
会　長　報　告

市川輝雄君
。シャウプ勧告以来、40年ぶりの税制抜本改革が実

現、4月1日から消費税が導入されます。エイプ

リルフールであってくれればよいがと願う人の多

いのも、まだ一般消費税の意義や仕組など、懇切

丁寧な説明が徹底していないからでしょう。政治

のことは触れたくありませんが、寛大な国民大衆

に対する思いやりに欠けた短兵急が、問題をこじ

らせているとしか思えません。長い期間をかけて

コンセンサスを得て欲しかった消費税であります。

「平成のねむりをさます消費税

3％で夜もねむれず」

の狂歌が庶民の声を代表しています。

03月20日交換学生斉藤さゆりさんと共に鶴岡市長

を訪問、25日にオーストラリアに出発するためサ

リーナ町長宛てのメッセージを頂いてきました。

今ごろは、ホストファミリーの家で心細い一夜を

過している事と存じます。

0先に米山奨学生として推薦していました中国出身

の陳蘭荘君が見事、資格テストに合格した旨、塚

原君より連絡がありました。大学の関係でホスト

クラブにお願いした鹿児島西クラブに厚く感謝申

し上げます。

。3月25日酒田ガーデンパレスみずほにて、村上ガ

バナーノミニーの国際協議会出発に際しての歓送

会が開かれました。村上ガバナーノミニーは、ア

リゾナ州フェニックス市で4月12日から20日まで

ガバナーとしての研修を積まれます。

吉田仁ガバナーは、国際協議会の成果に期待する

と激励され、これに応え、村上ノミニーは、「各

国のガバナーノミニーと交流し勉強してきたい。

RIの新方針は協議会で発表されるが、自分の役

目は地区の分割を軌道に乗せることと、新役員の

研修に力を入れ会員一人ひとりの向上を図りたい。

」と早くもその意欲を示されました。今や、253

地区、90クラブ、4，400名の希望の星である先生

の旅路の平安とご健勝を祈るのみであります。
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ロータリアン日記　〇月〇日

男の生理
昭和36年入会当時、奉仕の第一歩として、先

ず知り合いを広めよ、その為には例会に出席す
ることが一番と教育された。それを忠実に実行
して来たら何時のまにか出席20年と云う「バッ
チ」を頂戴することになった。ところが数年前、
切腹以来、一ケ月中、一度位必ず欠席すること
が続いた。われながら不思議に思うことがあっ
た。ある時、「男の生理」と云うパンフレット
を目にした。それに依ると男性にも、女性の生
理に似た周期があるそうだ。ゆうつになったり、
イライラしたり、無性に酒が飲みたくなったり
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するのが男性らしい症状だと云う。元巨人軍の
長島選手が現役の頃一定の周期で成績が落ち込
むことがあった。彼の場合は、42日周期。王、

野村、張本といった選手も、30日から40日の、
一定の周期があったという。何月何日が自分の

生理日などとはいえないが、ある種の周期で体
調の好、不調の「リズム」があることは間違い
ない。そうなると将来、男性にも生理休暇が認
められる時代が来るかもしれない。ゆうつになっ
たり、イライラしたり、無性に酒が飲みたくなっ
た時、これは毎日生理日なんて云わないことだ。

私の例会欠席は正に私の生理日であったようだ。
三井賢二
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（幹事報告（代理））
板垣広志君

。定例会変更

・八幡RC　　4月より例会は土曜日から

水曜日に変更

0会報（その他）到着

・山形RC、山形西RC、酒田東RC

・いなほ作業所より「いなほ作業所だより」

が到着

・田中鋳造さん、関原享司さんより着任の

挨拶状が到着

以上回覧中

0例会変更のお知らせ

・酒田東RC　　4月6日例会、台湾常葉

RCとの結盟式の為

日　時　　4月6日　午後5時　点鐘

場　所　　ホテルサンルート酒田

登録料　8，000円

これに出席希望の方は例会終了まで事務

局か幹事まで申し込んで下さい。今日が

締切です。

・余目RC

日　時　　3月31日12時15分　点鐘

場　所　　センチュリープラザ和心

登録料　1，200円

0創立25周年記念式典のご案内

米沢RC

日　時　　5月5日（金）

12時30分登録開始

場　所　　ニューグランド北陽

登録料　10，000円

記念講演は、山形大学教育学部教授

松野良寅氏

希望者は4月10日まで事務局まで申し込んで

下さい。

0当クラブ例会のご案内

4月第2例会、11日は30周年記念行事の各委

員会の会合例会としますので、各委員会別に

着席して下さい。

I l

（会員スピーチ）

一　幹事・会長時代の思い出　一

三井賢二君

幹　事　時　代

○昭和36年9月　8名と

同時に入会。会員数48

名になる。出席委員会

に所属。そのかいあっ

て20年皆出席のバッチ

をいただく。

○昭和37年2月　臨時総会にて次期幹事に指名さ

れる。入会後6ケ月、正に晴天の霹靂。大

役であり、7月迄、手続要覧を2、3度読

み返す。

○昭和37年11月　山形県LC．G．F．を駅前農協

会館にて開催。県内全部の10クラブが参加。

ホーラムリーダー直前ガバナー佐藤武夫P．

G．当時、現在のような優秀な機械がない

ため、記録の手段としてNHKの全面援助

を仰ぐ。大型録音機を駆使し、すぼらしい

録音がとれた。良い思い出となっている。
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○昭和37年12月　市体育館前に「四つのテスト」

の碑を設置。社会奉仕委員長、斉藤得四郎

君のご尽力に依る。現在駐車場になってお

り、見にくくなっているが、当時大変苦労

して造ったものなので是非ご覧戴きたい。

○昭和39年2月　鹿児島西RCの土橋会長他数名

の方々と鹿児島空港ターミナルビルの一室

にて会見、三浦岩治郎君、会長メッセージ

を持参。鮫島氏との再会。

会　長　時　代

○昭和46年13代会長の指名を受ける。当時、立

ちくらみなど体調不良の為困惑する。張君

の「会長になることは、最高の良薬である」

というアドバイスを受け、それは正に当を

得た名言でした。

○庄内・最上地区Ⅰ．C．G．F．を庄内銀行四階ホ

ールにて開催。日曜日にもかかわらず、銀

行の御好意に依り会場借用する。ホーラム

リーダー安斎P．G．

0G．S．E．P．のメンバーとして庄内銀行の本間

利夫君を推薦。6週間のオーストラリアの

国際親善に参加する。

国際奉仕委員長の中江亮君の御尽力に依

る。

○鶴岡公園、大宝館前の堀に噴水三基寄贈。社会

奉仕委員長の嶺岸光吉君の御尽力に依る。

○早坂栄四郎君、庄内より初のガバナノミニーに

推薦される。これについては、30周年記念

誌に書いているのでお読み戴きたい。

（新会員紹彿）
庄司嘉男君

氏　名　奥　野　洋　一　君

生年月日　　昭和23年10月2日

出身地　秋田県

自　　宅　鶴岡市家中新町1－35

職　業　　NTT鶴岡電報電話局長

家　族　妻　美枝子様　　S．23．7．6

長男　洋　史様　　S．50．8．20

次男　大　介様　　S．53．6．19

略　歴　　秋田高等学校卒

東北大学文学部卒

福島大学経済学部卒

趣味・特技　囲碁（2段）、ゴルフ、読書

（新会員挨拶）
奥野洋一君

奥野です。入会をお許

し戴きまして有難うござ

います。簡単に御挨拶い

たします。49年に当時の

電電公社に入社し、この

3月で15年になります。

その間、転勤は9回ぐらいです。出身は秋田市で

す。家族構成は、先程紹介頂きましたが、男の子

二人で、転勤のつど一緒に連れて歩いています。

趣味は、囲碁はやっていないので、力が落ちてい

ます。ゴルフも御指導いただきたいと思います。

（新会員紹介）
新穂光一部署

氏　名　　矢　口　良　行　君

生年月日　　昭和19年1月25日

出身地　　山形県

自　　宅　鶴岡市城南町5－4

職　業　㈱山形テレビ鶴岡支局長

家　族　妻　みち子株　　S．23．3．2

長女　由紀子様　　S．54．9．24

長男　　大　様　　S．56．3．28

略　歴　寒河江高等学校卒

日本大学法学部卒

寒河江青年会議所

寒河江水泳連盟

山形県水泳連盟

趣味・特技　水泳（日本泳法水府流大田派一級生）

スキー（家族スキー）



（新会員挨拶）
矢口良行君

輝かしい1500回記念の

時に入会させていただき、

ありがとうございます。

実は私、昭和46年私ども

の会社ができて2年目に

庄内支社が農協会館の中

にあり、こちらに来ていました。47年東京支社、

50年にもどって本社務め、開発事業局という部署

で、プロ野球、サーカス、動物園など興行の責任

者をしてきました。もともと営業でやってきまし

たが、十数年こちらの仕事をしてきました。広告

の営業はすっかり忘れたところでこちらにやって

まいりました。いろいろとお世話になると思いま

す。どうぞよろしくお願い致します。

（ス　マイ　ル）

山口篤之助君　1ケ月程例会を休みました。

手術も順調にいき、入院中会

長、幹事にお見舞をいただき

ました。普段の健康管理を痛

切に感じました。お蔭様でこ

の通り元気になりました。

阿部信矢君　　おととい、雪がこいをといて

いたら、お金、免許証、キャ

ッシュカードの入った包を拾

いました。警察に届けたとこ

ろ、昨日落とし主がお礼にみ

えました。その時の五千円を

スマイルします。

秋元順雄君　　3月13日に三井病院で次男が

誕生しました。推薦者の中井

さんの名前を頂戴しました。

中井さんの様な大物になるよ

うにと願っています。

4月1日付けで学園長補佐に

なりました。東京とこちらを

往復する形になります。お金

と生徒集めに頑張りたいと思

います。

村上龍男君　　娘が佐々木さんの所に採用し

て頂き、23日からお世話にな

っています。3人の娘のうち、

初めて就職致しましたので。

津田晋介君　二人目の孫が、三井先生の所

で誕生しました。母子ともに

健康です。

鈴木茂男君　　先日記念碑が完成しました。

事業委員会の皆様には大変お

世話になりました。合せてス

マイルさせて頂きます。

三井　　徹君　　「敬天愛人」の碑が完成し、

うれしく拝見しております。

記念事業委員会の方々御苦労

様でした。

秋野昭三君　　羽黒高の隣に、特別養護老人

ホームかみじ荘完成し、感謝

状を頂きました。

忠鉢　徹君　子供3人が卒業しました。湯

田川小学校が、小規模校なが

ら、第5回ミニバスケ全国大

会に出場することが出来まし

た。なお、梅も5分から満開

になりますので皆様よろしく

お願いします。

若生恒吉君　例会に遅れ、板垣直前幹事に

は大変お世話になりました。

塚原初男君　　今春、私共山大の、農学修士

になられ、引き続き鹿児島大

学連合大学院博士課程宮崎校

に進学された、中国からの留

学生陳蘭荘さんの米山奨学生

合格を祝して。合せてお世話

になった会長さん、幹事さん、

小池米山委員長、同委員会の

皆様、鹿児島西クラブ、同ク



ラブへのメッセンジャー役を

果して下さって石川さん、斉

藤さん、253地区のバストガ

バナー九里茂三先生、多くの

方々からの温かい友情と御高

配に。

中野清吾君　小生この度、日本商工会議所

会頭より感謝状を頂きました。

これも皆様のおかげと厚くお

礼を申し上げスマイル致しま

す。

藤川享胤君　23日羽黒高の斉藤さゆりがオ
ーストラリアに出発致しまし

た。会を代表して駅まで見送

りに行ってきました。26日無

事着いたという連絡が入りま

した。有難うございました。

また、来月に21日に当クラブ

の創立30周年記念式典の前日

ですが、これを祝う分区主催

の記念ゴルフ大会を行います。

賞金総額30万円ということで

すので奮って御参加下さい。

中江　亮宕　秋元校長の御子息誕生お目出

とうございます。酒の上の冗

談かと思っていましたら本当

に自分の名前を付けて頂いた

そうで大変恐縮しております。

私に似ないで大物になって頂

きたいと思います。

庄司嘉男君　去る23日山形県の地方労働委

員会に使用者側の委員に指名

されました。最初は辞退しま

したが、これも社会奉仕の一

環かなと思い引受けました。

－　15　0　0　回記念例会　－

本日、クラブの例会は通算1500回を迎えました。

毎週の例会がクラブの存在意義であるロータリー

にとって、こんなにめでたいことはありません。

クラブを代表してどこの集会に出席しても、当ク

ラブは常に一目おかれ、その安定したクラブ運営

と優秀な会員の多い事が羨望の的となっていっも

面映ゆい思いを致します。これも先輩諸兄のうま

ず、たゆまずの努力の積み重ねが今日の鶴岡クラ

ブを大磐石にしたものと存じます。昭和の年代の

半分を経てなお平成の世に生き継がむとする正に

「継続は力なり」であります。

1500回が2000回になっても鶴岡クラブの色も形

も変らないでしょう。しかし外見は変らなくとも

内部は激しく燃えさかっているのが当クラブの特

色です。古くて新しいクラブ、常に新しい時代を

呼吸し、いざ事があればフレッシュな感覚を反映

させる力を持っのが、わがクラブであります。と

会　長　挨　拶

もすれば、来るべき創立30周年行事こそ、その真

骨頂を発捧されなければなりません。乞い願くは、

各委員会とも万全の協力態勢をとり、栄光あるク

ラブの面目を躍如たらしめん事を望む次第です。

30周年記念式典まであと僅か25日であります。

一層のご健闘を願いまして挨拶と致します。
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