に戻ることは出来

ませんでした。これは、一つには生まれたばかりの

不安定な命は、いつ黄泉の図に引き入れられるか分

からぬ不気味なもの、生を見極め血のけがれを、神

によって清めなければならないものでもありました。

そこで清めるのは、赤子だけではなく同時に母親を

も清めるのでありますが、お宮参りにこんな意味が

あるのを知る人はいなくなったようです。

「け」はいわゆる凶事であるために、その時に身

につける着物は、白に対する黒を使用することにな

ります。これが今→投に使用されている喪服であり

ます。黒は影の部分、隠れることを目的にしていま

すから、家紋をつけるなどはしないのが普通であり

ました。

最近、一種の流行？或はおしゃれ、又は知らぬが

ためにネクタイに家紋を入れたものを使用している

のをよく見掛けますが、これは喪服に似て喪服にあ

らずということができましょう。

今、テレビで武田信玄が評判でありますが、戦い

の時につける旗指物にはすべて家紋が付けられてい

ます。家と家との戦いであると同時に、敵味方を識

別するためのものでもありました。そう考えると、

人の不幸に旗指物を背負っていくような感がありま

す。

目立たないように、自分が不幸に巻き込まれない

ようにというのが、喪服本来の用途でありますから、

本当はアクセサリーなどは一切無用でありましょう。

創立記念日とはいささか無縁の話になりましたが

ピンチ・ヒッターの故をもってお許し戴ければ幸い

（ビジ　タ　二つ

鶴岡西R．C　　加　藤　有　倫君

〝　　　　三　井　盾　夫　君

〝　　　　佐　藤　修　弥　君

（ぉ詫びと訂正）

先週の会報の中でスマイルの項で、山口篤之助君

の「篤」が違っていました。訂正してお詫びいたし

ます。

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

車韓局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市馬場町産業会館5階ホール　例会　日　毎過火曜日　午後12・30～130



珍1462回例会（職場訪問　於；鶴岡市浄化センター）

（会長報＿革〕

㌔′

吉野　　勲君

1．本日は職業奉仕委員会のみなさんの計画で鶴岡

市浄化センターに場所を変えての例会でございま

すが、職業奉仕委員長さん始め関係委員会の皆様

のご準備を含め、大へんご苦労様でございました。

私達市民にとって終末処理場はどんな設備で、又

どんな方法で処理をなさっているのか、かねてよ

り見学したいものと思っておりましたが、本日こ

の様に立派に完成されました当センターを見学す

ることが出来ました事、厚くお礼を申し上げます。

後程センター長さんのお話を十分拝聴致したい

と存じます。本日はご多忙中大勢で参上致しまし

たが宜敷くお願いいたします。

2．かねて当クラブより推せんを申し上げておきま

した財団奨学生の須田里恵子さんが、ミズリー大

学コロンビア校ジャーナリズム学部大学院への合

格通知が入りました。この件につきましては荘内

日報さんより取材があったようで、先日詳しく掲

載されて居りました。

3．石黒慶之助君より近況報告が入っております。

最近は専ら地区の奉仕活動に専念してるようです。

4．ソウルオリンピック水泳の最終選考が6月18日

からあります。庄内から10名の選考者が出ており、

激励金として8人に1万円宛支出します。

〔旦r軍報草＿）板垣広志看

○例会時間・場所変更のお知らせ

・鶴岡西R．C　最終例会のため

日　時　　6月24日（金）午後6時30分

場　所　竹屋ホテル

登録料　　5，000円

○会報到着…酒田R．C（回覧中）

○田中善六P．Gより礼状が届いております。

○アマゾン資料館への協力援助の御願いの文書

1口　2，000円

○活動報告書の期限内、6月15日までの掟出方依頼

○マリカ西館ガスライドでファイヤー　サイド　ミー

ティングを行います。

（ス　マ　イ　ル）

新穂光一郎君

須田里恵子さんが財団奨学生になり、担当者と

して背の荷を下し、ほっとしました。

会津若松で新旧分区代理がありました。その席

ガバナーの代りに青少年交換の話をしました。

吉野　　勲君

10日の日に2番目の息子が結婚しました。これ

で私も親の役目がおりたようです。

板垣広志君

6月8日、法人会のゴルフコンペで優勝させて

いただきました。又、商工会議所主催の早朝マ

ラソンで当社の者が優勝しました。

石川寿男君

佐々木君の出版記念祝賀会実行委員長を引き受

けました。一生懸命やります。



飯野準治君

法人会のゴルフコンペ2位でした。

三井　　陸君

吉野さんの結婚式に参列して。又その席、藤川

君の名スピーチを聞いて。

松田士郎君

6月12日の商工会議所主催の早朝マラソンに、

210数名の参加があり、無事終了しましたので。

藤川享胤君

三井君からはめられましたので。又、会長の話

にあったオリンピック水泳の最終選考に佐藤元

伸君の息子さんも参加されるという事で。

珍1462回例会

（ゲストスピーチ）念珠関中学校「弁論を聞く会」

人　　間　　と

私は、この間、鶴岡市内

の横断歩道で、思いがけな

い光景を目にしました。小

学生の子供達が何やら指を

差して笑っていました。私

はふと、それに気づき、そ

の一人が指差す方向に目を

やって見たものは、信号待

ちをしていた、ちえおくれの子でした。目をきょろ

きょろさせながら、ふらふらと歩いていました。

し　　て

佐　藤　　　　愛　さん

私は、小学生達の行為を見た瞬間、腹立たしさに似

た思いと、どうするすべもないくやしさとが混じり

あった複雑な思いがあふれ出してきたのです。

この時、私は心の中で、しきりにこう叫んでいま

した。＜誰だってなりたくて、ちえおくれになるの

ではない。どうして、こんなこともわからないのだ

ろう＞と。しかし私も、この一言さえ口に出して言

うことができなかったのです。信号が青になり、小

学生達や、その子が去った後も、私はなぜかその場

を離れることができませんでした。人間としてなく

七㌢



てはならない大事なことを、私は小学生達に教えて

やることができなかったのです。これほど情けない

人間だったのだろうかと、自分自身を戒めたりもし

ました。しかし、この時ばかりは、私に何ができた

でしょう。「私に何ができただろうか」こんな言葉

をつぶやきながら、もう誰もいなくなった横断歩道

を、ただふり返るばかりでした。

みなさんはもし、私のように、こんな出来事を見

たら、どんな態度をとったと思いますか？　小学生

達のように、笑いますか？　それとも、こんなこと

よく見る光景だ。と、自分には関係のない顔をして

通り過ぎますか？私は、この小学生達が大人への

仲間入りをする時、そう、ちょうど今の私ぐらいに

なった時、人間らしい人間で社会に飛びたてるよう

に、世の中に一人でも多く、小学生の子供達に教え

ることのできる人がいればいいなと思います。

私の大好きな詩があります。

あたまのかいてん　　　岩塚葉採

さんすうしているとき

まちがいました

おばあちゃんが

「あんた

あたまのかいてんがわるいさかいに

あかん。」

といいました

わたしはくやしい

どうしてわたしは

あたまのかいてんがわるいのですか

おでこにおくすりをつけたい

ちえおくれの子が書いた詩です。私はこの詩を読

むたびに胸が熱くなります。おでこにおくすりをつ

けたい。こんな言葉に、私は葉採ちゃん自身を目の

前にしているようでなりません。なぜなら、この言

葉には、葉採ちゃんの、今を一生懸命に生きる人間

像が浮かんでくるようでならないからです。

今の世の中には、広い社会の一員でありながら、

人間になくてはならない、そして、人間でなくては

わからない大事なことを、理解しきれていない人が

たくさんいます。もし、ちえのおくれている子や、

身体に障害を持つ人達をばかにしたり、あざける人

がいるのなら、私はその人こそが、人間ではないと

非難されるべきだと思うのです。全ての人が、人間

としての存在を認め合い、お互いの立場を考えて行

動することこそが、本当の人間社会ではないでしょ

うか。

今度私が町で、また同じような光景を見かけたら、

人間として大事なことを、教えてあげることのでき

る人になりたいと思います。

あ　ま　り　す　ぎ　た　平　和

最近、家族で町に出かけ

た時に、私の目に付いたの

は、飢えに苦しんでいる人

人を助けようというポスタ

ーでした。そのポスターに

は、おなかがつき出てやせ

細り、目をギョロギョロと

させている子供と、涙を流

しているお母さんとがだき合っている姿が描かれて

藤　井　陽　子　さん

いました。ちょうどその場に私と同じくらいの年の

男子が二人いて、それを見て笑っていました。私は

その時、なにがそんなにおかしくて笑っているのだ

ろうかと思いました。二人は、「この子供やあ、中

森明菜の顔どこつぶしたよんだ顔していで、もっし

えー。」と、このポスターを指差してまたゲラゲラ

笑っているのです。私は、心に何かが突きささるよ

うな思いでした。アフリカでは、飢えに苦しんで、

二秒に一人の割合で人間が死んでいるというのに、



よく笑っていられるなあと思いました。二人を呼び

とめてその事を教えてやりたい気持ちになりました。

その男子は、間もなくその場を通りすぎていきまし

たが、この二人を見ていると、私達、現在の日本の

子供は、何一つ苦労しないで育ってきたんだなあと

しみじみ考えさせられます。何一つ苦労しないで育

ってきたというより、ありあまる平和にうぬぼれて

いるといった方が良いのかもしれません。

私達の学校にも、ケシゴムを落とした人に「これ

落どしだよ。」と手渡すと、「それ小さぐなったが

ら捨てでもいいやんだあ。」と平気で言う人がいま

す。私はそんな時、いくら小さくなったケシゴムで

も落として簡単に捨てるとは何て物を大跡こあっか

わない人だろうとつくづく思います。これもみんな

あまりにも平和で豊かなために、捨ててもまた新し

いケシゴムを買えるという事でしょうか。「平和」

にうぬぼれている結果なのではないでしょうか。

同じ地球に生まれて、同じ地球に住んでいるとい

うのに物を大切にする、しないが国の貧富の差で決

められてよいものでしょうか。あまりすぎる平和に

甘え、私達日本人は何かを忘れているのではないか

と思う今、皆さんに読んでほしい一冊の本を紹介し

（会長報告）
吉野　　熱雷

1．去る14日、情報委員会主催のもとファイヤー．

サイド．ミーティングを20名近い皆さんよりお集

り頂きワシントンホテル内ガスライトで行いまし

た。三井委員長独特の名司会に始まり、小池・新

穂両君のパネラーのもと熱心なご討議に入り、有

意義なたのしい勉強会になったことをご報告いた

します。終って懇親会に移り、益々友情を深め9

時頃終了しました。ご参加頂きました会員の皆様

有難うございました。

2．翌15日、庄内分区の会長幹事会が湯の浜竹屋ホ

テルで開催されました。この会合は、現分区代理

と会長、幹事と次年度の分区代理、会長、幹事と

の引き継ぎの会議でありまして、私も含め現の皆

さんは顔色もよく和気あいあいの中に一晩をすご

たいと思います。あのポスターを見て笑った二人の

男子、そして、ケシゴムを簡単に捨ててしまっても

いいといった友達にぜひ読んでほしいし、皆さんに

も読んでほしい内容の本です。それは、山本有三と

いう人が書いた「路傍の石」という小説です。恵ま

れない少年吾一が、不幸な墳ぐうに負けずに力いっ

ぱい、強く正しく生きぬこうとする姿が描かれてい

る小説です。私は、この本を読んで、吾一が中学校

に入りたくても父親のせいで呉服屋に奉公にやらせ

られて、それでも苦しみ・悲しみに負けないで一生

懸命中学校に入りたくて勉強した力強い生き方が心

に残っています。

平和で豊かな生活をしていると、物を大切にする

心が矢なわれ、ぎりぎりの生活を送る事によって、

物をていねいにあっかい、大切にする心がめばえて

くるというのは、なんとも皮肉な事です。

今の日本の豊かさは、私達の祖父母や父母が、戦

後のどん底からはい上がって造りあげてきたもので

す。私達にとって大切な事は、あまりすぎる平和な

世の中に感謝しながら、物を大仰こしていく気持ち

をもって生きていく事ではないでしょうか。

して参りました。次年度新穂新分区代理、佐藤分

区幹事の健闘を祈ります。

3．19日、米沢R．C創立30周年記念祝賀会でありま

したが、丁度私も都合がつきませんで、クラブよ

りは祈竃を打っておきました。

4．本日午後4時より第6回のクラブ協議会を行い

ます。役員の方々是非お集り下さい。

（幹事報告）若生恒吉署

○例会時間・場所変更のお知らせ

・温海R．C

日　時　　6月27日　午後6時

場　所　温海ホテル

登録料　　4，000円

・鶴岡東R．C

例　会
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目　時　　6月27日　午後0時30分

場　所　　グランド　エル・サン

登録料　1，500円

懇親会

日　時　同　日　　午後4時30分

場　所　　5　番館

登録料　　5，000円

・酒田中央R．C

日　時　　7月1日　午後7時

場　所　温海グランドホテル

登録料　　5，000円

・酒田R．C

日　時　　6月29日　午後6時30分

場　所　　六　　助

・余目R．C

日　時　　6月24日　午後7時

場　所　北川食堂

登録料　1，000円

（委員会報告）

巨一夕リー財団委員筆〕

佐藤噸治君のポール．ハリス．フェローメダル授

（二重垂車重車重套二）新穂光＿郎宕

先週結果発表したのですが、須田里恵子さんのロ

ータリー財団奨学生応募に関する、ミズリー大学の

大学院合格審査会からの書状（合格証ではありませ

んが）が来ており、補足いたします。
“私達は当ジャーナリズム校へ来ていただける

ことをご報告でき大変幸福に思います。

いづれのコースをとるかは来てから決めると

して、6月10日までご返事を下さい。返事が遅

れると他の応募生に貴方の席は譲られてしまい

ます。

グラジュエートセンターから秋の授業開始6

週間前には、登録書類や必要書類を送付します

ので、住所変更等あれば早目にご連絡下さい。

私達のジャーナリズム学校は、1921年から大

学院課程をもつ伝統のある古い学校です。

貴方がこのプログラムに参加されることを楽

しみに待っています。疑問や質問等あれば、遠

慮なくご連絡下さい”

（青少年委員会）

次期委員長　碓氷節雄署

毎年のライラ研修会が7月却日（金）．30日（土）

31日（日）福島の磐木平、新舞子ハイツで開催され

ます。18才～28才までの男女各1名が当クラブの割

当てです。ご子弟、従業員の方で参加ご希望の方は

今週中に私までお申込み下きい。定員オーバーの場

合は当委員会で人選させてもらいます。なお、付添

いの方もご希望があれば是非お申込み下さい。

30周年記念行事実行委員会

三井　　徹君

珍　本日配布のアマゾン資料館の件につきましては

大変恐縮なのですが、宜しくお願いします。来年

には行政の方の援助、肩入れ等あると思います。

珍　私は老人性肺炎のため4月27日から休んでいま

したので、いろいろご迷惑をおかけしていまして

おわび申し上げます。

最近、漸く作業療法の状態になりました。一時

どうしようかと存じましたが、最後のご奉公にこ

のまま実行委員長としての奉仕活動を続けさして

頂きたいと思っていますので、どうぞ宜しくお願

い申し上げます。

先日6月3日に、第1回の各委員長の会合を行

いまして、賑やかに話し合いました。総務委員長

の方から概況の骨子をお話し頂き、各委員長から

も大まかな構想のお話がありました。

今後の各委員会活動としては、優れた構想をす

すめて頂きまして、各々立案に至りましたならば

実行委員長の方にお話し頂きたいと存じます。

（一部先行しているものもありますが）

そして、全般的な見地から配慮し、検討し、話

合いをしまして具体的な決定をしたいと存じます。



その後、実践活動に入って行くように進めたい

と思います。

私はまだ健康状態が充分でありませんので、小

池副委員長さんに連絡を頂くようにお願いします。

尚、また適時に各委員長会議を開催して参りま

す。

そのような順序で運営して参りたいと存じます

ので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

〔空甲甲己念誌妻畢室〕

石井敬三署

今年の1月から取りかかりました30周年に向けて

の記念誌本文は、漸くこの6月で24年度まで終りま

した。まだ推考はできてませんが、今、24年までの

会長さんから輪読してもらい、内容校正をお願いし

ております。

近いうちに、この本文を基として委員会を開きた

いと思います。

私はこの仕事で、記録の大事な事をつくづく感じ

させられております。会報が主とした資料ですが、

この会報、最近でもそうですが、例会日当日だけの

記録に止まり、会長報告等に出てくる行事そのもの

の記録が散伏して分からないケースが残念乍ら殆ど

でした。会報に行事、例えばICGF、親睦会、交

換学生、台中港区、鹿児島、GSE等の詳細を特集

にするとか、クラブ事務担当者とか幹事、会長が記

録の保存にもっと意を用いてもらうとかが必要です。
“記憶は消える、記録は残る”という基本的な事で

す。

それに、クラブ財産としての写真がない。大きい

イベント、例えば年次大会等の写真はあっても、古

い会長の顔も判らないのです。各行事の当事者が持

っておられてもクラブとしてはない。個々人が持っ

ておられる写真を複写する等してビジュアルなクラ

ブ記録を系統的に行なう必要があると思います。

いづれにしても記念誌の作業はこれからが本番で

す。軍歌にある“どこまで続くぬかるみぞ”と云い

たい程面倒です。まだ時間は充分あるとは申せませ

ん。10年誌の場合は昭和44年から46年8月まで2年

間もかかっております。

事情お察しいただき、特に古い会員皆様のご協力

をお願い申し上げます。

（ス　マ　イ　ル）

笹原桂一君

赤川河川敷ゴルフ場の予定をオーバーする応募

につき御礼（庄内日報にも掲載）

三井　　徹君

病気の為長い間休んでおりましたが、作業療法

の状態まで回復しました。

飯野準治君

職業奉仕委員会主催の鶴岡市浄化センターでの

例会が盛会のうちに無事終了。

佐藤　　衛君

6月16日の商工会議所のゴルフ会で準優勝。

佐藤元伸君

息子が倉敷のオリンピック選考会に参加。自分

も同行し、結果は残念でしたが、岡山プラザホ

テルに宿泊、四国の橋も見学してきました。

三井　　陛君

先週例会の浄化センターでの昼食で、次男のや

っておりますベニマートの弁当を使って頂きま

〔‾ビジ　グ．⊃

鶴岡西R．C　　村　山　　　喜君

〝　　　　井　上　　　彬君

〝　　　　土　田　昭三朗君

〝　　　　長　南　義　弘君

鶴岡東R．C　　阿　部　興　二君

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

車務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（Z4）7711

例会場　鶴岡市凋場町産業会館5階ホール　例会日　毎週火曜日　午後1230～130

＼
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253地区二鯨岡ロータ

（会長報告）
吉野　　勲君

本日は悲しいお知らせでございますが、青少年奉

仕理事の管原辰吉君が6月25日午後7時32分に急逝

きれました。先生のご冥福をお祈りし謹んで皆さん

で黙祷を捧げたいと存じます。

菅原先生には、この年度青少年奉仕委員会の理事

としてご奉仕され、最後まで青少年の健全な育成に

ご努力されました。誠におしい人を失ったものでご

ざいます。当クラブとしては大きな柱をなくした感

じでおります。特に今月の理事会に於いて特に発言

なされ、温顔を浮かべながら、今の子供達、悪い事

をした時は叱れるが、良い事をした時にはあまりは

めてやらない……今臥鶴岡地区よりソウル五輪の

水泳の最終選考会に8名の選手が選ばれたので倉敷

まで行くが、ロータリークラブで激励金を贈り、彼

らを大いに励ましていただきたい旨の発言でありま

した0理事会でご決定をいただき、先週の職場訪問

例会終了後、先生と私と板垣幹事の3名で鶴岡工高、

羽黒工業高に出向き差し上げて参ったのですが、そ

の際贈呈の模様を幹事が写した写真、まだカメラに

残っている筈でありましたので、本日急きょ仕上げ

ていただきまして、只今回覧しております。最近と

みに休協の会長さんのお仕事が多忙で、その日も前

夜は湯の浜宿りでまっすぐ例会に出席されたご様子

でございました。心よりご冥福をお祈り致します。

本日は最終例会でございますので、葬儀には市川会

長エレクトほか会員の方々が参列致しておりますが、

私も例会終了後ご焼香に行って参ります。

次に、去る22日午後4時より第6回のクラブ協議

会を新旧合同で40名の現新の役員の方々より参加を

いただき、熱心にご討議をいただき、予定の時間を

はるかにオーバーして行いました。現役員の万々よ

りは次年度の役員への申送り事項を申し上げ、次年

度の方々は大いにその抱負を話しされ、有意義な協

議会となった事を厚くお礼申し上げます。懇親会に

移ってからも呑むほどに賑々しい一夜をすごし、午

後8時頃終りました。未熟な私であったにも拘らず

胴上げまでしていただき、厚い友情に対しお礼を申

し上げます。

次年度の陛斗をお祈りし、この年度最後の会長報

（二重二亘亘j⊃　板垣広志署
○鶴岡工業高校よりソウル五輪選考会参加に対する

激励金に対するお礼状が参っております。

○米沢R．Cより30周年の礼状が参っております。

OR．Ⅰニュース到着

○ロ‾タリー入門書注文したい方は1週間以内に事

務局迄。

○酒田R．Cポリオプラスチャリティの案内

日　時　7月30日　午後6時30分

場　所　酒田カントリークラブ

登録料　10，000円

〔入会セレモニー〕

（二重二を亘垂亘二）笹原信＿郎署

氏　名　来海憲宣君（きまち　としのぶ）

生年月日　　昭和19年11月10日生

会社名　　同和火災海上保険㈱　鶴岡支社支社長



住　　所　　鶴岡市陸町12－5

TEL0235－24－3824

ご家族

奥　様　　智　子様　S29．11．30生

お子様　　久美子様　S51．7．8生（小6）

〝　　　江梨子様　S54．12．11生（小3）

略　　歴　　仙台第1高卒　島根大学S43年卒業

趣　　味　　ゴルフ、テニス、自動車免許所持

〔旦旦旦＿旦旦〕　来海憲主君

こんにちわ。先程紹介い

ただきました来海でござい

ます。こちら鶴岡に来て2

ケ月余りです。

伝統ある鶴岡R．Cのメン

バーとしてふさわしいよう

に、皆様のご指導を賜わり

ながら頑張りたいと思いま

す。どうか色々と教えていただく事も多いと思いま

すが、よろしくお願い致します。

（委員会報告）

（親睦活動委員会）

◆　ス　マ　イ　ル

阿蘇司朗君　　昭和3年6月24日に開業し、今年

で創業60年になりました。創業祭

をやり、多勢来ていただきまして。

川上英樹君　　会報委員会のカセットを忘れまし

たので。

石川寿男君　　会員の鈴木茂男君に依頼して立派

な墓を建ててもらいましたので。

鈴木茂男君　　石川君におはめの言葉をいただき

まして。

杉沢保吉君　　7月26日名曲の夕べを行います。

大変な人気で抽選になるようです

が、R．Cのメンバーには便宜を計

りたいと思います。ご希望をどう

ぞ。

松山俊三君　　布花教室でR．Cの奥様方とおつき

合いさせていただきまして。

（手紙）

庄治俊治君　　先般荘内日報の会長の佐藤寅之助

の社葬に対し、皆様のご厚意に感

謝して。

丹下誠四郎君　　一年間のスマイルありがとうござ

いました。

桓季壷社会奉仕委貞可
迎田　　稔看

内川清掃奉仕作業のご協力お願い

日　　時　　昭和63年7月3日（日）

午前6時～8時

集合場所　　消防本部裏側

清掃区間　　鶴歯槽～三雪橋

小雨決行　皆様のご協力をお願い致します。

〔＿出席委員至⊃
佐々木話彦署

今日まで出席委員会報を出してきました。番号を

見ましたらm49となっていました。この1年間最後

の締めくくりが49で終っているのも何かの因縁と思

っております。

毎週これを善くということは、皆さんから良く書

くと言われましたけれど、朝になってからあわてて

種がなくと言うこともありました。皆様からご好評

いただきましたし、ある時にはご注意もいただきま

した。又、ある時にはお教えもいただきました。1

年間出席委員会を楽しく過させていただきました。

ありがとうございました。次の出席委員会の負担に

ならないようにと願っております。

一年間ありがとうございました。



会　長　退　任　の　挨　拶

長い伝統と歴史のある鶴

岡ロータリークラブ第29代

会長をお引受けして一年、

微力ながら会員皆様の暖い

ご友情に支えられ漸く年度

も無事終ることが出来まし

た事を先づもって厚くお礼

詞を申し上げます。

本年度R．1会長チャールズCケラー氏のテーマ

「ロータリアン一一奉仕に結束一平和に献身」で幕

あけとなった訳ですが、年度早々7月には、台湾高

雄地区より十数名のR．A．Cの会員が訪日され、大い

に国際親善を深める有意義な行事で第一歩を踏み出

した感じでありました。又、この年度は記念行事、

周年行事が続き、鶴岡東R．Cが誕生いたし、創立総

会、認証状伝達式と小池、中江、若生の三氏の拡大

委員のご努力に対し心より感謝申し上げます。

SAA委員会には、年度途中より例会を5階産業

会館ホールに移し、ゆっくり例会を過す事が出来ま

した。プログラム委員会には綿密なプログラム計画

のもとに精力的に半年分のプログラムを計画され、

例会の運営にも多大の力を発揮され、特に現場の声

シリーズには各方面でご活躍の方をゲストにお呼び

し、生の声をお聞きする機会を得た事は大いに今後

共参考になることが大であった事と思います。

会員増強委員会さんも委員長さんの持前のご努力

で、年度目標でありました3名純増を見事に果され、

年度末ギリギリまで奉仕願った事に対して厚くお礼

を申し上げます。併しながら当クラブの大先輩であ

りました飯白祐吉氏、小松広穂氏、又々菅原辰吉氏

の急逝は何よりも悲しい出来事であったと思います。

お三人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

出席委員長さんも毎週かかさず手造りのメッセー

ジを、途中最愛の奥様を失われたのにも拘らず、一

度も休むことなく全会員に配られ、本当に興味深い

文章ばかりで拝読させて頂きました。この立派な計

鶴岡R．C会長　吉　野　　　　勲　署

画は公式訪問の際、志藤ガバナーより絶賛されまし

た。

丹下委員長率いる親陸委員会も年度計画も確実に

実行され、会員家族共々親陸の輪を拡げていただき

ました。クリスマス家族会、ゴルフ大会、麻雀大会、

山菜取り等々、又、毎週のスマイルBOXも本当に

ご苦労様でございました。

会報委員会においても、次週の例会には必ず会報

を配布され、独特のワインカラーを基調とした会報

は読んで楽しい記事ばかりで、さすがベテラン会員

と感謝申し上げます。

次にこの年度最大のイベントは年もおし迫った12

月に突然、山形交響楽団より市民に音楽のⅩ’mas

プレゼントをしたい旨のお話しがあり、2週間とい

う短い時間で果して成功するのかどうか大いに心配

いたしておりましたが、社会奉仕委員会を柱に全会

員一致協力して心からのご奉仕を願い、文化会館大

ホールを超満員の入場者で埋めた事は、さすが伝統

あるクラブである事を痛感いたしました。特に今は

亡き小松広穂君の寒い時期でのご活躍が目に浮びま

す。

その他、各委員長さんはじめ各委員の方々より寄

せられたご努力により、なんとか無事に会長職を助

けて頂き本当に有難うございました。年度も終りま

すが、今後は一兵卒として鶴岡クラブの発展のため

努めさせて頂きたいと存じます。

最後に、未熟な私に公私共にご協力を頂きました

板垣幹事に対し、又、斎藤とも子さんに対し厚く感

謝申し上げます。有難うございました。市川会長の

ご腱斗をお祈りいたします。

重き



幹事退任の挨拶

板垣広志署

皆さんの1年間の協力に

対しまして本当にありがと

うございました。これだけ

でございます。

只、一言申し上げさせて

いただきますならば、トッ

プの下で、リーダーの下で

行う仕事というのは私には

経験のないことでしたので、自分の人生の中で得が

たい経験を積むことが出来ました。吉野会長さんど

うもありがとうございました。

会員各位、又色々なイベントがありまして、これ

に友情を持って答えていただきました皆様に対し心

から感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

ねぎら　いの　こ　とば

佐藤　　忠君

私が会長を務めたのは12

年前で、幹事は現会長の吉

野君でした。年度の最終例

会に今日のように二人で退

任の挨拶をした覚えがあり

ます。今、その時のことを

思い浮かべ二人の心境をお

察し致しております。終っ

たというホッとした気持ちと、やったという満足感

が交叉していると思います。

この一年間本当にご苦労様でした。会員一同に変

わって感謝と御礼を申し上げたいと思います。

吉野会長はこの一年間リーダーとして、会員は勿

論のこと各委員会をよく指導し、数々の立派な業績

を残されました。これも女房役の板垣幹事との一体

となってのクラブ運営のたまものと思います。又そ

れは、お二人の人柄でもあり、にっこり笑って頭を

さげ、低姿勢でお願いされますと断わることのでき

ないタイプです。

この一年間、会長として又幹事として体験し、身

につけた知識と知恵を活用し、今後共わが鶴岡クラ

ブの発展のために活躍されることをご期待申し上げ、

最後に皆さんと一緒に拍手で労をねぎらいたいと思

います。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　加　藤　有　倫君

〝　　　　野　口　　　弥君

〝　　　　桜　井　　　清君

鶴岡東R．C　　佐　藤　　憲君

急　　　　逝

菅　原　辰　吉氏

現青少年委員長

昭和63年6月25日午後7

時32分、脳出血のため鶴

岡市立荘内病院で死去、71才

昭和50年4月1日鶴岡R．C入会。特に青少年

の健全育成、非行防止など青少年奉仕関係のエ

キスパートで、鶴工高インターアクトクラブの

設立などに尽力きれた。

昭和51年鶴工高校長勇退後、市休協会長、市

スポーツ強化後援会長などの要職にあり、温厚

なお人柄の中に若々しい情熱を秘められた万で

クラブにとっても大きな痛手でした。

謹しんでご冥福をお祈りいたします。

軌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
しけ拷局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

別会場　鶴岡古偶場町産業会館5階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12・30～1・30
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