
（会長報一告）
市川輝雄君

03日、4日の2日間、茶道裏千家談交会の東北地

区大会が鶴岡で行われました。

三井徹君が庄内支部長で高橋良士君と私が副支

部長であるため出席を余儀なくされ、しかも三井

君が体調を崩され、高橋君は次期クラブ会長とし
て地区協議会と重なり、結局私が支部長を代行す

る破目になりました。

今回は利休居士15世であるお家元の鵬雲斎ご夫　。

妻、若宗匠と夫妻、伊住副本部長と千家一門が揃っ

て出席され、談交会々員が東北各地より3，000名

も参加する地区大会でした。

ご存知の通り千宗室お家元は、国際ロータリー

の日本からただ一人の現理事であり、先般のシン

ガポールでの規程審議会、今回のソウルでの国際

大会、京都でのRI理事会と、R．Ⅰの仕事で体
のあくひまもないご様子でしたが、丁度よくおい

で頂き何よりでした。　　　　　　　　　　　　　0

大会では参加者が文化会館に入り切れず、体育

館を第2会場にして、TVで式典の状況を中継し

ていました。プログラムの第2部に御供茶といっ

てステージにしっらえた、急こしらえの茶席で、

お家元が茶をたてられ役員三名が濃茶を頂く場面

があり衆人環視の中で私も来客をっとめる事にな
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ロータリアン日記　〇月〇日
ポートレイト（肖像写真）
ポートレイトは営業写真館の主力商品ですが、

この20年間では減少の傾向にあります。これは
一般用のカメラの普及にあります。又写真館に

わざわざ出かけて行く事のわずらわしさも原因
の一つとも思われます。この点に関しては私共

が充分に反省していかなければならない事だと

5　思います。魅力ある店、商品を作っていかなけ
呂　ればと思っています。

9　　最近ポートレイトを各人が撮っていない為に、

りました。茶事について無知に等しい私が居なら

ぶ師匠達の注目を浴びて、作法通り濃茶を頂く訳

ですから「和敬静寂」の境地どころか針のむしろ

に座ったように汗びっしょりになりました。茶道

は「一期一会」といって本日只今のふれあいを大

切に致します。この二日間、羽黒山での献茶式、

支部長会議、晩さん会、大会式典と、いやという

程「一期一会」が続いて精神的にクタクタになっ

た次第です。

連絡によりますと、今回の地区協議会で恒例の会一

報コンテストの結果が発表され253地区92クラ

ブの内、最優秀となったとのこと、会報はクラブ

の窓であるといわれていますので、こんなに嬉し

いことはありません。これも会報委員の皆様の努

力の賜物と思います。又、それを支えてくれたロー

タリアン日記の佐々木君、メンバーズコーナーの

山口君、カットを提供してくれた石井君、印刷の

嶺岸君等のご助力に深く感謝申し上げます。

本日、最終のクラブ理事会があり、次の事項につ
いて協議致しました。

（D　最終例会について
・　6月27日は鶴岡クラブがR．Ⅰに承認さ

れた日
・30周年行事の打上げを兼ねて

②　新会員氏名公表について
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時に四苦八苦致します。俗にいうバカチョンカ
メラで写した小さな写真の中から人物を抜きい

ろいろな手法で作る訳ですが、元が悪い為良い

遺影がなかなか出来ません。自分の人生で最後
の顔は責任を持っていただきたいと常日頃訴え

ている私です。自分もこの奥深い肖像写真の研

究をしていきたいと思っております。写真を見
てその人柄がわかる様な作品が出来れば最高だ　9

なあと思います。　　　　　　　　呂

会員の皆様もぜひ私の店に来て写して下さい。呂
もちろん有料です。　　　　　　　　　賀

3　急に亡くなった方々の写真がなく、遺影を作る　　　　　　　　　　加藤　賢　呂
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③　6月20日の例会において

職業奉仕委員会より技能者表彰を行う件

④　今回の地区協議会において当クラブの会報が

最優秀作品として表彰された件

（幹事報告）
若生恒吉君

会報到着

鹿児島R．C　　当クラブの30周年記念行事
への参加の報告が沢山記載されてます。

日本ポリオ・プラス委員会

89～90年度ポリオプラス記念テレホンカー

ドの注文1枚1000円内300円がポリオへの寄

附金となります必要な方は事務局まで

例会変更
・八幡R．C　　6月14日の例会は遊佐R．Cと

の合同竹の子例会の為に6月13日（火）6時

30分点鐘

場　所　磯兵衛
・立川R．C　　6月15日の例会は創立記念例

会の為に15日午後6時30分点鐘

場　所　草薙温泉　ホテルニュー白糸

登録料　　5，000円

出席者は13日まで連絡下さい。
・酒田東R．C　　6月8日の例会は酒田3ク

ラブ合同例会の為12時点鐘

〔重大会員ス呵

場　所　　ホテルリッチ酒田

登録料　　5，000円

例会后講演会「庄内空港について」

講師　山形県出納局長　板垣義次氏
東北電力㈱より　　東北電力情報　回覧

新会員の氏名公表

荻原　晋さん
㈲みづは産業　代表取締役

推薦者　秋野　忠君
職業分類　空気調整機器販売

五十嵐　宏夫さん

庄内交通㈱　常務取締役

推薦者　庄司嘉男君
職業分類　バス事業

本山　弥君との交代となります。

創立1959年（S34）6月9日

承認1959年（S34）6月27日

第6回クラブ協議会の出欠席を至急申し出て下さ
い。

今年度の事業報告書未提出者が大部分なので用紙

は自由ですので9日まで事務局へ必ず提出して下

さい。

各理事及び委員長

30周年記念行事実行委員長、各小委員長、ポリオ・

プラス特別委員長、IGF特別委員長

穀物乾燥調整施設と今後の農業

斎穀物乾燥調整施設に
ついて、どんな組織なの

か、どんな運営なのかに

ついて触れて見たいと思

います。当施設は鶴岡市

農協管内で6番目の施設

（S61年度の事業年度）

で規模的には350haで大

泉に次いで京田と同じ2

番目の規模になっていま

す。他の施設を紹介しますと、大泉地区がS56・

57年度の2年事業で500ha、西郷地区がS58年度

事業の300ha、上郷地区がS59年度事業の250ha、

京田がS60年度事業の350ha、黄金地区がS60・

61年度の2年事業の300haに次いで斉の順に設立

阿部信夫君

されています。穀物乾燥調整施設を我々は簡単に

ライスセンター（R．C）と呼んでいます。ロー

タリークラブと馴染み深い感じがしますが、これ

は英語ではありません。横文字の日本語と言うべ

きでしょうか。英語ではカントリーエレベーター

（C．E）と言います。我々のR．Cとは内容的に

異なっております。どこが違うと言いますと、穀

物乾燥調整迄は同じですが、その他に貯蔵が付き、

来年度の刈取る直前迄保存する為に買い入れ方法

が自ら異なってきます。R．Cでは調整した玄米

で検査を受け、その時点で買入れされ、倉庫に貯

蔵されたり、すぐ消費地へ運び出されたりします。

C．Eでは籾で売買される為に精選機と言う機械

を別に取りつけ粗籾を精選籾とシイナ等のヤセ籾

とに分けられ、籾で検査を受けて売買されます。



庄内には抽浦農協（酒田）、余目農協（余目）と

今年度建設される三川町農協管内の横川C．Eを

入れても3つしかありません。

鶴岡市農協管内の組織は、全国でも珍しく利用

組合方式を取っており注目を浴びております。利

用組合方式と言うのは組合員の加入面積に応じな

がら、コストの面も考慮して、規模設定をします。

管内では250ha～500haの規模になっており、利

用率は89．4％～106．3％になっております。又、

米の生産規模は6，428haで6つのR．Cの面積のトー

タルが2，013haで管内の32％を占めております。

以前R．Cの米は悪いと言う評判がありました

が、それはどう言う内容であるかと申しますと農

協が管理運営する直営のR．Cで農家が毎年安定

的に利用すると言う補償なく、中には倒伏した稲
やイモチ病に冒された稲だけをR．Cに持って来

て、良い所は自分の家で乾燥調整をやると言った

方法が随分あったと聞いております。最近では刈

り取り指示をしている為に良い品質との区別が出

来、トラブルがなくなったそうです。

運営につきましては組合員から1俵（60短）当

り1，250～1，盟9円の利用料をいただいています。

各施設まちまちですが毎年50円強が安くなってい

ます。各施設は年々減価償却費が定率法で減って

おりますので自ずと安くなっています。

県内では天童のR．Cでしたが1億（60kg）当

り2，100円の所もあり、鶴岡管内は特別安い所迄

はいっていませんが妥当な価格に定着していると

思います。

目的につきましては、良質米の安定供給とコス

ト低限をねらいとしています。良質米の生産には

組合員自ら取り組まなければならない事で、ここ
2・3年そうした組合員の意識も強くなっており、

多収もさる事ながら食味に感じても生産者自ら興

味を持って来ております。出穂後の追肥について

も、蛋白質やアミラーゼの兼ね合いから穂が傾き

かけたらやらないと言う指導方法を取っています。

どうしてもやせた土壌については堆肥を入れ地力

をっけるよう指導がなされています。

堆肥という言葉が出て来ましたので特別栽培米

である庄内型有機米（ゆうきクン）について触れ

て見たいと思います。現在鶴岡市での栽培面積は、

S63年度が79haで今年度の作付面積が178ha、10

0haほど昨年度より多くなっています。どういう

米を有機米というか庄内の基準を申し上げますと、

完熟堆肥を5カ年以上続けて10a当り1トン前後
の施用を行ない、塩基飽和度60％以上の充足のた

め土づくり肥料によって維持、向上と適深耕（15

cm以上）がされていることとあります。それに除

草剤の使用が1回（一般米では2～3回）使用と

定められ、病害虫防除はイモチ病を重点に2回以

内とする、但し公的機関が病害虫の異常発生に関

する警報等を発令した場合は考慮するとあり、こ

れ以上防除を行なった場合は一般米扱いとすると

あります。つまり最初は有機米として栽培したい

として取り組んでも途中で諸条件が整わない場合

はリタイヤという事になります。有機米は低農薬

で栽培されているのに対し「般米は農薬の使用制

限がありませんが現在は米価も下がってますし、
コストの事もありますので病害虫の発生に即応し

た使用方法をとっており、一斉に防除する体制を

取っておりますので低濃度の薬剤を使用しており

ます。8月15～20日以降防除はしていませんので

刈り取り迄1カ月以上あり残留の心配は全くない
と言っても過言ではありません。だから米に関し

て安心して食べていただけると思います。この有

機米の監視体制は農協の営農指導員が当ります。

ちなみに値段はと申しますと生産者は60kgl俵当

り自主流通米より2千円プラスの2万4千3百円

位で取引きされています。消費者は品種にもより

ますが10kg当り4千円ら9千円で取引きされてい

ます。収量では一般栽培に比べますと1～2俵落

ちるのが現状です。

又、目的の1つでありますコストダウンに付き

まして、コンバインの共同利用があげられますが、

今現在バラタンク付きのコンバインをグレンホッ
パー付きコンバインといいますが、これ1台で60

0～700百万円近くしています。とても1人では手

が出る金額ではありませんので4人位の共同で購

入しています。

ササニシキは10～14日以内に刈り取らないと刈

り遅れで食味・品質が落ちますので期間内で作業

を進めています。又、庄内のR．Cはササニシキ

1本立てでやっていますので後半刈り遅れ気味の

傾向にある時もありますので、今後施設の有効利

用を増す為にも早生種を取り入れた2本立でやっ

ていきたいと思います。施設の機種性能・用途に

つきましては企業訪問の時にでも説明したいと思

います。又、農業情勢につきましても、今激変し

ており田園都市として繁栄してきた鶴岡市もこれ

から農業の米を基幹作物としながらも単独の農業

運営ではいきづまりに来る事は必定であり、今後

の生き残りをかけて消費者のニーズに対応し、農

工一体、農商一体の農業を進めていかなければら

ないと思っています。そういう面でロータリーの

仲間入りさせていただいた事に対し大変光栄に思



います。これからもみなさんの意見を聞きながら

新しい時代に即応した農業の体制作りの為、頑張

りたいと思います。

ロータリー会報

コンクール

最優秀賞を授賞

（委員会報告）

（出席委員会）

年間皆出席
18年間皆出席

13年間皆出席

4年間皆出席

3年間皆出席

2年間皆出席

1年間皆出席
′′

5月100％以上出席　　4名

140％…高橋君

120％…藤川君、笹原（信）君、碓氷君

5月100％出席　　　　　阿蘇君　他49名

6月会員誕生祝い

石　黒　慶之助君　　　布　施　隆　夫君
田　耕　助君　　　石　川　一　男君

秋　野　昭　三君　　　張　　　紹　淵君
高　橋　良　士君

奥様誕生祝い

阿　部　広　子様　　　三　浦　尚　子様
斎　藤　美代子株　　　川　上　朱　美様

斎　藤　　和様　　　日　向　京　子様

（ス　マイ　ル）

市川輝雄君　　会報が地区の最優秀賞に選ば
れたので、天神祭りで早坂さ

んと山口さんの仮装が大変熱

演でしたので

石川一男君　　研修旅行で鹿児島に行ってき
ました。その際初めて鹿児島

西R．Cにメイクしました。

黒谷正夫君　　天神祭りに三井さんにオード
ブルをお願いしたところ非常

に良いものが届きました大変

感謝しています。

佐藤順治君　　会報が地区の最優秀賞に選ば
れましたことは、ロータリア

ン日記など皆さんのご協力が

大きな力となりました。

三井　　健君　　黒谷さんより只今は、私の店
の宣伝をしていただきました

（ビ　ジ　タ　ー）

加藤有倫君　（鶴岡西R．C）
布川勝也君　（鶴岡東R．C）

＝羽黒学園総合体育館

落成記念コンサート

時　　　6月23日　午後2時より

場　所　　羽黒高校新体育館

奏者

原　信夫とシャープス＆フラッツ

弘田三枝子・亜樹山口ミ

皆さんを御招待いたします。
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㈱　中　国　飯　店

鶴岡市本町二丁目1－6
TEL　22－0336

☆　就職への確かな道／　☆

●情報システム工学科

S C A　●OAビジネス科
●SE専攻講座（夜間）

学校法人システム学園

新庄コンピューター専門学校
新庄市十日町6162－11℡0233－29－2121

L●一一●●●－●一一一一一●一一一一一　ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－■
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