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○ある茶席の床の間に掛けてある一幅の軸に「看々

鹿月尽」（ミヨミヨ　ロウゲツ　ツク）と書いてあ

りました。t’みよみよ12月がもう尽きようとして

いる”なんという鮮烈な言柴でしょう。歳月は人

を待たず、残り少ない日々を惜しむ気持は昔も今

も変りありません。無為に過した日々への悔恨の

思いが鋭どく胸を衝くのであります。

021円、マリカホールでの鶴岡東クラブXマス家族

会に出席して参りました。手際よくスマートに進

められ、ムードに溢れたパーティでした。

〇月始めに近隣4クラブの会長幹事と村上R．Cへ研

修に行ったのはすでに報告済みですが、調べるほ

どに各クラブ共、残からぬ緑があるのに驚いてい

ます。村上城主本荘繁長は400年前、十五里ケ原

の合戦で大山の尾浦城主武藤氏を滅ぼし、戊辰戦

争では列藩同盟に殉じて城が焼け落ちた時、藩兵

の家族が温海に難をさけたりしています。また、

村上藩第十一代の藩主夫人、第十四代藩主夫人は

共に庄内藩主酒井侯の息女、養女をめとっており

ます。隣国のよしみでかなりの交流があったので

しょう。

○愈々私の年度も折返し地点を通過致します。無我

無中の半年で、省りみて内心憧梶たる所もありま
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呂　ロータリアン日記　〇月〇日
花　嫁　の　父

先［卜．元部下の結婚式で高崎へ行った。
その式場は真新しく、ヨーロッパの古城を思わ

せるかのような豪華な建物と、きらびやかな設備
で、いやがうえにも若い二人の門出を盛り上げて
いる。式次第に従い、宴も順調に進行、趣向を凝
らした数々の演出は二人にとって人生最大のイベ
ントであろう。圧巻は新郎新婦仲良く3度目のお
色虚しの登場である。舞台袖の天井から霧もやの

萱　中を、おとぎの国の王子様とお姫様よろしくゴン
ドラに乗った二人が、甘いメロディーをバックに

舞い降り、挙句のはては熱いttチュー”である。

すが、理事役員の皆様、各委員会の皆様のご協力

により、予期以上の成果をもたらすことが出来ま

した。我がクラブを一つの合唱団とするならば、

会長は単なるコンダクターに過ぎません。前半を

通してすぼらしいハーモニーを聞かせてくれた皆

様に絶大なる拍手を送りたいと思います。そして

年を送るにふさわしく、ベートーベンの「第九」

のコラール「歓喜の歌」を声たからかに合唱しな

がら半年間の幕を閉じたいものであります。あり

がとうございました。

⊂軍事報草」　若生恒吉看

1．クラブ例会の変更

1月第1例会は正月につきご案内の通り休会、

新年第1例会は10日となります。間違いのな

い様。

2，会報到着　　東京R．C

3．ポリオプラス1000ドル以上寄附者には表彰を行

うとの案内が入っております。　回覧中

4．会費納入の件

今日で前期終アですので、前期会費未納者は

入金されるようお願い致します。後期の年会

費は65，000円と30周年記念負担金15，000円

の80，000円の納入となります。
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いやはやこちらが気恥しくなるばかりである。披

露宴のフィナーレはお決りの両親に感謝を込めて
の花束贈呈で、いつもながらのお涙頂戴のシーン
である。私はこの時ばかりは自然に、花嫁の父親
に目を向けてしまう。永年大事に育てた娘を花束
1つで奪い去られる無念な顔を。それに比べ隣の

新郎の父親は何と晴ればれとした顔であろうか。
発言、挨拶の場が与えられ、声も高らかにお開き
の大演説である。一方の花嫁の父は打ち萎れ、顔
をクシャクシャさせ、この世の不幸を一身に背負
っているかのように見えるのは、いづれやって来
るであろう我が娘のときの自分を二重映しにして
いるせいであろうか。

中　沢　　進
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5．新会員推薦に関する氏名公表

園部実さん（36才）　職業分類．不動産業

有限会社みのり商事代表取締役

鶴岡市長者町10－31

酒田市大字新堀字豊森26－9

6．例会変更のご案内
・余目R．C

日　時　12月30日（金）12時15分点鐘

場　所　　センチェリープラザ　和　心

登録料　1，200円
・立川R．C　12月29日の例会は

目　時　12月28日（水）

場　所　　三ケ沢　三治郎そば屋
・酒田R．C　新年会のため

日　時　1月4日（水）　午後6時点鐘

場　所　元　　助

登録料　　5，000円

7．第258地区東京新都心、R．C認証状伝達式のご案内

目　時　昭和64年4月5日　16時～20時

場　所　　ホテルセンチエリ一ハイアット

蔓録料　　2，000円

申込〆切　3月15日まで　事務局まで

佐々木話彦君
○氏　　名　　阿　部　信　矢君

○生年月日　　昭和21年8月4日　42才

○自　　宅　　鶴岡市大字伊勢横内字伊勢郷22

0職　　業　　斎穀物乾燥調整施設利用組合

組合長
○家　　族　　阿部　　秀様　T　5．6．26生

阿部干津r様　S23．11．26吐

阿　部　み　き　様　S45．12．9佳

阿部隆行様　S47．11．9生

○略　　歴　　鶴岡南高等学校卒

○趣　　味　　野球．スキー

（新会員挨拶）
阿部信矢君

ご紹介にあづかりました

阿部信矢でございます。職

業は農業です。農業でも今

は人づくり、上づくり、一

等米づくりと言うことで目

標をたてて頑張っておりま

すが、人づくりには苦労し

ております。

この間、クリスマス家族

会に参加して皆様の寛大な

というか、豊かな心に接することが出来大変感激い

たしました。私もこのようなすぼらしい先輩のご指

導をあおぎながら、鶴岡口一クリークラブの名を恥

かしめないように頑張りたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

⊂軒盲盲‾面互〕 佐々木話彦君
○氏　　名　　三　浦　恒　神君

○生年月日　　昭和5年1月5日　58才

○自　　宅　　鶴岡市新海町24－26

0職　　業　リリー商事株式会社　代表取締役

○家　　族　　三浦尚　子様　SlO．6．7／壬三

三浦佳奈‾F様　S34．1．28／L

三浦絵里子様　S38．3．20／七

三滴　　亨様　S41．2．28生

○略　　歴　　鶴岡第一高校卒

光陽会会員．白藍社委員
○趣　　味　　油絵．あゆつり．ゴルフ

（亘互亘亘亘二）
三浦恒棺君

只今ご紹介にあづかりま

した三浦恒神であります。

ロータリアンとしては57年

から60年まで酒m東ロータ

リーでお世話になっており

ます。

このクラブは佐々木君、

毛呂月、迎出刃ら3名の同

級生を初め、皆様もほとん

ど面識がありますが、ロー

タリーから遠ざかっておりましたので、何かにつけ

て疎くなっておりますので皆様からご指導を噴きな

がら、ロータリーの一員としていただければ有難い

と思っております。

それから、去年の誕生Rに荘内銀行を退職してリ

リー商事に勤務しておりさ㌻が、損害保険とアメリ

カンファミリーの保険を最扱っております。

今後共皆様のお力添えによって当社が繁栄するよ

うによろしくお願い致します。

中江　　亮君
○氏　　名　　秋　元　噸　雄君

○生年月日　　昭和21年11月30日　42才

○自　　宅　　鶴岡市文園町2－38

0職　　業　　羽黒工業高等学校　校長

○家　　族　　秋元恵美子様　S31．5．9年

秋元　　憤様　S56．3．18生

○略　　歴　　日本大学大学院博士後期課程



日本社会学会員

口本経済社会学会員

0趣　　味　　狩猟．釣り．柔道

日動二輪インストラクター

〔新会員挨拶〕 秋元順雄君
この度ロータリークラブ

の仲間に加えて噴きまして

光栄でございます。

ご紹介のとおり私は社会

学を専攻しております。私

は山形県を大変愛しており

まして、と申しますのは、

イスラエルと似たような、

ちょうどミニ宇宙だという

感じがいたします。で、こ

の地を離れたくないし、趣味の方も自然と親しむこ

と、したがって椅子から立上って活動することに意

義を見出しておる訳であります。

仕事の面から申しますと、現代でこそ、かつての

出羽商人のバイタリティーをもう一度取り戻したい

と思っております。これからも奉仕の勉強をさせて

もらいまして、国際的にも来年1月16日にはオース

トラリア留学年のMIKIE ARLENEさんが成

因に到着致しますので、私共でお預りすることにな

りましたので、ロータリーの名に恥じないような充

分な待遇をして参りたいと思っております。

今後共よろしくお願い致します。

巨マ　イ　ル〕
田中錦造岩　クリスマス会の席上結婚25周年の

銀婚式のお祝いをしていただいて

有難うございました。

碓氷節碓君　　間中さんと同じく銀婚式のお祝い

有難うございました。それから甥

の結婚式にと京して息子と一晩飲

みあかして来ました。

君／仁恒吉君　　私も銀婚式のお祝い有難うござい

ました。

鈴木　肇君　　クリスマス会、親睦委員でありな

がら所用で出席出来なかったので

スマイルをしてご勘弁願います。

冨田利信君　　NHKの歳末助け合いに市民の方

方、またロータリーからも御協力

ありがとうございました。

中江　亮君　　おかげさまで上半期の会員増強も

9名に達することが出来ました。

皆様の御協力に感謝し、下半期も

よろしくお願い致します。

佐々木法度君　　9名の内3名を加入させるよう努

力させられました。有難うござい

ました。

石川寿男君　クリスマス家族会大勢ご参加下さ

いまして大成功に終ったことに感

謝し、又、斎藤昭さんの鹿児島酉

クラブ訪問に随行し、有意義であ

りました。又来年も皆様から沢山

のスマイルのご協力をお願いしま

して、スマイル致します。

斎藤　昭君　　鹿児島西R．Cでメークしたので。

鹿児島西R・Cにメークして

姉妹クラブ委員長　斎藤　　昭君

この度、親睦委員長石川寿男君とやじきた道中な

らぬ、当R．C創立30周年記念に対する姉妹クラブの

鹿児島西R．Cに多数ご参加下さるよう案内万々メー

ク致してまいりました。

21日、鶴岡駅21：34分発寝台特急大阪行きで出発

として鶴岡駅に着いたら若生幹事、中江亮両君が雪

まう夜の寒いにもかかわらずわざわざお見送り下さ

れ、その上心尽しのど一ル、お酒の差し入れ下され

その友情に感激致し厚くお礼申し上げます。列車に

乗り込み早速石川先輩と語りながらいただき、ほろ

よいで寝入り、眼がきめたら京都近くでありました。

朝7：06分新大阪駅に到着、タクシーで大阪空港に

と参り、朝食をすませ搭乗手続。9：50分機上の人

となり、途中上空はよく晴れ鹿児島近くなり桜島が

よく見え、いつも噴煙を吹いているものと思ってい

たが、全く静かなきれいな桜島でありました。11：05

分空港到着。南国特有の暖かさで気温20度、汗ばむ

陽気。急ぎ特急鹿児島市内行バスに上車、約40分で

市内に入り、どの辺で下車したらよいか迷っていた

が市役所前で下車、鹿児島西R．C例会場鶴鳴館へと

急ぎ、12：10分頃到着。直ちにメークの手続き登録

料1，800円。その折幸いにも幹事の岩元さんにお逢

い出来、依頼の会長メッセージ、米山奨学生受入方

書類を度しお願い申し上げたところ、しばらくして

外西会長がみえられ重ねてお願い申し上げたところ

心よく引受け下され、理事会に図り手続きすること

を約束してくれました。また、会長より先に送って

いただいた庄内柿、会員に4ケ宛配布し一同より大

変喜ばれたとのお礼がありました。

例会開催方法はそのところところにより異なり、

特に着席順については気くぼりが必要で、会員は毎

回同一席につくのはどこも同じで色々苦労されてい

ました。当日は委員会毎の席、その都度誕生月、干

支毎にしての工夫がありました。会長・幹事席もメ



イン席でなく、→投の同じ型で演壇を前に会長、幹

事、副会長、副幹事と並びその前に私どもが座り、

他のビジターは末席で驚いた次第です。食事は通常

洋食が多いが当日は弁当であり、食事後例会が始ま

り会長報告、ビジター紹介、その中で鶴岡R．C創立

30周年記念については会員に報告してあるが、本日

わざわざ鶴岡R．C斎藤、石川が来てくれたことを紹

介、後程スピーチをお願いすることを話されました。

直ちに私が30周年記念について行事内容、西郷南洲

翁の志操とする「敬天愛心」を顕彰する記念碑建立
について申し上げ、多数参加下さるようご案内を申

し上げた次第であります。その後幹事報告と続いて
二コニコボックスの際、親睦委員長に前もってスマ

イルされる人は封筒に入れその理由を記して渡して

あり、それにより一人一人読み上げ、その都度スマ

イルをした人は起立され内容を報告されているのが

印象的でありました。

当日は全員クラブ協議会で、当R．Cと異なり委員

長のみの協議会ではなく、会員に内容を知らせるよ

うな協議会のようでした。協議会始まる前にビジタ
ーは退席してくださいとのことで、残念でしたが礼

を述べ退席した次第です。

鮫島志芽太先生は都合のため欠席されてお逢いで

きないのが残念であったが、外西会長より当R．C三

井先生よりの依頼もあり、特別記念講演も内諾され

ている旨の伝言もあり安心しました。会長∴幹事さ

んより30周年記念には多数参加するよう取計い参加

するとのことでありました。

最後になりましたが、当R．Cより志尽しをいただ

いたことに厚くお礼申し上げ、報告と致します。

（国際青少年交換型裏藤…享胤君

昭和63年12月27円

鶴岡ロータリークラブ及び

羽黒工業高校関係者各位

羽黒工業高等学校国際教育推進委員長
長　南　欣　吾

ARLENE MCKIEきん受入

冠省　ARLENE MCKIE　さんの家族j：

り関係各位には既に手紙連絡が在った事と存じ

ますが、ARLENEさんの来日当初の動向は、

次のように推察されます。受入の準備万よろし

くお願い申し上げます。

JL！

1月16日（月）　BRISBANE集合

10：25　JAL778便BRISBANE発

17：35　成田着　小林先生（又は長南）成

凹空港出迎　都内宿泊

佐藤商事銀座案文は都内ホテル

1月17日（火）　佐藤商事表敬訪問、理事長面

談、東京一部見学

13：08　上野発　あさひ317号

17：10　鶴岡着　いなほ9号

長堀教頭、藤川さん鶴岡駅出迎

1月18日（水）　羽黒高校へ登校

8：30　於校長室　学校長、ロータリー会

長、役員3名と面談

8：50　職員朝会　教職員へ紹介

体　育館　生徒全員へ紹介
2の7HR　クラス紹介

学校全休の案内

1月19日（木）以降

挨拶；鶴岡市長、羽黒町長へ。

鶴岡市役所へはロータリーも同行

新聞発表；庄内日報、山形新聞、朝日新聞、

読売新聞

外人登録；鶴岡市役所へ

制服準備；池旧呉服屋へ

銀行口座；OPEN ACCOUNT　印鑑の準備

時間割の作成

鶴岡市内の案内　教会（ローマン・カトリッ

ク）マリア園へ

1月24日（火）　鶴岡口一夕リー例会へ出席

麺　三井　健君
○ファイヤーサイド　ミーティング開催のご案内

年の瀬も押し迫り、皆様には何かとご多用のことと

思います。

情報委員会の本年度活動計画により、下記日程にて
ロータリーについての勉強会と、親睦会を兼ね開催

いたしますので、万障お繰り合せの上ご参加卜さい

ますよう御案内申し上げます。

H　時　　64年1月1侶1（火）

PM6二00′、　ミーティング

PM7二00～　懇　親　会

場　所　鶴岡ワシントンホテル　8階

ガスライト会議室

登録料　　2，000円

⊂米　山　財　団）

本日の米山寄付金　　9，850円

「ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　古川暢　一君


