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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


