
第253地区　鶉周ロータリークラブ　　第1514回例会　会報
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　天候　曇

母ⅠミM。YM）′Ⅰ二、Ⅰ汀！ズ
ロータリーを楽しもう！

塚原闇黒　青少年帝位鋤疎　賢

出席報告：会員繍　名　出席72　名　出席率旧．56％　前回出席率75．仰％　修正出席数71名　確定出席率82．19％

（会長報告）
高橋良士君

本日、第1回定例理事会を行ない、次の事項に
ついて審議致しました。

1．名誉会員の委嘱

鶴岡市長　斎　藤

酒　井

2．第1回クラブ協議会

8月22日の第1521回例会を納涼例会とし

納涼例会前にクラブ協議会を行なう。

場所は東京第一ホテル鶴岡。

3．退会の承認

本山　　弥君　　鈴木弥一郎君
布施隆夫君　　山本順一君

4．所属委員会の委嘱及び確認

高田耕助君　→　会員選考委員長
吉野　勲君　→　職業奉仕委員会

村上龍男君　→　親睦委員会
五十嵐宏夫君　→　雑誌委員会

萩原　　晋君　→　広報委員会
喜田川博也君　－→　インターアクト

5．年2回例会休会日

8月15日（火）（お盆休会）

1月2日（火）（正月休会）

6．女性会員の入会に関する件

この件についてはR．Ⅰで決議され

ており、当クラブとしては、クラブフォー

ラム、協議会、アンケート等によって慎重

に対処したい。

7．R．Ⅰ人頭分担金

20米ドルから9米ドル上がって29米ドル

8．年　会　費

入　会　金　　20，000円

年　会　費　130，加0円

ポリオ・プラス　　10，000円

以上の審議をした結果、御承認頂いたことを報

告致します。

（幹事報阜）
佐々木忠彦君

例会変更はありません。

来信がきています。回覧中です。

①　年次大会事務局　開設通知

②　ロータリーの友　ここが見どころ（資料）

③　米山奨学金　名簿
④　pHDレター

⑤　ロータリー米山記念奨学金

分担金納入依頼
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（バッジの贈呈）

市　川　輝　雄君（直前会長）
若　生　恒　吉君（直前幹事）

会長就任挨拶

高橋良士君
ヒュ一・H・アーチャー

R．Ⅰ会長は本年度のテー
マを“EnjoyRotary”ロー

タリーを楽しもうと発表い

たしました。R．Ⅰ会長の

意図するところは、ロータ

リーの綱領を理解し、そし
てロータリーに馴染み、ロー

タリー活動を楽しみながら

実践し、ロータリーを楽しもうということである

とメッセージで述べております。

enjoyは単に楽しむという簡潔な意味の他に、

権利を享受するという解釈もあります。ロータリー
の出席や奉仕活動はロータリアンにとって義務に

非らず、当然の権利であるとお考えいただいて、

本年度はRotaryをEnjoy、ロータリアンの権

利を存分に享受していただきたいと存じます。

本年のクラブ計画といたしましては、R．Ⅰ会

長の要請課題と地区ガバナーの方針を勘案しまし

て次の如く立案いたしました。

1．ロータリーを楽しむために魅力ある

例会の運営
2．ロータリー活動への全員参加

3．10％を目標とした会員増強

4．新入会員を中心にロータリーの理解と

研修を目的にクラブフォーラムの開催

5．ローターアクト、インターアクトの再開

6．ライラ研修会のホストクラブ

7．姉妹クラブ台中港区との続盟式

8．ポリオ・プラスの達成

本年度もR．Ⅰ会長のテーマの意図するenjoy

を充分考慮に入れまして、ロータリーの原点をよ

くみつめ“親睦と奉仕”の調和に努力いたしたい

と考えております。

ゲーテの格言に“よきものにふれ自分を知る”

という言葉があります。即ち、すぼらしいロータ

リーとの出会いによって自己を研磨する。この格

言をクラブのターゲットに本年度はロータリーラ

イフを会員各位とenjoyいたしたいと存じます。

クラブ運営にあたりましては私共医師が座右の

銘としております近代医学教育の父、ウイリアム・
オスラー教授の

List，en tO the patient，

heis telling you the diagnosis

を心にきざみ、会員各位の御意見をよく拝聴し、

クラブ運営指針を誤らぬよう努力いたす所存でご

ざいます。

幹事就任挨拶

佐々木缶彦君
不慣れなことでめっ

たにないことですが、

いささか上がってお

ります。看板がまだ

未完成というのに気
づかれておられると

思います。後程スマ

イルでお詫びいたし

ますが、来週までご

勘弁を頂きたいと思います。このようにあっちこっ

ち穴だらけでございますけれども、皆様のご協力

によりまして今年度一年間よろしくお願いします。

幹事と申しますのは、会長の影に隠れてなるべ
く出ないように勤めるものでございますが、とか

く頭を光らせてまいりますので、目立っことがあ

るかも知れませんが、目だった時はお布施が入っ

たんだとご理解頂いて、スマイルしろと言って下

されば、多少はスマイル出来ると患います。その



へんのところでご勘弁頂いて、ご協力をお願いし

たいと思います。本年度一年間よろしくお願いい

たします。

（新入会員紹介）
庄司嘉男君

氏　名　五十嵐　宏　夫君
生年月日　　昭和10年7月7日

自　　宅　　鶴岡市上畑町6－16

職　業　庄内交通株式会社　専務取締役

家　族　　要　ヤス子株　S12．1．7生

長男　宏　一様　S46．7．2生

略　歴　　中央大学経済学部卒業

趣味特技　　読　書

（新会員挨拶）
五十嵐宏夫君

紹介いただきまし

た五十嵐でございま

す。これまで私共の

本山がお世話になり
ました。何かと仕事
の関係で出席できな

かったようです。今

日私が出席したらお

詫びするようにとこ

とづけられて参りま

した。大変お世話になりました。今度私も会員に

入れさせて頂きました。皆様の暖かいご指導ご鞭

権をよろしくお願いいたします。

（退会のご挨拶）
布施隆夫君

私は山形スバル自

動車㈱の株主総会
（6月30日）の役員改

選において代表取締

役社長より監査役に
廻ることになりまし

た。そして住居も神

奈川県厚木の方に移
し、月1～2回程度

鶴岡に来ることとな

りました。従いまして6月30日付をもって当クラ

ブを退会せざるを得ないこととなりました。私に

とりまして寂しさ一杯であり、去り難い、何とも

言えない心境であります。

私は、58．8．23にこの伝統ある名門の鶴岡R．

Cに入会させて頂き、よき先輩のご指導を受けな

がらこの6月30日まで5年10カ月余り本当に楽し

いR．C活動をさせて頂き、毎週火曜日が待ち遠

しい、そして火曜日に出張が当るとなにか物足り

ない気分でした。

この5年10カ月の間に親睦2回、SAA、社会

奉仕、職業奉仕、プログラムを担当させて頂き、

良い勉強となりました。そして、30周年記念行事

において接待委員会の副委員長として自分なりに

やることをやりましたと云う思い出が残る反面、

関係の皆様にご迷惑をおかけしたのではと反省も

したものです。

私にとってはこの鶴岡R．Cの活動は終生の思
い出として残るものでありますし、またご厚誼蘇っ

た会員の皆様は私にとって素晴らしい人生の宝と

なりましたことを幸せに思っております。この5

年10カ月間にわたり、大変お世話になりました。

どうもありがとうございました。

これからも鶴岡に参ると思いますので、どうぞ

これまでと変らぬご厚誼をお願いしまして退会の

挨拶とします。

（委員会報告）

30周年記念誌委員長　石井敬三君

先の例会で話しましたように、今日皆様のお手

元に記念誌をお届けすることが出来ました。やっ

と肩の荷を下ろしたような心境です。この本づく

りに関しては斎藤印刷さんから無理なことを聞い
て頂きました。斎藤隆さんは、この本を社員に任

せることなく、ご自分で全部おやりになりました。

大変感謝申し上げます。私はこのような本を作る

に当り、全くの素人ですので、いろいろな面で苦

労しながらやりましたが、文字の間違いやミスが

目に付きました。出来てしまってからこうすれば

よかったなど、いろいろありましたが今日お届け

することが出来ましたのでご報告いたします。

校正は先輩から、校正恐るべしだ、十分校正す

るようにと言われておりましたが、それでもミス

はありました。なるべく早く正誤表を作りたいと

思います。皆様からご覧頂いた上でご指摘を頂け

ればと思います。作るに当っての苦労話もござい

ますが、それは又の機会に致します。このような

ものを作りましたので、私はクラブの歴史につい

て詳しくなりました。建前だけですけれども何か

ありましたら応援できることもあるかと思います。

どうぞよろしくお願いします。



（出席委員会）
板垣俊次君

0年間皆出席

2年間皆出席　板垣広志君
06月100％以上出席　　6名

150％…佐々木

125％…市川、新穂、斎藤（昭）、高橋（良）

忠鉢
06月100％出席　　　56名

秋野（忠）．阿蘇．藤川．布施．荒井．石井

秋野（昭）．石川（寿）．石黒．板垣（俊）
板垣（広）．飯野．小池．川上．風間．加藤
三井（賢）．三井（健）．毛呂．迎田．松田

松永中江．中沢．斎藤（隆）．佐藤（昇）
佐藤（忠）．佐藤（順）．佐藤（衛）．荘司
佐藤（友）．矢口．鈴木（肇）．丹下．塚原
高橋（登）．笹原（信）．奥野．富田（直）
碓氷．若生．山口．吉野．日向．石川（一）

来海．御橋．阿部（頁）．富田（利）．三浦
阿部（信）．秋元．嶺岸．園部．村上萩原

（親睦委員今）
中沢　　進君

昨年度の石川親睦委員長の後を受けまして担当

させて頂くことになりました中沢でございます。

経験的にも人柄も大変素晴らしい委員長の後だけ

に重荷の任ではございます。

親睦委員会と言うのは、ロータリーの活力をも

たらすェンジン部分です。会長も申されましたが、

全員参加されて親睦の花が開くのだろうと考えま

す。皆様方にロータリーを楽しくエンジョイして

頂く各種企画を提供したいと思いますのでよろし

くお願い致します。

スマイルのことですが、昨年度の実績はスマイ

ル基金として120万円程集ったようでございます。

鱈汁例会のオークション16万円を除きまして約

100万円からの皆様の浄財を頂いている訳です。

さらに、誕生祝等のスマイルを除きますと、残り

約70万円が、それ以外のスマイルということに

なります。これを年50回の例会数で割った1匝I

1万4千円を上回ると昨年の実績は何とかいける

ということになります。会員一人当りに換算する

と年間8千円でございます。従いまして月1回は

よろしくお願いします。昨年は1週間何か心に響

いたこと、嬉しかったことということでスマイル

頂きましたが、今年は幹事さんも佐々木大僧正さ
んですので、何か俄梅の場も設けましてスマイル

して頂きますと大僧正からのお導きもありますの

で是非一つよろしくお願いもうし上げます。

07月会員誕生

中江　亮君
笹原信一郎君
中沢　　進君
嶺岸橙三君

07月奥様誕生

奥野美枝子様
中野ふみ子様
小池　　英様
佐藤清子様

（ス　マイ　ル）

佐藤順治君
五十嵐宏夫君
黒谷正夫君

風間富士子様
張　秀子様
諸橋靖子様
荻原眞理様

高橋良士君　　　上野
佐藤　　衛君
富田直治君
鈴木　　肇君
喜田川博也君
山口篤之助君
塚原初男君
矢口良行君
碓氷節雄君

松永
斎藤
荒井宏明
石井敬三
斎藤　　昭
忠鉢　　徹
秋野　　忠
村上龍男

石川寿男君　　佐々木話彦
中沢　進君

※　今回のスマイルの記載は勝手ながら省略さ

せていただきました。　　（会報委員会）

お　　願　　い

0コラム欄「ェンジョイライフ」を企画しまし

たので、皆々様よりご寄稿いただき、会報

に掲載致します。よろしくお願い致します。
。内容は各人の生活をより楽しくさせている

対象について、例えば、趣味、ペット、今

でも忘れられない映画そして女優、歌それ

に歌手、酒、古くからの友人、家族、とり

わけ奥様、女房、愚妻、その他何でも結構

です。
0ロータリー専用原稿用紙一枚分（400字）

0原稿責任者　小松　　稔

・ゲストスピーチ

鶴岡市企画調整課長　鈴木寿和氏
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第253地区鶉周ロータリークラブ第1515回例会会報1989（平1・7・11）（天候雨）

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12：30～1＝30

出席報告：会員87名　出席66名　出席率79．17％　前回出席率83．56％　修正出席数77名　確定出席率90．41％

（会長報告）
高橋良士君

会員、塩田（張）紹淵先生は去る7月4日午後

11時16分、療養中の荘内病院におきまして直腸癌

のため75才の生涯をおえられました。ありし日の

御元気なあの温顔を恩いうかべますと、クラブに

とりまして大きな灯火が一つ消え去ったとの感が

深く、誠に哀惜の念を禁じえないところで御座居

ます。

7月8日の告別式には当クラブ会員も多数参列

され、クラブより御香典、生花をお供えしまして、

私がクラブを代表し弔辞を読んで参りました。

張先生は、昭和16年、日本医科大学を卒業され、

かつて東京駅々頭で狙撃された、時の総理浜口雄

幸を救命した外科学会の泰斗塩田広重博士の門下

に入られ腹部外科の研鏡をっまれたのであります。

昭和23年、現在地に開業され、山形県で開業医と

しては初めて胃の手術をされ一躍脚光を浴びた事

は周知の如くで御座居ます。

又、手術症例を国内はもとより、国際学会（ニュ

ーヨーク、ミュンヘン）でも発表されるなど異色

の開業医でも御座居ました。

ロータリー活動におきましては、先生は創立間

もない鶴岡クラブに入会され、昭和40年には7代

目会長、その後庄内分区代理、国際奉仕部門の地

区役員として実に精力的に活動され、逸材の多い

名門鶴岡クラブに“ドクター張あり”と地区ロー

タリアンをしていわしめた程で御座居ます。

昭和58年には先生の数々の業績と財団への高額

寄付によりロータリーの最高栄誉とされておりま

す特別表彰を授与されました。この際、先生は御

礼の言葉として「私は山大名誉教授、安斉先生か

ら御指導をいただき、ロータリーを学び、ロータ

リーから人生を教えられロータリーライフをエン

ジョイすることができました」と挨拶しておられ

ます。

先生がこよなく愛されたロータリーの本年度のテー

マは奇しくも先生が常に申されていたロータリー

ライフをェンジョイしよう、EnjoyRotaryで御

座居ます。

、　　　　．　　∴二　　一　‥・・　　　　　・

いで見ていたように思う0だが今年は違う0藤菅

田監督の選手起用の的中、新加入の中尾が、外薯

角だけの山倉と違う強気の配球で斉藤、槙原を費

二二二二二
前でうまいど‾ルが飲めそうだ0　　　　薯
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萱今年の強い巨人　園部実
費　私は昨年に較べ、野球のナイタ‾中継を見る三三二二二
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よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの腐蘭や理解と美虜を－



先生の御偉業を称え、御冥福を心からお祈りい

たしたいと存じます。尚、告別式に際しまして御

協力いただきましたSAA並びに事務局の斎藤と

も子さんには深く感謝を申し上げる次第で御座居

ます。

次に、4月より3カ月間、交換学生アーレン・

マッキーのホストファミリーをされました塚原国

際奉仕委員長は次のホストファミリー藤川さんに

7月9日バトンタッチされました。塚原先生、特

に奥様には大変御苦労をおかけいたしました。会

員皆様と共に感謝申し上げたいと存じます。又、

藤川さん御一家にはこれから3カ月間御世話にな

りますが、会員皆様方も土、日の御家族団らんに

アーレンを加えていただく様、何卒御協力賜りた

く存じます。

なお、新年度に際しまして先週（水）東RC、

（金）西RCに幹事とともにメークして参りまし

た。

三㌦あ　い　さ　つ

故：塩田（張）紹淵氏夫人　塩田秀子様

永い問お世話になり、

また葬儀の際は会員の

皆様に本当にお世話に

なり有難うございまし

た。主人は心行くまで

ロータリーを楽しんだ

と思います。人間の川

の流れに逆らうことは

出来ませんので、今頃は天国で無二の親友嶺岸さ

んと再会を喜んでいると思います。

これからは、残された家族が一生懸命生きていき

たいと思います。また、機会があれば子供が大き

くなった時ロータリー奉仕することもあると思い

ますので、その時はまたお世話になると思います。

本当に永い問有難うございました。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

1来　信・通　知

①年次大会、登録宿泊委員推薦願・依頼状（ガ

バナー事務局）

②RIニュース

③ポリオプラス・ニュース

④地区ガバナーその身分・資格と任務（資料）

⑤情報抄録（資料）

⑥定款・細則（資料）

⑦地区資金納入願い・7月1日

87名×9000（ガバナー事務局）

⑧Pガバナー礼状（吉田PG）事務局

⑨酒田RC30周年ご案内

⑲美術館建設チャリラ1－開催協力依密

2　例　会　変　更

（∋酒田クラブ　7月19日（水）創立30周年記念

事業・芭蕉像除幕式開催のため

日　時　　7月22日（土）12．30点鐘

②酒田中央クラブ　新年度懇親会のため

日　時　　7月28日（金）午後7時点鐘

（診その他　会報到着：酒田中央、東京

3　そ　　の　　他

・30周年記念事業決算との関係で、年次計画書・

活動報告書の作成が遅れているので、取り敢え

ず「公式行事予定」及び「所属委員会名簿」を

配布します。

・会報嬢を配布しました

・張先生からみなさまに香典返しをいただいてお

ります

（ゲストスピーチ）

庄内分区代理挨拶

只今ご紹介頂きました、庄内分区代理の竹内武　　也でございます。

竹内武也氏



自己紹介させて頂きま

す。武也は武士の武、

也は金何円也のなりで

す。所属は酒田ロータ

リークラブ、職業分類

はシニア、塗装の販売

を行っております。酒

田で小さな会社を経営

しております。ロータリー歴は10年、趣味は魚釣

りを40年程やっております釣りキチガイです。見

る通りの浅学非才な男でございます。村上ガバナー

の良き小間使いとしてお役に立ちますか、逆に足

を引っ張りますか解りませんが、村上年度二・年間、

庄内分区発展の為にも頑張ってみたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。一年間色々とお粗

末な点が多々あると思いますが、どうかロータリ

アンのご友情のもとにご寛容の程よろ・しくお願い

致します。ようやく酒田から待望のガバナーが出

まして、大変喜んでおります。此の記念すべき年

度に分区代理を務めます事は、身に余る光栄と感

謝しております。既に新年度に入り、高橋会長さ

んの所信表明の中でお解り頂けたと思いますが、

私からくどくど申し上げる迄もありませんが、19

89～90年度　R．Iのテーマ“ENJOY ROTAR

Y”ロータリーを楽しもう！と発表されました。

誠に簡単明瞭です。要は皆さんのまわりに溢れて

いる奉仕の機会を楽しんで下さい、お互いにロー

タリーの親睦を楽しんで下さい、そして、何より

もロータリーを楽しんで下さい、との事と思いま

す。それにはやはり、ロータリーを良く理解して

頂く事が大変必要ではないか、と村上ガバナーは

提案しております。特に2年以下の新会員に対し

ましては、『徹底した教育研修を望みたい。此の

事により各々のクラブの強固な基盤維持ができま

すよ』と云われております。『早めの同化が必要

です。各分区毎に、年2回に亘り教育研修会を実

施して下さい』との要望でございますので、庄内

分区と致しましても、早速実施したいと思いまし

て、9月上旬に1回、来年の1月下旬に、各々酒

田、鶴岡会場に分けまして実施致しますので、此

の機会をとらえられ多くの該当会員のご出席よろ

しくお願い致します。各クラブさんに予算上の問

題もあり誠に恐縮ですが、特段のご配慮をお願い

申し上げます。村上年度の要望重点事項の中に、

会員増強目標、純増10％とあります。クラブ活性

化のためにも是非必要なことと思います。多いク

ラブは、もう沢山だ。少ないクラブは、少数精鋭

で結構と云う事でなく、10％にとらわれず、20％

でも30％でも結構ですから、増強に励んで頂きた

いと存じます。会員増強委員長は勿論の事ですが、

やはりクラブの代表会長、幹事さんが先頭にたた

れ有能な会員の発掘に務めて頂きたいと存じます。

0ポリオプラス運動もあと1年で終了致します。

目標通りの満額を期待致します。

0ロータリー財団への無条件ご寄付も合わせてお

願い致します。地区では、年々募金が減ってお

るそうで、それに伴いまして、ロータリー財団

派通学生も減らさざるを得ません。此れでは国

際理解と親善の目的が達せられません。どうか

積極的にポールハリスフェローになられます様

お願い致します。特に直前会長、幹事さんにお

願い致したいものです。

0今回、地区2分割につきましてご理解あるご賛

同を頂きました。永年に亘ります福島との交流

が今後なくなり、全く寂しい気持ちが致します

が、諸事情を考えますと、止むを得ない事と思

います。次の佐久間年度の次から（1991～1992

に）分割となります。当然、分区も再編成とな

るそうで、再分化されると思います。

0庄内分区内にも色々と問題があります。出席率

が芳しくないクラブ。古いクラブでも会員が20

名前後と少ないクラブ。インターアクトクラブ

を持っておられても休会されておられるクラブ

等々。どの一つを取り上げましても、大変な事

と思いますが、一年間大いに汗を流して頂き、

各々のクラブの発展と奉仕活動の高揚に燃えて

頂きたいと存じます。私もガバナー代理と致し

まして、何らの権限はありませんが、お手伝い



できますれば幸いと思います。

次に、ご承知の様に地区年次大会が10月6．7．

8日と酒田で行われます。又、庄内分区内LG．

Fも11月25日（土）やはり酒田で行います。庄内

分区の各クラブさんの記念式典も今年は多い様で

す。9月14日に酒田RC30周年記念式典を皮切り

に来年の5月頃に温海．余目．遊佐各RCの20周年

記念式典が目白押しです。諸事多端の折大変でご

ざいましょうが、出来るだけ多くのロータリアン

のご参加をお願い申しあげます。庄内分区各クラ

ブのガバナー公式訪問は、地元からガバナーが出

ました関係上、一番最後になります。11月末から

12月に掛けて寒い時期に行われます。全員のご出

席の程よろしくお願い申し上げます。

鶴岡西RC会長挨拶

長野正彦氏

西クラブ会長を務め

る長野でございます。

よろしくお願いします。

私は会員から支えられ

て今年一年リリーフを

仰がないで完投したい

と思っていますが出来

るかどうか、その辺は

鶴岡クラブの会長さんに健康の方を管理して貰っ

ているが今年は特に完投できるようこの場を借り

てお願いをしておきます。もちろんクラブ運営の

指導も併せてお願いしたい。鶴岡クラブは親クラ

ブでありまして、従来うちのクラブはそれに甘え

てきたが今年も同様にお願いしたい。

鶴岡西RC幹事挨拶

舌川場一氏

今までたびたび鶴岡

クラブにメイクさして

戴いていますが、今後

とも双方のクラブがお

互いメイクを通じて交

流を深められれば有難いと思います。是非西クラ

ブの方にも多数の皆様方のメイクを戴きますよう

お願い致します。

温海RC会長挨拶

鈴木押三氏

先程張先生に対する

哀悼の意が表されまし

たが、張先生は温海ク

ラブの生みの親であり

ます。葬儀の際にも私

どもの会員が参列して

おりますし、昨日の例

会におきましても哀悼

の意を表しております。お陰様で温海も今年度で

丁度20周年の節目を迎えております。鶴岡クラブ

の方々には大変ご支援をいただきまして、例会も

来年の1月で1千回目の例会を迎えます。どうぞ

出来たら温海にもメイクにお出になっていただき

たいと思います。幸いにも温海クラブも6月まで

は27名の会員でしたが、早速今年度の運動により

まして現在5名の増員を見ました。どうぞ温海の

方にもメイクにお出いただくよう再度お願いして

挨拶と致します。

温海RC幹事挨拶

五十嵐新一氏

入会以来いろいろな

方から様々なことを勉

強させていただきまし

たが、新会員というこ

とで2年間割合のんび

りと食事をさせていた

だきました。今年度か

らはペースが変わり、

非常に慌ただしく食事をする暇もなく頭の中が混

乱しているうちに点鐘という状態であります。と

にかくこの1年間勉強する機会を与えていただい

たものと理解し戸惑いながらも自分であれこれやっ



てみますと大変ですが勉強になります。そして少

しでも覚えてくると逆に楽しくなります。ひいて

は、ヒュ一・M・アーチャー会長が言っているよ

うにロータリーの綱領をよく理解し、ロータリー

に馴染み、奉仕活動を楽しみながら実践する中に

おいて、ロータリーを楽しもうと言うことになる

のだと思います。これは私達の仕事もそうですし、

全てにつながることだと思います。鶴岡クラブは

当温海クラブのスポンサークラブでもありますし、

何かと皆様のお力添えをいただきながらお互いに

足並みを揃えていかなければならないと思います。

今後ともよろしくお願いします。会長からも申し
）　　上げました通り私どものほうにも気軽にお立ち寄

り下さい。また来年5月には20周年の記念式典も

ございますので、万障繰り合わせてのご列席を会

員一同お待ち申し上げて奉ります。最後に我々の
・友情がさらに広まり深まりますことと、伝統ある

鶴間RCの今後ますますのご発展を祈念申し上げ

ましてあいさつにかえさせていただきます。

鶴岡東RC会長挨拶

太滝良三民

私の出身は三川町で、

通勤出稼ぎの身で会長

の任を負うということ

については非常に恥ず

かしく思っています。

しかしなしがら格式高

い鶴岡RC、鶴岡西R

Cのスポンサーにより

まして誕生させていただいたクラブでございます。

先輩クラブに恥じないように頑張るつもりでござ

いますので、よろしくご指導のほどお願いします。

また、この機会を借りまして私どものクラブで今

女性会員の問題が出ております。昨年までは一応

婦人会員は認められませんということで理由をきっ

ちり付けてお断りしましたが、今年度になって再

度その方の名前が上がってきまして非常に慌ただ

しく勉強中で御座いますので、何か良い方法があ

りましたらご指導の方を宜しくお願い致しまして

挨拶とします。

鶴岡東RC幹事挨拶

（退会のあいさつ）

板垣徳市氏

ロータリーについて

は全然勉強不足ですの

で、個人的にも東クラ

ブ共々宜しくご指導を

お願いします。

鈴木弥一郎君

ロータリーに定年は

御座いませんが、私は

5代冒池内会長つJ時、

昭和38年、二人会さして

戴き、以三茫28年間の問

倶楽部の皆さんの衛友

情に支えられ今日に至っ

て屈ま憂‾。

従って自分では未だ頑張れると思っても体力の

限界を感じて居ります。先天的に血圧が高いので

主治医にも注意を受ける状態です。

クラブ例会の奉仕活動の思いで、また会員皆さん

より寄せられた御友情には唯々感謝あるのみで御

座います。

今後クラブを離れましても職業奉仕にこれ迄の体

験とロータリーの精神を活かして美しい余生を送っ

て行きたいと考えて居ります。

どうぞ今後共皆さんの変わらぬご指導、御友情を

御願い致しまして御挨拶と致します。長い間はん

とうに有り難うございました。

なお、在籍中薬剤師会よりの会員拡大の出来なかっ

た事を非常に残念に思って居りますが微力ながら

今後共努力する考えでおりますのでよろしく御願

い致します。最後になりましたが鶴岡ロータリー



の一層のご発展と会員皆様の御健康を御祈り申し

上げ御挨拶と致します。

（ス　マイ　ル）

竹内武也君　　今年1年お世話になりますの

（庄内分区代理）　でスマイルさせて頂きます。

佐藤英介君　　同様に宜しくお願いします。

（酒田RC）

塚原初男君　　アーレンの日本における父親

役無事終わらせていただきま

長野正彦君

（鶴岡西RC）

古川陽一君

（鶴岡西RC）

大滝良三君

（鶴岡東RC）

鈴木飾三君

（温海RC）

五十嵐新一君

（温海RC）

した。

この一年宜しくお願いします。

幹事さんには特に宜しく。

私も会長同様鶴岡クラブにオ

ンプにダッコで行きたいと思

うので宜しくお願いします。

一年間宜しくお願いします。

また先程の件も解決の方法宜

しくお願いします。

温海の方も宜しくお願いしま

す。

入会して2年になりますが、

今日初めてメイクさして頂き

ます。鶴岡クラブは敷居が非

常に高いと聞いておりました

が、皆さんソフトな方々ばか

りですので今度気軽に立ち寄

りたいと思います。

喜田川博也君　　月山祭のポスターが出来まし

た。月の峯月山祭ということ

で8月13、14日月山の頂上で

邦楽器のコンサートを行いま

す。2時間歩かなければなり

ませんが、時間に余裕のある

方は案内チラシを持って来て

いますのでお出かけ下さい。

鈴木弥一郎君　　先程ご挨拶申し上げた通りで

すので、皆さんのご友情に感

謝致しましてスマイルします。

藤川享胤君　　丁度11年前にこのクラブに入

会しましたが、その時の推薦

人が張先生でした。先生の葬

儀を無事済ませていただき感

慨無量でした。その時司会し

て下さった市川前会長さん、

それに進んで受付をして下さ

った佐藤元伸さん嶺岸さんに

も心から感謝申し上げます。

いみじくも先程張先生の奥さ

んの誕生プレゼントも贈呈に

なり、先生に代わってスマイ

ルします。

斎藤　　隆君　　先週お配りした30周年記念誌、

かなりの誤字脱字がありまし

た。正誤表を作りましたので

ご訂正下さい。お詫びしてス

マイルします。

（ビ　ジ　タ　ー）

長　野　正　彦　君（鶴西R．C）

古　川　陽　一　君（鶴西R．C）

竹　内　武　也　君（酒田R．C）

佐　藤　英　介　君（酒田R．C）

大　滝　良　三　君（鶴東R．C）

板　垣　徳　市　君（鶴東R．C）

鈴　木　押　三　君（温海R．C）

五十嵐　新　一　君（温海R．C）

渡　部　晃　雄　君（温海R．C）

●　25日（火）のプログラム予定　●

・ゲストスピーチ

鶴岡市企画調整課長　鈴木寿和氏
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鞘OYROW！釆
ロータリーを楽しもう！

出席報告：会員87名　出席51名　出席率59．72％　前回出席率79．17％　修正出席数74名　確定出席率90．28％

（会長報告）
高橋良士署

1）先週から引きつづき近隣クラブの鶴岡東クラ

ブ、西クラブ、昨日は温海クラブへ佐々木幹事

と一緒に新年度の御挨拶に行って参りました。

2）7月11日には6月30日で退会されました鈴木

弥一郎さんと布施さんの送別会が大変盛大に行

われました。

鈴木弥一郎さんは26年の長さにわたり、特に

18代会長として大変御活躍下さいました。又、

布施さんは特異なキャラクターで親睦活動に特
に御努力下さいました。御二人の今後の御健康

をお祈りしたいと存じます。

3）本日は五大奉仕部門の活動計画の御報告が予

定されております。
ロータリークラブの活動指針といたしましては

全体の調和の中の多様性が要求されますが、各奉

仕部門の委員長の皆様方にはバランスのとれた委

員会活動を御期待申し上げます。ロータリーの活

動はもとより厳格な意味でのduty　というもの

は御座いません。奉仕活動に一汗かいて皆様方と

ロータリアンとしての権利を充分enjoyいたし

たいと存じます。ロータリー活動が会員皆様方の

tensionにならないように、むしろ少しでもstr

essの解消になります様、ロータリーを苦しもう

ではなくここで特に委員長の皆様方には肩のカを

抜いて本年度はロータリーを楽しみたいと存じま

（幹事報告■）
佐々木治彦君

1来信・通知

①　財団奨学生選考結果　泉川由紀　不合格

（補欠）カバナー事務所

②　ふるさとキャラバン鶴岡・名義後援依頼

③　酒田クラブ会報到着

④　アイラブ上海“芸術団歓迎交流会、第六ユ
ミロン（7／28）

⑤　団体、本県開催決定報告　県知事

⑧　年次計画、報告書　鶴岡東RC

⑦　30周年記念誌、お礼状　山崎慶一・松永詳

彦・田中善六の各氏より

⑧　第3回日本RC親睦ゴルフ大会11／6（月）

相模カントリークラブ

⑨　台中港区RC会報（1年分）

⑳　年次大会委員委嘱状到着

⑳　ニュープランズィック友好協会開催通知
2　例会変更

①　八幡クラブ7月26日（水）ゆかた例会のため

日時・場所　7／29（土）点鐘18：30　八森荘

．・∴∵蒜告′Lrご‥・・・‥－‥∴‥・‥・∴一

書ひたむきのEnjoyLi慧開三雲壷…写‡…三業憲≡嘉芸；董
普　矧司に来て1年と4ケ月0千葉のセブンイレ　患ったら時計は、11時0もうあとは寝るだけ0　曹

贋薫き至芸誓蓋萱整墓室童萎壷蓋萎萎叢曹

いろいろなしがらみの中で、本当に自分だけ　琶

≡三三享三言三三；三三…三

・、つ。・・　　　‥　　　‥エンジiイライフ‥∴

よきものに触れ、自分を知る　W∵ロータリーの腐蘭の摩解と実践を－



登録料　4，000円

（診　遊佐クラブ　家族納涼ゆかた会

日時・場所　7／25（火）点鐘18：30磯兵ヱ

登録料　4，000円

3　そ　の　他

（む　奥の細路三百年と鶴岡市国際交流指定都市

記念講演、協力要請

主　催　国際交流　カタカゴレデース

入場券　800円

（診　アイラブ上海芸術団公演

入場券の依頼1，000円

年次大会委嘱状伝達

登録宿泊委員委嘱　鈴木寿男君　石川一男君

丹下誠四郎君

五大奉仕部門活動報告

クラブ奉仕委員会

委員長　佐藤　　衛君
高橋年度クラブ奉仕

担当理事を努めます佐
藤衛です。もとより浅

学非才の身ではござい
ますが、これから一年

間私なりに努力し、高

橋会長が仕事をやりや
すいようにサポートし

てまいりたいと思いま

す。

先ず、クラブ奉仕の概要についてお話したいと

思います。クラブ奉仕はロータリーの奉仕部門の

中で最も基礎的な奉仕活動であります。ボールハ

リス以来ロータリーの歴史が示すようにはじめに

親睦があり職業奉仕が生れ社会奉仕に展開しそこ

から国際奉仕が育ったようにロータリーはすべて

親睦活動が出発点となっています。この親睦から

奉仕の理想が生まれる仕組みが例会であり、クラ
ブ奉仕はこの目的にかなった立派な例会を持つた

めの奉仕を総括したものであります。その目的は
ロータリークラブの管理面を成功させる事にある

と思います。そういう事でロータリの第一一奉仕部

門であるクラブ奉仕は多くのロータリー指導者に

よってクラブ機構の最も重要な要素と見なされて

います。

当クラブにおきましてはクラブ奉仕委員会とし

て、クラブの管理運営のために11の委員会が設け

られておりましたが、市川年度理事会の決定によ

り、クラブ資料委員会を新設することとなり今年

度より12の委員会となりました。それは会員に関

する職業分類、会員選考、会員増強の委員会、例

会や行事に関するSAA、親睦、出席、プログラ

ムの諸委員会、それに会報、広報、情報、雑誌、

クラブ資料の委員会でございます。

これらの各委員会は単独に活動することもあり

又、合同でやるものもあります。お互いの連絡調

整を大事にしていきたいと思います。

高橋会長は就任の挨拶で今年度クラブの活動目

標を提示されました。
それは魅力ある例会、全員参加のロータリー、

会員増強10名の新入会員を中心とするクラブフォー

ラムの開催等でございます。

会長方針に従い関連の委員会について若干説明

を致したいと思います。

魅力ある例会づくり、これはSAAの分野です。

SAAは例会場の気品と風紀を守ることは勿論で

すが例会がその使命を発揮できるよう設定する責

任があります。先ずリラックスな親睦ムードを作

るためにテーブル配置を考え、席順を指定席制に

したり、おいしい料理を準備したり、魅力ある例

会づくりに工夫をこらし努力してまいりたいと思

います。

会員参加のロータリー、これは出席委員会の分

野と思います。出席は会員としての最少限の奉仕
であり、出席なくしてロータリーの目的は達せら

れないものと思います。

会員のみならず機会あるごとに御家族の方の参加

もお願いしたいと思います。

次に会員増強ですが、この委員会は特に職業分

類、会員選考の委員会とチームワークをよくし分

類表を見直し、若くて活力のあるバランスのとれ

た会員を探す事が大事と思います。特に当クラブ

は会員の平均年齢が56．15才という事もありシニ

ア会員が非常に多いと思います。シニア会員の方

は先輩としての責任で同じ職業の若い人を入会さ

せるよう努力してもらいたいと思います。

私事で恐縮ですが私もまだまだ若いっもりでお

りましたが15年のバッチをもらいましてシニアの



仲間入りをしました。

次に新入会員を中心とするクラブフォーラムの

開催ですが、これは新入会員の方々の大事な教育

研修の場と思います。12月の第2例会にロータリー

情報のフォーラムをやる予定です。

以上高橋会長の活動目標に沿って説明を致しま

した。

今年度村上地区ガバナーのテーマ、ならびに高

橋クラブ会長の活動目標をもとにクラブ奉仕委員

会としての活動目標を設定しましたがそれを簡潔

に表現すれば

1いい会員を探して仲間に入れる

2いい会員を育てる

3いい例会を作って行く

という事です

12の委員会の皆さん会員の皆さん

御協力宜しくお願いします。

職業奉仕委員会

委員長　忠鉢　　徹君
職業奉仕委員会の委

員長を仰せつかりまし

た忠鉢でございます。

入会5年余りの未熟者
ですが当委員会の吉野

さん、早坂さんにしっ

かりとおすがりしなが

ら此一年間、頑張って

行くつもりです。先頃

行われました地区協議会では私自身がロータリー
の意義と職業奉仕と言う事に大変勉強不足であっ

た事を痛感致し、深く反省すると共に職業奉仕の

重大さを再認識して参りました。Vocasional

Serviceつまり職業奉仕の語源はVoice　即ち

「神の声」であり、Vocasionalと言うのは「おまえ

はこの仕事をして人の世の為に役立ちなさいよ。」

と言う神の命令であり職業奉仕（Vocasinonal

Service）の意とするところです。

又、RI会長のヒューM．アーチャーさんが最

も重要な職業奉仕は各自の職業を品位をあらしめ、

他の職業を尊重する事です。そして皆様の想像力

を生かしてロータリーを各自の職場に持ち込み実

践して下さい。それは皆さんが住んで居られる隣

近所から街全体の事に積極的に参加、活躍する事

を意味します。

今年度は皆様の地域社会に創意を生じさせて下

さい。と要請して居られます。

この様な観点から今年度活動計画と致しまして

も“四つのテストの活用”を基本目標に職業奉仕

月間である10月にクラブフォーラムを予定し、歴

代委員長の遺してくれました、事業所訪問、優良

従業員の表彰を考えて居ります。

会員皆様の多大なる友情と御協力の程をよろし

く御願い致します。

社会奉仕委員会

委員長　斎藤　　昭君
今年度、社会奉仕委

員会の大役を担当する
ことになり、とまどっ

ているところでありま

す。

幸い佐藤昇、三井賢
二両君の大ベテランの

先輩方が一緒であり力

強く、好意と友情にす
がると共に会員皆さんの協力によりその大役を果

たしたく御願い申し上げます。

本年度R．Ⅰ会長は「ロータリーを楽しもう」
とターゲットされ超我の奉仕と言う共通の理想の

もと価値ある奉仕に向かい次の計画を致しました。

1．景観モデル都市計画への協力として鶴岡公園

の桜並木の老木化が進み、景観にもこのましく

なく、行政等でも補櫓はされているもの不充分

で観光鶴岡の未来のため、桜の若木を寄贈した

い。　（市計画管理課充分協議の上実施）

2．高齢化社会を迎え地域社会の高齢者の実態等

認識しその対応に協力

（市福祉関係と連絡）
3．都市環境の美化運動への協力（内川清掃等）

以上活動計画と致しましたので会員皆様の絶

大など協力をお願い申し上げます。

国際奉仕委員会

塚原初男君
私達一人一人が、世

界に対し成し得る国際
親善は、たとえどんな
に小さいことでも、み

んなで積み重ねること

によって、やがて大き

な世界平和の実現に貢

献するであろうことを



確信いたします。
そのために今年度は以下の3点を提案いたしま

す。

①　RI年次国際大会、我と思わん方の積極的
なご参加をご期待申し上げます。

②1989年11月ロータリー財団、1990年2月に

世界会議のための特別企画、こう指定されて

おりますので、これらの機会には、関係委員

会とよく相談の上、クラブメンバーのために

情報交換などを行いたいと思います。

③　前年度RI国際報告、1509回会報に沿って

韓国ロータリー姉妹クラブ発掘のため何等か
の手がかりを見つけたい。

青少年奉仕委員会
加藤　　寛君

青少年委員会として
は従来の英語弁論大会
への協力に加え、もう
一つの活動を計画中で

あります。

インターアクトクラ

ブ委員会は従来ありま

す高専、工業高校の見

直しをして部員、先生
との対話を計り、活動できる学校には全面的にバッ

クアップしたいと思います。

羽黒高校にぜひインターアクトクラブを発足発

会したく関係の方々に運動中であります。ローター

アクトクラブ委員会は前年度まで休眠中だったの

ですが。4月に前委員長の高田君がいろいろ苦労

して道を作って下さいましたので、今年度はぜひ

2か－30名のクラブ員を集めて活動したいと思いま

す。この為にはRCの皆様の事業所からの協力が

必要かと思われます。よろしくお願い申し上げま

す。

もう一つ、来年の5月に行われますライラ研修

会は鶴岡クラブがホストとなり活動しなければな

りません。実行委員会を早急に作り、ぜひ成功し

たいと思います。皆様のご協力をお願い致します。

（委員会報告）

（会計報告）

前年度会計理事　斉藤庄治君
1988年7月より1989年6月迄のRC収支決算報

告、詳細は活動報告書に記載致します。

（親睦委員会＿）

中沢　　進君
アンケート協力のお願い、本年度鶴岡RCの親

睦活動がより楽しく又、皆さん方のたくさんのご

参加をいただくべく、皆さん方の意見を承りたく

協力をお願いします。

（ス　マ　イ　ル）

斎藤庄治君　　無事前年度会計を終えまして

中沢　進君　　親睦活動アンケート協力をお

願いして

佐藤友吉君　　加茂水産高校建設工事優秀な
工事で待望の山建賞を受賞し

て

小池繁治君　　商工会議所議員30年を努め、

東北6県商工会議所より表彰

を受けまして

高橋　　登君　　庄内ミート専務斎藤さんより

馬サシと上等な肉をいただき

社員一同ますます頑張るよう

に

来海憲宜君　　第7回同和火災ゴルフコンペ

を湯の浜にて行い72名の参加

をいただき同RCよりも多数

参加をいただきなごやかにで

きました。

（ビ　ジ　タ　ー）

加藤有倫君（鶴岡西R．C）
阿部光男君（鶴岡西R．C）
三井盾夫君（鶴岡西R．C）

・新入会員スピーチ

矢口良行君
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ロータリーを楽しもう！

出席報告：会員87名　出席66名　出席率79．17％　前回出席率5乱72％　修正出席数椙名　確定出席率76．39％

（会長報告）
高橋良士君

0ようやく梅雨があけまして本格的な猛暑となり、

夏のバカンスも近づいて参りました。

本日は11時30分より臨時理事会が開催されました

ので御報告申し上げます。

1）本年度収支予算案の審議を行い理事会の承

認を得ました。詳細につきましては間もな

く活動計画書が出来で参りますので、その

際、会計担当理事会から御報告申し上げる

予定でございます。※年次大会

2）荘内病院腎臓病友の会より腎臓移植推進運

動の支援団体としての協力依頼が御座いま

した。その要旨を御説明致しますと、現在、

わが国は腎不全患者で尿毒症の危機にひん

しており、人工透析で生命をっないでいる

患者が10万人になろうとしております。こ

れは世界中の全透析患者の約3分の1が日

本人の透析患者でありますから極めて深刻

な問題であります。

腎臓不全と申しますのは腎臓の機能が極度

に弱った状態で、尿と一緒に毒素が対外へ

排泄出来なくなった状態を申しております。

根本的治療としては腎臓移植、その次の方

法としては人工透析であります。

山形県におきましては透析両方で生命を維

持している患者が約700名で毎年80名以上

増加しておりますが、腎臓移植の出来る医

療機関は県内にございません。

そこで腎不全患者の切つなる願いは

（む腎臓移植が早急に実施できる様にする

②県内に総合腎センターの設立

⑧腎移植を普及し、大切な善意の腎臓を

よりむだなく移植するための腎バンク

の実現

④働けるすべての腎患者の雇用促進

でありますが、東北地方で腎移植の可能な

病院がなく、腎バンクの計画もないのは山

形県だけでございます。「腎臓病友の会で

は各界の協力を得て10月の腎移植推進月間

三‾‾㌣ご工芸三言…喜寿享

董姦桑撃蕉接聖篭姦藍碧空三葦

三享三≒三三≡‡三
よきものに触れ、自分を知る　十ロータリーの粛鋸の産解と実践を－



に向けてキャンペーンを開始しております。

理事会で支援団体として御承認をえました。

どうか会員皆様方の御協力と御理解を承り

たいと存じます。

年次大会　鶴岡R．Cはコホストクラブですので

2年以内の会員は義務出席です。

（幹事報告）
佐々木蕾彦君

1来信・通知

（D　30周年記念誌　お礼状

鮫島志芽太氏　浜田耕一氏　作田正治氏

佐久間有寿氏　鶴岡図書館

（診　会報到着

鶴岡西R．C　山形R．C　山形西R．C

（診　年次大会参加登録申込関係書類一式

年次大会事務局

④　国際青年祭　お礼状

⑤　ボール・ハリス「偉大なる奉仕先覚者」

購入依頼1部　6200円（送料別）

⑥　来日・帰国学生オリエンテーション、及び

歓迎会

9月2日（土）　　蔵王ホテル樹林

地区青少年交換小委員会

2　例会変更

立川R．C　　ビヤガーデンのため

日　時　　7月27日（木）　点鐘18：30

場　所　　立川商工会館広場

登録料　　2000円

酒田R．C　　やかた例会のため

日　時　　8月9日（水）

場　所　　ホテル・リッチ酒田

登録料　　5000円

30周年記念式典のご案内

酒　田　R，C

おかげさまで酒田R．Cも30周年を迎えること

ができました。1年先輩の鶴岡クラブには、いろ

いろご指導を頂いて参った訳でございますが、今

後とも是非よろしくお願いいたします。（酒田R．

C会長　五十嵐邦夫氏）

30周年には是非多数のご参加をお願いします。

すでにご承知のことと思いますが、30周年記念事

業といたしまして、酒田R．Cでは、芭蕉の奥の

細道300年祭に合せ、22日に芭蕉像を建立、酒田

市に寄贈いたしました。除幕式並びに胎呈式もと

どこうりなく終わらせて頂きました。一言ご案内

申し上げます。（30周年実行委員長　佐藤　勤氏）

先般鶴岡R．Cの30周年記念式典には、私ども

大勢参加させて頂きました。すぼらしい式典をみ

まして大変感激いたしました。私ども、鶴岡さん

に及ぶような形で一生懸命30周年記念式典の準備

をしております。期日

は9月14日、平安閥で

ござます。皆様多数出

席下さいまして式典に

花をそえて頂きたいと

思います。よろしくお

願いします。（総務委

員長　小林茂三郎氏）

L聖笠鳥大会のお知らせ

清水二郎君

第26回東北地区高専体育大会を鶴岡高専主催で

行います。

鶴岡地区、田川地区の体育連盟の方々にお世話



になっております。そのお礼と、時間があれば是

非会場に来て鶴岡高専の学生を応援して頂きたい

と思います。

7月29日（土）7高専、1250名の東北の若者が

集ります。800名は湯田川温泉に、450名は鶴岡の

町の中に宿をとりますので、よろしくお願いしま

す。

競技は、陸上競技（小真木原）、バスケットボー

（新入会員スピーチ）

ル、バレーボール、軟式庭球、卓球、柔道、剣道、

野球を行います。興味ある種目に出て、声援を送っ

て下されば幸いです。

鶴岡高専はバレーは優勝、バスケはいい線まで

行くと期待しています。柔道は一人強い選手がい

ます。全国で10の中に入る実力の持主です。

会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げま

す。

不　動　産　あ　れ　こ　れ

今日は何を話してよ

いか、色々考えてみま

したが、私には趣味も

格別取り上げるような

ものもありませんので、

やはり仕事である不動

産業の事を話したいと

思います。

私が不動産業界に入ったのは、昭和52年で、当

時は、昭和40年代の後半の、石油ショックを経て

の不動産ブームで、一年間に鶴岡市の住宅地が、

坪当り一万円から二万円くらいの上昇をしており

ました。

また、需要も多く、宅地分譲業者としては土地

を仕入れすることで仕事の大半は、終わったと感

じていたと思います。と、申しますのは販売につ

いては、売りに出す前の現地測量をする段階で、

測量士の人から聞いて問い合わせが来ますし、以

前の顧客リストのお客様に電話連絡をすれば、お

客様の方がすぐに事務所の方に来られて、商談が

まとまるといった具合で、現地に看板を立てる頃

は大半の土地が、売約済みであるという状況でし

た。土地さえ買っておけば損はないという投機目

的のお客さんもかなりおられたと思います。まっ

たくの売手市場の時代でありました。

園部　　実君

こうした土地の神話時代にかげりが見えたのは、

昭和55年頃で、土地価格が上昇のピークに達し、

販売が鈍くなり、不動産業者も以前のように、左

ウチワではいられなくなってきた時代で、投機的

な土地買いをするお客様も、少なくなってきた訳

です。

その当時、土地を買われた方は、今売ると損を

するので手放せないという状態でおられる方も、

かなり多いと思います。

昭和56年から昭和60年頃までは、需要が少ない

ことと、それまでの土地価格があまり急激に上昇

した反動で、平均で約一割以上価格が低下したよ

うです。売手市場から、買手市場に移項した時で

あった様です。

現在の状態ですが、昭和61年頃からの金利の引

き下げで、新築住宅を建てる方が多くなり、一時

の土地ブームには、ほど遠いですが、価格はある

程度落ち着いて横ばい状態にある様です。今は、

住宅を建築するとか、駐車場、事務所等、使用目

的があり、本当に必要な土地を求めるお客様が多

く、造成地には、一年以内に三分の二以上、建物

が建ってしまう状態です。

投機目的で土地を購入する方が少なくなってい

る原因は、もちろん土地の価格があまり上昇しな

いことと、土地にかかる税金が負担になってきて



いる為だと思います。固定資産税×評価額等の税

金の基礎となる評価額が、実際の売買価格が上がっ

ていないのに、評価替えの都度、上がっていると

いう具合で、土地を所有しているための重税感が

かなりあるようです。その為、使用する予定のな

い土地については、手放す方も多くなってきてい

るようです。

それから、最近、相続税対策との関連だと思い

ますが、大都市の方から鶴岡等の地方都市に、賃

貸物件（アパート・貸家・貸事務所）の需要がか

なりでてきている様です。　これからの不動産流

通については、消費税が4月1日より実施された

訳ですが、現在着工している住宅もかなり見えま

すし、それほどの影響はない様です。かえって公

定歩合の引上げ等が、今後どうなるのか、その影

響の方が大きい様に思われます。

次に、譲渡税の事について少し話させていただ

きます。

税法が改正されまして、不動産を購入してから

10年間を経過しないと長期譲渡にならなかったも

のが、5年を経過すれば、長期譲渡と見なされる

ようになり、かなり期間が短縮されました。そし

て2年以上、5年未満のものは、短期譲渡ですが、

2年を経過しないものについては、超短期という

ことで、税金が譲渡益に対して、90％以上という

高率です。この超短期について大都市の土地ころ

がしの防止が最大の目的であったと思いますが、

税法は全国一律である為、一般の人も、我々業者

も区域も関係なく適用されます。そのおかげで、

私の会社には、ほとんどお金はありません。ただ、

気を付けていただきたいのは、長期譲渡の5年、

短期の2年を経過するというのは売却する年の、

1月1日で5年、2年を経過していなければなら

ないという事です。ただ購入して登記をした日か

ら満5年、2年を経過しただけでは、駄目だとい

う事を覚えておいて戴きたいと思います。

次に皆様が、業者に仲買を依載される場合や、

売買をされる場合の事について話しさせていただ

きます。

業者に売買の仲買を依頼される場合には、現在

二通りの方法があります。その一つは、「殴媒介

契約という方法で、例えば、A，B，Cという業

者に依頼して、Bの業者のお客様と契約が成立し

た場合には、B業者が仲買業者となり、A，C業

者は努力しても、むくわれないという事です。

二つ目は専任媒介契約という制度です。この依

頼の方法は、一業者にだけ依頼する方法ですが、

依頼された業者は、まず山形県宅建協会に依頼さ

れた物件の登録をする事が義務づけられます。物

件登録をしたものは、月に一度、県内の業者に情

報紙として配布されます。そして、業者は、依頼

者に対し、二週間に一回以上の状況報告義務があ

ります。例えば、現在Aさんというお客様と交渉

中です。というような内容になると思います。そ

して、この契約の期間は最長で3ケ月で、継続す

る場合は、再契約となります。但、依頼者が自ら

捜したお客様と契約した場合は、業者は仲買業者

とはなりません。

業者側の立場からすれば、一般媒介契約の場合

には、自分以外の業者が決めた場合は、仕事にな

りませんので、専任媒介契約と異なり本腰を入れ

て、成約させようという努力は欠けるような状態

になるようです。

余談になりますが、媒介契約の期間内に、依頼

者Aに対して、業者Bが現在Cというお客様に依

頼物件を紹介して、交渉中ですという報告を入れ

ましたところ、依頼者のAさんは、Cさんに直接

交渉してB業者との契約期間はもう少しで切れる

ので、お互いに仲買手数料を支払わなくてもいい

様に、B業者との媒介契約期間が終わってから売

買契約を結ぼうという相談をして実行した訳です。

その事をB業者が後になってその事を知り、Aさ

んに対して仲買手数料を請求したが、Aさんは支

払う意志がなかった為、B業者は裁判を起こしま

した。その判決は、AさんがB業者に仲買手数料

を支払わなければならないという半例があります。

以上のように、専任媒介契約は依頼物件を早期に

成約を結びつけると同時に、業者の利益を守ると



いう事ですので、信頼出切る業者との売買の仲買

依頼については、専任媒介契約の方を、お願いし

たいと思います。

次に業者から、不動産を購入される場合につい

て、ふれさせていただきます。私共は、全国宅地

建物取引業界・鶴岡支部に属しております。が、

その中に苦情相談の窓口がありますが、最近の苦

情では、まだ農用地であり、宅地化出来ない物件

を購入させられたケース、また、道路が築造不可

能であるため、建築確認がとれない土地を貿わさ

れてしまった等の相談があるようです。

その際に、協会員とのトラブルであれば、直接

その業者に対して契約を白紙に戻すとか、また、

協会員以外の問題でも、それなりに適切なアドバ

イスをする窓口になっておりますので、何か問題

があった場合には、相談下さるようお願い致しま

す。

業者が売り主の不動産を購入される場合、代金

支払い方法が、宅建法が改正されまして手付金、

内金をも含めまして造成がまだなっていない土地、

未完成物件（通称青田売り）については、5％以

内、完成物件であっても10％以内で、それを超え

て手付金及び内金を受け取る場合は、受け取った

金額全額を業者は指定金融機関に、供託しなけれ

ばならないという事になりました。従来の二割手

付け、三割内金、五割残金という慣例から見れば、

業者にとってかなり厳しい法改正で造成工事費等

の中間資金不足になっておりますが、供託制度を

（会員スピーチ）

利用しても引渡しまで供託した金額は、使えませ

んし、購入契約して戴いたお客様にも質権設定等

のわずらわしい手続きと費用負担をしていただく

事になりますので、未完成物件については5％、

完成物件についても10％以内の手付金、内金で行

わなければ成らない事になると思います。当然購

入されるお客様にとっては、危険性の少ない取引

が出来る事になります。但し、仲買の場合また業

者が買い主である場合には、あてはまりませんの

で制限はありません。あくまでも消費税を守る為

の法改正になっています。

この様に、我々宅地建物取引業者の指導官庁で

ある建設省では、最近急速に、業者の指導、制限

を強めてきております。特に東京を中心にした地

上げ屋の関係もあって、業務に携わる人全部の登

録を義務づけ、暴力団等の排除の為傷害罪につい

ても改正前にあっては禁固刑以上であったものが、

起訴に至れば5年間の従業者登録の停止、取引主

任者の資格では、2年以上の実務経験を要すなど、

業者の質の向上を計っております。また、協会で

も年に数回以上研修会を行い、会員の知識の向上

につとめております。不動産業界の悪いイメージ

も徐々に変わってきつつあるものと思います。

アメリカでは不動産取引の資格は弁護士にも劣

らない地位になっている様です。我々業界でも、

消費者の皆様に信頼していただける地元に根ざし

た業者になれる様、努力しておりますので、よろ

しくお願い致します。

過密の中の人間的過疎と現代病理
「遊び型犯罪」について

本県は高校進学率全

国2位、大学進学率全

国、下から4番目とい

う位置にあり、県教委

が大学進学率の向上に

秋元噸雄君

積極性を見せていることは御案内の通りでありま

す。筆者は、紅花国体後に「遊び型犯罪」の増加

が見られるものと予想する。学校の教師達が教科

学習と≠桁防止に努めたとしても、生徒達と親密

な接触を持たない場合、病理現象の促進因子とな



るものである。

ところで、現代の過密都市生活における「人間

関係過疎」の現状と、現代生活の生育史にもたら

す変化の結果としての人間関係の体験の積み重ね

の稀薄化が原因として重要であり、現代の精神状

況、あるいは、不安の存在について、主として、

他者との人間関係の喪失という点が、注目されな

ければならないと思うのである。

荻野恒一・金沢大教授による「出かせぎ精

神病」の研究では、都市への移住に伴う人間関係

の変化、特にいなかの「伝統指向的」な人間関係

になれた少年が就職によって都市の　「心理的過

疎地帯」に急に投げこまれることが、強い不安を

ひきおこすことが明らかにされている。能登半島

の農山村から中学卒の少年たちが大阪・名古屋・

東京などの大都会に就職していくとはどなくプフェ

・デリラント（Bouffee・delirante）と呼ばれ

る急性幻覚妄想状態におちいる事がある。これは、

一見精神分裂病の発病に似ているが、彼らを帰郷

させて治療すると、急激に全快するというのであ

る。人間関係の在り方が急速に変化して、それま

で親しかった関係が断たれた場合、つまり、社会

文化的に異質の環境に移住した時に示される不安

反応は、留学生の「発病」の問題としても知られ

るものであり、勿論、一見「正常な」人びとの問

にも彼らと同様の不安と病理が潜在しているので

ある。

地方中核都市への周辺農山村からの人工集中は、

大都市への移住と比較すれば、程度の差は少ない

とは言え、類似の現象が見込まれるのである。さ

らに、山形県の婦人連は、労働時間の長さでは、

日本一であり、日本一働く婦人の称号を持っ。こ

の事は、母親の部分的・一時的「不在」と「カギッ

子」等、安定した、信頼できる母子関係からして、

病理的に重要な意味を持っ点において、不安定な

状況を表すものと言えるのである。

例えば、正常人が起こした異常な事件、1967年

4月15日の「ひかり号爆発未遂事件」は「都市で

は、みんな無名の人」である。都市に生まれ、幼

年時代、家族とは、殆ど口をきかない、おとなし

い子供であり、テレビに長時間親しみ、ひとりで

「月光仮面」や「赤胴鈴之助」の所作を演じては、

白昼夢にひたる事が多かった、農業高校3年生、

A少年によって起こされている。「カラー版日本

文学全集・源治物語上巻」内部をくりぬき、電気

雷管っきダイナマイト、電池、導線をっめこみ、

本をケースから抜き出した瞬間に通電して爆発す

るように工作、修学旅行の途上、東京駅で、新幹

線グリーン車の座席に置き去りにしたものである

が、走行中の社内でこれを発見した車掌が、本を

ケースから抜き出したとき、上下を逆さに持った

為、まったくの偶然で、爆発の大惨事を免れたも

のである。1年後、指紋から犯行が発覚、A少年

は、懲役5～10年の不定期刑を申渡されたのであ

る。受刑後の追跡調査によっても、発病の事実は

なく、動機不明の重大犯罪という極めて異常な行

為が、精神病者ではない「正常な」少年によって

行われたのであり、注目すべき点は、攻撃対象が、

彼が憎んだり、うらんだりしている特定の人間で

はなく「不特定多数」の公衆であった事である。

犯行当時、17歳、非社交的で、無口な目立たない

少年は、都市化が進行しっっある地域に住んでお

り、畜膿・疾病などによる身体的不快感、家庭の

中で疎外され圧迫されていることへの不満、農学

校の中で非主流学科に属していることへの劣等感

や将来何になってよいか分からないという焦り等

がうっ積し、そうしたうっ積した不安・情動・攻

撃性が、一見無動機的な爆発犯罪にかり立てたと

考えられるのである。

心と心をふれあい、目と目を見つめあう人間関

係の喪失が見られる無名化（アノミニテシー）は、

その中に埋没し、個人の個性を喪失し、心の空洞

化を拡大していく、都市に見られる過密の中での

「人間関係の過疎」である。そして今や、地方も

都市もなく、特徴化した、父親の「不在」は、現

代的なものであり、公私ともきわめて多忙な父親

が増加した結果、夕食のだんらんや教育の時間は、

次第に消滅しっっあり、本来、父親によって伝え



られるべき、社会規範、価値、道徳感情などを伝

える機能が弱化しつつある事も見逃せない事であ

る。人間関係の過疎・疎外・価値喪失（アノミー）

・無名化（アノミニティー）・労働の単調化と機

械化・生活様式からの個性喪失・創造性の喪失な

どの危機的状況から、主体性・時間性・自発性な

ど、安定した自我の機能を失った人間が、潜在化

した不安に衝き動かされた、無目的な行為におも

むく、促迫的行動が、「遊び」としての犯罪であ

り　「遊び型非行」の兄である。抑圧された不安

が自我機能の統制を避けて、直接に行動化された

遊び型犯罪では、重大な結果を生む行為でありな

がら、若い犯罪者達は、極めて気軽に爆発物をし

かけ、群衆にまじって、投石し、放火し、逮捕さ

れても罪悪感には乏しい。これは、彼らにとって、

行為が、もともと無意味な「遊び」でしかないか

らである。増加が予想されるこの型の犯罪に対し、

親密で安定した人間関係の回復へ向けての対策が

くり返し行われる事で、改善の効果が生じる事に

期待するものである。

参考図　　　　　福島　章　博士（東京医科歯科大）による

『対人関係の病理と不安の形成』

段　　　階

幼少年期
（家　庭）

青　年　期

不安の現象形態

課　　題　　　　　　精神的状況　　　　　文化社会的状況

毒＿蔓）→

（外化された病理）

動機のない犯罪

「同一性危機犯罪」

「遊び犯罪」
薬物乱用・噂癖
「口唇的反抗」

基本的信頼と

安定の欠如

分割不安持続

（共生的・依存的）
エディプス回避

自我の未熟性

自我同一性拡散

「他者の喪失」

不　　　安

（精神症状と

化した病理）

自我同一一性危機

「境　界　例」

←　母の「不在」・蒸発

虐待と母の未熟性
←　過保護・支配・

「ママゴン」

←　「父なき社会」

←　人間関係の「過疎」

←　孤立・疎外

←　価値喪失（アノミー）

←
個性喪失

（アノミニティー）

（潜在化した病理）

「外周関心型」
パーソナリティ一

目梗喪失
安定感の喪失

促迫性・稀那性



（委員会報告）

（親睦委員会）
中沢　進君

8月22日（火）は納涼例会を東京第一ホテル鶴

岡孔雀の間で行います。点鐘は18：30です。多数

の参加をお待ち申し上げます。

（ス　マイ　ル）

五十嵐邦夫君　　酒田R．Cの30周年記念式典

佐藤　　勤君　　に鶴岡クラブより多くの皆様

小林茂三郎君　　のご出席をお願いして

清水二郎君　　東北地区高専体育大会のお知

らせをさせて頂きまして

塚原初男君　先週の五大奉仕部門活動報告

を所用のため佐々木幹事に代

理報告して頂きましたので

中沢　進君　来週8月1日は東京海上の

110周年の創立記念日です。

そのため来週はお休みさせて

頂きますので

佐々木詰彦君　来週は涼しい所に旅行致しま

すので幹事を高田さんに代っ

て頂くようすでにお願いして

あります。よろしくお願いし

（ビ　ジ　タ　ー）

五十嵐邦夫君（酒田R．C）

佐藤　　勤君（酒田R．C）

小林茂三郎君（酒田R．C）

・ゲストスピーチ

オハイオ州立大学助教授

リチャード・モア氏

カット　石井敬三君

ヽ－／
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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12：30～1・30

会長扁魔廃立　幹事僅々流露彦　蓼春雷轟倣う 忠鉢微　粒金蔓位宥恕　碍　匝隊壷健憑原洒弟　青少年毒性加腔　賢

出席報告：会員87名　出席59名　出席率68．40％　前回出席率79．17％　修正出席数72名　確定出席率87．50％

（会長報告）
高橋良士君

1本日は8月第1例会でございますので、午前

11時30分より本年度第2回定例理事会を開催致

しましたのでご報告申し上げます。

（∋　本年度収支予算案の再確認を行いました。

②　第1回クラブ協議会を、8月22日午後5時

より東京第一ホテル鶴岡で行います。

③　鶴岡高専インターアクトは本年度会員がゼ
ロで休会のやむなきに至りました。残念なが

ら本年度活動できますのは鶴岡工業高校のみ

であります。

④　新入会員、小関正洋さんの所属委員会はク

ラブ会報委員会と決定致しました。

2　7月27日午後1時30分から市役所町議会にお

きまして、第3回国際交流推進協議会が開催さ

れ、委員の一人として（RCの代表）出席して

まいりました。

鶴岡市は、長野県松本市と全国で2ヶ所、国

際交流基盤整備都市の指定を受けましたが、鶴

岡では未だ国際交流のあまり行われていなかっ

た時期の昭和35年にNB市と姉妹都市提携を行

い、更に最近では、民間レベルで庄内国際青年

祭が継続的に開催され、庄内一円で国際交流が

活発に行われている実績が認められた訳でござ

います。

NB市との姉妹都市提携には当クラブ初代会

長の敵中花盛雄先生が大きな推進力となったこ

とは周知の如くであります。

今回は

（む　出羽庄内国際村の施設機能と内容

②　草の根の国際交流ネットワーク整備につい
て協議を行いましたが、ロータリーの立場か

ら交換学生、G．S．E．、ロータリー財団及び米

山奨学会について国際交流の実績を述べ、ロー

タリーのPRをして広報の一役を担ってまい

りました。

今後この計画の策定に当りましてはロータ

リーの持てる力を提供し、国際交流のオピニ

オンリーダーとして助言をしていきたいと思っ

ております。

（幹事報告）

高田耕助君（佐々木幹事代理）
1来信・通知

①　鶴岡市民憲章推進協議会常任委員会開催通

知（8月9日）

②　新入会員情報セミナー案内（9月8日）
（診　同上、各クラブ補助金納入のお願い

、一・二と予JJeYl．拝苦　・一・‥‥、、一、ゝ‾・十・一

重法隆寺夏季大学風間眞＿芸吾芸…買蓋苧蓋薫慧：‡…重
曹　毎年7月26日から29日まで、法隆寺様で夏　余り、連綿としてそこに在る、金堂・五重塔や　曹

三三三‾三宇二三‾…羊芋士竿∵二堀ライフ＿
よきものに触れ、自分を知る　一一ロータリーの解蘭甲犀解と実践を－



8月29日まで10，000円

④　国体鶴岡市実行委員会、第2回給会資料

（診　米山奨学会寄付金納入明細

（秒　台中港区RCから、張先生へおくやみの手

紙と写真

（∋　酒田東RC会報

⑧IAC年次大会案内状とお詫び
須賀川RC・Ⅰ．A．C委員長

2　例会変更

（む　鶴岡西クラブ　納涼例会のために

日　時　　8月4日（金）18：30点鐘

場　所　　大山桜
登録料　　5，000円

②　温海クラブ　　7月31日（月）の例会は、

花火大会納涼家族会のために

日　時　　8月2日（水）19：00点鐘

場　所　　鼠ヶ関ビーチセンター

登録料　4，000円

⑨　余目クラブ　納涼例会のために
日　時　　8月9日（水）19：00点鐘

場　所　　センチュリープラザ和心

登録料　4，000円

（新会員スピーチ〕

水府流太田派と山形県の水泳
～カッパのざれごと～

山形県の水泳につい
ての記録は、当時山形

自由新聞社と称してい
た（現在の山形新聞）

報道記事よりも古いも
のは見当らない。その

発端となったのは、大

正3年7月22日、荘内

中学校主催の水泳講習
会が開催されたことで

あり、要項は概ね次の通りであった。

会　　期　　7月27日～8月9日

会　場　西田川部念珠関村（鼠ヶ関）

講　　師　　内田千尋
講習教目　　水府流太田派永法、受講生103名

付添教員　　田中達三、中村正平

したがって、山形県に水泳が導入されたのは、

水府流太田派を以て最初であると考えられる。こ
の水泳講習会は、夏休み中の学校行事の一環であ

り、東大農学部在学中の阿部耕治郎氏（大山出身

荘内中学17回）が同学部の学友内田氏を水泳師範

に招き、自らも助手として水泳部草創の事にあたっ

ている。荘内中学の水泳部の創部が山形県の水泳

の始まりと考えられる。この事は今年7月に荘内

日報に掲載された、桜田幸一氏の荘内中学と水府

流太田派と題する記事とも一致しているところで

ある。

続く年大正4年も同様の要領で講習が行われて
いる。

大正5年7月24日、第3回水泳講習会が開かれ、

矢口良行君

初めて水府流太田派師範内田正練氏の名を見るこ

とができる。内田正練氏といえば、第3回極東オ

リンピック大会（大正6年東京芝浦塩水プール）

で、230ヤード、880ヤードで優勝、大正8年のマ

ニラ大会でも4種目に優勝、正に内田正練の独壇

場であった時代である。

ところで内田千尋、正練という日本を代表する

ような立派な水泳人が一体どのような経緯で鼠ヶ

関の寒村に来径したのであろうか。

当時荘内中学校出身で北海道大学の学生であっ

た加藤文治郎氏が、阿部氏同様に千尋氏の高弟で

あり北大では正練氏と同期の学友であったという

縁によるものと相葉される。

次にこの大正5年という年は、更に別の筋道に

よる水府流太田派が内陸部にも、もたらされた画

期的な年であった。それはすなわち、次のような

要項による水泳講習会が開かれたからである。

大正5年7月27日から8月8日、山形自由新聞

社主催の臨海水泳講習会が吹浦海岸で開催された。

参加者101名とあり、山形中学謂名（山中水泳誌

龍永には60名とある）新庄中学校15名外となっ

ている。

更に、山中卒業生として国井彦十、小笠原守一

の名も見える。講師は水府流太田派師範、森真吾

とあり、京都大学法学士の肩書の人であった。引

率者として、大石山新主筆、三根円次郎山中校長
の外田中至誠堂院長等、静々たる人物が名を連ね

る程の水泳講習会であった。ちなみに少々横道に

それることもあるが、当時の交通事情や風俗等の

参考にと記事の一端を抜き書きしてみると、



☆　汽車賃　山形一酒田間1円52銭

出迎え案内、山新酒田支局員が酒田駅に出迎う。

その後陸路（徒歩にて）防風林にそいて行き5時

間余りにて現地宿舎、吹浦の海禅寺に到着。

水泳の服装、水泳帽（赤・白）と裡着用のこと。
サルマタ越中は絶対に排斥す。木綿7尺をもって

樺となしその端を腹部に捲回し置くを可す。

会費1日学生1人30銭（3食付、含雑費）一般

人40銭………

8月8日、吹浦から藤崎村海岸まで約8Kの遠

泳行が行われ、参加者29名中完泳者7名にして着

順は次の通り。
1位　松田正夫　　2位　新関新八郎

3位　佐藤健吉　　4位　高橋北雄
5位　佐々木勝美　　6位　阿部作弥
7位　石垣　　信。

遠泳出発前の用意

（ヨ　ワゼリンを章丸に塗擦する。

（診　腹部に練り草子を塗付する。

第2回も同様山新主催、月会場の講習会は、大

正6年7月25日～8月9日迄であったが、講師は

やはり水府流で師範は藤江孝（山中の記録では藤

江潔となっている）という人で京都大学の医学士
の肩書で浜名湾の水泳師範であった。（内田正練

も浜名湖　荘内日報を参照）以上が山形県庄内海

岸にほとんど前後して招来した二筋の水府流太田

派である。その後庄内では鶴中水泳部の卒業生達

が内田正練の流れを堅持して、斎藤忠雄、佐藤貞

次郎、羽根田梅太郎、大久保亀次郎氏等の名手を

輩出し庄内はもとより、内陸の寒河江中学校にも

師範を派遣（大正12年～昭和3年頃まで）する程
の隆昌を極めたのであった。ここで羽根田梅太郎

氏について一言述べる。

羽根田氏は、水府流太田派の師範であるが、彼
こそは山形県人として始めて極東オリンピック大

会に出場し、1マイル自由形で優勝した選手であ

る。（大正10年上海大会・27分16秒の記録は前回

の松沢一鶴の優勝記録を2分20秒も短縮した記録

であった。一方、京都乃至は浜名湖からの流れを

汲む山形中学校でも高橋北雄、志田元秀等の泳人

が後輩の指導に当り大正9年頃になるとそれまで

の吹浦から由良海岸に移し、山中独自の水泳合宿

が行われた。ここで又、一寸高橋北雄氏について

述べると山中時代吹浦の講習会で水府流の手ほど

きを受けたことは前述の通りであるが北大の農学

部在学中、今度は同学部の先輩に当る内田正練氏
と回り会い小樽の塩谷の合宿で指導を受けていた

ことがわかっている、その頃から飛び込みが得意

だったらしく、氏の後輩達は飛び込みの指導が峻

烈であったことを一様に思い出すという。そんな

伝統で山中のプールには飛び込みプールが出来た
のではないだろうか。また氏は号を空山と称して

尺八の名人でもあったようです。・……・・

さて、話の流れを本流に戻すが、水泳ぎといえ

ば水府流を指した時代も大正の末期からはクロー

ルを主とする近代泳法の導入と急速な普及により

競技会の時代に転換したことは今更述べるまでも

ない。あとは戦前と戦後を画して、殆ど廃絶に等

しい状態になってしまったのである。鶴岡は昭和

33年まで、ただ県内にも1箇所、その残映がある。

寒河江に中学水泳部に淵源する「水交会」がそれ
であり、大正12年初代師範斎藤忠雄（鶴中出身）

からの水府流太田派数日を伝承し続けている。そ

の起因は鶴中から東京高等師範学校体育科（専門

は剣道）へすすみ寒中創立の大正10年10月に着任

された大川庸介先生のお力によるものである。寒

中が創立して3年目の大正12年に水泳部を作ろう

とする気運が盛り上がり大川先生が母校の鶴中の

水泳師範、斎藤氏を招いて水泳の講話拝聴しその

夏、由良で合宿をしたのが水泳部創設であった。
その後、寒河江中学はプールが完成するまで（昭

和39年）最上川の岩鼻水泳場を練習場とし、毎年

夏は鼠ヶ関の鶴中の合宿と合同練習して、内陸部

では隆昌を極めた時代があった。最高時は寒中の

水泳大会が岩鼻水泳場で行われた時は寒河江町民

をはじめ、町中のきれいどころが全員集まってヤ

ンヤの声援を受けたとのことである。小生の寒高

水泳部在籍中は衰微の時代でそのひとかけらもあ

りませんでした。

尚、昭和22年8月水府流太田派4代家元本田存

氏を寒河江にお迎えして泳法を具に見て戴き御教

示いただいております。

（新会員紹介）
庄司嘉男君

氏　　名　　小　関　正　洋　君

生年月日　　昭和13年12月5日

自　　宅　　鶴岡市家中新町18－20

職　　業　　山形銀行　鶴岡支店長

家　　族　　妻　衛　子様　S17．12．19生

長女　良　子様　S43．3．6生

次女　美千子様　S45．11．24生

三女　紀　子様　S55．3．22生

略　歴　　山形大学文理学部経済学科卒業

趣味特技　　バドミントン　テニス



（亮会員挨拶）
小閑正洋君

ただ今ご紹介にあず

かりました山形銀行鶴

岡支店長の小関でござ
います。

大変名誉あるロータ

リークラブの一員に加

えて頂いて光栄に思っ

ております。前任者の

山本同様ご交誼の程よ

ろしくお願いいたしま

す。私は昭和13年12月生まれでございますが、生

まれた所はジャワ島のスラーバヤシというところ

です。でも両親とも日本人ですのでよろしく。

3才の時までしかいませんので記憶にはござい

ません。あとは山形市の育ちでございます。銀行

に入ってからは新潟や仙台の経験があるのですが、

ここしばらく山形市内に勤務しておりまして、直

前は支店部というところおりました。内陸の方か

らまいりますと庄内の空は広く明るく感じられま

す。鶴岡の町は歴史の重み、ゆかしさを感ずるた

たずまいで、素晴らしい町だなと感じています。

尚、まもなく紅花国体とか平成4年の庄内空港
の開港等ひかえまして当鶴岡の町も新たな転機を

向かえようとしているのではないかと思います。

私も皆様のご指導を受けながら、微力ながら精一

杯がんばりたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。

（委員会報告）

（出席委員会）
板垣俊次君

年間皆出席
1年間皆出席　　富田利信君

7月100％以上出席　　　3名

200％…高橋（良）君

175％…佐々木君　150％・・・新穂君

7月100％出席

阿蘇君　　他51名

（親睦委員会）
中沢　進君

8月会員誕生

阿部信矢君・園部　　実君
庄司嘉男君・川上栄樹君
小松　　稔君・三井　　徹君

三井賢二君

08月奥様誕生

藤川一子様・吉野英子様
阿蘇幸子様・三井　章様

（スマイ　ル）

藤川享胤君　塩田先生が亡くなられて奥さ
んから皆さんへ香典返しとい

う形でクラブに預っておりま

すが先生に弔問に行かれなかっ

た方がご遠慮してもらってい

かれず10いくつ残っているそ

うです。奥さんの方からぜひ

もらっていって下さいと改め

て言われましたので

高田耕助君　暑いさなか突然に代行をいわ
れまして、早く無事に終わる

ことを祈って

荒井宏明君　先日の日曜日に6ケ月ぶりに

家族孝行をし鳥海山5台目ま
で車で行き、見晴らし台まで

必死の思いで登って参りまし

た。

◆　7－レン　スピーチ　◆

私のアクティビティー

を紹介します。

7月9日から藤川さ

んの家にいます。とて

も楽しいです。気持ち

すごくいいです。夏休

みは7月25日から今月

の25日までです。この

間とても忙しいです。

2日前から家族と湯野浜に行っています。日に焼

けてちょっと痛いです。今月の7・8・9日福島
へ行きます。インターアクトクラブの会議のため

です。7月11日佐藤元伸さんご夫妻と一緒に四国

に行きます。楽しみにしています。佐藤さんご夫

妻に感謝しています。9月2・3日は蔵王に行き

ます。アメリカの留学生と合うためです。楽しみ

にしています。

納　　涼　　例　　会



第253地区裔周ロータリークラブ第1519回例会会報1989（平1・8・8）（天候晴）

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

EMOYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

訝宗嘩億藤 塚原胡果　青少年毒健謝襟　笥

出席報告：会員87名　出席60名　出席率68．40％　前回出席率68．40％　修正出席数73名　確定出席率87．67％

（会長報告）
高橋良士君

連日、30度をこす猛暑がっづきまして水源の豊

富な庄内地方のダムの貯水量が例年の3分の1と

報ぜられており、渇水による農作物被害が深刻に

憂慮されておりましたが、台風13号が庄内地方に

もわずかな雨を降らせてくれました。しかし福島

県では大洪水による死者、行方不明者などの大被

害をもたらした事はいたましいがぎりで御座いま

す。

8月6日は広島原爆投下、8月15日は終戦記念

日と戦中、戦後を体験した世代には激動の昭和へ

の思いが、この8月にintegrateされているので

はないかと存じます。

第2次世界大戦における日本人の犠牲者は死者

168万、負傷者69万にのぼるといわれております

が、戦後44年を経た今日、戦争の記憶が薄れかけ、

更々戦争休験者も少なくなりつつあります。

アナトール・フランスが「人が未来を築くのは

過去によってのみである」と有名な言葉を残して

おりますが、世界恒久平和のために戦争体験者は

過去の悲惨な戦争に目を覆う事なく、次の世代に

語り次いでいくことが大切な義務であろうかと恩

曹　夏の思い出…二つのトンネル…

曹　　　　　　　　　　笹原信一部

費　小学生の頃、毎夏、京都から鶴岡（父の故郷）－∴∵十∴二二∴∴

曹北陸路を北上し、深夜に鶴岡に着く長旅をした

普　ものだ。行きの東山トンネルは登り傾斜で、石

曹炭の煤煙が車中に充満して、ハンカチを口に当

曹てての難行苦行だった。トンネルを通過し、スー

われます。

鶴岡市では昭和60年、核兵器を廃絶し、戦争の

ない平和な世界を築くため「平和都市」宣言をし

ておりますが、ロータリーの理想も究極的には世

界の恒久平和であります。

次の例会はすでに御報告申し上げましたように、

年2回の例会休会に依りましてお盆休会といたし

ます。丁度、終戟記念日となりますが、皆様方と

共に戦争犠牲者の御冥福を祈り、戦争の悲惨さ、

平和の貴さを静かに考えてみたいと存じます。

（幹事報告）
佐々木詰彦君

1；来信・通知

①　8／2　鹿児島市と鶴岡市が盟約して、今

年で20年になる。記念行事が鹿児島で予定さ

れているが同行出来るか、会長・幹事へ伺い。

平成元年11月3日

②　広報・雑誌セミナー

9／2（土）郡山ビューホテル

11：30～　　登録料　5，000円

③クラブ会報アンケート　　8／20まで

④　ロータリーの友　8月号　これがみどころ

‾‾二三‾、f－r‾l‾㍉∵f‥二　＿＿＿＿l∴∴∴∴∴■＿‾

∴十二∴∴＿∴∵二∴－
り立つのであった。かくてその年の夏は終わっ　薯

た。　　　　　　　　　　　　　曹

∴坤しい叫ヤてこ叫こ桂一い■・tに　・、エンジiイライフ・一

よきものに触れ、自分を知る　一ロータリーの粛蘭の理解と実践を－



⑤　8／3　Ⅰ．A．C．年次大会
パンフレット・地図

⑧　8／4　ロータリー名言カレンダー

1，500円11／10締め切り

⑦　8／8　会報、活動報告　酒田中央R．C

⑧　寒河江RC創立30周年記念式典ご案内

2；例会変更

鶴岡東R．C　8／16（水）お盆のため休会

8／23（水）納涼例会

マリカ3階　点鐘18：30

登録料4，000円

酒田東R．C　8／24（木）納涼ゆかた全

産業会館4階　点鐘18：00

登録料4，000円

●　講　師　紹　介

三井　徹君

今日はリチャード・モア君が久しぶりにおいで

下さいましたので、お話を伺いたいと思います。

同君は6年前、20何年か前に来鶴されたことが

ございます。

現在オハイオ州立大学の人類学科専攻の新進気

鋭の助教授でございます。1949年オハイオ州生ま

れでございまして、私共とは、同君が20数年前に

仙台の育英高校に交換学生としておいでになった

ときに、家に遊びに来まして、それ以来のお付き

合いです。そして同君は、東北大学とか農林省の

研究機関と一緒に農家とその集落といった研究を

やってりまして、そのためにたびたび日本におい

でになっております。これからも尚お続けになる

予定だそうです。

奥さんも一度家においでになったことがござい

まして大変美しいお医者さんでございます。

同君は日本語はすっかりマスターされておられ、

漢字も自由によみかきできまして、日本とアメリ

カとの親善を大いに身をもって促進している訳で

ございます。

今日は、同君が身をもって体験されました国際

交流の幅広いお話がおききできると思います。

ではよろしくお願いいたします。

e垂＿＿トスピー≠〕

私の体験　した国際交流

本日はご招待いただ

きまして、まことに有

難うございます。厚く

お礼申し上げます。

私はアメリカのオハ

イオ州立大学人類学科

のモアーと申します。

23年前に東仙台ロータ

リークラブのお世話で

仙台育英高校で留学しました。その時に鶴岡ロー

タリークラブの招待で三井徹先生にお世話になり

鶴岡市の高校生と共に善宝寺で座禅をしました。

その後1976年に結婚をして義理のおばあさんがN

EW BRUNSWICK，NEWJERSEY（鶴岡市の姉

妹都市）のRUTGERSUNIVERSITYの近くに住

んでいました。庄内平野と縁があるみたいです。

今回の研究は国際交流基金のもとで9月11日ま

オハイオ州立大学助教授リチャード・モア氏

で酒田市豊原村の人間と土地の歴史と文化を調べ

て900ページ以上の『豊原村』という本をアメリ

カに紹介することを目標にしております。6年前

に東北大学へ留学した時に1976年に東大出版され

た『豊原村』を読み始めました、豊原部落にもお

邪魔して2週間ばかり農家の家族のみなさんとと

もに生活しました。

豊原部落は20戸の小さな集落で昔の記録がある

ところです。20数年前から農林水産省農業総合研

究所の研究者がチーム協同研究として豊原部落を

訪問しまして資料を集めました。

「豊原村」は世界で唯一土地と人間のつながり

について書いた本です。

特徴としては台帳と戸籍謄本を利用するだけで

はなく農民自身の記録も基礎として使っているこ

とがあげられます。

鳥海山の近くの農村風習についてだいぶふれて



います。例えば、土洗い（ツチアレ）・坂向い・

さなぶりという鳥梅山に関連している風習です。

土洗いという習慣は稲刈り時期がおわったとき

その年当番となっている農家に部落のみんなが集

まって2日間にわたっておこなわれた行事でした。

その時旧酒田町から芸者を呼んだ事もありました。

坂向いは7月末頃に烏海山と月山を登って豊作

の為に祈る行事です。これは今年も行われました。

毎年豊原からその年当番となった代表二人が山を

登ってお札をもらって帰ります。帰るときに神社

で奥さんたちがご馳走を作って祈ります。山を登っ

ていた人がこういう風に祈ります。［アヤニアヤ

こくししくたふと新山神社の神のにまえおろがみ

祭る］。1965年まで豊原では田植えが始まるまで

鳥海山をながめながら春のとけた雪に種まきじい

さんの姿をまちました。昔から山と平野の密接な

自然関係がありました。水の自然の流れで用水を

引き揚げる事ではなく山から「水をもらう」とい

う言い方をします。したがって先週の干ぱっの時、

水不足状態でした。1983年の土地改良事業のおか

げで水の管理が今まで大変便利になりましたが干

ぱっで水はどこからもらうのかをもうー度豊原住

民に考えさせました。部落の寄合いで今年秋に

「土洗い」の時でしょうが部落の若い人たちが山

から海まで田んぼの用水・排水の水の流れにそっ

て歩く事を決心しました。昔から今現在にかけて

豊原部落の協同作業や社会のまとまりが進んでい

る所だと思います。日本国内でも外国人も豊原か

ら学ぶ事がたくさんと思っております。特に「豊

原村」と「善治日誌」（明治26年から42年間の

あるむこよしの日誌）を読みました時、人間と土

地又は自然のバランスや生態を尊敬しました。

つきまして次に日米文化交流について話したい

と思います。特に私のふるさとオハイオ州との交

流をあげたい。

第一は、私が22年前に仙台育英高校で留学しな

がら、日米交流は著しく増加している事です。ロー

タリー交換から始まってこれからもますます増加

すると思います。その証拠にはロータリーの活動、

高校生の交流（0．S．U）民間の経済活動などで

す。それから国際姉妹都市もアメリカでは興味が

あるみたいです。カナダを含めたアメリカ大陸に

は日本との姉妹都市が212あります。カリフォル

ニアとオレゴン州とワシントンに集中しています。

ですからアメリカの半分ぐらいになるわけです。

ですから鶴岡の姉妹都市NB市はめずらしい存在

です。ニュージャージー州は姉妹都市が3つしか

ありません。オハイオ州も姉妹都市が同じように

少ないです。現在大磯市とデイトン市、岐阜市と

シンシナチ市、八幡市とミラン市が姉妹都市盟約

を結んでいます。

私の大学のある州都コロンブスを含め3つの都

市が今、姉妹都市を探しているところです。

マンスフィールドの場合は、ホンダ技研の第1

工場、第2工場があり、日本人の家族の人達がた

くさんいます。そのためにコロンブスに土曜日学

校を作りました。それでマンスフィールドは日本

との姉妹都市を望んでいるのです。州では、まだ

未定ですが日本のある県と交渉中です。

姉妹都市について興味のある方は、日本の国際

親善都市連盟が出版している「姉妹都市一覧」を

参考になされてはいかがでしょうか。日本の姉妹

都市の一番多い所がアメリカで212、次が中国で

90、ブラジル42、カナダ35となっています。

私達ももっと交流したいので、何かありました

らどうぞ連絡頂きたいと思います。

日本とオハイオ州の貿易も盛んです。対日本で

は、オハイオ州は5番目の貿易高です。1位はニュ

ーヨーク州、2位はカリフォルニア州です。ホン

ダの工場とその関連でオハイオ州が上位を占めて

いるのだと思います。

オハイオから日本に50位の会社が来て活動して

います。

コロンブスで今年から日米協会を作る予定になっ

て、たぶん来年できると思います。私がオハイオ

州立大の代表としてホンダ・三菱銀行の代表と、

その他の日本企業の代表、コロンブス商工会議所

の代表、6～7人のグループで日米協会を作るこ

とになりました。それができたら日本の伝統的な

文化のグループ招待したいと思います。

私の大学は生徒5万人の大きな大学です。日本

専門の学者が18人います。日本からの客員研究者

が毎年50人位やって来ます。日本の学生は80人位

います。日本語専攻のオハイオの学生は50人位で

す。大学間の交流も国際キリスト教大と南山大で

盛んです。私の所の人類学科もいろいろ日本の文

化について研究があるんですが、今年の秋から博

士課程の学生が飛騨地方に行って古川太鼓祭と人

間と自然の関係について研究します。それは文部

省の奨学金でいきます。「同族会社の相続性」「



日本の中学について」「日本人と韓国人の結婚に
ついて」などの研究もしています。21世紀の国際

交流はどうなっていくのか。いろいろの考え方が
あると患います。量から質への転換は、これから

大事になってくるのではないでしょうかどうやっ

て互いの文化を理解するかが大事だと思います。

この間ハワイに行っていた時、日本人がアメリカ

人を「外人」といっていたのを聞いて不思議に恩
いました。また、農林省の役人の方から「君の日

本語は間違いがあるからホッとするよ」といわれ
ました。どうも安心するらしいのです。全く間違

わなかったら変な外人になるといわれました。国

際交流を考える上でこのことはどうとらえたらい
いのか考えさせられました。私は人間らしい「寅

さん」が大好きで、この間映画を見てきました。

今年ウィーンに行ったんですね。寅さんはウィー
ンでおにぎりを食べていたのですが、もう少し国

際化してもいいのではないかと思いました。

私はオハイオの日米協会を中心日本ともっと交

流したいと考えています。何かありましたら遠慮
なく連絡下さい。本日はありがとうございます。

（委員会報告）

（盲二ダニァクト委員会）
椎永節雄君

秋野委員長の代理で皆様にお願い致します。
お手元にローターアクトクラブ入会申込書をお

配りしてあると思います。去年からローターアク
ト申込みのことで骨をおってきましたが、いよい

よ発足の段階まで来ました。一つの事業所で1名

ということはないと思いますので、申込書の足り

ない方は事務局またはローターアクト委員会にあ

りますので、是非多くの方の申込みをお願い致し
ます。

申込み期限は、8月20日をめどに締め切らせて

頂いて、8月29日1回目の招集をしたいと思いま
す。是非皆様のご協力をお願いして多数の申込者
を確保したいと患います。

各事業所、社長さんのご配慮をいただいて従業

員の方々がスムーズに参加できるように、おとり
はからい下さいますよう重ねてお願い申し上げま

す。本日は鶴岡西、東の方がいらっしゃっており
ますが、ローターアクトは我がクラブのみでござ
いますので、西、あるいは東の方のご協力もいた

だければ有りがたいと存じます。

（親睦委員会）
中沢　　進君

8月22日（火）納涼例会を鶴岡第一ホテル孔雀

の間で行います。出欠の返事を今日までに連絡下

さいますようお願いいたします。

（スマイ　ル）

佐々木語彦君　　先日欠席させて頂き、高田君
に代役をして頂きました。あ

りがとうございました。ガラ

にもなく北海道に車で渡りま

した。間に海があることをすっ

かり忘れておりましたら、台

風で足止めをくいました。
⊥晩ねないで朝から晩まで走っ

て、やっと昨日の葬式に間に

合うように帰ってきました。

仏の加護でございます。

塚原初男君　　私も先週休ませて頂きました
ので金曜日に西クラブにメイ

クに行ったら西クラブの例会

がなくて松田さんから「いい

よ」「いいよ」といわれメー

クアップ分は払わないかんと

思いスマイル致します。

松田士郎君　　私もプログラム委員長として
前回欠席させて頂きました。
西クラブにメイクに行きまし

たところ夜の例会だというこ

とで、事務局と交渉いたしま

して、出席扱いにさせて頂き

ました。

佐藤　　衛君　　私も先週の例会、県庁で入札
会がありまして欠席させて頂
きました。おかげ様で新穂さ
んの事務所で設計された加茂

水産高の体育館の工事を頂戴
いたしました。新穂さんにい

ろいろお世話になると思いま

す。ありがとうございました。

松永輝夫君　　例会を連続して休みましたけ
れども、4月入会以来、おか

げ様でメイクだけはどこかで

やっておりまして、まだ無欠

席で何とか続いておりますの
で自分自身喜んでおります。

（ビジタ‾－）

佐藤　　進君　（浦和北R．C）
富樫幸弥君　（鶴岡東R．C）
佐藤　　憲君　（鶴岡東R．C）
佐藤詔昭君　（鶴岡西R．C）

納　　涼　　例　　会
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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12：30～1・30

EMOYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

幹事億帝旅烏雇　タラ謬毒低値駐　街 青少無毒勉励房蛮　習

出席報告：会員88名　出席62名　出席率74．32％　前回出席率68．40％　修正出席数67名　確定出席率78．08％

（会長報告）
高橋良士君

本日は当ホテルにおきまして第1回クラブ協議

会を開催いたしました。各委員長の皆様方には御

熱心に御協議いただき誠に有難う御座いました。

クラブ運営指針には全体の調和の中の多様性が要

求されておりますが、各委員長の皆様方は勿論の

事、会員の皆様方には休眠状態の委員会がない様

に、関連委員会と連携の上、更にアクティブな委

員会活動を推進していただく様に御期待申し上げ

（幹事．報告）
佐々木詰彦君

1；来信・通知

①　8／9　会報到着　　山形R．C

山形西R．C

②　8／11ポールハリスフェロー

新穂光一郎君

メダルと賞状（ガバナー事務局）

③　ロータリー財団奨学生「泉川由紀」

繰り上げ合格

合格予定者オリエンテーション

8／27（日）12：50　福島ビューホテル

④　20周年記念式典　チャーターナイト

朝場ライオンズ・クラブ

10／22（日）12：、30　東京第一ホテル

（9　8／12　会報到着　　東京R．C

酒田R．C

（砂　8／15　活動計画書到着　　立川R．C

温海R．C

余目R．C

（9　8／16　英語弁論大会後援申請

鶴岡第三中学校

2；例会変更

酒田R．C　8／30　　PM6：30　点鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　5，000円

∵■禁Py誓∴キ王室三一

億董麦藁童薫蓋薫き重責霊室真峯黛要撃警雲霞裏撃董
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よきものに触れ、自分を知る　－いタリーの腐蘭や摩解と貫炭を－
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暑中お見舞い申し上げます。

池内　　俊

この度はロータリークラブ30年記念誌を御恵贈

いただきましてまことに有難く拝受いたしました。

先頃記念式典、お祝いの宴に出席させて頂きまし

たのについで重ねてのよろこびで御座います。心

より感謝して厚く御礼を申し上げます。30年の歳

月、感無量の思いで御座います。まだはじめの頃

でしたか、医師会館を会場に何かのお打ち合わせ

で家族も参加して居りましたが、その時皇太子徳

仁親王の御誕生で一同喜び合いましたのが印象深

く記憶に残って居ます。

記念誌をすみずみまで読みすすむますうちにい

ろいろの想い出がよみがえって参りました。また

私の手元にはございません亡夫の写真とも対面す

ることも出来まして嬉しゅう存じました。長い年

月を経ましても、まだ誌上に姿を、その名をお残

しいただき御記憶におとめ下さいます御方々に深

く御礼を申し上げます。

この秋には17回忌を迎えます亡夫の遺影の前に

記念誌を供え「おゝもう30年か」と声をきく思い

が致しました。しばし回想の世界にひたらせて頂

きまして有難うございました。

鶴岡ロータリークラブの益々の御発展をお祈り

申し上げます。どうぞ会員の皆々様によろしく御

伝え下さいませ

乱筆にて御礼申し上げます。

水打ちて夫が帰りを待ちし日も沓けくなりぬ今

日も水打っ

逝きて17年愛用の傘もステッキもまだ傘立てに

ありし日のまま

（スマイ　ノり

佐々木宏彦君　　私どもの稼ぎ時でありますお

盆の15日をR．Cの休会日に

して頂きまして有難うござい

ました。お礼を兼ねてスマイ

ルさせて頂きます。

塚原初男君　クラブ協議会を欠席いたしま

しての御免なさいスマイルと

先週日曜日山に行って無事帰

ってきたこと、友人の娘泉川

由紀さんのこと等3件につい

て3千円のスマイルをさせて

頂きます。

新会員スピーチ　高橋　　登・奥野洋一

ボールハリスフェロー　メダルと賞状授与

新　穂　光一部　署

）



第253地区鶴周ロータリークラブ第1521回例会会報1989（平1・8・29）（天候晴）

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～巨30

房霜育て会員88名　出席60名　出席率70．27％　前回出席率74．32％　修正出席数67名　確定出席率81．08％

（会長報告）
高橋良士君

先週の納涼例会に先き立ち開催いたしました本

年度第1匝Ⅰクラブ協議会について御報告申し上げ

ます。

1）本年度予算編成について、特に前年度に比

較して増減の著しい、社会奉仕、インターア

クト、ローターアクト及び広報の各委員会の

予算について御説明し、委員長の皆様方の御

理解をえました。

2）各委員会活動につきましては本年度活動計

画のキーポイントについての質疑応答、コメ

ントを交えまして大変御熱心に御協議いた

だき今後のクラブ運営に資する所、極めて大

であったと思われます。特に休眠状態のロー

ターアクトクラブの活動が何年ぶりかで再開

がほぼ確実になった事は誠に喜ばしい限りで

あります。

3）特別委員会

①　第11回ライフ研修会準備委員会

明年5月11日より13日までの3日間

当クラブがホストになり、253地区第11回

ライフ研修会が羽黒国民休暇村をメイン会

場にして開催されます。地区レベルのかな

り規模の大きなプログラムとなりますので

会員皆様方の御協力を何卒よろしく御願い

申し上げます。目下、準備委員の人選中で

ありますが、定例理事会の御承認をえまし

て決定する予定でおります。

②　明年は姉妹クラブ台中藤区との続盟式の

年度となっておりますので早急に訪台準備

委員会を結成し、訪台の日程につきまして

板垣姉妹クラブ委員長が台中港区ロータリー

クラブと近日中、コンタクトをとる予定で

あります。

4）女性会員入会について

二二一三二∴二二一十二＿
菩「百日紅」庄司嘉男君
薯　わが家の隣接地に少しばかりの土地を求めて　て自分を慰め楽しませてくれる。

曹　4年になりますが、早速野菜作りに取り組み、　就中一人のロータリアンとして「エンジョイ　曹

曹春先から自家製の堆肥とか、コンポスト培土等　ロータリー」の意図するところを理解し、常に　薯

薯　で土作りをはじめ、耕運、畝作り、播種、水掛　自分に問うことを忘れることなく、奉仕の心を　曹
育て乍ら、職場や社会に微力乍ら実践すること　曹

∴∴二∴‾‾二三二‡三l
よきものに触れ、自分を知る 一・ロータリーの細蘭の理解と実践を－



本年4月、シンガポールでのRI規定協議

会で採択されました女性会員入会に関してで

ありますが、この件に閑しましては地区ガバ

ナーよりクラブレベルで慎重に決定する様に

との意向もありますので会員アンケートをと

り会員皆様方のコンセンサスをえた上で理事

会で最終決定したいと存じます。

8月26日（土）午後6時より、4クラブ会長、

幹事、親睦委員合同会議を行いまして、昨年度初

めて試みました4クラブ合同例会を、今後4クラ

ブの親睦と協調のためにも継続して行うこととい

たしました。

本年度は9月27日（水）と決定いたしましたの

で詳細につきましては追って御連絡いたします。

会員、三浦恒棋君の御尊父が94才の御高齢で天

寿を全うされました。

8月26日、午前11時より蓮台院で行われました

告別式にクラブを代表して参列して参りました。

会員皆様方と心から御冥福をお祈りしたいと存じ

ます。

（幹事報告）
佐々木莞彦君

1．来信・通知

①　8／25　ポリオプラスキャンペーン

日本ポリオプラス委員会

②　8／25　会報到着　　　　米沢西R．C

③　8／25　会報・年次計画書到着

鶴岡西R．C

④　8／261990学年度米山奨学生募集要項

米山奨学会

2．例会変更　　　なし

3．クラブ員全員に張先生の奥様より雑誌が送ら

れてきております。32頁に張先生の記事が掲載

されておるので皆さん是非読んで下さい。よろ

しくお願いします。

4．その他

（ヨ　ダイエーの佐古田君から転勤（仙台）にな

り退会の連絡あり。正式の日付は不明

（診　早坂徳治君から膝の具合が悪いので当分の

間例会欠席（出席免除会員）

③　本日は米山奨学会の日　1ドル　140円

（新入会員スピーチ）

「私の人生と旅の思い出」

J．T．Bへ入社後、海

外旅行日本橋支店に配

属となり業務渡航の担

当として仕事をさせて

いただきました。

その頃の思い出は、

福岡行日航がハイジャッ

クされた時期でした。主として旅券の申請と査証

高橋　　登君

の取得、航空券の斡旋等やっておりました。当時

は渡航手続きも今の様に簡単にはできず、外貨ド

ル持出しも制限が有り、銀行の外国為替で承認を

もらわないと両替ができない時代でした。いそが

しい中にも完了した時の満足感は、忘れられない

思い出でした。

日本橋支店の2年間後は、堀留支店に転勤にな

りました。一般支店なので、国鉄の切符から国内、



海外旅行全てひとりで担当しておりました。

オイルショック前の頃でしたので、繊維問屋さ

んの海外招待ブームでも有り、年間結構、海外添

乗も多く有りました。又、変わった思い出として、

帽子問屋の社長さんに依頼されて香港へ1泊2日

の旅行に行ったことです。お客様1名に添乗員1

名ということでしたので、ケースがないため添乗

は認められず、自分の休暇で行ってきた状況でし

た。

それから私が国内旅行のナンバーワンとして思

う観光地は美幌峠より見る屈斜路湖、それも層雲

峡、石北峠より北見を通過して上がるコースです。

なぜか心を洗われる様な景観でした。

それから熱海のホテルで、部屋から飛び降り自

殺したお客様の添乗で、家族への連絡、警察の事

情聴取等と、大変な思いをしたことがあります。

募集団体の場合、出発間際の参加申込みの女性の

ひとり旅には充分注意する様に。

毎日の業務量も多く、さばききれない程の忙し

い毎日でしたが、そういう中にも楽しく仕事をさ

せていただいた記憶がいたします。

そして東京から、地元酒田支店へ転勤になりま

した。酒田支店での思い出は四国から伊勢参りの

2週間位の日程で臨時列車の中で荷物番として泊

り込み添乗した思い出があります。それから、酒

田で河村弁当部の食中毒の事件があったことを思

い出す人もいることと恩いますが、その食中毒の

弁当を、庄内農業高校での北海道修学旅行の際の

お昼の弁当として添乗員と引率の先生方の一部の

み食べ、幸い生徒達は各自持参の弁当を食べるこ

とになっておりましたので助かりました。食べた

先生は函館からの夜行列車で苦しみ血をはく状態

でした。添乗員の私も腹痛と下痢でおなかの中に

何もなくなる状態まで頑張りました。自分の苦し

みをかくしながら札幌へ到着してから先生の救急

車の手配等をやり、何とか気力でもち続け、3日

間も何も食べないで添乗を続けました。登別温泉

で初めて食事が出来る状態になった思い出があり

ます。仕事としての添乗員の苦しみでもありまし

た。先生は1週間の入院後、帰ってきた次第です。

それから4年後、現在の鶴岡支店に転勤となり

ました。モスクワオリンピックの前年に、ソ連14

日間の旅に添乗させていただくチャンスがあり、

共産国を訪れるのは私も初めての経験でした。特

にアメリカ、日本等がオリンピック不参加の為、

対日感情も良くない時期の訪問でしたので不安な

所もありました。

その1つとして、ナホトカ入港時にひとりひと

りのチェックがさびしく、お客様に事前に配布し

てあってガイドブックが日本の色とカラフトの色

が同色の為添乗員が別室で聴取され、ガイドブッ

クも全て没収され通関にあきれる程、時間がかかっ

た記憶があります。又、駅、空港での写真は禁じ

られておりましたがお客様のひとりが列車から外

の景色をとった人がおりました。どこでみていた

のか、不思議な状況なのですが、どこかの駅から

取調べ員がきてフイルム・メモの没収という不愉

快なこともありました。又、見学ヶ所の集合時間

に5分位お客様が遅れた時には、「だらしのない、

日本の国会と同じだ」と現地適訳に添乗員が罵声

をあびせられる始末でした。とにかく歴史の深い

見るべき所が多いソ連で、お客様はそれなりに楽

しまれてきた様ですが、訪問時期が悪いせいもあ

り、添乗員としては、あまり好印象ではありませ

んでした。

その当時は無我夢中でしたが、今思えばひとっ

ひとっがなっかしい思い出として残っております。

海外添乗は50回前後、国内はかぞえきれない程あ

りますか、特に印象に残っている思いを書いてみ

ました。



最後の話題としてはカネ・ヒマ・情報の三拍子

そろった二十代の若い女性OLの現在の遊び方は、

2～3人連れて都市型ホテルを利用してホテルを

自在に使いこなすのがブームで、そういった女性

達をHANAKO族と呼んでいる。ディズニーラ

ンド周辺のしゃれた外観のホテルのロビーティー

ラウンジにはそういった若い女性の姿が目立つ、

宿泊客の3～4割はHANAKO族だそうです。

彼女達は荷物を2～3個平均持って、それも大型

バックにぎっしり荷物をっめている女性が大半、

宿泊が1～2泊の宿泊パターンにすればあまりに

も荷物が、この荷物はいかにも多すぎる。中味は

ほとんど衣類、この衣類こそHANAKO族の必

需品なのである。

一度チェックインするとホテルから一歩も外へ

出ずプールで泳いだりのんびり過ごす。その優雅

な生活シーンを演出するために必要になるのが大

量の衣類。レストラン、バー、ティールーム、そ

れぞれの場所に応じて洋服はもちろん、靴、アク

セサリー、果ては帽子に至るまでとっかえファッ

ションを楽しむ非日常性を楽しむ。高い交通費を

払って遠くに行くより近場でリッチに過ごそうと

言うHANAKO族が今後も増え続けそうだとい

うことです。

以上で大変中味のない話で申し訳ありませんが、

新入会員スピーチとさせていただきます。有難う

御座居ました。

（新入会員紹介）
庄司嘉男君

氏　　名　　柏　倉　淳　宏君

（かしわぐらあっひろ）

生年月日　　昭和14年9月24日

自　　宅　　鶴岡市家中新町12－10

職　　業　　東北電力㈱　鶴岡営業所長

家　　族　　奥様　紀　子様　S22．3．18生

長男　伴　彦様　S45．1．27生

次男　隆　夫様　S47．7．2生

略　　歴　　明治大学商学部卒

趣　　味　　囲碁、ゴルフ、スキー

（新会員挨拶）
柏倉淳宏君

只今ご紹介いただき

ました東北電力の柏倉

であります。先任の三

浦所長同様によろしく

お願いいたします。若

干、ご挨拶申しあげさ

せていただきますと、

台風13号、17号とあいっぐなかで、雨がたくさん

降りまして渇水対策と云うことで、非常に頭をい

ためておったのですが、回復したと良いニュース

があります。

もう一つ東北勢がおゝいに活躍しました高校野

球で電力のパワーがうなぎ昇りに昇りまして、8

月22日決勝戦のあった日最大電力更新と云う大き

な記録をさせていただきました。最近にない二つ

の良いニュースがございました。

私は事務系統の労務関係経理関係と云う仕事で

ございましたが、営業機関の第一線で仕事をさせ

ていただくのは初めてでございます。何分にも未

熟者でございますがよろしくお願いします。

◎御尊父葬儀のお礼の言葉

三浦懐紙君

父がこの23日、94才にて死亡いたしました。26

日の葬儀には会長、幹事殿はか大勢の方々から御

焼香いただき感謝申し上げます。

生涯で最も印象の深かった出来事は、44年前の



広島での被爆体験でしょう。一家5人奇跡的に助

かりましたが、今もってその時の事がはっきり頭

にきざみこまれております。

父は原爆の洗礼を受けて長生きしたのでしょう

（委員会報告）

（インターアクト委員会）

秋元淳雄君

Ⅰ．A．C第253地区年次大会参加報告

期　　　間　平成元年8月7日～9日

ホスト校　福島県立岩瀬農業高校Ⅰ．A．C

ホストRC　須賀川R．C

経　　　過

8／7　アーレン．M．マッキーを加藤氏引率し、

岩瀬農校、宇津峰寮、集会室にて開会

式、宿泊室（アーレン）鏡石旅館

参加高校生88人

PMll：00　秋元、虎屋ホテルに到着

8／8　鏡石旅館AM8：30出発し

宇津峰登山（626m1350年北畠顕信

の山城跡「南北朝時代」）をする。

所用時間60分、市民の森を経て下山し、

あぶくま洞へ向う（1時間）

（あぶくま洞、昭和42年、石灰石採掘

場で発見された鍾乳洞、長さ600m、

滝根御殿と呼ばれる場所は高さ、幅と

も30mあり、気温12℃、台風の影響で

中は、しずくが多かった。）

あぶくま洞から円谷幸吉氏の生家へ

（円谷幸吉：7人兄弟の7番目、東京

オリンピック第3位、後自殺、ゼッケ

ン77、自殺した日は1月7日であり、

等しくも、数字の7に縁があり、遺言

は有名）

見学後　～　宿舎へ

8／9　岩瀬農高宇津峰寮で、奉仕活動の後、

班別のブロック発表

閉会式　　次年度ホスト校酒田中央高

校　　アーレン乗せ帰鶴

（国際奉仕委員牟）

塚原初男君

27日（日）ロータリー財団奨学生候補者とカウ

ンセラーのためのオリエンテーションが福島市で

開催され、当クラブ推薦の泉川由起さんと一緒に

出席してまいりました。

主な内容は次のとおりです。

1．当地区の申請書類は、8名全員の分、すでに

先方に送付済みであること。

2．行先が決定されるのは、明年5月頃になる見

込みであること。

3．それまでの間、トウフエルの試験を、毎月受

験するつもりで勉強し、少しでも高い点数（55

0点以上、大学によっては650点以上）を取って

おくこと。

4．行先希望大学は、各自第5志望まで申請書に

記入してあり、その変更はできないが、第1志

望校に必ずしもOKされるとは限らないので、

5大学全部の入学願書等の必要な書類をあらか

じめ入手しておくこと。

以上であります。

今後、事態の進展にともない、逐次ご報告致し

ますが、ロータリー財団委員会、国際奉仕関連の

委員会の方々はじめクラブの皆様には何かとお世

話になると存じますので、その節には何卒よろし

くお願い申し上げます。



（親睦委員会）
中沢　　進君

先週8月22日、納涼例会におきましては会員の

皆さんのご協力のもとに開催できました。厚くお

礼申し上げます。今日の会報にも当日の模様が掲

載されております。写真うつりの立派な方もおり

ますので後程スマイルを期待しております。

（rス　マイ‘ル）

石井敬三君　先週前会長の市川さんより30周

年誌に対するお礼をいただきま

した

御橋義締君　48年前の幻のチームだった鶴中

同期生渋谷裕氏と組んで8月27

日荘内病院長杯軟式庭球大会壮

年2部で優勝致しました。

阿蘇司朗君　8月12日全日本少年武道大会空

手道鶴岡市の1年生、2年生の

部チームと5年生、6年生のチー

ムが入賞し鶴岡市の空手道もやっ

と全日本レベルになって喜んで

おります。

塚原初男君　先週24日、アーレンの誕生日の

パーティーに招待をうけ、本場

仕込みの自らの手でつくったア

メリカ料理をタップリご馳走に

なってきましたので

鈴木　肇君　先週日曜日斎小学校の竣工式に

地区の皆さんといっしょに喜び

をわかちあってまいりました

藤川享胤君　私がPTA会長を務めている第

5小学校創立115周年記念とし

て屋根付きの土俵場を建築し、

去る25日無事土俵開きを厳催す

ることが出来ました。この事業

に関して多くのロータリアンの

皆様にご友情をいただき感謝い

たしまして。又、娘（アーレン）

が佐藤元伸ご夫妻より四国旅行

に連れていってもらい本人が非

常に喜んでおりました。この二

つの件で

佐藤元伸君　マッキーアーレンと四国旅行を

し本人が非常に喜んでおりまし

たので

佐々木詰彦君　園児の在席数が90名を越え91名

になりましたので

高橋良士君　先週の納涼ビアパーティーで裏

方として大変なご努力して下さ

いました親睦委員会、SAA委

員会の皆さんに心より感謝致し

まして

松田士郎君　先週の納涼ビアパーティーで会

報に2枚の写真の掲載と笹原頭

取といっしょの写真などめった

にない事で

中沢　進君　先週の納涼ビアパーティーに会

員の皆様より大変など協力を頂

（ビ　ジ　タ　ー）

阿部興二君　（鶴岡東R．C）

0米山寄付額　　7．067円（鶴岡R．C）

会員スピーチ　　御　橋　義　諦　君



第253地区鍔周ロータリークラブ第1522回例会会報1989（平1・9・5）（天候雨）

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・30～1‥30

二空き空室≡吏二、
会長高層展童　幹事腰脅策義彦　汐予矛等髄佐藤覇　鑓毒催患繋　徹　後金毒低斎藤昭痙牒毒性笹原濁黒　育妙寮毒値加藤軍

出席報告：会員 88名　出席60名　出席率70．27％　前回出席率70．27％ 修正出席数72名　確定出席率86．49％

（会長報告〕
高橋良士君

本日、午前11時30分より開催いたしました第3

回定例理事会の御報告を申し上げます。

第3回　定例理事会報告

1．特殊委員会の設置

①　ライラ準備委員会

委員会メンバーを御承認いただきまして第

1回準備委員会を9月26日に開催することと

決定いたしました。

（蟄　訪台準備委員会

本年度は台中港区ロータリークラブとの続

盟式の年度となっておりますので明年2月に

訪台の予定で準備をすすめておりますが、委

員長に板垣広志さんをお願いいたしまして、

早急に台中港区ロータリークラブとコンタク

トをとり日付を決定したいと存じます。

2．女性会員入会の件

本年4月、シンガポールのRI規定審議会で

採択されました、女性会員入会につきましては

葺　戦友の集い　　佐藤忠
普　私の終戦日は、台湾の或る小学校（仮校舎）

一一一∴－1＿

費　の初年兵は居りませんので勿論末席です。同年

本年度第1回ガバナー会議での報告を勘案し、

入会の賛否の会員アンケートを行い、理事会で

最終決定することと致しました。

3．新入会員、柏倉淳宏（かしわぐらあっひろ）君

の所属委員会はSAAといたしました。

4．9月19日は青少年委員会主催のクラブフォー

ラムを行いますので、プログラム委員会、SA

Aの皆様方も何卒よろしく御協力お倣い申し上

げます。

5．RI規定審議会で採択されました年2回の休

会は先月のお盆休会と明年のゴールデンウィー

ク中を設定したしまして、5月1日（火）を休

会と決定いたしました。

6．会員の佐古田義明君が此度こ仙台へ御栄転の

ため退会届を提出しておられましたが、理事会

で退会を承認いたしました。

8月30日（水）午後5時30分より鶴岡・ニューブ

ランズウィック友好協会の総会に出席して参りま

した。鶴岡ロータリークラブの会長は自動的にそ

の年度の副会長に選出されていますが、この会発

二手塁上1－了∵　＿∴∴∴∴＿＿∴∴

∴二・∴∴∴∴‡：÷
り食べることの話題です。激しい訓練後の食事費

警葦蔓蓋窯業蔓萱重要董
ます。いい世の中になりました。　　　　薯

薯■如・l州川小目品こ十日十㌧1・・・　エンジiイライフ・・∴

よきものに触れ、自分を知る ーロータリーの腐領の理解と巽題を－



足以来会長として両市の友好のために大変御轟力

下さいました、三井徹先生が此度勇退されまして、

新穂光一郎さんが新会長に就任されました。鶴岡・

ニューブランズウィック友好協会は鶴岡市の国際

交流の中核となっておりますので、新穂会長の益々

の御活躍を御期待申し上げる次第であります。

（幹事報旦）
佐々木吉吉彦君

1．来信・通知

①　8／30　会報・年次計画報告書到着

酒田R．C

②　8／301989～90ポリオプラス・テレホン

カード1，000円

申し込み10月31日まで

日本ポリオプラス委員会

③　8／30　89市民福祉のつどい「明日の地域

を考えるボランティアフォーラム」

青年センター　9月7日

9：30～12：20

鶴岡市社会福祉協議会

④　9／1　ロータリアン・ハンドブック

1，000円

第250地区　PG　秋永智徳氏

⑤　9／1会報到着　酒田東R．C

⑥　9／1　RIニュース。世界社会奉仕プロ

ジェクト交換。友情交換のすべて。

情報抄録。国際大会直前直後のホー

ムステイに関する必須事項。

公式名簿注文カード。

ガバナー事務局

⑦　9／2　挨　拶　状

東北電力・三浦　　勉氏

⑧　9／4　劇団ふるさときゃらばん

ムラは3・3・7拍子公演案内

⑨　9／4　業務開始挨拶状

ワコウ工業　若生恒吉氏

2．例会変更

八　幡R．C　9／6座禅例会の為場所変更

会　場　「普門院」

点　鐘12：30

登録料1，200円

酒田東R．C　9／14酒田R．C，30周年式典参

加のため時間変更

点　鐘11：00

酒田中央R．C　9／8新人会員セミナーに振替

会　場　「ホテルリッチ酒田」

点　鐘15：00

9／22（金）月見例会のため

会　場　「相馬屋」

点　鐘19：00

登録料　6，000円

（ラストスピーチ〕

財　団　奨　学　生　の　心　得

みなさんこんにちは、

泉川由起と申します。

私はロータリーの例会

に出席するのは3回目

です。1回目は、鶴岡

市の姉妹都市であるニュ

泉川由起さん

一プランズウィック市に親善使節国として訪問し

た時、NBのロータリークラブに。2回目は鶴岡

西ロータリークラブで、ゲスト・スピーチを。そ

して3回目が今日なのですが、今日が一番緊張し

ています。

このたびは、鶴岡ロータリークラブに推薦して



いただき、財団奨学生の試験を受けました。皆さ

んには大変ご心配をおかけしましたが、なんとか

財団奨学生候補になることができました。推薦し

て下さった市川さん、煩雑な手続きをひきうけて

下さった松田さん、私を励まして下さった高橋先

生、佐々木先生、新穂さんはじめ皆さんに、心か

ら感謝しています。

8月27日福島でありました、財団奨学生オリエ

ンテーションに塚原先生と一緒に行って参りまし

た。そこでは、財団奨学生としての立場や、これ

からの手続きについてのお話がありました。志望

校の入学案内は、早めにとりよせた方がいいとい

うことでしたので、私も志望する5つの大学に願

書請求の手紙を出したところです。私は山形放送

の報道制作に4年弱おりましたので、専攻はジャー

ナリズムです。志望する大学はどれもレベルが高

く、私の実力で入れるものかどうか、はなはだ疑

問ですが、ご報告までに皆さんにおしらせしてお

きますと、

第1志望　ボストン大学（アメリカ）

第2志望　ウィスコンシン大

マディソン校（アメリカ）

第3志望　ライアーソン大学（カナダ）

第4志望　カールトン大学（カナダ）

第5志望　ランカスター大学（イギリス）

です。みなさんの期待をうらざらないように、ト

フルのスコアアップをめざして頑張りたいと思い

ます。なお、蛇足ですが10月7・8日の年次大会

では司会でお手伝いをいたしますので、よろしく

お原臥＼します。

このたびは本当にありがとうございました。

新会畠妄tlr＿モ

「東北の電気通信とNTT」

今日は、少し私共の

PRと言うことになる

かも知れませんが、「東

北の電気通信とNTT」

と言うテーマでお話さ

せて頂きたいと思いま

す。それでは、お手元

にお配りしている資料

に従いましてご説明致します。

先ず、電気通信市場の現状ですが、昭和61年に

DDI（第二電電）とかJT（日本テレコム）と

言ったいわゆるNCC（New Common Carrier）

が相次いで市場に参入してきたわけですが、この

結果東名阪の市場を例にとりますと、63年度には

市外電話市場で7％、市外専用線市場では17％の

シェアをNCCが占めるに到っています。市場参

奥野洋一君

入して僅か2年余りで、このようなシェアを占め

るに到ったことは、例えばアメリカと比べるとそ

の成長の速さは驚くべきものであります。

無線呼出の市場、これはいわゆるポケットベル

のことでありますが、競合エリア全体におけるN

CCのシェアは63年度で13％に上っています。

さて、それでは東北においてはどうか、といい

ますと、既にご案内のとおり、今年の5月からN

CCが市外電話、市外専用線市場に参入しており

ます。5月にはDDI、6月にはJTが主に東北

新幹線沿いの太平洋側をェリアとしてサービスを

始めていますが、一部山形県の内陸、秋田県の内

陸もサービスエリアに入っています。市外電話市

場におけるNCCのシェアは新聞報道によります

と、当面、回線数で10％程度になるものと予想さ

れています。当庄内地域ではまだこれらのサービ



スは始まっていませんが、早晩開始されるものと

思われます。また、ポケットベルの分野では、す

でにこの7月から競争市場になっていることは、

ご案内のとおりであります。自動車電話について

も既に新会社が設立されており、来年にはサービ

スが開始されるものと思われます。

電気通信市場の現状についてお話ししましたが、

更に有効な競争市場を整備するために、次のよう

な取り組みを行っています。まず通信の自由化に

ついては公正な接続条件を確保するという観点か

ら、NCCの要望に合わせID化を促進する事と

しています。なおID化とは、NTTの交換機に

対して発進加入者番号（市外局番＋市内局番＋加

入者番号）を送出する機能を付加することですが、

POI（Point ofInterface）設置区域（郡山、

福島、仙台、盛岡等）については平成元年度早期

に、POI隣接区域については平成元年度末まで

にID化を完了することにしています。ちなみに

NCC綱を利用した場合の接続形態は、発進加入

者から発進側POIまではNTT回線、発進側P

OIから着信側POIまではNCC回線、着信側

POIから着信加入者まではNTT回線を使用す

ることになります。

次に、NTTが保有するネットワーク情報、サー

ビス利用状況、技術情報、研究開発成果など各種

情報を、お客様のプランバシーに係わるものやN

TTのセキュリティーに係わるものを除き、社外

の皆様に公開しております。

以上のように、東北地方においても、電気通信

分野での競争状態はますます進んで参りますが、

このような動きに対応するため、NTTにおいて

も様々の経営改善のための施策を実施してきてお

ります。本年4月からは、これまでの電報電話局

という呼び方を改め、支店または営業所という名

称に変更致しました。このほかにも次のような施

策を行っています。

まず料金値下げですが、60年の民営化以降現在

に到るまで6回にわたって実施して来ておりまし

て、その間の値下げ額の合計は2，000億円を上回っ

ています。また、近距離と遠距離の格差、いわゆ

る遠近格差も、最大1：72あったものが、現在で

は1：33まで改善されております。

また、現在経営の効率化を目指して業務の集約

を行っております。例えば交換機を保守する部門

は60年には83局あったものが、元年度末には28局

になる予定です。ちなみに山形県ではどうかとい

いますと、13局から4局になる予定です。電報部

門は現在は福島を除き、各県庁所在地支店に集約

されていますが、これを今後どうするか現在検討

中です。「104」などのオペレータ部門は62局から

43局へ集約しております。山形の場合は8から5

となっています。現在オペレータ部門はランダム

方式を採っておりまして、例えば鶴岡のお客様が

「104」に電話をして、鶴岡の回線が一杯の時は山

形や酒田、米沢などに回っていく仕組みになって

います。

このような業務集約を行いながら人員も減らし

ておりまして、59年度四部SP24，350名おりまし

たものが、63年度には四部SP21，000名となって

います。当鶴岡支店でもこの間に50名減っており

まして、現在はおよそ260名となっています。こ

の結果、当然のことながら、社員一人当りの受持

電話加入数は増えております。

更にサービス業としてお客様の向上に努めるこ

とは当然の事です。NTTのお客様サービスは資

料にあるような評価を受けていたわけですが、こ

れを踏まえて、更にお客様の立場に立ったサービ

スの充実を図るべく、現在ベストサービスと称し

て、お客様の電話に速くでるとか、工事工程の短

縮を図る、あるいは応接マナーの向上といったこ

とに取り組んでおります。

次に、地域情報化、地域振興に対する取り組み

についてです。体に例えると交通体系は血管系に

あたるのに対し、情報通信は神経系にあたるので

はないかと思います。現在国が進めている四全総

では多極分散型の国土造りが指向されております

が、このためには高度情報通信体系の整備が不可

欠であります。東北地方においてもテレトピアや



ニューメディアコミュニティといったニューメディ

ア関連の地域振興計画が進められていますが、N

TTもこれらの事業に色々な面から協力しており

ます。例えばテレトピアでは4つの第三セクター

会社（仙台－パソコン通信、福島－キャプテン、

米沢一CATV、秋田－キャプテン）に出資して

います。また東北の国際的情報基地化を目指して、

東北7県の産・学・官の連携のもとにすすめられ

ている東北インテリジェントコスモス構想に対し

ても、資料にあるような会社への出資など積極的

な協力を行っています。その他、テレマーケティ

ング手法を使った各地の特産品の産地直送や少年

野球教室、バレーボール教室の開催など地域おこ

しに努めています。

最後にNTTの経営形態のありかたについて簡

単に述べさせて頂きます。日本電信電話株式会社

法の規定によると、来年の3月を目途にNTTの

ありかたについて必要な見直しが図られることに

なっています。これを受けて郵政省電気通信審議

会で現在NTTの経営形態のありかた、特に分割

の問題が論議されており、この秋にも中間報告が

出される予定です。この問題を考える場合に大切

なことは、分割した場合のメリット、デメリット

を比較してどういう形態がユーザーからみて最も

都合がいいかという視点から判断すべきであると

いうことです。そういう視点から見た場合、料金

の問題、将来のディジタルサービスの全国展開、

公共性の確保の問題、あるいは株式の問題などデ

メリットが多く、分割については慎重に論議され

るべきと考えます。なお資料には、アメリカ、イ

ギリスの場合が掲載されていますが、アメリカの

場合はこれまでの電気通信事業の生い立ちの経緯

が日本と大きくことなっているはか、AT＆T分

割の背景にも特別のものがあります。イギリスの

場合は分割に伴う混乱、ロスを避ける、あるいは

国際市場でアメリカ、イギリスに対抗していく観

点からBTの分割はされておりません。

以上で私の新入会員スピーチを終わらせて頂き

ます。どうも有り難うございました。

（会員スピーチ）

庄内の釣りのルーツをたずねて

全国的に見ても、ま

れにみる磯釣りの好き

な庄内の人達は、誰言

うとなく人から人へと

口伝えに、庄内の鈎の

ルーツをこう考えてい

る。

長い戦国時代から、

徳川の時代となり平和、大平の時代が続きそれに

つれて、心身の鍛練を怠る藩士を見て、庄内、酒

井の殿様が、武芸百般の一つとして磯釣りを奨励

し、自ら率先して行なったのが始まりであるとさ

村上龍男君

れてきた。

しかし本当の所はどうだったのだろう。本当に

殿様の号令一声で始まったものだろうか？。又、

言われている程250年も以前からの伝統があるの

だろうか。疑問に思っていた事であるし、何か古

い文献等が残っていないものだろうか常々心に掛っ

ていた。

その疑問を、わずかながら伺い知る事の出来る

文書を見る機会があったので御紹介したい。

昭和57年の温海町公報に、昔を訪ねてという欄

がある。それに「殿様の御入湯と釣り」が3回に

渡って紹介されている。



それによると、歴代の殿様が温海温泉に湯治に

行っている。内容を良く見ると、湯治というより

は、物見遊山といったほうが良い。

殿様が女中や、奥方を連れ、釜谷坂や、岩崎の

磯に遊びに行って、シンヂョ、拍子、天口等を釣っ

て喜んでいる。又手繰網でとった魚を「活けす」

に入れ、ながめたり、はえ縄で、シンヂョ、油子

等がとれる所をながめて喜んでいるし、鼠ヶ関の

弁天様にお参りに行ったり、連日の如く遊び歩い

ている。

磯釣りも、そんな中から自然発生的に段々と藩

士達の間に広まって行ったものと想像出来る。

歴代の殿様の中で延享2年の第七代酒井忠寄の

御入湯の記録を御紹介すると、4月入湯予定の1

ケ月あまりも前から、度々前触れが行なわれ、諸

準備や厳重な注意が達せられた。

1．火の用心が第一、人数を増やす事。

1．衡通の筋の村々はきれいに掃除し柴くね屋根

のぐしの手人をする事。

1．乱気がましき人は、遠方の村へやっておく事。

午馬や犬は放しておかない事。

1．御用人足の人柄を良く吟味する事。

1．堅苔沢村から、大岩川村までのうち御釣場を

良く見ておく事。

1．御入場の頃になると、タナゴの聞入り最中と

思われるから、村々追い網を拾えおき上手な

者を用意しておく事。

1．御用の薪、馬の飼料大豆、糖は用意しておく

事。

1．御入湯中は特別用のある者のほか湯村に来て

はならない。

1．湯村の人は高声を出さない事。女子供迄、小

うた等小声でも一切うたわない事。

など細かい注意書きがある。

特に面白いのは釣り道具の用意を命ぜられた事

であった。

1．釣針150本、但しあぶらこ針、その割出しは、

内75本は小波渡村から、同75本は堅苔沢村か

ら、その内35本は小針。

1．糸異、170本、長さ三尋から四尋まで。内85

本は堅苔沢村。

1．釣竿、70本、御相手釣竿、これは山浜京田組

から出すことになっている。

ここで考えられるのは釣竿75本は「御相手釣竿」

と書いてある所を見ると、お供の武士達のもので、

殿様の分は前々から立派な釣り具が用意されてあ

るものと考えてよいと思う。

と公報に記されている。今から240数年前すで

に、庄内ではある程度磯釣りがされており、いわ

ゆる庄内竿と思われるものが使用され始めていた

ふしがある。

殿様だけが、立派な竿を持っていて、あとのお

供、百数十名中、70本の釣竿を使った武士達は、

他人の釣り具を使用する素人であったようなので、

まだごく一部の人達の道楽程度の釣り熱と思われ

るのである。

そして殿様も4月18日、天気も良かったと見え

て僅かなお供を連れて磯遊びにお出掛けになった。

釜谷坂磯の岩崎1、2ヶ所でお釣りになりそれ

よりも70郎村下の方岩崎にてお釣りになり、シン

ヂョ、油子、天口の類、物数5つもお釣りになり、

大変お喜びになった、とある。

まるで、ずぶの素人釣り師が始めて釣った小魚

に心から楽しんでいる風情が想像出来る。

この様に、殿様だけでなく、奥方の御入湯のこ

ともあったが、同じように釣り具の用意が命ぜら

れている。

恐らくお供の藩士達が磯釣りを楽しんだもので

あろう。そして釣り具の準備を細かい所までなさ

れるようになり、釣り場を前々よりお止め場とし

て、何者なりとも殺生を禁じられたりしている。

殿様の御入湯と磯釣りの事は、沢山あってなか

なか面白いが、嘉承三年、第11代忠発の場合をみ

ると。

この時は釣り道具については、次のような前触

れであった。「御釣道具は御持たせ相成り候事」

で釣り具は持参することになった。

おそらく殿様はじめ家来の問に釣り熱が高まり、



各自が自慢の道具を持っようになった事を物語る

のであろうと広報にある。

事実その通りであろう、忠発公は記録によると

入湯中折さえあれば磯釣りをしている。

もし言い伝えが本当であるとすれば、第11代の

忠発公が、自らも磯釣りに熱中し、家来にも奨励

したのではないかと思われる。

この様に記録を見ると、伝統的には250年程前

に始まっていたものがあると思われるが、現在想

像されているような、武士達の釣り熱が高まった

のは意外と新しく、150年程前ということになるの

ではないかと想像している。

（冬季の療‾面つ
佐古田義明君

佐古田でございます。

この度、社命により仙

台に転勤する事となり

ました。昭和61年4月

1日より鶴岡ロータリー

クラブに入会させてい

ただき3年半お世話に

なりました。

クラブの活動に関しては何一つお手伝いが出来

なく大変申し分けなく思っております。しかし入

社して20年余り、会社関係者との親睦はありまし

たが、当クラブの様に幅広い職業の方々と少しで

も親睦を深める事が出来た事は、私にとってすぼ

らしい3年半であったと思い非常に感謝しており

ます。皆様方の豊富な体験談等、酒席また例会時

を通し教えて頂いた事を今後の仕事の中に生かし

て行きたいと思います。今度の仕事は、物的流通

本部・第一物流運営課長として仙台に駐在し東北

全店をカバー致します。庄内を例にとりましても、

庄内空港開港、高速道路設置と物の流れに変化が

出ると思います。最後になりましたが、鶴岡ロー

タリークラブの益々の発展と皆様方の御健勝をお

祈り致しましてお別れの挨拶と致します。本当に

長い間ありがとうございました。

（委員会報告）

（車際青少年交換委員会）
荒井宏明君

9月2日（土）にアメリカ・カナダからの来日

学生を中心に、蔵王のホテル樹林で第1回オリエ

ンテーションを開催致しました。

来日以来まだ一週間しかたってないにも拘わら

ず、持ち前の明るさとノリの軽さですっかり打ち

解け、深夜まで語り飲み食い楽しんで一夜を過ご

しました。

学校の文化祭で夜遅く到着した子があり、又翌

日学校の運動会があるという事で夜遅く車で帰っ

ていった子があり、それを支えてくれた保護者の

方々は大変ご苦労様でした。

アメリカ・カナダからの学生5名、オーストラ

リアからの学生3名、帰国学生8名、保護者、地

区委員15名計31名の出席を戴き無事オリエンテー

ション・歓迎会を終了致しました事をご報告致し

（出席委員会）

年間皆出席

3年間皆出席　　忠　鉢　　　徹君

1年間皆出席　　阿　部　　　貢君

8月100％出席　　　54名

阿蘇、阿部（与）、藤川、奥野、秋野（昭）、石井、

石川（寿）、石黒、板垣（俊）、板垣（広）、市川、

飯野、毛呂、迎田、松田、皆川、村中、松永、

中江、中沢、笹原（桂）、佐藤（昇）、佐藤（忠）、

佐藤（順）、佐藤（衛）、佐藤（友）、新穂、荘司、

笹原（信）、矢口、庄司、鈴木（茂）、佐々木、

鈴木（肇）、斎藤（昭）、高橋（良）、丹下、高田、

塚原、忠鉢、堆永、若生、山口、吉野、日向、

来海、阿部（貢）、富田（利）、阿部（信）、秋元、

嶺岸、園部、村上、柏倉



9月会員誕生

上　野　三　郎君　　　阿　部　　　貢君

小　池　繁　治君　　　加　藤　　　賢君

柏　倉　淳　宏君

奥様誕生

三　井　　　糸様　　　三　井　順　子様

忠　鉢　泰　子様

（ス　マイ　ル）

佐藤友吉君　押切小学校校舎改築工事　同校

屋内運動場改築工事　同校水泳

プール建設及び屋外教育環境整

備（外溝2工区）工事竣工して

秋本順雄君　北海道で行われました国体夏期

大会で、佐藤元伸さんの長男佐

藤仲春君が400m個人メドレー

で6位に入賞されましたので。

新穂光一郎君　三井徹ニュー・ブランズウィッ

ク友好協会会長が高齢と健康上

の理由で辞任なされ、その後任

に推挙されました。

尚、三井先生は顧問として、我

々にアドバイス戴ける事になっ

ております。

阿部与十郎君　従業員案から出火大変ご心配を

かけました。

現在湯野浜の防災関係はコンピ

ューターを使った立派な設備が

出来ており、火災報知器も常備

消防に連絡になって存在が分か

るようになっており、今回も非

常に助かりました。

奥野洋一君　9／1の防災の日に、山形県総

合防災訓練が実施され電気通信

訓練に参加無事終了しました。

いま鶴岡市体育館で開催されて

いる自棄社美術展にNTTアー

ト賞で参加

藤川享胤君　今週末から6週間アメリカに参

ります。寂しいでしょうが、10

月の末まで。

アーレンが今日から羽黒高校の

修学旅行で参りました。私の所

から今度交換オーストリアに行

っている斎藤さゆりの宅にホー

ムステイして帰ります。色々と

心を配って戴いた方に感謝して。

村上龍男君　仕事で1カ月半ぶりで出てきま

した。

磯釣り大会（10／1）を世話す

ることになりました。大勢参加

して下さい。

三浦恒棋君　ただ今鶴岡市体育館にて自棄社

第114回美術展が開催されてお

ります。皆さんお揃でおいで下

さい。

この度石井さんが見事「ホルペ

イン賞」を受賞されました。

石井敬三君　「ホルペイン賞」あまり自慢出

来る賞ではないが受賞したので。

（ビ　ジタ二⊃

小　川　　　清君（山形南R．C）

渡　部　晃　雄君（温　海R．C）

上　野　朝　重君（鶴岡東R．C）

カット　　三浦恒祓君

クラブフォーラム　　青少年奉仕委員会
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ロータリーを楽しもう！

廻会豪傑斎蔭　昭

出席報告：会員87名　出席62名　出席率73．97％　前回出席率70．27％　修正出席数71名　確定出席率85．14％

（会長報告）

高橋良士君

明年5月11日より13日まで、鶴岡ロータリーク

ラブがホストクラブとして開催されますライラ研

修会の準備委員会につきまして、加藤ライラ地区

委員より委員の指名があり、先週の理事会で承認

されましたのでお名前を発表いたします。

尚第1回ライラ準備委員会は9月26日開催いた

します。

さて、連日の雨と、むし暑さでまだ爽やかな秋

とは言いがたい日がっづいておりますが、会員の

皆様方は大変お忙しい方ばかりですので、夏休み

は如何だったでしょうか。8月のお盆休みも大型

休暇として日本人の生活にすっかり定着してきた

様であります。約30年前、私が留学しておりまし

た西ドイツでは、企業は勿論のこと個人の商店、

例えば洋品店や床やでも1～2週間、夏には休養

し避暑に出かけ、たっぷり休暇を楽しんでいるの

には、戦後極めて我国と同じ様な運命をたどった

国同志でありながら、どうしてこんな違いがある

のかと大きな驚きを感じた記憶があります。

欧米並とはいかないまでも、我国でも1週間か

ら10日以上の夏休みをとる企業が増えつつありま

す。

今日の日本の経済繁栄はたしかにワークホリッ

クといわれながら働きつづけた日本人によっても

たらされたのは事実でありますが、その反面、過

労死という、いたましい犠牲者をもたらしたるは、

社会問題にもなっております。そろそろ日本人も

出来うる限り十分休暇をとって生活をェンジョイ

し、リフレッシュすることは心身医学的にも大切

な事でありますし、過労死の予防になると思われ

‥‾三三二二工三三l∴二二＿＿ll　‾‾l‾

曹ここ数年来、各地で新しい商店鰍動き董藁葺蔓萎重量要務
曹

曹　u商店街に求めるENJOYLIFE”小池繁治

菅　が活発になっています。特に古い町の中心的商

曹　店の集積だった昔ながらの商店街が、駅の周辺　造の第一歩をヤット踏み出しました。

曹　或は国道筋の部外店の競争の中で、車社会への　“アーケードの美しいまち”“情報の提供で　尊

書　対応、ハード面で施設の陳腐、ソフト面で組織、　きるまち’’“コミュニティ活動のあるまち”琶

曹　人材づくりの弱体、商店会に求められて久しい　“アメニティを感じるまち”等々めざしていま　曹

二∵‾二三∴手二手二‥二‾ご二日三三云読l＿－＿l琶

よきものに触れ、自分を知る 十十1コークリーの粛領の理解と実践を－



ますが、残念ながら、かく申す私もここ何年問も

夏休みをとっておりません。季節の変り目はとか

く体調が不調となりがちですので、会員の皆様方

にはくれぐれも御自愛下さいます様に。

R．l．」．A準備委員会（名簿案）

準備委員長　御　頼　義　諦

幹　　事　碓　永　節　雄

副　幹　事　塚　原　初　男

喜田川　博　也

会　　計　村　中　文　章

小委員会委員長

総　　務　秋　元　順　雄

庶　　務　松　田　士　郎

会　　場　阿　部　信　矢

登　　録　石　川　一　男

記　　　録　嶺　岸　穫　三

宿泊・交通　荒　井　宏　明

接　　待　佐　藤　元　伸

医　　務　斎　藤　寿　－

（幹事報告）

佐々木治彦君

1；来信・通知

（D g／7　ロータリーダイアリー

1，030円

ロータリーカレンダー

515円

申し込み締切10月5日

ロータリーの友（事務局）

②　9／8　南陽R．C　認証状伝達式案内

会　場　滝　波

式　典　14：00

登録料　10，000円

申し込み締切　9月20日

③　9／8　東北電力　資料・電力情報

④　9／11会報到着　東京R．C

（9　9／11会報送付に対してお礼状

PG　吉田　　仁

⑥　9／11ロータリー役員必携

1，800円　イシイ出版

⑦　9／11財団奨学生のための

ニュースレター草案・RI事務局

2；例会変更

鶴岡東R．C　9／20（水）創立二周年記念例会

会　場　　「五番館」

点　鐘　16：30

登録料　4，000円

9／27（水）四クラブ合同例会

点　鐘　16：30

余　目R．C　9／27（水）会場変更

センチュリープラザ「和心」

点　鐘　16：30

登録料　1，200円



（会員スピーチ）

「甲　子　園　野　球　と　大　亀」

今年の夏の甲子園野

球は、東北勢の活躍が

目立ち、秋田経法大高

の中川投手の一見あど

けなさの中に達しさを、

仙台育英高の大越投手

の飽くなき闘志等を見て、ひた向きな若さに思わ

ず拍手を送った。若さは何物にも換えがたい魅力

を持っている。

さて、平田正君（鶴中同期・吾郎氏の孫）から、

数年前に『君、鶴南を何とか甲子園にやる方法は

ないかい！』と言われたことが有る。俺と同じ事

を言うなとは思ったが、「……結論から言えば今

は無理だよ…」と言った覚えが有る。（可能性0

とは違う）

NAZEKA？、生徒（選手）を取り巻く環境・

条件が抜本的に変る・改善される事と、強運を引

き付ける事ができれば毎年チャンスは巡ってくる

のだ。

あの時は、こんな話しを聞いたのだった。その

年、鶴南高はホームランが出たり、逆転勝ちした

りで、優勝とまではいかずとも、かなりいい所ま

で行きそうだなと思った………淡い夢だった。そ

して後から漏れ聞いた話しにはいささか度しがた

い痴性を感じて腹が立った事を覚えている。

応援団を送ったら！と言う提案に、職員会議で

『まだ三回戦ですからね』……と言う発言があっ

御橋義諦君

て一件落着とか。（三回戦を抜けるとベスト8に

出る事を知っての事か）運も力なり！勢い・強運

は黙って付くものではない、運は呼び込むのだと

も思う事がスポーツではよく有る。

昭和52年7月、私は酒田工業高校教頭の時ラッ

キーなことに酒工野球部が甲子園行きを果たして

くれ、更に－回戦都城高5－2で破って（県内で

公立高一回戦勝利の記録はこれだけである）、狂

気乱舞させて貰ったいい思い出が有る。

戦い済んで酒田の借家に帰ってホットした8月

18日、ふと窓際の芝生の上に動くもの、『亀』だ！

30cmはある大亀が足元に寄ってくる。

その年の春は、選抜大会で酒田東高が大火復興の

尖兵として、話題を呼んで甲子園に出場した。

その時のマンガ雑誌「ジャンプ」に亀ヶ崎城跡

に（酒東の場所）大亀が上がって来て勝利をもた

らし晴れの甲子園行きとなった……という下りが

有った。

隣にいた家内に、これはひょっとすると、あの

大亀の子孫ではないか？と言ってみた。

時が立つにつれ、段々その気になり、……どこ

に放そうかという話しになった。今度は鶴岡に運

が付くようにと考えた。ところで、公園の堀は？…

あそこは学校には近いが、夜に亀が道路に上がっ

て自動車にでもひかれたら困るし…さて、…そう

だ亀と言えばお山王さんの池がある、あそこなら

大丈夫だろうと言う事で、山王町の日枝神社の池



に「頼むぞ」と言った気持ちで放した。

翌昭和53年7月28日、米商を3－1で破った鶴

商学園高が甲子園に出場した。鶴南や鶴工ではな

かったが。

鶴商は同じ君島投手（秋田出身）を擁して54年

3月27日（私の誕生日）、選抜大会で強豪の天理

高を5－2で破って、鶴岡勢では初めて甲子園の

一勝を勝ち取ってくれた。

（委員会報告）

（ロータリ情報委員会）

佐藤元伸君

新入会員セミナーについて

9月8日に予定通り参加者多数の出席の下、無

事開催されました。

有意義な会でした

新入会員の今後のご活躍を期待しています。

（親睦委員会）

中沢　　進君

①　4クラブ合同例会のご案内で登録料を5，000

円としてありますが、鶴岡クラブのみ3，000円

ですので、ご承知おき下さい。

（診10月1日の親睦磯釣り大会に多数のご参加を

村上さんに世話役をお願いいたしました。

（診　クラブのゴルフコンペは9月より10月の18日

に延期致します。詳しくは後日にご案内致しま

（ス　マ　イ　ル）

佐藤元伸君　先週例会を欠席しましたが、私

の子供のために秋本さんにスマ

イルいただきましたので、その

お礼としてスマイル致します。

若生恒吉君　7月1日に株式会社ワコウ工業

を設立致しました。この9月1

日より給排水設備を主とした営

業を開始致しましたので、どう

ぞよろしくお願いします。

（ビ　ジ　タ　ー）

な　　　し

4クラブ合同例会

カット　三　浦　恒　棋君



第253地区鍔周ロータリークラブ第1524回例会会報1989（平1．凱19）（天候雨）

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‥30～1‥30

出席報告：会員87名　出席57名　出席率69．86％　前回出席率73．97％　修正出席数74名　確定出席率90．41％

（会長報告）
高橋良士君

9月は、青少年活動月間で御座居ますので、本

日はインターアクトに大変御熱心で、しかも御理

解をおもちの鶴岡西高の東山先生と舟渡修君をお

招きいたしましてスピーチをお願いすることとい

たしました。東山先生には御多忙のところ御来席

いただきまして厚く御礼申し上げます。

主催及び企画は青少年奉仕委員会で御座居ます。

皆様方の御静聴をお願い申し上げます。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

1；来信・通知

①　9／13　年次計画・報告書・会報到着

遊佐R．C

②　9／14　新人会員セミナー参加に対しての

お礼状・竹内分区代理から

③　9／18　会報到着

山　形R．C・山形西R．C

④　9／181989年版手続要覧　RI日本支局

2；例会変更

八　幡R．C　9／20（水）あゆ例会のため

場　所　　八　森　荘

点　鐘　18：30

登録料　　3，000円

◎　ゲスト紹介

秋野　　忠君
・東山昭子先生

県立鶴岡西高等学校教授

著作に「庄内の風土・人と文学」
・丹原　　修君

鶴岡西高等学校二年在学中

山形県企画調整部主管

県下20名の代表として

山形県青少年大使　　コロラド州へ派遣

、∴・～、十、・一∫ご言、∴工云川品言言∴∴∴、品一・

蓋姦孟書聖蓋主語妻薫喜藁垂歪葦
いオヤジそう言うお前の魚の印しは名前は”と言っ　膏‾二‾圭∴∵∴十二二

竿をおろした時“おいあっちへ行け”と怒鳴られ　萱

＿二二三十∵十∵三三
で底まきをずっとしているんだぞ”と又怒鳴る。－　‾∴‥∴・∴‥・　一・二∵ェ云元イ≠ノラ■∴、－

萱　釣りの余話　　　中江　亮

∴∴二㍉二㌦‥‾二二

十∵二÷十十
普　人が落ちていた。仲間と命がけで助け上げたとこ

≒∴：‾∵㍉∵二二二二‾二二

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細顔の厚解と実践を∬



（ゲストスピーチ）

若い世代の体験　と成長

彼が応募した事業は、

参加者20名中男子が2

名で、女性が18名でし

た。男子がこういう場

にもっと積極的に参加

していく、参加させて

いくという体制が必要

なのではないかと思っ

ています。

最初、舟腰君が出かける時にも、行く前は、あ

いさつなんかはっきりしない面がありまして、日

本の代表として大丈夫行けるのかなんて、大分ハッ
パをかけていたところがありました。帰ってきた

日は、さすがちゃんと「このように元気に帰って

参りました」という風に、すっきりあいさつが出

来るようになって帰ってきました。

やはり、いきなりでも良いから、こうした体験

をさせて育ててくださるということが必要なのだ

と思います。今日も「僕いいよ」とか云っていた

んですけれども、こうやってお話させていただく

機会をもうけさせていただきました。

体験して成長していくという、成長率の良さは、

こういう若い時が一番大きいように私は見ていま

す。ですから学校教育の中だけで出来ない部分を

ロータリーさんなどの中では、ゲストとして何人

かお呼びいただいて、一度やらせてもらうと、話

し方でも何でも、ここへ立っあるいは話す言葉自

体も選んで話せるようになります。あるいは、交

歓会という形で、前に西ロータリーさんとはソフ

トボールであるとか、ボーリングとかいうことで、

お集まりさせていただいたことがあります。

若い子は、時間が割とルーズなものですから、

時間を守ってきちんとやる、あるいは呼ばれて大

きな声で「ハイ」という返事が出来るとか、出来

ないとかいう部分も、やらせていただいて、その

時に的確なご助言をいただくと素直さだけは、い

ま若い分、まだまだあるという風に私は見ており

ます。ですから、どうしようもないような形の部

分でも、今ある中から更にもう一歩ということで

東山昭子氏

見ていて一つずつ、今の段階からもう一歩という

形で若い人達を育てていただければありがたいも

のだなあという風に私は思っております。

もう一つだけ、今外国へ行って、初めて日本と

いうのを逆に見る目を得たようなことでありまし

たけれども、そういったようにわが住む街につい

てのことが、割と子供達、分からないでおります。

私共も分からない部分が多い訳ですけれども。

先程、秋野さんから、何かロータリアンの方に

期待することということがございましたが、各お

仕事の分野で、第一線で活躍されていらっしゃる

方々のお集まりだろうと思っておりますので、各

職場での、ある．いは各人の歩んでこられた人生経

験の中から、にじみ出る部分のところを直接お言

葉で若い人達に語っていただけるようなそういう

機会を持っていただきたいと思っております。

鶴岡酉高インターアクトの方は、只今斎藤みゑ

子先生が担当しておりますけれども、各ゲストに

スピーチをお願いいたしまして、学校の方に来て

いただいて、クラブの生徒へ各仕事場でのお話、

あるいは残り少くなってきている戦争の体験談の
一つにしても矢弾のなかをくぐり、重い車を引き

ながら大陸を切り抜けてきた体験などを生徒は非

常に感激をもって聞きます。

なんとかそういう意味で自分の人生体験なり、

あるいは、各事業の第一線で若い人に望むことと

いうのを、直接お言葉で生徒に対し語っていただ

けたらありがたいと思っております。本日はどう

もありがとうございました。



山形県青少年大使コロラド州派遣事業

体　　　験

7月25日（火）

朝7時に山形空港に

到着した。昨日はなか

なか眠れなかった。朝

は早かったが苦になら

なかった。初めての飛

行機でみんなさわいで
いた。まるでエレベー

ターの強いもののよう

に感じた。やっぱり当

然のように自分の英語力、そしてアメリカでの人

との接し方、生活、暮らしていく仲間への不安、

そしてそれに対してのある種の期待もあった。

飛行機では朝・昼・夜・朝・昼と約12時間の長
い間で二日分も食事をしたようで腹がいっぱいだっ

た。日付変更線を通って時間をあわせたが、体は

日本時間なので、眠くて、だるくて大変だった。

山形空港・羽田・成田・SFDENと空の旅を終
え、day’slnnというポルダーのホテルでのレセ

プションを終えた。各自の芸や自己紹介ホームス

テイファミリーとの対面があった。つかれていた

が見るもの全て新鮮でこの日もやっぱり眠れなかっ

た。ホームステイファミリーの人々はやさしくて、

積極的な人々ばかりだった。ここでの不安の一つ

が消えた気がした。

7月26日（水）

昨日のレセプションのつかれが出る月だった。

今日から本当のスケジュールの始まりなのに体が
いう事をさかないので苦しい日だった。しかし
“Ball”という人工衛星の会社をおとずれた時に

消えてしまった。ここはNASAの下請のようだっ

た、人工衛星ってもっと大きいのかと思ったが、

けっこう小さいので驚きだった。ある程度の規模

の大きさは知っていたがスケールがとてつもない。

その後、ポルダーモールという商店街で地元の

学生達とショッピングを兼ねて昼食をとる。何と

300円位で日本の1000円位のピザ、又100円位で75

01戒はあろうかという位のジュースも飲めて感激

した。

午後はセレスティアルシーズニングという茶工

場へ行った。ハーブのにおいに日本人とアメリカ

人の嘆覚などの違いがわかった。すごいハーブの

報』ヒ仁コ

船越　　修君

香りには正直いってまいった。

夕食はホームステイ先の友人ととり、映画BA

DMANを見た、簡単な英語を使うのである程度

わかった、自分でも耳なれしたのがわかる、それ

にしてもスクリーンが日本の倍以上あってア然と

ながめてしまった。

7月27日（木）

朝、家族と朝食をとる。コーンフレークとパン・

ジュース・牛乳だった。食事は外人とみなさず、

皆と同じ物をたべらされた。でも朝異国の家族と

ともに食べる朝食もおっだった。

コロラド自然歴史博物館へ行き、恐竜の化石や

生物全般の模型類を見た。又コロラドの四季を表

わしたミニチュア模型を見て4月の砂漠に花が咲

くのには驚いた。

その後、コロラド動物園へ行った。日本とは比

較にならない程の大きさ、バラエティーの豊富さ

がうらやましかった。この辺の公園がまるごと動

物園といった感じだった。でも他のよりは小さい

方だというから驚き。

夕方、家の近くのプールに入った。ホームステ

イ先の子供達とあそんだ。他の家の子供達もいた

が、やっぱり変な目で見る人はいなかった。家に

帰って夕食をとり、フロの事を聞いた。こちらで

は自分が汚れたと感じない限り入らないそうだ。

入っても過に二度位だという。確かにあついのに

乾燥していて汗一つかいていない。でも僕はいっ
シャワーをあびてもいいというのでシャワーをあ

びて明日の事を部屋を共用していた子供と話し、

辞書を片手に説明してねた。

7月28日（金）

今日は朝からコロラド州政府の人々のレセプショ

ンがあった。コーヒーやジュース、ちょっとした

食べ物をもち、立ったまま話をしたりする。映画
でよくある、パーティーの形でした。いかにもこっ

ちの感覚でざっくばらんにできた。

その後デンバーの市役所や州議事堂に行った。

高く風格のある建物でした。そこから見るデンバー

市内がとてもきれいで、とてもスモッグがあるよ

うには見えませんでした。実際には公害問題で悩

んでいる都市だそうです。

その足でそのままコロラド歴史館へ行き、開拓



者の道具・衣服・食べ物他の生活全般を見学し、
バターを当時と同じやり方で作り、本当にパンに

ぬってたべた、これがけっこうおいしかった。

当時の開拓者をソドバスターズといって草や土

をとりのぞく人といったそうです。

その後16番街でショッピングをし、KCNC・

TV見学にいった、ここはYTSと姉妹協定をし

ている所で山形へ数回きているそうです。

夕食はホームステイ先のおじいさんの家でステー

キをたべた、そのおじいさんの家はお金持ちの牛

肉屋で吉野屋へ売っていたそうで、日本の写真や

物がいっぱいありました、吉野屋の社長と一緒の

写真もありました、なにか日本の写真や物をみて、

とってもなっかしくて、それでいて何だかわかり

ませんが日本の誇りがもてました。

7月29日（土）

今日はホストファミリーと一日一緒に居る日で

朝皆ゆっくり寝た。起きたあと家の子供と庭先へ

出て机とイスがあるので、そこでオセロをやった、

天気が良かったのでなんともいえない、いい気持

ちだった、日本だったら近所の人がじろじろ見て

おちっかなかったと思う。

昼頃、クロヌローズモールという商店街でショッ

ピングに行くことになって、家族と十緒に車に乗っ

た時、手すりがはずれてこわれてしまいました。

僕が乗った時なので、父親が笑って「私の大切な

車になんてことをするのだよ」と言うので僕は、

あれ、笑っているけど本当は怒っているのかな？

と思っていたら隣の子供が「前からこわれてんだ

から、ほっとけほっとけ」というので冗談だって

ことがわかりました。又、買い物する時も子供達

が冗談ぼく「おい！こいっ（父親）置いてった方

がよくない？」と言うので僕「いい考えだ！」と

いったら「修、何てこというんだ」といっておっ

かけられ、つかまえられて、もちあげられてふり

まわされました。ここの人達は客として僕をあっ

かわず家族として接してくれて、とてもうれしかっ

たし、楽しかった。変に気をっかわず自然に家族

同様の仕事や言葉をっかってくれたのが本当にう

れしかった。

7月30日（月）

ホストファミリーと別れの日でした。今日は移

動日で次のホストファミリーに会わなくてはなり

ません。せっかぐ慣れて仲良くなったのに、しか

も僕の場合家族の末子の女の子が誕生日で朝から

楽しかったのに空港では皆泣いていた、僕も例外
ではなかった。水を大切にする人達だった。

次のホストファミリーはアスペンの人々だ、ア

スペンは俗にリッチな街で有名でした。別荘を金

持ちが多くもっているそうです。ここは富士山よ

りも高い所とあって空気がうすかった。

空港からバスでアスペン高校へ行き学生達と一

緒にコロラド川のボートでの舟下りをした。すご

い急流で川に落ちそうになる所もあった、日本に

いたら味わえない経験だった。

アスペンのファミリーと一緒に夕食をたべたが

子供は二人のうち一人は日本へホームステイ中だ

し、もう一人は無口だし父親は朝はやく夜おそい

ので話しにくいというのかなじめなかった、最初

の家族に慣れすぎたせいかもしれない

7月31日（月）

午前中、アスペンの街へ買い物に出かけた、リッ

チは街だけに物価が他とくらべ高いことに気付い

た。

又、マイアミバイスという日本でもやっていた

番組の主人公の家もここにあった、ここは道がゴ

チャゴチャしてて、地下に店があったり、小道の

奥に店があったりして買い物しづらかったが街全

体が美しかった。

道路の真ん中に沢が流れてあって、木とベンチ

があったゴミはタバコの吸いがら一つなく、公園

は家族でいっぱいで微笑ましかった、ゴンドラも

あってのんびりした感じだった。ゴミをゴミ箱に

入れるという、あたりまえがあたりまえでなくなっ

ている日本ではありえない風景だった。

午後はルーディレイクで泳ぐ人は泳ぎ、又山を
ハイキングした山も空気がすんでいてとってもき

れいだった。

夜キャンプファイヤーをして歌をうたった時、

日本に少し帰りたくなって泣きたくなった、日本

の歌のせいだったと思う。キャンプファイヤーの

火をかこんで山や湖や火もみんなと一体化した気

分になった。

8月1日（火）

今日は遅くまで寝てた昨日のつかれのせいだろ

う。おきた時釣りに出た、ルアー釣ははじめてな

のでむずかしかった。こっちではエサを使った釣

りはしないというのだ、魚がいるのに釣れなかっ

たのでくやしかった。

昼はメキシュレストランにつれていってもらっ

た。初めてしる味に恐怖した、何と表現したらい

いかわからない味に顔の形も変化しかねた。ただ

言える事はカルフォルニア米はおいしくなかった、

ばさばさしてて玄米のようだった。

午後、期待していたホースバックライディング

という馬のりをした。教えてくれる人がっいてく



れるのかと思ったら、乗ったとたんに6～7滴の

散歩に出させられた。恐ろしくて泣いてる子もい

たが動いているうちに慣れてきてコントロールで

きるようになったのでうれしかった、出来ればも

う少し乗ってたかったし、もう一度行きたかった。

その後新聞社へ行ってインタビューされた、主に

ここの感想だった。

夜はみんなで一つの家へあっまってのパーティー

、聞えるピアノ、肉を焼く音、笑い声、アメリカ

のパーティーそのものだった。アメリカらしいと

いうか、僕が思っていたアメリカがここにあった。

陽気な気分になって夢のように恩え、このまま時

がとまってはしかった。

8月2日（水）

朝からロッキー山脈の一部に登った、空気がう

すいのでとっても息苦しかった、途中で頭がいた

くなってうずくまってしまいそうだった。頂上付

近は雨が降ってて冬のように寒くこごえてしまい

そうだった。皆同じで歯をガチガチいわせていた、

昼食をみんな急いで食べ下りた、高山植物がきれ
いでみとれてしまい山の湖に落ちそうになったこ

ともあった。烏海山の2倍位の山なのでとっても

つかれた。降りてきた時寒さから逃げられてホッ

とした。

3時頃帰ってきて公園に行った、近くの人に写

真をたのんだら心よくひきうけてくれ「はい笑っ

て」なんて大声で言ってくれてなんか人なっこくっ

ていいなあと思った、この辺も日本とは違ってい

た。

夜はロデオを見て楽しんだ、流石に荒々しくそ

してカッコよかった。興奮して見ていると今回最

年少10才位の子がやってふり落とされ待っていた

救急車で運ばれていったのはすごくショックをう

けた。ロデオにはそこまで魅力があるのだろうか

と思った、でも何らかの魅力は確かに感じた。

少しホームシックになったみたいで、はやく家
へ帰りたくなった。とっても自分の友人と会いた

くなって悲しくなっていた。そんな時にこちらの

母親がそのことを心配してくれて笑わせようとし

たり楽しい話をしようとするやさしさがとてもう

れしく、少し涙を流してしまった。

8月3日（木）

アスペンのホームステイファミリーと別れる。

あんまり馴染めなかったが、心のやさしさだけは

忘れないと恩った。いっか又来たいきれいな街だっ

た。

今日は移動日でグランピーまでバスの旅で、途

中の公園で昼食をとった。この場所本当に西部を

思わせる場所だった。だだっ広い道路に飲み屋が

少しあって、ちょっと行くと岩山と砂漠のような

草原、そして時折吹く風、馬にでも乗ったら似合

うような所だった。

最後のホームステイファミリーと会った、ここ

の家にはバスケットのゴールがあるのでバスケを

父親とやった。夕食はステーキ、やっぱりこっち

の主食は肉やいも類なんだと思った。子供達がバ

イトから帰ってくるまで夫婦と話していた。母親

の方は小学校の先生で、ゆっくり話してくれるの

で話がなんとなくわかった。その時TVに横浜の

花火大会がうつってたのでなっかしく見るとYO

KAHAMAと書いてあった、これは笑って説明

するとやっぱり笑っていた。子供達が帰ってくる

と、車で一緒にボーリングとゲームセンターにいっ

たコロラドでは16才で免許をもってるし、タバコ

も18才からだった。アメリカでは州によって異な

るが少しうらやましかった。

8月4日（金）

グランドレイクの水位調整場に行った。西部の

水の少ない地方に水をおくったりしているそうで、

タービンは日本の日立製だった。水の中に建物の

ほとんどがあり普段はヘットホンをっかわないと

耳がおかしくなるほどの大きな音がするというの

でした。

グランドレイクはアメリカの自然湖では一番大

きいということだった。

昼はロッキー山脈に登り、今度はバスなので苦

ではなかった。バスから降りるとリスがよってき

てかわいかった。自然に山にいるリスを見たの・は

初めてだった、でもリスの交通事故が多いのは観

光客がえさをやるためだから、えさをやってはい

けないと聞いた。　夕方、ホストファミリーの子

供とその友人と夕食をとったが、ピーマンを食う

食わないのやりとりが楽しかった。帰って僕の部

屋は地下室なのだが、そこのネコが集まってきて

眠れなかった。

8月5日（土）

今日で長いようで短いホームステイ生活が終わ

る日だった。ウィンターパークへ家族一緒に行っ

て、山寺のようなアスベンスライドというものに

のった。全長が長くて、日本とはスケールがちがっ

ていた。そのあとグランピーのミニチュアゴルフ

をした。一つ一つのコースに風景のうちの一つが

作られているのだった、スコアはさんざんだった

がコースをまわって楽しみながらグランビを一周

した気分になれるので楽しかった。

夕方、近くの別のホームステイファミリーと一



緒に合同バーベキューをした。ちょっとしたパー

ティー気分で、みんなでここの歌をおしえてもら

い一緒に歌った。人が多いと楽しい。もうこの夜

がホストファミリーとの最後の夜だと思うといっ

までもここへいて、みんなで歌っていたかった。

3家族をまわってきたが、目に見えるものより見

えないものを学んできたような気がした。

8月6日（日）

午前中は自由時間なので、これまでの疲れをと

るためゆっくり’寝ようと思ったら、寝過ぎて11時

過ぎまで寝てしまった。そのあとグランドレイク

でボートツアーをした。この日レイクではヨット

レースの日でたくさいのヨットがあった。グラン

ドレイクの周りには別荘が多く、色使いの激しい

家や、日本風の家もあった。何かせっかくのグラ
ンドレイクに合わなくてアンバランスでした。

昼食を全てのホームステイファミリーと、とっ

たまさに最後の晩さんだった。バスに乗り込みホ

テルへと向かった。バスへのるとき、もうみんな

の顔は涙でぼろぼろだった。ホームステイファミ

リーと別れるためだけではなく、コロラドと別れ

ることも含めての事だろう。みんなの顔は最初の

頃より変ってきたと見えるのは、僕の気のせいで

はないと思った。みんなしっかりした顔だちになっ

て、自分に自身のようなものを持ったようだった。

8月7日（月）

ホテルで目を覚まし、コロラド最後の朝を楽し

み、ここへ来てからのことを振り返った。人々と

の出会い、別れ、悲しかった事もあったけど見え

ない自分が見えてきた気がした。確かに自分には

プラスにになった手ごたえは感じました。異国の

文化は確かに大切でしたが、異国文化を知る前に

自国の文化を知っている事が重要だった。又大切

な事は心だという事、言葉の違いも心で接すれば

わかってもらえた。何を学んだのかははっきりし

なかったが、自分の意志、考えが異国の中ではな

ぜかはっきりし、見えなかったものが見えてきた

気がした。今の高校生活での経験は一生のうちで
一番重要なものだし、これからの自分をっくる上

で、めったに出来ない事を体験できて、とてもう

れしかった。これからもあちらの積極性を見習い、

色々な事に参加し体験したいと思った。

（委員会報告）

（親睦委員会）
中沢　　進君

来週の例会は4クラブ合同で27日（水）6：30～

となっておりますので、お間違いのないようにお

願いします。

（ス　マ　イ　ル）

斎藤庄治君　去る9月13日鶴信理事長杯ゴル
フコンペを開催した処、150余

名の参加を得て盛大に行われた
ことに感謝して

石井敬三君　サントリー文化祭10周年の集ま

りが先週大阪でありました。庄

内では白應社と黒川能が招待を

受け、三浦さんと私が代表して

行って参りました。その折、三

浦さんに大変お世話になりまし
たのでご報告いたします。

三浦恒頑君　二人での爾次喜多道中、大変楽

しい旅でした。

秋野　　忠君　今日はゲストの東山先生、舟渡
さんのお話をご熱心に拝聴いた

だきまして感謝申し上げます。

それから、酒田ロータリー30周

年記念事業の一環として前日ゴ
ルフ大会がありました。私と荻

原君と佐藤忠先生と3名参加し

荻原君は準優勝で、スマイル預っ

ていませんが私からさせていた

だきます。

佐々木吉彦君　先日の酒田ロータリークラブ30

周年に沢山ご参加いただきまし

てありがとうございました。二

次会というご希望がありました

が、時間の関係で出来ませんで

した。お詫びを兼ねて

酒田R．C30周年

出　席　15名

他ゴルフ　　3名

（ビ　ジ　タ　ー）

桜　井　　　清君（鶴岡西R．C）
石　黒　慶　一君（鶴岡西R．C）

休　　　会

本日の財団寄附金　￥8，053円



第253地区裔周ロータリークラブ第1525回例会会報1989（平1・臥27）（天候雨）

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＝30～1‥30二二華空三≡妄ニー
慧添展墓解離本論慶タラ矛雛魅惑衝艦離息鉢徹廻廃庭番鰍酢酸触感巌鯛篇雑報鵬賢

出席報告：会員87名　出席38名　出席率47，95％　前回出席率69．86％　修正出席数70名　確定出席率87．67％

（四クラブ会長あいさつ）

鶴岡RC会長　高橋良士君

本日の四クラブ合同例会は、来年度予想されま

す地区の分割問題におきまして、やがて分区も再

編成されるであろうということ、その時の協力体

制、そういうことを踏まえまして、ますます連携

と協調が必要であり、皆様方のコンセンスを得た

次第でございます。本日の会は四クラブの親睦と

友情をますます深めて頂きまして、ロータリーの

活動目標を達成して頂ければ誠に幸いと存じます。

甚だ簡単ではございますが挨拶といたします。

鶴岡西RC会長　長野正彦君

皆さんこんばんわ。言わんとすることは、鶴岡

クラブの高橋会長が全部申しました。その通りで

ございます。親睦を大いに深めて頂きたい。合同

例会は、昨年が鶴岡クラブ、我がクラブは今年、

来年は温海、次が東と、その繰り返しで慣例にな

ろうかと思います。よろしくお楽しみ頂きたいと

思います。

普警孟言£蒜悪書芝宏言と芸芸基孟夏乞誓漂

温海RC会長代理　五十嵐　新一君

会長が具合が悪く私が代理で立たせていただき

ました。唯今は親クラブの会長さんからお話がご

ざいまして、我々温海も次に続かなければいかん

なと感じました。

先日酒田で新入会員セミナーがあって私出席さ

せて頂きました。ロータリークラブは奉仕と親睦

をやっていかなければいかんということだったの

ですが、セミナーでは、ロータリークラブから奉

仕をとり、親睦だけにしたらどうかという意見が

出て、私は思わず大賛成しました、本日は、その

親睦の会であり、愉快に過ごしたいと思います。

鶴岡東RC会長　大滝良三君

おばんでございます。数えでいえば3才目の会

長でございます。先週満2才の百回例会を無事終

了することができました。これも偏に3クラブの

良きご指導の賜物とお礼申し上げます。会員も徐々

に増えてきて、先輩クラブには、心苦しいのです

が、女性会員が1名入会されました。今日は欠席

ですが、3クラブどちらかにメイクに行きますの

で、その節はよろしくお願い致します。‾二号警OYL活計‾∴一二三三三∴二、
曹小さな信用　　柏倉淳宏　てよこしたらしい。それに気づいた杉餌は、曹

懐琵善言聖羞蔓章等幕葦真意要撃萱
打㌘聖、至牟望空と：き主だ三雲誓工学撃感空　も禦、望空要害軍票ま禦聖で．璧聖二杢　曹

た含こ震歪芝慧芸苧長野品忘孟芸忘警慧冨琶
音義′蒜訂けU川’八LL／、久賦′■‾）し＋一′1－　妄壷も芸蒜蒜昌遠差し芸貫首二品蒜宗言岩　音

二∴∵㍉∵∵二二∴二王云完イ；∵二

よきものに触れ、自分を知る　－∵ロータリーの粛顔の費解と実践を－



、l、．b l　、・・・・■、

（幹事報告）

四クラブ代表　古川陽一君
0酒田RCより創立30周年記念式典出席の礼状到

着
0村上ガバナーより年次大会登録宿泊者宿泊委員

会開催のおしらせ到着

日　時　　9月29日（金）午後3時から

「会長ご苦労様．ク」

場　所　　酒田産業会館4階

各委員はそれぞれの事務局まで出欠の申し込み

を行うこと。尚同日同場所午後5時より年次大

会全体会議を開催します。
0本月、出席登録している方は四クラブで134名、

事務局の4名を加えて138名が本日の参加者で

す。

東海林太郎的歌声



第253地区鶴周ロータリークラブ第1526回例会会報1989（平1・10・3）（天候曇）

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＝30～1‥30

済撃墜堅竺堅空撃墜曇聖堂撃墜＿華＿＿＿警空軍竪空‾攣竺讐」攣警報・笹原鞠男紗顆竺加
出席報告：会員87名　出席59名　出席率69．86％　前回出席率47．95％　修正出席数61名　確定出席率7945％

（会長報告つ
高橋良士君

久しぶりの快晴に恵まれました爽やかな秋日和
の10月1日（日曜日）に寒河江ロータリークラブ

創立30周年記念式典と、寒河江さくらんぼロータ
リークラブ認証状伝達式へ佐々木幹事と共に出席
して参りました。

寒河江ロータリークラブは創立30周年記念事業
の一環としてアデッショナルクラブの設立を計画

し、此度5年の歳月を経て誕生したのが寒河江さ

くらんぼロータリークラブであります。地域の特

産品を名称にしたユニークなクラブは、おそらく

我国では始めてではなかろうかと思われます。寒

河江ロータリークラブ30年の歩みの中で、同クラ

ブはこの10年間青少年交換をオーストラリア、フィ

リピン、アメリカとの問で延べ25名に及ぶ実績を

あげており、この記録のスライドでの克明な報告

には大変感動を覚えた次第であります。今回は創

立記念式典と認証状伝達式をjointにした大変盛

大なパーティーで、新クラブのメンバーは「さく

らんぼ」の名にふさわしい若さに溢れる会員で御

座居ました。

次に本日、午前11時30分より第4回定例理事会
を開催いたしましたので御報告申し上げます。

1）女性会員入会の件

原則として理事会で決定する事になっており

ましたが、会員皆様方の御意向もアンケートを

とり参考にさせていただき、尚、御意見を拝聴

し、今月のクラブアッセンブリーで決定するこ

とといたしました。

2）第2回協議会は10月24日火曜日、午後4時30

分より住吉で開催いたします。委員長以外の会

員、特に新入会員の皆様方の多数の御出席を歓
迎いたします。

3）地区大会出席
10月7・8日、酒田市で開催されます。地区

大会は地区行事の最大のイベントであり、鶴岡
クラブはcorhost clubになっておりますが幸

いな事に28名と最近にない多数の参加者をいた

だく事となっております。

4）職業奉仕クラブフォーラム

今月は職業奉仕月間で御座居ますので、10月
17日職業奉仕委員会及び関連委員会の皆様方ど

うぞよろしく御願い申し上げます。

5）第1回ライラ準備委員会

9月26日に開催いたしまして、各委員会の委

員を人選し、本日の理事会で御承認をえました。
ライラの第3日目の5月13日は丁度温海ロータ

リー創立20周年記念式典と重なりますので出席

も考慮に入れまして委員のメンバーは約50％に
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■

おさえておりますので委員に指名されていない

方は是非、温海の創立式典への御出席をお願い

申し上げます。

（幹事報告）
佐々木吉吉彦君

1；来信・通知

①　9／21新会員セミナー　お礼状

分区代理
②　9／21ガバナー公式訪問日程確認依頼

9／30まで

③　9／21酒田RC30周年式典お礼状

④　9／21会報到着　酒田東RC

⑤　9／21年次大会実行委員全体会議
9／2917：00～

⑥　9／21結核予防会　募金のお願い

⑦　9／21松緑愛護ロータリー基金に
一人1，000円　寄付願い

日本の松の緑を守る会

⑧　9／21日比国際交流シンポジュウム

10／11～12　　朝日町RC

朝日町農業団地センター
⑨10／2　7ーレン・マッキーさんに磯釣り

大会招待案内10／4

加茂水産高校

⑲10／2　ガバナーノミニー事務所開設案内

10／14から　ガバナーノミニー

⑪10／2　小池繁治君宛IGFテーマAのア
ドバイザー委嘱状11／25（土）

ホテルリッチ酒田

⑫10／2　1988年度事業報告

よねやまだより

米山記念奨学会
2；例会変更

温　海R．C lO／2（月）場所変更

滝のや→商工会館

酒田東R．C　年次大会準備のため
10／5（木）→10／6（金）

AMlO：00～

産業会館となり友愛の家
酒田中央R．C　年次大会へ振替えのため

10／6（金）は10／7～8

3；そ　の　他

年次大会出席者用に10月7日（土）産業会館

前10時発でバスを準備、帰りは午後7時30分の

予定。10月8日は8時30分出発の予定。
マイカー利用者には駐車券が来ています。

事務局へ。
10月10日の例会は体育の日のため休会

クラブ年次計画書が出来ました。

〔新会員スピーチ）

冷　房　の　原　理　と　床　暖　房

今年の猛暑はまだ気
憶にも新しい所です。

本来、先月の予定が
今月にずれ込んだ為に

季節感がずれてしまい
ましたが、本日は冷房

と暖房の御話をさせて
いただきたいと思いま

す。

物体を冷やすという
事は大気温、すなわち、常温以下に冷却すること
をいいます。冷却の方法には、いろいろあります

が、熱の利用から分類しますと、4つの方法があ

ります。

1．氷を利用する方法。

2．ドライアイスを利用する方法（ドライアイ

スには素手では絶対にふれない様にして下さ

い。危険′′）

3．蒸発し易い液体を蒸発させる方法（注射時
の消毒用に使うアルコールでふく時）など

萩原　　晋君

4．気体の膨張による方法

現在、最も多く行われている圧縮式冷凍機及び

吸収式冷凍機では、蒸発し易い液体を蒸発させ、
その時の蒸発熱を利用して冷却しております。

圧縮式冷凍機の原理と構造
。　液体が蒸発する時の冷却効果

夏、庭に打水したり、皮膚をアルコールで
ふくと、涼しく感じます。又、ガスライク1

にボンベからガスを入れる時、多少ガスがも

れてガスライターの周りが冷たくなることが

あります。

この現象を考えてみると、ボンベの中のガ

スは高圧の為液体ですけれども、一旦外部に

もれたガスは圧力の低い大気中に開放される

為、瞬間的に蒸発し、困りから熱を奪います。
この為にガスライターの囲りが冷たくなるの

です。
一般に液体は圧力を低くするか、又は、熱

を加えるかすることにより蒸発します。

又、逆に、気体は圧力を高くするか、又は、



冷却すると液化します。圧縮式冷凍機はこの
原理を利用したもので、液体（冷媒）には、
主に安全で、かつ蒸発し易いフロンを使って

います。成層圏の破壊という事で急に問題に

なった、フロンガスですが冷凍機よりも、日

常使用するヘアスプレー、その他色々のスプ
レー、そして精密機器の洗浄等で使用してい

る、フロンガスが一番の原因だとは思います

が、我々の業界も十分注意していかなければ

ならないと思います。

圧縮式冷凍機の構造

冷凍機の構造は、エンジンの構造と非常に似て
います。エンジンの場合、燃料を吸入、圧縮、爆

発、排気という工程になっている訳ですが。レシ
プロでもロータエンジンでも同じ工程になってい

る。

しかし、冷却の場合は、同じ工程で行ってしま
いますと、冷媒を大気中に多量に捨ててしまうと

いう事になってしまいます。これは、不経済です

し、オゾン層の破壊になってしまいます。

この為に、蒸発した冷媒をまた元の冷媒液に戻

して再び蒸発させるようにし、一定量の冷媒を繰

返し使用し、冷却作用を行わせる必要が生じます。
その為に、圧縮式冷凍機の構造は、蒸発工程、

圧縮工程、凝縮工程、膨張工程の4主要部からな

り、冷媒はこれらを通って循環します。なお、圧

縮式の冷凍装置は、冷却作用を円滑、効果的にす
る為に、一時冷媒液を溜めておく受液器（アキュ
ムレーター）などの付属機器や、圧縮装置などの

保安装置も設けてあります。
これからは、ちょっと専門的な話になりますが、

易しく話していきます。

先程、話した各工程を説明したいと思います。

○　圧縮工程　蒸発器内で蒸発した低圧の冷媒
ガスを、圧縮機で収入、圧縮し

て高温高圧のガスとする工程。

○　凝縮工程　圧縮機から凝縮器に入った高温

高圧のガスを、空気又は水で冷

却し、高圧の液とする工程。
○　膨張工程　凝縮器で高圧の液となった冷媒

を、膨張弁又はキャビラリーチ

ューブにより減圧して、低圧の

冷媒液とする工程。
○　蒸発工程　蒸発器に入った低圧の液冷媒を、

蒸発させる工程。
圧縮工程から凝縮工程、膨張工程に至るまでは、

パイプによって連なっているので同じ圧力であり、

その圧力は冷媒ガスを水又は空気より冷やして凝

縮液化させるのに必要な高い圧力で、これで高圧

部を呼びます。
又、膨張工程から蒸発工程を経て、圧縮工程に

至る問も全て同じパイプにより連なっていて同じ

圧力であり、これは所要の低温で冷媒液を蒸発さ
せる為に必要な低圧で、これを低圧部といいます。

このように図でもわかるように、冷媒はある状

態から出発して、次々と連続的に状態の変化をし
て、又、もとの状態に戻ってくる、このサイクル

を冷凍サイクルといいます。　このサイクルを逆

方法に流し、高圧部と低圧部を入替えますと、冷
い風の替りに暖かい風が吹きます。その為には、
コンプレッサーの上部に電磁式四方弁を使ってサ

イクルを逆さにする訳です。これを通常ヒートポ

ンプといいますが、ヒートポンプ（熱ポンプ）の

語源は丁度井戸ポンプがひくい所から高い所へ水
を汲み上げるのに似ているからです。

床暖房の省エネルギー原理

皆さんも床暖房という言葉を何度か耳にしたこ
とがあろうかと思います。

床暖房器具として一般的なものに電気ストーブ、

石油ストーブ、ガスストーブ、最近では、FF式

温風暖房気があります。
しかし、これらの温風暖房は部屋の空気温度が、

外気気温、人の出入により、温度降下が激しく左
右されます。

しかし、床暖房は前記の欠点を皆無にし、健康
にも非常に秀れています。それは何故なのでしょ

う。あらゆる物体は、30℃前後の温度になると、

人間が快適に感ずる転射熟（9．2ミクロンの波長
の赤外線）を放出する原理を活用したのが床暖房

で、赤外線は毎秒30万加の速度で直線的に伝わり、

物質に当ると、分子を刺激して熱運動を生じ、人
体にぶつかると暖かさを与えてくれます。

又、赤外線は発熱源の温度が高いほど、波長が
短くなり、空気に吸収されやすくなり、その結果

空気を温めて、人体に直接ぶつかる割合が少なく
なり、室温が高く、21℃前後にならなければ人間

は暖かさを感じなくなるという特性から、床暖房

は、部屋の空気を温めて暖房するのではなく、床

を30℃以上にして、人間が最も曖かさを感じる赤

外線を床面から放射させる暖房システムなのです。

最後に床暖房が何故、健康によいかということ
を説明して終りたいと思います。

人体は足の血のめぐりが悪くなりやすく、この

為にいっも低温です。人体は下部を温めるのが健

康によく、その為に血行が良くなるという、しか

も蓄熱性が高いために、ランニングコストがかか

らないという一石二鳥の暖房システムなのです。

●市民の森の会への協力依頼
三井　　健君

例年協力をお願いしておりますが、今年もご協
力をよろしくお願いします。会費は、年間一口
500円で何口でも結構ですが、2～3口是非お願

いします。詳しくは、印刷物をごらん下さい。



（委員会報告つ

（［トターアクト委員会）
碓氷節雄君

9月28日東京第一ホテル鶴岡で第一回の発会式

と云ってもよい位のものが、18名の候補者を集め

て行うことが出来ました。

前会長の市川さん現会長の高橋先生、それに青

少年奉仕理事の加藤さん、青少年委員長の御橋先
生等の皆さんにご助力いただきました。特に前年

度ローターアクトの高田君にはいろいろと骨を折っ

ていただいて、18名という多数の方々に集まって

いただくことができました。

10月18日にもう一度集まって事務局、会長、幹

事を決める段取で、最終的には30名位を目標に会
を発足させたいと思っております。もし、会員も

事業所に該当者が居ましたら、これからでも結構
ですので、ご推薦をお願いしたいと思います。

（親睦委員会）
中沢　　進君

（∋　親睦磯釣り大会の日程変更
10月1日一→10月12日（木）午前5時20分集合

釣り場　　象　潟
②　親睦ゴルフ大会

10月18日（水）　午前10時30分集合

湯野浜カントリークラブ

10月会員誕生祝

奥野洋一君
風間真一君

塚原初男君
秋野　　忠君
石井敬三君

奥様誕生祝
加藤典子様
石井博子様
斎藤津弥子様
塚原玲子様
佐藤登久子様

（出席委員会）

石川寿男君
山口篤之助君
斎藤　　隆君
佐藤元伸君
荒井宏明君

板垣俊次君
年間皆出席

3年間皆出席　　笹原信一郎君
9月100％以上出席

150％……阿部（信）、市川、新穂、佐々木

矢口
125％……阿部（与）、荒井、秋野（昭）、

嶺岸、佐藤（順）、高田
9月100％出席　　阿蘇君　他44名

（ス　マ　イ　ル）

加藤　　貿君10月2日新築オープンしました。

遊びに来てください。

三浦恒棋君　鶴岡市に美術館建設を願って、

去る9月30日と10月1日に駅前

ジャスコにおいて市民チャリテ
ーを開催し大成功。後援団体に

鶴岡ロータリーも加わり、援助
を感謝して。前回会報にエレク
トーンを弾いた娘の写真が載り

まして

萩原　　晋君　酒田RC30周年記念のゴルフコ
ンペで準優勝しました。

高橋　　登君　9月27日JTBのゴルフコンペ

で優勝したことと10月18日の鶴

岡RCのゴルフコンペで10位以

内の入賞を願って。

御橋義諸君10月1日付で、鶴岡市教育委員
会委員に任命されました。
なお、4クラブ合同例会で大好

きな「国境の町」を歌わせても

らい有難うございました。

矢　口良行君　9月24日天気のを悪い日が続い
た中で秋晴れの好天にめぐまれ
ジュニアヨットレース大会が開

催できましたので。

飯野準治君　商工会議所のゴルフ大会で何年
来で優勝しましたので

鈴木茂男君　「君が代」「ロータリーソング」
カセット故障でご迷惑をかけま

した。

佐々木語彦君　会長と共に寒河江RCの30周年

記念式典参加の折、かつての某

PTAの仲間10数名のなっかし

い顔とも久し振りで合うことが

できました。

秋野　　忠君　先月28日、関係の皆さん方のこ

協力により18名という大勢の候

補者の方々に出席いただいて第
一回の会合を開くことができま

した。お礼と今後のご協力をお

願いしてスマイルします。

〔ビ　ジ　タ　ー）

渡　部　晃　雄　君（温　海R．C）
佐　藤　詔　昭　君（鶴岡西R．C）

ゲストスピーチいなは作業所所長天野俊秀氏
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第253地区鶴周ロータリークラブ第1527回例会会報1989（平1．10．17）（天候雨）

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

EMOYROTARY！巽

ロータリーを楽しもう！

忠鉛徹ミ慈霹薩義務頓個嘗秦催壌顧離軒竃妙無毒侶上加藤　蟹

出席報告：会員89名　出席59名　出席率70．67％　前回出席率69．86％　修正出席数73名　確定出席率89．04％

（会長報告）
高橋良士君

10月7日、8日に酒田市民会館で開催されまし

た第253地区年次大会の御報告をいたします。本

年度年次大会はRI会長代理河合達雄263地区バ

ストガバナー出席のもとに地区内外、約1，600名

のロータリアンが参加し、有意義な2日間を成功

裡に終了いたしました。大会決議事項を要約いた

しますと。

第1号議案

「ヒュ一．M．アーチャー国際ロータリー会長の

本年度方針に協力する件」

第2号議案

「国際ロータリー会長代理派遣に対する感謝の

件」

第3号議案－

「村上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」

第4号議案

「直前ガバナー吉田仁氏に感謝の意を表する件」

第5号議案

「ホストクラブ、コ・ホストクラブ並びに協力

団休に謝意を表する件」

第6号議案

「酒田市に記念品を贈呈する件」

第7号議案

「1990年～1991年度地区年次大会を郡山市にお

いて開催する件」

特別決議案

「地区分割を国際ロータリーに申請する件」

国際ロータリー第253地区は1977～1978年に福

島・山形両県を区域する新地区としての、発足時

（1977年7月1日現在）クラブ数73クラブ、会員

数3，337名であった構成が、本年（1989年7月1

二禦苦言三　三三士…云豆
董≡崇のシーズン到是警あちきち書芸芋蔓軍書曇冨蓋写買…；買主芝蓋票喜芸萱

贋葦琴いだろうと思うと今から憂うつな毎日です0　曹

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細顔や厚解と巽虞を－



日現在）92クラブ、会員数4，414名に拡大増強さ

れ、今やアジア第1・3ゾーンに於て最多クラブ

地区となり、更に地域面積、交通その他地区運営

に於て限界に達している現状に鑑み、1991年7月

1日を分割希望の日として福島・山形両県をそれ

ぞれ一地区に発展分割する事を国際ロータリー理

事会に申請する事を決議する。

以上、満場一致で決議採決されましてRI理事

会で承認されますと明後年1991年7月より地区分

割が行われる予定であります。又、大会第1日目

は草柳大蔵氏の「これからの日本・東北・人間」

と題した記念講演、第2日目にはシンポジュウム

「ロータリーの拡大と地区分割について」が行わ

れましたが、詳細につきましてはガバナーズ・マ

ンスリーレター、或は年次大会記念誌に掲載され

ますので割愛させていただきます。

第2日目には表彰式がありまして、当クラブは

会員増強優秀クラブ第1位で表彰されました。昨

年度の会員増強委員会の皆様方に心より感謝申し

上げます。

新米山功労者には中野清吾さん、新ポールハリ

スフェローには新穂光一郎さん、10年100％出席

者には藤川亨胤さんがそれぞれ表彰されました。

此度の年次大会には村上ガバナーが突然発病さ

れまして出席不能となり吉田直前ガバナーが代行

されました。村上ガバナーが一日も早く御快癒さ

れます様、皆様方とお祈りしたいと存じます。

最後に登録委員として大会前夜、おそくまで準

備に御協力いただきました委員の皆様方に心より

感謝申し上げます。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

1；来信・通知

①10／4　鶴岡市愚恩会　創立60周年記念式・

祝賀会案内10／26

恩恩園13：30

②10／6　鶴岡西RC　会報到着

⑨10／7　鶴岡市社会福祉協議会ボランティ

アスクール開講案内10／21（土）

老人福祉センター13：30

④10／7　ロータリー名言カレンダー

はくと事業出版　￥1，500

⑤10／9　東京RC　会報到着

（砂10／9　RI日本支局　マルティプルフェ

ロー（又は特別フェロー）

（争10／9　在日韓国老人ホームを作る会

挨拶状

⑧10／9　国際RAC　ローターアクト集会

の案内1991．10／21～27

オーストラリア・ゴールドコースト

⑨10／11会報到着　山形・山形西・山形北・

山形南・山形東・酒田中央

⑳10／12　寒河江RC・寒河江さくらんぼR

C　礼状

⑪10／12　ガバナー事務所　ロータリーの友

10月号……ここが見所

⑫10／12　ガバナー事務所　地区資金納入願

⑬10／13　ガバナー事務所　253地区財団推

進委員会・米山奨学委員会合同に

よる推進会議…よねざわ

11／510時登録

⑭10／13　ガバナー事務所　年次大会参加に

ついての礼状

2；例会変更

鶴岡酉RC　事業所見学のため、中央工業団地・

高研見学10／20（金）

12：15　点鐘

鶴岡東RC　職場訪問・芋煮会のため

10／25（水）15：00　善宝寺



18：30　五番館

余　目RC　立川RCとの合同例会のため、

10／25（水）を10／26（木）に変更

北月山荘18：00　点鐘

登録料　￥5，000

酒田中央RC　家族芋煮会例会のため

10／20（金）を10／22（日）

に変更

河川公園11：00　点鐘

登録料　￥2，000

㊥　職業奉仕フォーラム　㊥

今月はロータリーの基本となる職業奉仕月間で

あります。

0真実かどうか

。みんなに公平か

0好意と友情を深めるか

0みんなのためになるかどうか

忠鉢　　徹君

ロータリークラブし四つのテストをみちしるべ

として日夜それぞれの職業を通じて社会に奉仕し

ていますが、本日はクラブフォーラムとして、此

度東北では初めてのPM賞（プラント　メインテ

ナンス）を受賞されました鶴岡ブレーキ株式会社

取締役工場長小沢氏を御招きして居ります。
■■】－■■・■●一一■一一一－一一一一▲一一一一一一一一一一一一一一日一一－一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一一一一一一一一一一一一一一一－▲一一一一一一一一一・一▼一一一一一一一一一・・一一一一一・一一一一一一一一・一一■■‾
■■■一一■－■－■－■・■・・一－一一一一・一一一一一一一一一一一一一・■－■一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一－－一一一一一一一一一▼一一・■一一一一一一一一一一一一一一一・■一一一一－一・一一一・・■一一一一一一一・一一一一一一■一一一一一一‘】一・■－■－‾

（＿ゲストスピーチ）

T P M　活　動　と　は

T．P．Mとは、トータ

ルプロダクテイブメン

テナンスの略号であり

ます。この活動のおこ

りは昭和24年頃TQC

（トータルコウオルティ

コントロールの略号）

の提唱者である米国のデミング博士の来日された

境です。TQC活動は昭和30年代に活発となりディ

ミング賞は有名です。TPMは昭和30年代は予防

保全、機械や設備をこわれてから修理するのでな

く、こわれる前に部品を交換するなどして修理す

る、と云う考え方で、おもに保全を担当している

専門家の活動でありました。これが年々発達しま

鶴岡ブレーキ㈱　小沢　　濯氏

して、昭和39年にこれら専門家による活動の優秀

な企業にPM優秀事業所貴をあたえ功績をたたえ

るようになりました。平成元年度まで計212社表

彰されております。この活動を今日のような質的

に変革したのは日本電装㈱の活動でした。当時全

国的に流行したトランスファマシンを2台導入し

た日本電装は故障やチョコ停等さまざまな不具合

が発生し稼働率が50％にみたなかった、しまいに

は保全マンがオペレーターといっしょに機械につ

きっきりで動かすと云う状況でした。これでは駄

目でオペレーター（作業者）も機械の機能をよく

わかってもらい、自分が守ると云う意識づけのも

と活動し、遂に稼働率85％まで向上させました。

この活動により企業の一部門である保全マンによ



る予防保全でなく、上はトップから、第1線のオ

ペレーターにいたるまで会社一体となって、活動

するトータルプロダクテイブメンテナンスすなわ

ちTPM活動となったのであります。時に昭和46

年です。まさに日本的活動と云えましょう。その

後、数度にたわるオイルショック、円高と企業を

とりまく経済環境は年々厳しくなり、各企業とも

生き残りをかけたコスト削減、要求品質欠陥ゼロ、

ニーズの多様化、短納期化いわゆる多品種少量生

産となってきました。徹底したムダの排除が今T

PM活動の命題となっております。たとえば私共

事務部門の活動の一例ですと、書類を探すムダ排

除で、どんな書類でも20秒以下でとりだせる体制

づくり、不用な書類の整理等やっております。極

限への挑戦であります。設備稼働率は限り無く10

0％に挑戦する不良ゼロ等々であります。これら

の活動を展開し、成果を上げ経営利益にどれだけ

プラスになったかが評価基準となっております。

これが人を変え設備を変え企業体質を変える事で

あります。当社では、やる腕を持った自律人間へ

陳腐化した古い設備を全員の力で蘇生させ生産性

2倍にした等が評価されてPM優秀事業場賞を受

賞できたのであります。当社は今年で創立15周年

を迎える事ができました。これも皆、地元の皆様

方による有形無形のご援助のたまものと、末筆で

はありますが厚く御礼申しあげます。尚TPM活

動についてくわしく内容を知りたい人は当社赤羽

まで御一報下さい。御説明申し上げます。

（垂亘華鼻鱒亘）
庄司嘉男君

氏　名　大　川　　孝　君

（おおかわ　たかし）

生年月日　昭和15年3月30日

自　　宅　鶴岡市大字番田字南田16－16

職　業　㈱東京第一ホテル鶴岡

専務取締役総支配人

家　族　奥様　米　子様　S16．2．6生

長男　　亨　様　S43．10．31生

次男　　洋　様　S47．10．19生

略　歴　新潟大学人文学部法律学科卒

趣　味　　ゴルフ、音楽鑑賞

〔薪会員挨拶）
大川　　孝君

只今ご紹介いただき

ました大川でございま

す。日頃大変お世話に

なっておりまして感謝

申し上げます。

このたび笹原さんの

ご推薦を頂戴いたしま

して皆さんのお仲間にいれていただくことになり

ました。入会申込書を書いた段階で責任を充分理

解してとの一項がございました。未だ全然わかっ

ておりませんが皆様のご指導を頂戴いたしまして

皆様の仲間として恥じない様な活動をさせていた

だきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

（新入会員紹介）
庄司嘉男君

氏　名　山　下　政　和　君

（やましたまさかず）

生年月日　　昭和25年6月7日

自　　宅　鶴岡市道田町8－6

職　業　ダイエー鶴岡店　店長

家　族　奥様　利恵子様　S26．1．8生

長男　雄　平様　S52．10．1生

長女　真　由様　S60．4．16生



略　　歴　　大阪経済大学卒

趣　　味　　ゴルフ

（新会員挨拶）
山下政和君

只今ご紹介いただき

ましたダイエーの山下

でございます。前任の

佐古田が仙台に転任に

なりましたので、その

後任といたしまして9

月10日よりダイエーに

着任しております。この鶴岡に来る前は千葉県の

我孫市のダイエー店長をしておりました。東京の

ベットタウンで上野から電車で約20分程で人口は

約12万人位の都市です。その前は栃木県の小山の

ダイエーの店長をしており、宇都宮のすぐそばに

あり人口約13万人の都市であります。その前はダ

イエーの本社の方でバイヤーをやっておりまして

仕入れの方を担当しておりました。そうゆうこと

で此のたび鶴岡のダイエー着任しております。

鶴岡の印象でございますが私田舎が九州でござ

いまして長崎で生まれ佐賀で育ちました。その佐

賀の雰囲気と非常によく似ておりまして田舎に帰っ

て来たなあと、そうゆう気分になっております。

今回はロータリーのメンバーとして加えていただ

く事を大変嬉れしく思っております。是非皆様の

ご指導をよろしくお願いいたします。

（委員会報告）

（親睦委員会）
中沢　　進君

＝　ロータリー釣大会表彰＝

場　所　　秋田県平沢　　参加者　12名

1位　　村　上　龍　男君

2　位　　阿　蘇　司　朗君

3　位　　佐　藤　　　昇君

4　位　　鈴　木　茂　男君

5　位　　矢　口　良　行君

ブービー賞　　山　口　篤之助君

◎ロータリtクラブ　ゴルフコンペ◎

（上位入賞者）

場　所　　湯の浜カントリークラブ

優　勝　　高　橋　　　登君

準優勝　　丹　下　誠四郎君

3　位　　中　澤　　　進君

4　位　　村　中　文　章君

5　位　　荻　原　　　晋君

6　位　　柏　倉　淳　宏君

7　位　　斎　藤　　　隆君

2週間分のたまったスマイルもたくさんお手持

ちの事と思いますのでよろしくお願いします。

（云マイ　ル）

上野三郎君　今年は鶴岡に商工会議所が出来

ましてから60周年になり一連の

事業をやってまいりましたが、

昨日そのしめくくりとして新日

鉄の斎藤社長をお招きして記念

講演会を行い、無事1年の事業

がおわりまして

柏倉淳宏君　東北電力の年間行事の一つであ

りますサービス週間の初日は



10月16日に町を明るくする運動

と云う事で各関係自治体に街路

灯を寄贈させて頂きたいへんよ

ろごばれてましたので

阿部信矢君　うちの管内のライスセンターの

入畠がすべて完了しまして今年

は長雨で品質がたいへん心配さ

れました。先週の13日の金曜日

仏滅でしたが初出荷をしました

ところみごと一等米にはいりま

したので

鈴木　　聾君　昨年7月より私共の会社が着工

してまいりました鶴岡北高の工

事が無事完了し、昨日旧校舎の

閉校式と新校舎の開校式がおこ

なわれ、本日より820名の生徒

が新校舎で授業をおこないまし

たので

村上龍男君12日の釣大会では石川寿男さん

にすべてご面倒を見ていただき

無事に終りましたので

斎藤庄治君　先先週の日曜日私共のお客様の

グループが松山の眺海の森に行

き、その節総光寺さんに怒邪魔

いたし佐々木幹事さんにたいへ

んお世話になりましたので

佐藤　　衛君　本日11時から銀座商店会の誘客

施設として市が建設する鶴岡コ

ミュニティープラザ新築工事の

祈願祭に出席してまいりました。

建築主体工事を私共の会社でや

ることになりましたので

佐藤元伸君　同じく鶴岡コミュニティープラ

ザの機械設備工事をやることに

なりましたので

小池繁治君　同じく関連の事ですが、ちょう

ど私共の店がありました所がコ

ミュニティープラザと云う事で

す。たいへんありがたい事で会

員の佐藤衛さんが建築の主体工

事、佐藤元伸さんが機械設備工

事をやってもらうことになりま

した。銀座の活性化に役立っ事

と思います。是非ご期待と云う

ことで

佐々木莞彦君　先日行われた地区大会に幹事と

して4分の1しか出席する事が　　）

出来ませんでした。釣大会には

突然の葬儀が二つ入りまして出

席出来ずおわびを致します。

佐藤　　昇君12日の釣大会で3位になりまし

たので

中澤　　進君　釣大会に出席できず石川寿男さ

んにたいへんお世話になりまし

た。又先程たいへん高いササニ

シキを頂戴し会に迷惑をかけま

したので

（ビ・ジク　ー）

上　野　朝　重君（鶴岡東RC）

富　樫　幸　弥君（　〝　）

桜　井　　清君（鶴岡西RC）

新会員スピーチ

柏　倉　淳　宏君

五十嵐　宏　夫君



第253地区鶉周ロータリークラブ第1528回例会会報1989（平1．10．24）（天候雨）

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‥30～1：30

ENJOYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

奮最高礪儀選∵幹事億席末鎧虐 融嘩涛壮劾癌…　驚

出席報告：会員89名　出席60名　出席率69．33％　前回出席率70．67％　修正出席数71名　確定出席率86．67％

（会長報告）
高橋良士君

1）新入会員の委員会所属

先過、新入会員として入会されました、第一ホ

テル　大川孝さん、ダイエーの山下政和さんお二

人の委員会所属を次の様に決定いたしました。

大川　孝さんはプログラム委員会

山下　政和さんは国際青少年交換委員会で御座

居ます。皆様方どうぞよろしく御願い申し上げま

す。
2）本日は午後4時30分より第2回クラブ協議会

が開催されますので各委員長の皆様方は活動計画

書御持参の上、御出席下さい。又、入会2年以内
の会員の方もロータリーを理解する絶好のチャン

スで御座居ますので多様御参加いただきたいと存

じます。

3）本日ゲストの酒井さんには反アパルトヘイト

国際美術展の御紹介と御協力についてのスピーチ

が御座居ます。御存知の様にアパルトヘイトは南

アフリカの人種隔離政策でありますが、これに反

対を訴えながら国際美術展が日本全国を巡回中で

ありましたが、今回羽黒の松ケ岡で開催されるこ

ととなりました。当クラブの皆様方が殆んど入会

されておりますユネスコも今回の後援団体で御座

居ますので、何卒主旨を御理解の上、又芸術の秋

でも御座居ますので御鑑賞いただきたいと存じま

（幹事報告）
佐々木忠彦君

1；来信・通知

①10／18　チャリティー茶話会。10／30

鶴岡市美術館建設チャリティー
13：30　エルサン

（診10／18　寒河江RC　会報到着

③10／20　酒田RC　酒田東RC　会報到着

④10／21インターアクト連絡協議会

福島ビューホテル

10／27（金）～28（土）登録15：00

登録料￥13，000IAC小委員会

⑤10／23　ロータリーダイアリー　￥1，030

カレンダー　　　　　　　　￥515

再度申込依頼（再度）11／8迄

⑥10／23　RIニュース　情報抄録

ポリオプラスニュース

平和活動報告

‾∴∴誉′．三才1二　　六定言ま主、一址．定言ナ∴這高よし一・

三三三三三二
た。

事務局長のサインを貰い、委員会メンバーの強　曹

圭三一三二三∴二二言える事が出来ました。
9月2日にその娘に会いましたが、予想以上蕾

認こ誌…芸工芸や讐乙差デ言三品嘉書
ま人言童の女真Jわめゝナ∫主アゞ「布オ＿

∵∴‾∴‾予て‾‾∴　∴∵二二五這iライフIl

曹　青少年交換のフロント　新穂光一郎

薯　青少年交換と言う仕事は。一夕リーの中で唯

蕾　一外国との交信を含めて、学生との面接とかオ

儀妄義蒜還
二二∵三二二手三

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの瀞蘭の孝解と実践を－



2；例会変更

温　海RC lO／30（月）・11／6（月）

温海商工会館に会場変更

立　川RC　余目RCと合同例会のため

10／26（木）　点鐘18：00

場　所　北月山荘
登録料　￥5，000

八　幡RC ll／1（水）　会場変更

場　所　八幡町商工会館2F

点　鐘18：00

登録料　￥1，200

例会回数通算900回記念のため

11／15（水）→11／10（金）

場　所　湯の浜・海麓宛

点　鐘18：30

登録料　￥10，000

（ゲスト紹介）

松田士郎君

あまの・としひでさん1950年8月、徳島県

生まれ。大阪産業大学機械工学部と日本福祉大学

社会福祉学部（いずれもⅡ部）に在籍11年。職歴

は塗料販売の営業、身障授産施設の指導員、車椅

子製作会社の営業と製造等々。その間、愛の実行

運動、愛知県重度障害者の生活をよくする会、た

まり場「夢喰人」、四肢障害児のためのタテ笛改

造グループ「夢工場」などに関わり、1982年2月

請われて年長自閉症児者の適所小規模作業所「い
なは作業所」設立のため鶴岡市へ転居。現在、同

作業所所長。

壮大な夢、理想的未来集落「創造：の森」計画を、

今、現実のものとしつつある。（鶴岡市在住）

（ゲストスピーチ）

生活寮か　ら

1．生活寮の建設意図

多くの方々より支え

ていただきました「い

なほ作業所」は、お陰

様で開所以来の7年間
を大事無く運営するこ

とができました。更に、

ひとりひとりの入所生

に対して、考えられる

限りの発達援助指導を

追求でき、今日もなお、日々の小さな実績の積み

重ねを続けさせていただいておりますことを、ま

ずもって感謝申しあげたいと存じます。

しかし年月は、数々の成果と重複に苛酷な一面

をも産み出します。もうすでに親無さ後の生活を

真剣に考えなければならない時期に至った入所生

が数名、子供の体力と親の体力が逆転し、家庭で

の養育が困難になった者など、大きな課題が発生

してきました。社会適応能力が極端に低い障害ゆ

えに親の悩みは想像を絶するものがあります。

作業所の設置者であるいなほの会は、発足時よ

りこの問題に取組み、現在の生活寮建設計画を練

発展する夢

いなは作業所所長　天野俊秀氏

り上げて参りました。それは、ひとりの問題を家

庭だけのものとはせず、広く社会の責任として捕

らえ、また障害者の問題に限らず地域社会の中に

於ける人と人とのかかわりの在り方を求めること

なのです。

生活寮建設はいなほの会が行う事業計画の主軸

となり、第二第三の生活寮を地域の中に育て上げ、

住宅福祉の一つの在り方を全国に拡げていく運動
の拠点です。

2．生活寮と地域社会

どんな重い障害（個性）があっても、地域で生

まれたものは地域で暮らせるのが原則です。しか

し、現在の法制度や地域社会の状態は、おのずと

生産性を持たない（役割を持たない）者の多くを

収容的福祉施設などへ追いやってしまっているの

が現実です。

いなは作業所では社会適応能力の弱い人達と生

活・作業訓練を通じて基本的な人間の成長発達を

促し、また宿泊訓練や長期キャンプを継続して共

同生活の可能性に取り組んで参りました。ところ
が、その過程で逆に彼等から命の重さ、本当の人

間らしさ、現代社会の矛盾など多くの貴重なこと



を学ばせてもらう結果となりました。つまり、急

速に経済成長を遂げた今の日本の社会構造そのも

のが障害者や老人・子供の役割や役立つ場を奪っ

てきたような気がいたします。

当会の目指す生活寮とは、地域社会へ警鐘を鳴

らしてくれる素晴らしいいのちとして彼等に、地

域の中での共同生活の場を与え、互いに学び合い、

私たちと彼等の人生を豊かに創造するための再考
の場として存在することを目指します。

3．生活寮と創造の森

真に豊かな社会とは、その中に自然を取り入れ、

人のつながりを大事にでき、それ自体に自立機能

を持って次の時代を思考し創りあげる活力を持っ

た社会です。

生活寮と一連の事業として準備中の創造の森計

画はそんな社会を志向し、8町歩の雑木の森に自

然を学び、精神をリフレッシュできる自然公園と

異文化・多世代の人々と交流学習できるメインハ

ウス、文化芸術を育てる野外劇場、体験自然農園、

小動物牧場、キャンプ場など、家族連れで一日中

自然を楽しみ、人間であることを謳歌する、なん

てステキだと思いませんか。ただ、すべてを与え

られその中で与えられた遊びをすることの後味の

空しさはどなたもご経験の筈。自分が楽しみ、意

義を感じる場は自ら関わり、作ってこそ倍加する

もの。

ぜひ、いなほの会の夢の事業に参加してみませ

んか。不確実な時代であればあるほど、自分の生

きざまをもって子供に教え、次の時代を切り開い

てやろうじゃありませんか。

地域の一員として生きようとする障害者の家づ

くりに、ぜひ多くの方々からかかわっていただき

たく存じます。そして、次の時代への夢を皆様方

とともに共有できれば幸いです。

㊥国際美術展のご案内
酒井忠久氏

11月3日～5日松ケ

岡開墾記念館で国際美

術展を開催することに
なりました。これを機

会に美術展へのご協力
と記念館が国の史跡指

定になった年でもあり、

皆さんに広く知って頂

こうと貴重な時間をい

ただました。

このアパルトヘイト否国際美術展のお話があっ

たのは、ほんの1カ月位前で準備期問がなく、本

来ならば鶴岡市内や大きな会場でやりたいと思っ
ておりましたが会場がなく、松ケ岡開墾記念館の

1・2階を美術品で埋め尽くしてしまおうと言う

ことになりました。東北電力からもご協力願い夜

間はライトアップすることになっています。トレー

ラー車からアドバルーンを上げて夜間はコンピュー

ター制御で100パターン位の照明ができる装置だ

そうで夜は大変きれいなことと思います。

この美術展については、フランスに事務局があ

りましてこれまでフランス・イギリス・スウェー

デンその他ヨーロッパ各国を回って去年から日本

の各地で開催してきたわけです。他の国では市立

美術館など立派な建物でやっておりまして、日本
に来てあちこち巡回して開催することについては

反対がありましたが、東京の事務局の方が5～6

回フランスに出向きこうゆう形でやりたいと説得

の結果実現出来たということです。国内では昨年

から回っておりまして今年12月で最後になります。

東北では岩手県と山形県で会場が決まっていな

かったということでこのお話があったわけです。

致道博物館でやれればと思ったのですが残念なが

ら日程の都合で出来ず、これだけの美術展をやる

のは滅多に無いことなので是非やりたい、特に松

ケ岡開墾記念館が国の史跡指定になった記念すべ

き年なので思い切ってやろうと言うことになった

ものです。

皆様方のご協力と宣伝を頂ければ大変有難いと

思います。

（委員会報菖）

（青少年奉仕委員会）
加藤　　賢君

ローターアクトクラブが9月28日に再出発致し

ました。10月18日に18名の方々にご出席頂いて役

員を選任し、会長に庄内交通経営企画課の赤谷恭

彦さん、幹事に庄内交通総務課の西方さん、事務

局は東京第一ホテル鶴岡に置き、フロントの加藤

さんに事務局員をお願いすることになりました。

例会場は第一ホテルで、例会は第1・3木曜日

午後6：30からです。会員を30名位まで増やした
い考えで運動中ですのでご協力をお願いします。



赤谷恭彦氏
このたびRCの皆さ

んや各事業所の皆さん
のご協力によりまして、
ローターアクトクラブ

が第1回の例会を持ち

再発足出来ましたこと
につきましてお礼申し

上げます。
何をするか明確な目

的はまだ固まっていま
せんが、寓を重ねる毎

に明確なものにして行きたいと思っていますので、
ご助言を宜しくお願いします。

（ス　マ　イ　ル）

中沢　進君　RCゴルフコンペ3位入賞と参
加頂いたご協力に対しましてス
マイルします。また幹事の単独

でショートホールを二つばかり

設け、そこにワンオンしない人
には1回500円のスマイルをし

て頂くという事で6，500円にな

りましたので、併せて。

高橋　登君　RCゴルフコンペで優勝、10位
以内を果たしましたので

斎藤　　隆君　同じく10位以内を果たしました
ので

塚原初男君　先月26日より昨日まで、鳥取、
南北北海道（サロベツ原野、利
尻、礼文など）へ公務出張して
まいりました。無事帰鶴したこ
と、その間に酒田で開かれた年

次大会や4クラブ合同例会に欠
席したお詫び、それから私ども
の公開講座「みどりと川の科学」

に佐々木幹事や富田さんからも

聴講していただいて、無事終了
できましたので

奥野洋一君　昨日10月23日は電信電話記念日
で、NTTになってから第5回

目になります。無事行事を終了
できましたので

上野三郎君　その式典の席上奥野支店長から
感謝状を頂きました。

山口篤之助君　日本公衆電話会鶴岡分会を代表
してNTT山形支社長より感謝

＿　　状を頂きました

御橋義諦君10月22日第1回山形県軟式庭球
秋季選手権大会壮年2部で、村
越さんと組んで優勝しました。

藤川享胤君　6週間アメリカを回ってきまし
た。地震の18時間前に飛行機に

乗りました。悪運が強いと言う
ことでしょうが、しかし、本音

を言えば一緒に楽しんだ仲間を

置いて自分だけが助かったのは

辛いねという気持ちです。
留守中オーストラリアに居る斎

藤さゆりさんから3通ばかり手
紙がきておりました。そのうち

最後の1通にこの11月3日から

羽黒高校の野球部が斎藤さんに
つながる縁でサリーナに遠征す

るということで、現地では来る

のを心待ちしておりRCの人達

がバーベキュースタイルで晩餐

会をやるよう準備しているとい
うことです。

丹下誠四郎君　ゴルフコンペで準優勝し、すっ
かり自信がつきました。

加藤　貿君　ローターアクトの再出発と18日

私ども寛明堂の118年の記念に
お祝いとご出席頂きました。

笹原信一郎君　芭蕉300年記念実行委員会とい
うのがありまして、先週の木・

金・土・日曜日の4日間にわた

り行事を行いました。一つは40
カ町村の関係する「奥の細道サ
ミット」、一つは俳文学会全国

大会でそれぞれ2日間ずつの開
催です。私はその実行委員長を
やっておりまして無事終了しま
した。

佐々木莞彦君　塚原君からお話のありました
「みどりと川の科学」の公開講

座に出席して山形大学学長の終
了証書を貰いました。

（ビ　ジ　タ　ー）

桜井　　晋君
三浦正志君

新入会員スピーチ

小閑正洋君
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第253地区鶴周ロータリークラブ第1529回例会会報1989（平1．10，31）（天候晴）

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‥30～1‥30

十十＼■∴∵∵－　　∴

徹奮奉庖音感　噸　国儀秦僚現哀切弟　裔少爺豪放鵬　貿

星69．33％　修正出席数71名　確定出席率84．00％

会長高橋展生　鮮等値卑輩敏彦　汐予訝亭艇佐藤　衝　職藁素撞患鉢徹

出席報告：会員89名　出席57名　出席率66．67％　前回出席き

（会長報告）
高橋良士君

先週火曜日に開催いたしました。第2回クラブ

協議会の御報告を申し上げます。

今回のクラブ協議会は従来の協議会では会長が

各委員会の活動報告を調整、指導を行うという形

式で進行して参りましたが、勿論この形式も協議

会の目的に充分かなったものではありますが、今

回はクラブ協議会はクラブの企画、及び諮問機関

であるという、観点から次の様な主要議題のもと

に新入会員も出席していただきフリーディスカッ

ションの形式で行いました。

1．活動計画書、報告書に対する意見と要望

2．女性会員入会に関する問題について

3．姉妹クラブ台中港区ロータリークラブとの

盟約及び次年度創立20周年記念式典参加への

対応について

普　北京再訪　　　津田晋介
曹　昨年11月北京を訪れて。昭和20年引き揚げて来

∴二二‾こ∴∵㍉l＿∵二一

4．予算の現況について

5．例会運営に関して（特にゲスト・スピーカー

25分確保について）

6．例会を変更した場合の出席率低下にどう対

応するか

7．クラブ資料委員会の提案について特に資料

保存細則に関して

8．ライラ特別委員会の委員氏名の発表

9．会員増強の対応

10．在日留学生との懇談会について

その他、会員各位の貴重な御意見をいただき

今後のクラブ運営の指針にしてゆきたいと存じ

ます。

㊥　本クラブ最長老

鈴木善作君より御高令のため退会届

・、∴こき㌧刷∴ざ＿．汀∫・っ　一　読二妄言．言言上‥・－‥一

∵∴∵二二∵∵
一十三三‾‡
北京は、もう完全に消え失せてしまっていた。
今や故都北京は無く、有るのは全く別の新興近　菅

笠雷雪完碧雲言霊表鵠完芝警豊詑ヲ需昌葦
的地西安へと向った。

一　　　　　　　　　・・、‥・エンジiイライフ‥

よきものに触れ、自分を知る　一㌢一夕リーの腐蘭の費解と実践を－



（幹事報告）
佐々木滋彦君

1；来信・通知

（910／25　車粉公害についての私見（二冊）

江別RC会員　　拝野賢治氏

（診10／27　7月～9月　寄付金納入明細

米山記念奨学会

⑧10／27　オーストラリア　斎藤さゆりさん

（近況報告）

④10／27　お礼状　村上RC

2；例会変更

な　　　し

（新入会員スピーチ）

原子力発電への取り組みについて

東北電力の地元営業

所長の柏倉でございま

す。日頃、当社事業活

動について暖かいご理

解とご協力を賜わり厚

く御礼申し上げます。

本日は、新入会員ス

ピーチということで、貴重な時間を頂戴いたしま

したので、当社における『原子力発電への取り組

み』についてお話しさせて頂きたいと存じます。

本日のお話しは大きくわけて3つの視点で考え

てみました。

1つは、現状といたしまして、日本におけるエ

ネルギー事情であります。

2つ目は、そのエネルギーのうち電気の供給体

制がどうなっているかということであります。こ

れは「電源構成」ということであります。

3つ目は、将来の方向性としての原子力の位置

づけでございます。

それでは、第1番目の日本におけるエネルギー

事情でございますが、私は2つあげたいと思いま

す。1つは、日本は現在世界人口（約50億）の約

2％を占めておりまずが、エネルギーの消費は約

柏　倉　淳　宏君

5％を占め、自由世界第2位の消費大国であると

いうことであります。

2つ目は、その消費エネルギーの80％を海外に

依存している資源小国であるということでありま

す。

この現状を踏まえ、エネルギー供給の一端を担

う電気事業者として、電気エネルギーをどのよう

にまかなっているか、これが第2の視点でござい

ます。

電気事業は私企業ながら、公益事業として地域

独占という国の厚い保護のもとに事業活動をして

おり、お蔭様で順調に発展してまいりましたが、

その代償として厳しい供給義務が課せられており

ます。

今や電気は空気のような存在で『ある』のが当

たり前という程になっておりますが、この電気エ

ネルギーの供給責任を負う私共といたしましては、

お客様の要望に応じて、必要な電気を適正な価格

で、しかも安定して供給していくことが義務であ

り、そのための発電用資源として現在、水力、石

油、ガス、石炭、そして原子力などを利用してお

ります。

昭和30～40年代において、石油が安価で多量に



調達できたことから、石油火力を開発し昭和40年

代の高度成長時代をささえてまいりました。その

当時の当社の電源構成は石油依存度が6割を越し

ていました。

このような現状のなかで、昭和48年と54年に2

回にわたっておきたオイルショックで石油の価格

が急騰し、1バーレル4．75ドルが最高36．94ドル

となり、皆様に多大なご迷惑をおかけしたのが昭

和49年6月（51．9％）昭和51年6月（28．47％）

昭和55年4月（58．33％）の再三にわたる電気料

金の値上げでございました。電気料金の改定にあ

たっては、いろいろとご説明させていただきまし

たが、その大きな柱は脱石油ということで過度に

石油に依存した体制をいかに改善するかというこ

とでした。そして、国策としても石油の消費量を

落し、省エネ、省電力にご協力を賜わったものこ

の頃であり、省エネルックなどという言葉が流行

いたしました。

物価は上り景気が停滞するなかで皆様方のたく

ましい企業努力とたくみな経済政策で、日本は世

界のなかでいちはやくオイルショックを克服した

として今では高く評価されておりますが、当社の

電源構成も大転換を行い、石油にかわる代替エネ

ルギーとしてガス、石炭そして原子力のウェート

を高めてまいりました。

結果として、電気料金のなかで大きなウェート

を占める原油価格と為替レートがどう変わったか

皆様ご承知のとおりでございます。

最後に原子力の位置づけですが、原子力発電の

もととなるウランは、石油や石炭と同じく使って

しまえばなくなる枯渇性資源でありますが、埋蔵

量が比較的多く、しかも少量のウランから莫大な

エネルギーが取り出せるという大きな特徴がござ

います。

しかも日本のような資源小国にうってつけな資

源として、備蓄が容易で、かっ再処理することに

より一旦輸入したウラン資源を国産資源として再

活用できる技術も開発されております。

しかしながら、この大きなメリットの裏側では

人体に有害な放射能の管理の問題があり、アメリ

カとソ連で起きた原子力発電所の事故を契機にそ

の安全性が大きな社会問題になっております。

原子の火を初めて実用化してから、今年で丁度

26年になりますが、この放射性物質を扱う技術に

対しては、アメリカおよびソ連での事故を他山の

石とし、常に石橋を何度もたたいて渡るといった

慎重さと謙虚な気持ちで対処し、特に地震国であ

るわが国では諸外国に比べても厳しい安全基準を

設け安全性を追求しております。将来化石燃料の

供給にかげりが見えた時に、“くい”の残らない

よう開発を心掛け、安全、安定、安価な電力を供

給するため、水力、火力、原子力のそれぞれの特

徴を生かした供給源の分散化を図り、電源構成の

ベストミックスを進めてまいりたいと考えており

ます。

この電源構成のベストミックスのなかにおける

原子力の位置づけといたしましては、電力の安定

供給とコストの高騰抑制を図るため、供給の安定

性および経済性に優れた原子力を中心に水力、火

力を組合せるなかで、電源構成のベストミックス

を進めてまいりたいと考えているところでありま

す。特に原子力については安全最優先の運転を心

掛け、不具合発生時は原子炉をとめて原因をっき

とめることとしております。

私共は今後とも安全確保に万全を期し、安全逆

手、安定運転の実績を積み重ねながら、原子力推

進に対する皆様の一層のご理解をいただけるよう、

全力をあげて取り組んでまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

ご静聴誠にありがとうございました。



（新入会員スピーチ〕

長距離・高速バスの運行状況

新入会員スピーチと

いうことで、何をお話

ししていいか迷いまし

て、会社のPRだけで

は聞き苦しいと思いま

して、ここ数年全国的

に都市間高速バスの運

行が活発になっていることから、若干会社のPR

も交えながら全国の高速バスの状況をお話したい

と患います。

最近、高速バスに関しては、まとまった本が出

版されていますし、また、週刊誌などでも記事と

して出ているのが見られます。

そこで、今年8月に出版されました「高速バス

大百科」を参考にしてお話しさせていただきます。

現在300km以上の長距離バスとしましては、昭

和44年6月から運行を開始しました。東京一名古

屋・京都・大阪間を当時の国鉄、今のJRが最初

であります。また民間バス会社が運行を開始しま

したのは、昭和55年の東京一山形間、東京一仙台

間が最初であります。

今年6月現在で長距離バスの一番は東京一広島

間の917血を13時間で運行しているのであります。

現在では、全国の都道府県に高速バスが運行し

ています。

東北では、東京一青森、能代、弘前、秋田、八戸、

田沢湖、酒田、山形、仙台それに仙台一成田、弘

前、酒田線が運行されています。

長距離・高速バスの始まりは帰郷バスであり、

その奔りは昭和36年に京浜急行が「ふるさと訪問

五十嵐　宏　夫君
バス」として運行したのが始まりであり、当社で

は昭和42年からお盆と正月に帰省上京バスとして

運行を始めました。

当社も帰省上京バスは最盛期は、1シーズン帰

省20台、上京20台と2，000人を輸送しましたが、

昭和57年の東北・上越新幹線の開通により、利用

者は最盛期の半分近くまで激減しました。

その後、利用者は戻らず、全国的には長距離・

高速バスは“風前の灯”かとも言われた時があり

ました。

しかし、昭和61年に、帰省上京バスが再び上昇

傾向を見せ始めました。

それは、高速道路の整備が進み、安定した走行

とスピードアップが図れたことと、運賃の安さが

際立ってきたこと、必ず座れること、バスがデラッ

クス化したことなどにより見なおされてきました。

高速バスの魅力として言われることは、全国的

なアンケートによりますと、第一に安さが魅力と

言われています。東京へ出る若い女性、浮いたお

金がお土産やグルメに東京へ出ている学生が年二

度の帰省が年四回に。

第二に、スピードもバカにならないことです。

もちろん高速バスが速いといいましても、スピー

ドで新幹線や飛行機にかなうわけはありませんが、

在来線の特急クラスには互角にわたりあえるスピー

ドをもっています。

第三に、地方都市では市街地の中心地でも停留

所を設けることが出来ることであります。

第四に、ゆったりシートとなっており、夜行バ

スは三列シートとして隣の人と肩が触れ合わない



ようになっています。

第五に、車両と設備が高級志向になっています。

こういった点が、高速バスの上昇の大きな理由

と思われます。

当社のバスは、スウェーデン製のボルボ車であ

り、後の方が二階建てになった車で一階に喫煙室

とトイレ・電話・交替運転士の仮眠室を配してい

ます。

この事の車は現在当社だけが使用しているもの

でして、全国の他社の車両はすべて国産のもので

す。

また、当社では、東京と仙台の2線運行してい

ますが、その利用方法をみますと男性はビジネス

が多く、女性は子供のところへ行く・買物・レジャ

ーなどが多く、学生帰省・レジャーの利用が多い

といえます。

当社の東京線は昨年12月21日からこの9月30日

までの284日間で、26，416人の利用者があり、1

日平均93人となり、定員が28人ですから1日平均

3．3台の車両が運行したことになります。ただし、

この数字は12月と8月の帰省・上京時に1日最高

時8台の車両が運行したこともあるためです。

一方、仙台線は8月4日からこの9月30日まで

の58日間で11，177人の利用者があり、1日平均

192人となり、定員40人ですから1日平均4．4台

の車両が運行したことになります。

また、当社ではお客さまの増加に備えるために、

東京線には1日1便のダイヤに対し3台の車両、

仙台線には1日2便に対し3台の車両を用意して

おり、出来るだけお客さまの増加に合わせまして

増便体制をとっています。

それにしましても、お客さまがそれ以上になり

ますと、同じ程度の車両で賄いきれないときは、

設備の違う車両を使うことになり、この場合は、

予めお客さまにお断わりしましてご利用いただい

ております。

私達としましては、東京へバスが行く、仙台へ

バスが行くということで、単に人を運びますとい

うだけでなく、情報をも運び地域の活性化の一助

にも役立ちたいと考えております。

今後、私達としましては、東京線が運行して1

年になろうとしていますが、業務に“慣れ”が出

て、サービスが低下することのないように、会社

も従業員も開業当初の初心を忘れずに頑張りたい

と思っていますし、それと安全は最大の責任であ

り、最低限のサービスであることを念頭において

努力します。

長距離・高速バスはこれからも多くなると考え

られますが、8月からは日本一長距離のバスは大

阪一鹿児島間の950血を運行しています。

更に、これからの長距離バスは、個室バス、寝

台バスそれに液晶テレビのあるバスが出てくるの

も近いものと考えられます。

＝羽黒高校野球部OB

訪豪あいさつ＝

あさってから、2日

間の短い間ですが、オー

ストラリア・クイーン

ズランドの選抜チーム

と私共OBのチーム（1

9～23才の若いチーム）

と5日（日曜日）2試

合ゲームをすることになりました。

それにあたりまして、向こうのロータリーの方々

も非常に熱心に準備して下さいまして、サリーナ

の人たちがエキサイトしているということが、斎

藤さゆりの手紙にも書いてありました。

それと、4日の夜にはディナーの席も用意して



下さいり、羽黒の小さいチームにこのような機会

を与えて頂きまして、本当にありがとうございま

した。みんな仕事も手につかない状態です。野球

はもちろん頑張りますが、向こうの皆様と仲良く

なって帰って来たいと思います。本当にありがと

うございました。

（委員会報告）

（国際奉仕委員会）

塚原初男君

交換留学生の斎藤さゆりさんより近況報告あり。

（手紙回覧）

11／3′｝11／6の羽黒の野球チームの来るの

を楽しみにしているとのこと。

（ス　マイ　ル）

鈴木茂男君　先日のクラブ協議会を急用にて

欠席しましたので、会費を全額

スマイルします。

矢口良行君　第一小学校に通っている娘が文

化祭で4年の演劇で主役を演じ

ましたので。家族では初めてこ

とで。

秋野昭三君　娘に二人目の孫が先日できまし

たので。

中沢　進君　先日のクラブ協議会を欠席しま

したので、私も高いスマイルを

させて頂きます。

佐々木霊彦君　佐藤監督の発表された羽黒のオ

ーストラリアへ行く野球のメン

バーの中に私のスポーツ少年団

のときからの仲間が1人参加し

ますので。

（ビ　ジ　タ　ー）

本間儀左工門（温　海RC）

五十嵐　　清（　〝　）

渡　部　晃　雄（　”　）

長　野　正　彦（鶴岡西RC）

加　藤　有　倫（　〝　）

ゲストスピーチ

県議会議員

佐　藤　正　光氏

カット　三浦恒戒君
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（至二亘ココり
高橋良士君

第5回定例理事会を午前11時30分より開催いた

しましたので御報告申し上げます。

1）．本年度都市連合討論会（Ⅰ・G・F）

11月25日（土）ホテルリッチ酒田で開催され

ます。

テーマA「ロータリーを楽しむには

如何にあるべきか」

アドバイザー　小池繁治君（鶴岡RC）

モデレイター　田宮長二君（温海RC）

テーマB「地区分割に伴う“クラブ拡大”
“会員増強の必要性”について」

アドバイザー　伊藤政一君（酒田RC）

モデレイタ一　丸市定治君（酒田中央RC）

御出席の会員にはテーマを充分御検討の上、

活発なディスカッションの出来ます様、御準

備いただきたいと存じます。

2）．本年度年次総会は11月28日に開催することと

普　什器㌫：蒜旬」板垣徳市

書な謂誓孟‡ア芸芸こて∴呈孟孟宗芸芸芸詣
菅　や先生が運転するクルマが削った粉塵を吸いな

萱賢妻萱蓋夏群孟夏蓋芸葉書誓
書還買芸宣言蔓軍事書き賃禁書簑≡蔓

いたしましたので、衛欠席のないようにお願い

いたします。

3）．ガバナー公式訪問

11月28日の予定でありましたが、村上ガバナー

御病気のため延期となり、明年になる見込みで

あります。

4）．女性会員入会

この件に関しましては、すでに申し上げました

村上ガバナーよりRI理事会よりの報告として

入会の賛否はクラブ理事会で決定するようにと

の意向がありましたが、アンケートによる賛否

と御意見を、更にクラブの諮問機関でもありま

すクラブ協議会で充分御意見を拝聴し、本日の

理事会で規定審議会の決定の如く女性会員の入

会を認めることといたしました。但し反対意見

16名が御座いましたので慎重な御推薦をお願い

申し上げます。

5）．会員増強の対応

本年度のクラブ活動計画では10％を目榛として

∴ヱよこ∴∴∴∴　∴二∴∴∴二二∴二二．言
亀　　「子供達が泣いている」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、〃

ることを知ったのです。　　　　　　　　留

以来、冬タイヤはスタッドレス四本、スパイ　曹

蛋墓重言墓…萱警要語萱董羞蔓重…妻妾
すとタイヤ交換が少々大変ですが、冬の運動不　膏

三‾‾二一三三二三三二
∴∴∵二　∴㍉㍉∵′一　千‾‾l二五海霧毒一千．l

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細顔の理解と実践を－



会員増強をお願いしておりましたが、現時点で

は目棟にはほど遠いようでありますので、会員

増強委員会、職業分類委員会、合同のミーティ

ングを11月14日に開催いたします。又、会員の

皆様方にも新会員の御推薦をよろしくお願い申

し上げます。

6）．姉妹クラブ台中港区ロータリークラブとの盟

約

明年2月12日に決定との意向を打診して参りま

したので近日中準備委員会を開催いたします。

7）．鶴岡工専インターアクト退会

工尊では本年度も解散の件会員が全くおらず活

動不可能のため顧問教師松田先生より休会との

連絡をいただいておりましたが、RI東京支局

より休会、即ち解散であるとの指示があり退会

届を提出する様にとの要請がありましたので今

回、誠に残念ながら退会の止むなきに至りまし

た。

8）．先週、最長老会員の鈴木善作さんより退会届

がございました。御高齢を理由に退会を表明さ

れましたが、本日の理事会で受理いたしました。

鈴木さんは第16代会長として大変クラブ発展に

貢献されました。11月3日には満89才の誕生日

を大変御元気で迎えられました。明治33年、

1900年のお生れで御座います。益々御元気でお

過ごし下さいます様会員一同心よりお祈りする

次第で御座います。

（幹事報告‾）
佐々木詰彦君

1．来信・通知

①10／31鈴木善作君から退会届け

②11／21990年2月12日の続盟についての伺

い　台中港区R国際奉仕・李　吉村

③11／2　ローターアクトニュースRI日本支

局

④11／6　アクティング・ガバナーの推薦

PG　九里　茂三　氏

ガバナー事務局

⑤11／6　ポリオプラス表彰　　ロータリーの

友11月号・ここが見どころ

2．例会変更

酒田東クラブ11／16（木）職場訪問のため

場　所　　荘内証券2F　点鐘12：30

登録料　1，500円

（重奏妻亘巨章二）

「民力指数からみた県内経済の動き」

本日は貴重な時間を

賜りありがとうござい

ます。

山形銀行の店舗は、

鶴岡市内に五か店あり

ますが皆様方に平素格

別のお引立をいただい

ておりますことまこと

にありがたく厚く御礼申しあげます。

私の話しのテーマは甚だ固いテーマでありまし

てお手元にお配りしました資料もやたら数字ばか

りで恐縮です。本県の44市町村を経済的側面から

指数化して概観するとどんな風になるのかという

小　閑　正　洋　君

軽い気持でお聞きいただきたいと存じます。

民力とは生産・消費・文化などの地域住民が持

つエネルギ「を総合的に捉え、それを都道府県、

市町村単位でみたもので、全国ベースのものは、

朝日新聞社から出ております。

私共の銀行では、県内市町村について地域経済

の特性や地位とその時系列推移を投影することを

目的に昭和41年を第1回として、2年毎に本調査

を行っており、今回ご報告分は第11回目分に当た

ります。これだけ息の長い調査はめずらしく、継

続することにこの種の調査は意義があると思って

おります。

予めお断り申しあげたいのは当行の調査は地域



の経済力判断に重点を置いた指標を採用しており、

生活文化面の指榛は広域圏として考察するほうが

ベターであると考え採用していないということで

あります。

また、時間の関係上ポイントだけの解説となる

ことをお許しください。

まず採用している指榛は全体で17指標です。

0基本指数（人口、総所得金額等6指標）

0産業活動指数（農業粗生産額、工業製品出荷額、

年間商品販売額等5指標）
0消費指数（小売販売額、売り場面積等4指標）

0金融指数（預金、貸出金2指標）

指数の計算手順は、各指標について市町村別の

県合計に対する1，000分比を求めその単純平均に

よって算出してますが、産業活動指数は生産所得

関連3指標については、1次、2次、3次産業の

構成割合で加重平均しております。

時系列の検討は長期的には62年と53年の対比、

中期的には62年、57年対比でみていただきたいと

存じます。

この間日本経済は低成長から安定成長へ移行し、

また社会の成熟化、国際化、情報化など構造的変

化が進行したと言えます。加えて60年9月のプラ

ザ合意に端を発した急速な円高の進展がありまし

た。

こうしたなかで本県ではどのような変化がみら

れるか、各市町村の相対的な位置、特性を客観的

に把撞することで事業展開や、マーケッティング

活動あるいは地域発展の方向を探る手掛りになれ

ばと思っております。

総合指数では、62／53の地域別では村山地域以

外は3地域とも低下しており、57／53、62／57い

ずれも低下しているのは最上地域と庄内地域であ

り、市町村別では山形、洒臥鶴岡、米沢の4市

で県全体の総合民力の50％（4市の人口は県全体

総合民力指数と一人当たりの民力

の43％）を占め、13市合計で76．7％を占め、かっ

市部のウエイトは年々高まっています。

また、山形、天童、東根が大きく伸びている反

面酒田、鶴岡の低下巾が大きく、その他の市は桟

這い傾向です。

1人当たりの民力水準は、全県水準（＝100）

を超えるのは山形（125．8）、酒田（114．7）、長

井（109．1）、新庄（107．3）、米沢（105．6）、鶴

岡（105．4）、天童（102．9）の7市のみです。逆

に低いのは、舟形（58．7）、羽黒（64．6）、平田

（65．1）、大蔵（65．9）などです。

なお、1人当たり民力指数は総合民力が増えな

い市町村で人口減少に伴い増加する場合もある訳

です。

以上、考察した民力調査には、採用指榛の制約

からくる種々の問題があり、地域の総合力を正確

に投影しない面があること、また細分化された行

政区画では捉え難い面があることを踏まえて、必

要に応じた読み取りが必要と考えます。

例えば、金融指標等は当該市町村住民だけの預

貸金ではないことから、市部で高く、郡部で低く

算出されること。あるいは観光収入額等は対象指

標に入っていないことから羽黒町等の指数は実体

より低く算出されることになります。

また鶴岡市およびその周辺地域においては、県

内随一の観光資源、恵まれた自然、歴史と伝統に

支えられた香り高い文化等を有しておる訳であり

まして、こうした本日の民力指数には現れない分

野こそ、今の時代の価値観として大切であること

からこれからの発展のポテンシャルの最も高い地

域であると考えます。その意味で庄内空港の開港

を目前に控えた当地域としましては多面的な考察

のうえに、来たるべき発展の機会を捉えていく必

要があると考えるものであります。

総　合　民　力　指　数 �����一　人　当　た　り　の　民　力 

53年 �57年 �62年 �57／53 �62／57 �53年 �57年 �62年 �57／53 �62／57 

山　　形　　県 �1000．0 �1000．0 �1000．0 �0．0 �0．0 �100．0 �100．0 �100．0 �0．0 �0．0 

村　山　地　域 �466．1 �473．9 �480．6 �1．7 �1．4 �105．3 �105．7 �105．8 �0．4 �0．1 

最　上　地　域 �71．7 �71．6 �71．5 �▲　0．1 �▲　0．1 �84，8 �86．3 �87．3 �1．8 �1．2 

置　月易　地　域 �193．1 �191．6 �192．6 �▲　0．8 �0．5 �94．4 �94．7 �95．5 �0．3 �0．8 

庄　内　地　域 �269．1 �262．9 �255．4 �▲　2．3 �▲　2．9 �100．4 �98．7 �97．4 �▲　1．7 �▲　1．3 



（退会のご挨拶）
鈴木善作君

お世話になりました。

クラブに入会して何年

になるかわかりません。

この通り年がいきまし

た。数えの91才です。

明治33年11月生まれで

す。仕事は家で番頭の

ようなことをして、あ

まり難しいことには関

係しないことにしています。

皆様もどうぞ丈夫でお過ごし下さい。大変どう

もありがとうございました。

（二亘亘車重享〕
板垣俊次君

年間皆出席

27年間皆出席　　新　穂　光一郎君

11年間皆出席　　藤　川　享　胤君

2年間皆出席　　日　向　一　男君

10月100％以上出席　　　20名

175％・・・新穂君

150％・・・市川、松田、嶺岸、佐藤α厩）、

佐藤（衛）、佐々木、高橋（良）、丹下、

高田、忠鉢、富田（利）

125％・・・秋野（昭）、阿部（信）、御橋、

奥野、佐藤（忠）、鈴木（茂）、鈴木（撃）

碓氷

100％出席　　阿蘇君　他40名

（森睦委員会）
中沢　　進君

11月会員誕生

藤　川　享　胤君　鈴　木　善　作君

富　田　利　信君　佐々木　志　彦君

毛　呂　健　士君　斎　藤　庄　治君

来　港　憲　宣君　丹　下　誠四郎君

皆　川　光　吉君　村　上　龍　男君

佐　藤　　衛君　秋　元　順　雄君

奥様誕生

飯　野　美　和様

富　田　洋　子様

富　田　とし子様

丹　下　せい子様

⊂亡アイ‾一亘）

上野三郎君11月3日、百万石祭りパレード

無事終りました。好天に恵まれ

たこと、吉野さんからミスと一

緒の写真を頂いたこと、荒井さ

んからオープンカー3台を好意

で貸して頂いたことに対してス

マイルします。

高橋　登君11月5日、全国の観光地クリー

ンアップキャンペーンに由良海

岸の清掃に行ってまいりました。

好天と52名の参加を得て成功に

終りましたので。

富田利信君　ハイビジョンで大相撲をご覧下

さい。

・期日11月12日（日）～19日

（日）午後5時～6時
・場所　マリカ西館2階ホール

「砂かぶり」で見るのと同様で

す。ぜひおいで下さい。

佐藤順治君　私の家内が20年前から目が悪く、

先月16日入院、手術し、今月1

日に退院しました。とてもよく

見えると喜んでいます。

（で「ジタ二〕

佐　藤　　　憲君（鶴岡東RC）

阿　部　興　二君（　〝　）

21（火）のプログラム予定

ゲストスピーチ

鶴岡市土木課長　妻　板　恭　助　氏

様

様

様

子

子

子

津

典
千
智

沢

部

海

中

阿

来



第253地区鶴周ロータリークラブ第1531回例会会報1989（平日1・14）（天候曇）

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12：30～1‥30

ENJOY ROTARY！

ロータリーを楽しもう！
＝■L圭子・rl．‾∈告 饉宥恕　曙　圏曝鼻佐原原初呉　春珍等宗准甜怒　賢

出席報告：会員88名　出席62名　出席率73．33％　前回出席率73．33％　修正出席数71名　確定出席率8臥00％

（会長報告）
高橋良士君

暦の上ではすでに立冬となりました。昨日まで

は大変おだやかな日が続いておりましたが、本日

はいよいよ冬将軍の到来を思わせる様な天候となっ

て参りました。

1．本日、午後6時より会員増強委員会、職業分

類委員会の合同ミーティングを行いますので両

委員会の皆様方よろしくご出席お願い致します。

協議事項は本年度クラブ活動方針であります

10％会員増強についてでございますが、昨年度

は会員皆様方のご協力によりまして会員増強最

優秀クラブとして年次大会で表彰を受けており

ます。会員増強はロータリーが存続する限り永

遠の課題でもあります。本年度も特定委員会の

みならず、会員皆様方の絶大なるご協力とご推

薦をお願い申し上げます。

2，明15日は午後6時より訪台準備委員会を開催

致します。本年度は姉妹クラブ台中港区ロータ

リークラブとの盟約式の年度となっております

が、先日、台中港区ロータリークラブ国際奉仕

委員長より明年2月、姉妹クラブ三クラブ合同

で盟約式を行いたいとの書簡が到着致しました。

明日、詳細なスケジュールを検討致しますが、

会員多数のご参加を切にお願い申し上げます。

3．本日のゲストは県政に日夜、心血をそそいで

おられます県会議員、佐藤正光先生を大変御多

忙の所お出で戴きました。後程スピーチを拝聴

することになっております。

〔軍事報告）
佐々木忠彦君

◎来信・通知

（∋11／8　会報到着　山形RC・山形西RC

∴言責霊二二二圭三圭三幸三

章票霊芝急き妄冨誓薫≡蓋罠蓋蓋誓吾芸票差冨軍買蓋薫き至芸芸忘軍買墓芸芸軍票誓言冨喜萎嘉蓋芸

書芸桑買主重要軍書警真吾這喜…曇蓋季蓋…恵票志　…宝器曇窪ま諾苦…≡護箋琵言霊誉：憲

二‡二三∴二三＿二二二∴
いない。

よきものに触れ、自分を知る　一一°．タリーの粛顔の理解と実践を－



②11／911月5日開催されたロータリー財

団委員会　米山奨学委員会推進会

議資料　　　　　ガバナー事務局

③11／10　公式訪問延期の件

来年1月15日以降に延期分区代理

④11／13　会報到着

鶴岡西RC・酒田東RC

⑤11／13　台中港区RCから続盟式について

の連絡　日本の3クラブ同時に続

盟式を行いたい。

2月24日　午後6時　歓迎式

25日　続盟式

◎例会変更

余目RC　　職場訪問（センチュリープラザ余目

ショッピングモールアピア）のため

日　時11月22日（水）12：15　点鐘

登録料1200円

立川RC　　移動例会の為

日　時11月16日（木）12：15　点鐘

場　所　清川　歓喜寺

登録料1000円

酒田RC　クラブ協議会の為

日　時11月15日（水）18：30　点鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料1500円

（ゲストスピーチ）

高速交通時代への対応

◎予測難さ時代にどう

対応

昭和天皇の御崩御、

平成、冷夏の予測を覆

しての酷暑、参院選、

巳年は凶作の伝えを破

り豊作、秋の長雨、消

費税の反応、知事選、東ドイツやEC諸国の動向、

中国、ソ連をはじめ大きな国際的歴史的変動、解

散総選挙は、等々、国の内外、地域の内外、いず

れも予測の出来ない時代に、どう対応するか。

◎高速交通の到来に伴った意識改革は

待望久しかった庄内への高速交通時代の到来に

よる大きな変革に対応する物理的な施策が確実に

進展している中で、精神的意識的な面は旧態依然。

山形県議会議員　佐　藤　正　光

その点の打開策を共に考え、真の地域活性化に向

けて行動しよう。

◎わが郷土の文豪「高山樗牛」日く「東北の遺利」

面積九州に倍して戸口却って是れに半ばし、人

才蓼々として空しく漠々たり。鳴呼不幸なる東北

よ。東北の百弊、帰する所は交通機関の欠乏にあ

り。人は北海を説きて東北を言はず。何為れぞ其

の絶大なる遺利を顧みざる。

天下の利は人物に若くは無し。今の日本の要す

る所はアゼンス人に非ずしてスパルタ人也。フラ

ンス人に非ずしてロシア人也。是の停華淫風なる

社会を刷新するものは、寧ろ迂愚に近さも便倭な

らざる、寧ろ粗野に近きも軽薄ならざる、剛毅敦

厚なる新人物の注入にあるのみ。而して吾人は信

ず、今の日本に於て是の任に当り得るもの、先づ



指を東北に屈せざるべからず。

然れども今の東北は、是の脈管たる交通機関の

難渋によりて、天下の大勢と隔絶せられ居るの観

あり。幾多無名の俊聖人才は、未だ国家に蓋すべ

き自己の天職を自覚するに及ばずして、空しく山

林の人たらむとする也。吾人実に国家の為に是を

惜しむ。　　　　　　　　　（明治32年6月）

◎多様で個性に富んだ「鶴岡市づくり」

「新しい社会資本」として、情報、通信関連施

設、研究関連施設等々、高速交通時に相応した産

業基盤施設に着眼しつつ

特に　※多目的美術館

※町の中心地にターミナル機能をも兼ね

備えた合同施設

※工業技術大学　　　等々

多目的文化施設に対し積極的に投資すべき経済

環境下にある。「自ら考え自ら行う地域づくり」

を起爆剤に、今日の恵まれた時代的責務とも思う。

◎種を播こう未来のために

私たちの知るすべのない未来に向かって、次の

時代に刈り取り、その恩恵を享受する。そんなこ

とをロータリーの皆々様にもお願いしながら終り

ます。

◆　トピックス　◆

・メークアップの機会を見逃さないようにしよう

欠席した例会のメークアップをすることを負担

と思う会員もいます。ですが、こういった人たち

は考え違いをしているのです。他のクラブでメー

クアップをすることは楽しく有益な体験です。ク

ラブ・プログラムやプロジェクトの新たなアイディ

アを見つけることもできますし、新しい友人もで

きます。そして、ロータリーの世界的親睦の一員

であることの意義をかみしめることもできます。

・ロータリーの友好をはばむものはない

「異なった人種のグループや違う宗教の考えに

帰依する人びとの間に、より良い理解を促進しよ

うというロータリーのプログラムは……外交官の

交渉よりもはるかに大きな成功をおさめています。

会員たちが一致していない事柄よりも一致してい

る事柄に考えを集中するというのが、ロータリー

のやり方です。友情というものは、国家や宗教の

境界線をきわめて容易に乗り越えるものであると

いう事実を、ロータリーは十分に証明しているの

です」

－　ボール・ハリス、ロータリーへの私の道より

・母なる大自然に援助の手を

環境破壊は重大な世界的関心事です。産業廃棄

物は山河を汚し、有毒ガスは大気を汚染し、ゴミ

が多くの公園に散乱しています。開発途上国も、

耕地の砂漠化など同じような環境問題を抱えてい

ます。

私たちのクラブは、清潔で健全な環境を維持し、

大地と野生生物を守るために地域社会で指導的な

役割を果たさなければなりません。ひとりひとり

が以下のことを実行し、自分の役割を果たそうで

はありませんか、再生用の空缶、空瓶、古紙類を

回収すること。エネルギーと水を節約すること。

清掃すること。開発途上国地域の農民を援助し潅

漑設備の設置を推進すること。植樹と環境美化プ

ロジェクトに参加すること。

・ご存知でしたか……

……このほど韓国ソウルで開催されたR．Ⅰ国

際大会はロータリー史上二番目の多数の出席者を



集めました。第80回年次国際大会に出席したロー

タリアンとゲストは、86カ国の38，500人でした

（これまでの最大のR．Ⅰ国際大会は1978年に日本

の東京で開催されたもので、出席者数は39，800人

を超えました）。

・青少年に将来を担う心構えを

「ロータリアンが、地域社会で、また世界で、

いかに熱心によいことを実施したとしても、若い

人たちが自分の時代を迎えたとき、その指導力や

奉仕の精神を受け継ぐ心の準備ができていなけれ

ば、ロータリアンの努力も水泡に帰すでしょう。

ですから、ロータリー・クラブの会員は、青少年

の才能を伸ばし、熱意を呼び起こし、青少年の心

の中に個人として、また、市民としての糞任感を

植え付けることに特別な関心を抱いています」

－　ロータリアン必携　第6巻

青少年のための諸活動

（ス　マ　イ　ル）

新穂光一郎君　先週朝のTV（TUY）番組に

おける最近のユニークで変った

建造物の中で、私の件が構造を

担当した高輪教会が出て参りま

したので。ちなみに他の2ツは

新日本電気とサッポロビール本

社ビルでした。

吉野　　勲君　昨日鶴岡税務署より優良申告法

人として表彰されて参りました。

喜田川博也君　先日、宮司林正近が東北で3人

目の神職身分特級となりました

お祝いを無事済ませることが出

来ました。

今年の大晦日のNHK番組「行

く年来る年」で、来る年のトリ

を羽黒山より全国へ中継される

段取に決まりました。

月山のコンサートも皆さんの御

協力で無事済みました。

小関正洋君　べにばな国体に向けての強化チ

ームであります、私どもの銀行

の女子バスケットチームが日曜

日の東北選手権大会で初出場な

がら優勝することが出来ました。

清水二郎君　本日隣の鶴岡市文化会館で、午

後2時より東京工大名誉教授一

色尚次先生の「近未来エネルギ

ーの開発」と題する講演会があ

りますので、お時間のある方は

是非お立ちより下さい。

（ビジタ　ー）

五十嵐　　　清　君（温　海RC）

石　黒　慶　一　君（鶴岡西RC）

上　野　朝　重　君（鶴岡東RC）

高　野　邦　夫　君（　〝　）

三　浦　次　雄　君（　〝　）

ゲストスピーチ

羽黒学園高等学校　佐藤繁信先生



第253地区裔周ロータリークラブ第1532回例会会報1989（平1・11・21）（天候雨）

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12：30～1：30

EMOYROTARY！巽

ロータリーを楽しもう！

幹事撞穏未読彦 塚原親鳥　毒妙無毒庖謝蔽　緊

出席報告：会員88名　出席51名　出席率58．67％　前回出席率73．33％　修正出席数74名　確定出席率89．33％

（二阜¶長報盲つ
高橋良士君

1）会員増強委員会、職業分類委員会、合同ミー

ティングを11月14日午後6時より開催し、会員

候補者のリストアップを行い、今後の対応につ

いて協議致しました。

本年度はクラブ活動計画に依りまして10％増

強、即ち8名の会員増強を目標にしております。

いずれ会員増強、職業分類両委員会より御報告

があると存じますが、会員皆様方の御協力、御

推薦を重ねてお願い申し上げます。

2）11月15日に台中港区ロータリークラブとの続

盟式出席のための訪台準備委員会を開催致しま

した。明年2月25日（日）に当クラブ、青梅ク

ラブ、日本平クラブの三クラブ合同で続盟式を

行うとの書簡がまいりましたのでスケジュール

を調整し、3泊4日コースの日程表を作製しま

した。詳細につきましては、今月末に再度検討

いたしますが、何卒、会員多数の御参加をお願

㍗主立黒告㌍一言十五嵩

い申し上げます。

3）次の例会28日には本年度クラブ年次総会を行

います。議題は次期副会長の選出であります。

どうぞ御欠席のない様お願いいたします。

（幹事報盲つ
佐々木吉吉彦君

◎来信・通知

①11／16　国際ロータリー年次大会案内

米国オレゴン州ポートランド

1990．6．24～27　　RI

②11／16　荘内日報社から年賀広告掲載依頼

￥10，000

③11／17　会長・幹事会開催案内

酒田・レストラン樺

12／1615：00～16：00

登録料　￥5，000

④11／13　会報送付に対してお礼状

PG　田中善六氏

一三三三二三二∴∴l∴＋∴
喜「見知らぬ街への好奇心」山下政和

∴㍉∵∴－∴∴∴∴三∴二十一二
素孟冨警這慧‡是認、主：‡誌てこ深憂‾＼∵一二＿　∴一三　㍉∴∵∴∴∴‾l　＿‾

∴∴　‾二‾∴∴1－∵∵云這イライ芸‾さを見るにつれ、また新しい故郷が1ヶ所誕生　曹

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの粛蘭の理解と斉虜を－



◎例会変更

酒田RC ll／29（水）はIGFに振替

日　時11月25日（土）

酒田中央RC　チャーターナイトの夕べ

例会のため

日　時11月24日（金）19：00　点鐘

場　所　相馬屋　　登録料　￥6，000

（ゲストスピーチ）

内川におけるふるさとの川整備モデル事業

ふるさとの川整備方針

内川におけるふるさ

との川整備モデル事業

の区間は、内川中小河

川改修事業計画（昭和

63年以降整備）を基本

として、市街地構造や

土地利用等の沿川条件

を考慮し、鶴岡市の中心市街地を貫流する区間

（昭和橋から鶴園橋までの約800m）とする。

（1）基本理念

0歴史と文化：歴史的、文化的雰囲気を漂わせ、

鶴岡のまちの個性が感じられる

まちづくり

。親　し　み：市民が快適で楽しく、親しみを

もち、ふるさとを感じる川づく

り

。美　し　さ：鶴岡のシンボルとしての美しい

川づくり

内川は鶴岡の歴史とともに歩んできた川であり、

鶴岡市民にとってはなじみの深い、ふるさとの川

ともいうべき河川であり、鶴岡の顔である。

内川は今も歴史の面影を色濃く残しており、落

ち着きのある川の表情は、市民に親しまれ心の拠

り所となるなど、市民の精神生活にも深く関わり

をもってきた。また、内川は鶴岡の中心市街地を

流されており、今後の鶴岡のまちづくりにおいて、

個性と魅力ある都市空間の形成に重要な役割を担っ

鶴岡市役所土木課長　真　坂　恭　助氏

ている。

内川の水辺空間整備は、鶴岡のまちの個性と魅

力を形成、増進するために、沿川の歴史文化的資

源の保全と活用により、歴史的、文化的、さらに

自然的雰囲気の漂う魅力ある水辺空間づくりを行

わなければならない。また、内川は、市民生活を

より豊かで快適なものとする水辺として、市民が

日常生活の中で親しみをもち、ふるさとを感じる

ことのできる水辺空間づくりを行わなければなら

ない。さらに、内川及び沿川地区は、鶴岡の代表

的な町並み景観を形成する場所として、真に鶴岡

のシンボルになるような美しい水辺空間づくりを

行わなければならない。

（2）整備テーマ

内川の水辺空間整備に際して、整備テーマを以

下のように設定する。

城下町鶴岡の歴史を語り

市民の生活と文化を育む

ふるさとの水辺　内川

（3）整備方針

内川における水辺空間の整備方針は次のとおり

とする。

①　内川と一体となった町並みの整備

②　潤いのある快適な水辺環境の保全、再生

③　鶴岡のシンボル形成

④　賑わいのある水辺空間の警備



⑤　安全性の確保

（4）ゾーニングの考え方

計画区間のゾーニングにあたっては、現況調査

をもとに、河川の形態、沿川の土地利用、景観特

性を整理し、4つの視点から計画対象区間をゾー

ニングするものとした。

①　周辺地域と内川との活動の関連性

②　河川沿いの土地利用の可能性

………河川と一体となった広い活動空間

③　歴史性　………　鶴岡の歴史を語り鶴岡を

代表する景観を形成する空間

④　河川の流れの利用

ゾーン区分とゾーンの性格

各ゾーンの名称とその性格は次ぎのとおりであ

る。

（1）にぎわいの水辺ゾーン

計画されている銀座通りショッピングモールの

入口と、2核構造を持つ鶴岡市の北側の核となる

鶴岡駅前から連担する商業ゾーンが接する出会い

の空間であるとともに、内川公園と対岸の緑地を

生かしたレクリエーション空間と、魅力的な商業

空間としてのポテンシャルをもった中央マーケッ

ト及び新設都計道3．4．6が一体となって、買物

や、水辺のレクリエーション活動の場として、人々

が集まり活気のある水辺のゾーンが形成される。

（丑　川辺のモール

（昭和橋～大泉橋まで）

老朽化した密集商店街（中央マーケット）の

「街」としての界隈性を生かしながら、再開発を

行うことにより銀座ショッピングモールと連続し

て利用のできる水辺の買物・散策の場となり、新

しい魅力的な商業空間となる。また、左岸の都市

計画道路の遊歩道整備により周辺居住地との回遊

性も生まれる。

②　出会いのシンボル広場

（大泉橋及びその周辺）

鶴岡駅方面から訪れる人々が初めて内川と出会

う場所であるとともに銀座通りショッピングモー

ルへの入口でもあり、人々の出会いの場としての

機能を持っ。また、大泉橋の歴史性を演出するシ

ンボリックな空間を生かした、イベント、休憩時

の溜まりの場として水辺ゾーンの中心的位置をし

める。

③　水と人のふれあい広場

（大泉橋～開運橋まで）

内川公園と対岸の緑地が一体となり、十分な空

間の広がりが確保できるため、内川の屈曲点とし

ての水の表情や景観の変化を生かして、内川の水

面にふれ、直接肌で内川を感じることのできる親

水空間と緑にあふれる水辺の整備ができるゾーン

である。

また、計画区間の中でも特徴ある動的空間であ

り、にぎわいの水辺ゾーンのみならず歴史と文化

の水辺ゾーンからの回遊目的にもなるゾーンであ

る。

（2）歴史と文化の水辺ゾーン

鶴岡市の中心、核となる中心商業地区と文化公共

施設地区に面すると共に、右横にかこまれた広い

水面と川藻、三雪橋や田沢稲舟碑、柳や桜の老木

といった内部景観、鳥海山、金峯山の山岳景観、

カトリック教会をはじめとする沿川の歴史的な建

物景観により鶴岡市を代表する景観を形成してゆ



くゾーンであり、川面の風景の鑑賞や散策等の静

的な活動がこのゾーンの主な活動となる。さらに、

季節的には8月の鶴岡ふるさとまつりの灯籠流し

や冬場の雪景色により、市民にふるさとの情景を

より強く感じさせてくれるゾーンでもある。

①　水と緑のプロムナード

（開運橋～千歳橋まで）

にぎわいの水辺ゾーンと歴史と文化の水辺ゾー

ンとを連結する遊歩道として、内川の直線区間の

通景線（ビスタ）と道路拡巾に加え、残地を利用

した広い歩道巾を生かした、変化があり、楽しく

川辺を歩くことのできる歩道空間となる。

②　歴史のシンボル

（三雪橋周辺）

三雪橋は、内川で最も古くから架けられている

歴史のある橋で、朱色に塗られた橋は内川の景観

のシンボルともなり、市民の愛着も深いものがあ

る。

三雪橋は、橋そのものが歴史的、景観的な重要

性を持っと同時に、河川方向には、烏海山、金峯

山の山岳景観及び橋方向には、左岸に鶴岡城の城

址の杜、右岸に銀座通りショッピングモールと月

山へのビスタが通る内川の随一の景観ポイントで

ある。また、鶴岡ふるさとまつりでは中心的位置

ともなり、人々の内川への来訪の衝動をかり立て

る空間である。

③　ふるさとの川辺

（千歳橋～鶴田橋まで）

内川で最も川巾が広く、滑々と流れる水と水面

にゆらぐ川藻、統一的な石積み、桜と柳の老木、

沿川の歴史的趣のある街並み等、鶴岡市の歴史と

それに裏づけられる文化性をイメージさせる景観

を持っゾーンである。

左岸の鶴岡公園、致道博物館等の文化・公共施

設地区及び右岸の銀座通りショッピングモールを

中心とした中心商業地区の回遊的行動の中で、市

民や観光客の憩いの場となり、鶴岡のふるさと景

観として心のやすらぎをあたえてくれるゾーンで

ある。

（二重章二車重吏）

（二重車重重り
塚原初男君

台中港区ロータリークラブから明年2月の続盟

式の案内が参っており、それに対し現時点の返事、

質問をしました。　　　　　　　（手紙回覧）

本日ご案内の用紙（アンケート）にぜひ多数記

入し、私共と一緒に参加を願います。

（二を三二三亘二）

笹原桂一君　酒類業懇話会会長として税務署

長より表彰を受けました。

中沢　進君11月20日有志による鈴木善作さ

んの送別会を開催しました。鈴

木さんよりたくさんの志しを頂

戴し予算的に余りましたのでそ

の分を。

玉城俊一君11月2日仙台で国税局長の表彰

を受けました。皆様のご協力に

よりまして社団法人鶴岡法人会

が設立されてから6年になりま

すが、私が最初から会長をやら

せて戴いている関係から、表彰

を頂戴したのではないかと思い

ます。

ロータリー財団寄付額　　￥5′553

（±ジタ⊃

桜　井　　　晋　君（鶴岡西RC）

佐　藤　　　拡　君（　〝　）

新入会員スピーチ

山　下　政　和　君



第253地区鶉周ロータリークラブ第1533回例会会報1989（平1・11・28）（天候雨）

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

瑚OYROTARY！巽

ロータリーを楽しもう！

鮮碧値骨張島慶∵顔形素姓饉盛上葡 誌忠鮮　徹

出席報告：会員88名　出席62名　出席率76．00％　前回出席率58．67％　修正出席数71名　確定出席率85．33％

（会長報告）
高橋良士君

（1）本日は、11月最終例会で御座居ますので鶴岡

ロータリークラブ、定款第4条、第2節により

まして年次総会を行います。

ゲストスピーチの後に開催いたしますので、

どうぞ御退席のない様にお願い申し上げます。

（2）姉妹クラブ、台中港区ロータリークラブとの

続盟式の日程が明年2月24日・25日から急拠2

月25日・26日に変更するとの連絡がありました

ので、明日（29日）午後6時より第2回訪台準

備委員会を行い、スケジュール、費用等を具体

的に検討する予定で御座居ます。

（3）次の例会、12月5日は第6回定例理事会を開

催いたします。協議事項につきましては後程、

御通知いたしますが、理事会のメンバーの皆様

方どうぞよろしく御出席お願いいたします。

曹　昨年1月21日、日が改って間もな芯；冠半蒜突

∴幸二二言∴三二‾∵十三∴‾幸二

書芸峯撃菜…書写蓋乏芸事璽婁蓋…蓋蓋￥…書芸蔓
雪雲完嘉志望完霊：宗t嘉畠蓋え雪吉富昆諾㌘

（幹事報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知
①11／24　ロータリー名言カレンダー

11／30まで申込　￥1，500

②11／27　平成2年新年祝賀会

マリカ市民ホール　市庶務課

2年1月4日（木）12：30

③11／101990～91公式名簿に記載する

ロータリー役員　報告用紙IR

FAX

ll／27　台中港区ロータリークラブ

盟約式日程変更の件

2月25日　PM6：00　歓迎夕食会

2月26日　AM7：00　朝食会

PMO：00　盟約式

◎例会変更
鶴岡東RC 12／20（水）はクリスマス家族会

のため

日　時12月22日（金）　18：00　点鐘

場　所　マリカ西館3F　登録料　￥6，000

‥－’こ■’いい■い八’二‘Jrニー、‥高‥た∴用言言い∴。言卜去日立訂

嘗　小松広穂君の思い出　三井　健　慧詣雷完芸ミニ警賃最遠忘議長慧崇警告完雪
冨；蒜工芸芸表芸∑芸芸蒜冒買主芸；買こ’蒜昌芸　者
嬢さんにもお婿さんを貰う、まことに仕合せにも　薯
披露宴の席上涙をこぼした事が忘れられない。
石黒さんがガバトの時請われて地区幹事になっ　薯

三三三二二千二千
三三三三三二三三三三二‾l
私も長くてあと十年、旧友小松君の思い出はいつ　曹
までも去る事はないであろう。

御鉢軸杢⊂シカイライフ軸軸』軸軸軸晦も軸軸軸軸砂鞄も句がゝ御鉢軸』

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細蘭の発酵と芳虜を－



（ゲストスピーチ）

羽黒高校O B親善来豪記

こんにちは、羽黒高

校野球部の佐藤です。

私は、どんな表現をし

ても、この楽しかった

日々を日本人に伝える

ことは出来ないと帰り

のバスの中でアーレンのお父さんに話しました。

そして帰国して思うことは、全ての条件が整い成

功したこの遠征は、鶴岡ロータリークラブの交換

留学にあったと思っています。

11月2日、成田を立ちまして、3日早朝、キャー

ンズに着きました。そこから、民間のチャーター

機2機でマッカイに向いました。そこでは、テレ

ビ局、新聞記者の方が来られていて、テレビ、新

聞に報道されました。その日の夜にニュースとし

て流されたそうです。

そんな歓迎を受けて、私達もいささか緊張しま

した。アーレンのお父さんの運転するマイクロバ

スに乗って、クウィーンズランド、サリーナ、マッ

カイ周辺のサトウキビ畑と世界規模の石炭工場を

見学しました。アーレンのお父さんは、その石炭

工場で働いています。午前中見学しましたが、す

ぼらしく大きな工場で、日本に60％輸出している

そうです。日本からもたくさん船がやってくるそ

うですが、先日、ちょうど由良の人が来て、アー

レンのお父さんが、自分の娘が日本に行っている、

しかも羽黒だということで非常に親しくなり、米

20kgをもらったと話していました。

羽黒高校　　佐　藤　繋　信氏
そしてお昼になりました。まったく思いもかけ

ないことでしたが、サリーナの町長さん主催のラ

ンチということで、ゴルフ場のレストランで食事

をいただきました。私達の想像をはるかに超える

歓迎ぶりに緊張しましたが、皆んな若い連中なも

のですから、すぐ打ちとけて、非常に和気あいあ

いとした雰囲気をっくることができました。

昼食後は、サトウの精製工場を見学しました。

こちらも巨大な工場で大変勉強になりました。

その後、5軒のホームステイ先に行きました。

5軒ともロータリアンの方の家です。そこに3人

ずつ分かれました。そして6時半に、斎藤さゆり

が現在お世話になっている、プチュレックさんの

庭でパーティーをして頂きました。この時若い男

女60～70人が集まり、言葉の壁を乗り越えて、す

ぼらしい、私達が経験したことのない野外パーティ

ーでした。そこで、その日たまたま誕生日だった

人のお祝いがあり、どうしてわかったのか、田村

という子もこの日誕生日で祝って頂きました。そ

んなことで向こうの人達の温かさ、人間性に感動

いたしました。

翌日、マッカイから船で3時間のハミルトン島

というところにわたりましたが、その日、朝食の

テーブルに一人一人の船酔いの薬がおいてあり、

その心遣いに驚くと共に大変感動してしまいまし

た。その日の夜は、サリーナロータリークラブ主

催のパーティーに招待して頂きました。この会に

は100人位の人が集まって来てくれたと思います。



私が選手の紹介をしましたが、ユーモアを交えて、

こちらで原稿を作っていったものでしたが、非常

にうけて、うれしかったです。明日の試合の向こ

うの選手達も来ていて、うちのチームの三人の投

手に酒をどんどんつぐわけです。つぐのが若い女

の子もいる訳ですからガンガン飲んで、次の日は

さんざんでした。

次の日、2試合ありました。最初の試合は皆ん

なで楽しみましょうと、2試合日は、テレビ中継

されるということで一生懸命がんばりましょうと

話していました。

1試合日は州の選抜チームでしたが、むこうは

野球はマイナーで、あまり上手とは言えないんで

す。ところがうちの状態はもっとよくなかった訳

です。ようするに二日酔いで体が全然動かないん

です。結局8対7で負けてしまいました。これは

まずいということで話をしていたら、実は今の相

手チームは弱いチームで、2人を残して全部入れ

かわるんだという話が流れてきました。実はさゆ

りが羽黒は強いという話をしていたらしく、向こ

うではブリスベンとかタウンズビルから助っ人を

呼んでいて、3番4番ピッチャーと、オリンピッ

ククラスの選手を呼んでいた訳です。これは本当

にすぼらしい選手でした。私、大変あせりまして、

2つとも負けたらどうしようと思っていました。

試合が始まると、日本石油の鈴木ケン投手が大変

いいピッチングをしてくれ、スピードも140キロ

ぐらいで、13奪三振の力投で9対3で勝っことが

できました。次の日の新聞に、鈴木投手は世界ク

ラスのピッチャーだと評価する記事が載っていま

した。私も何んとかメンツがたちホッとしました。

試合中は、日差しがとても強く、1イニングごと

に、ロータリーのお母さん達が、いろいろ気をっ

かってくれ、日焼け止めのクリームを塗ってくれ

たり、氷で冷やしてくれたりしてくれました。向

こうの相手チームに申し訳ないくらいよくして頂

きました。

相手チームはマッカイマリナーズといい、アメ

リカに姉妹チームを持っているそうです。来年の

8月に日本に来るといっているそうです。私は高

校野球の監督をやっていて、8月はとても忙しい

のですが、断わる訳にもいかず戸惑いましたが、

鶴岡クラブの渋谷さんに交渉を一一任しております。

将来3国で対抗試合をしようということをいって

おり、今こわい気持ちでいます。

わずか3日程でしたが本当に楽しく過ごすこと

ができ、皆様からいただいた、このような機会を

与えられ、素晴らしい経験ができましたことを心

から感謝申し上げます。

～　鶴岡RC年次総会　～

出席61名で定足数に連しているので、年次総会

が開催された。

議　事　　定款第4条第2節に基づく次期クラ

ブ副会長の選出

選出方法　クラブ細則第1条第1節により指名

委員会をっくり、副会長を選任する。

指名委員　　山　口　篤之助君

吉　野　　勲君

市　川　輝　雄君

佐　藤　　　昇君

高　橋　良　士君　　　　以上



＝ポールハリスの写真おわけします＝

鈴木弥一郎君

東京RCが東京会館で例会を行っていた頃、R

C創立者ポールハリスが来日し、湯田川出身の五

十嵐与七氏が撮影したものを、ご希望の方におわ

けします。

申し込みは　中江　　亮君へ

料金は　3，000円です。

（ス　マイ　ル）

高橋　登君　羽黒高校佐藤監督のお話を是非

聞きたかったのですが、1日違

いで参加できなくとても残念で

す。オーストラリア遠征の成功

と今後の活躍を祈りましてスマ

イルお願いします。

丹下誠四郎君　先般11月17日に25周年記念パー

ティーをグランドエルサンで盛

大かつ成功裡を終えることがで

きました。感謝申し上げます。

阿部信矢君　先週と今週、新米ササニシキ、

コシヒカリをご賞味琉きました。

これを機会に米の消費が伸びま

すことを祈っております。また

鈴木投手の活躍に対してスマイ

ル致します。

秋元順雄君　ゲストスピーチで佐藤先生も感

謝しておりましたが、本当にアー

レンのご家族は、ジャバーニー

ズホスピタリティを数段上回る

ような素晴らしい家庭だと思い

ます。お陰様で大勢の方々の中

で成功させて頂きまして有難う

ございました。

小池繁治君　去る25日酒田で行われましたI

GFのアドバイザーやっと無事

終ることができました。ご協力

ありがとうございました。

清水二郎君　先月14日一色先生の講演の時ご

協力頂きありがとうございまし

た。12月11日2時から3時30分

まで、コシノジュンコさんの

「心とかたち」という鶴高専の

講演会を行います。お席のお問

い合わせは商工会議所までお願

いします。

佐々木語彦君　鈴木投手は私の園の卒業生で彼

の属したスポーツ少年団のコー

チは今でもしております。彼の

活躍を祝して

（ビ　ジ　タ　ー）

長　島　義　弘君（鶴岡西RC）

富　樫　幸　弥君（鶴岡東RC）

クラブ奉仕　　C F
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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

EMOYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

幹事塩命茶義彦　汐予訝毒億低膳 旨　徹　赴金串髄斎藤　闇　画素毒健等原初異　音珍無毒世知礎　賢

出席報告：会員88名　出席63名　出席率76．00％　前回出席率76．00％　修正出席数73名　確定出席率90．67％

（会長報告）
高橋良士君

（1）先週の年次総会終了後に次期副会長候補者選

出の指名委員会を開催し、厳正に審議を行いま

した結果、迎田稔さんを次期副会長に選出いた

しました。

早速、市川直前会長、佐藤会長エレクトと私

の三人で御自宅へ伺い、迎田さんには次期副会

長を快くお引き受けいただきましたので、ここ

に公表いたします。

（2）本日第6回定例理事会を開催いたしましたの

で御報告いたします。

①　会員増強の対応について

先般、行われました会員増強、職業分類委

員会合同ミーティングでリストアップしまし

た候補者をMan To Man　で強力に推進す

ることといたしました。

（診　クラブフォーラムの開催

12月12日、クラブ奉仕委員会主催のクラ

ブフォーラムを開催いたします。

③　第3回クラブ協議会の開催

12月12日例会終了後、午後1時40分より開

催いたします。協議事項は前半期の活動報告、

その他であります。委員長御欠席の場合は必

ず代理の方を、又は報告書を御提出願います。

④　訪台準備委員会

第2回訪台準備委員会を行いましてスケジュ
ールを検討いたしました結果、明年2月25日

より2月28日までの3泊4日の日程とし費用

概算は150，000円（10名以上）で御座居ます。

何卒、多数の御参加をお願い申し上げます。

⑤　第2回ライラ準備委員会

明年5月11日より13日まで鶴岡クラブがホ

ストで第11回ライラ研修会を羽黒（国民休暇

村）を中心に開催いたしますが、此度、研修

会のメインテーマを「ふれあい・人・みどり」

と設定し、本日午後6時30分より第2回準備

委員会を行い検討する予定であります。

ライラ研修会は本年度、全員参加プログラ

ムとなっておりますので何卒よろしく御協力

をお願い申し上げます。

∴■誉‾l　二十∵二㌦∵二二∵
書　メガネ　　大川孝　診断で眼鏡を買い求めた。秋の紅葉がまぶしく官

費　とうとう眼鏡のお世話になることになった。　感じられるほど、また妻の顔のシワまでも、と　薯

二三二＿÷∴＿∴∴∴∴∴㍉
曹　とを理由にして、眼鏡を使用した時期もあった。　自分では眼鏡をかけた姿がサマになっている　曹

＿＿∴‾‾l∴‥＿＋‥∴二∴∵∵‾二云云ふラ‥1－＿
と思っているのだが、妻と子供の評価は「老け　曹

てみえる」とかで、あまり芳しくはない。

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの粛蘭の厚解と貴慮を－



（幹事報車〕
佐々本吉吉彦君

◎　来信・通知

①11／29　サンフランシスコ地震に対する

義援金募集12月5日まで

会員　￥1，000

②11／29　九里茂三氏　アクティングガバナー

就任　　RI日本支局

（卦11／30　鶴岡東RCから

入会案内パンフレット到着

④11／30　遊佐RCから　会報到着

⑤11／30　現代に蘇る故事・名言特選集

（実物見本）　　　日本教版㈱

￥2，400

⑥12／1IGFについての礼状

庄内分区代理

⑦12／4　贈答用品展示会案内

12／3～7　　早坂食品

⑧12／4　ポートランド世界大会参加旅行

募集案内　　富士海外旅行㈱

◎　例会変更

余目RC12／13（水）一泊研修の為

場　所　　湯の浜

点　鐘　18：00

登録料　　￥13，000

八幡RC12／20（水）クリスマス家族会の為

場　所　　市条公民館

点　鐘　18：00

登録料　　￥4，000

酒田RC12／20（水）クリスマス例会の為

日　時　12／17（日）

場　所　　ホテルリッチ酒田

点　鐘　15：00

登録料　　￥5，000

酒田東RC12／21（木）クリスマス家族会の為

場　所　　酒田産業会館

点　鐘　18：00

登録料　　￥5，000

遊佐RC12／19（火）クリスマス家族会の為

場　所　　遊佐商工会館

点　鐘　18：00

登録料　　￥5，000

☆次期副会長あいさつ☆

迎田　　稔君

私、13年間のクラブ生活の中で食事を残したの

は、今日が初めての経験でした。6年前の幹事時

代の情熱を思いおこして3年後に備えたいと思い

ます。

皆さんのご指導、ご協力をよろしくお願い申し

上げます。

〔新入会員スピーiつ

ギフト・マーケッ　テ　ィ　ング

いよいよ12月に入り、

師走という事で何かと

気ぜわしい時期になり

ました。

この師走という時期

は我々商売人にとって

も年間で最も忙しい時

期であり、その中心は

「クリスマス」と「御歳

暮」になります。

そこで、その「クリス寺ス」と「御歳暮」に代

山下政和君

表されるギフト・マーケットの最近のトレンドに

ついてお話ししたいと思います。

ギフト・マーケットと一言で言っても、実に多

種・多様なギフトがあり、多様な分類の仕方があ

ります。

年代別の分類としては

（1）幼児を中心とした「ママ＆キッズ」

（2）小学生を中心とした「ティーンズ」

（3）高校生・大学生を中心とした

「カジュアルヤング」

（4）社会人の未婚者を中心とした



「ソーシャルヤング」

（5）既婚者で50才頃までの「シーシャルミドル」

（6）50才～60才位までの今何かと話題の多い

「熟　年」

（7）65才以上の「シルバー」

又、ギフトの種類としては

1．シーズナブルギフト。つまり季節に決まって

行われる御中元や御歳暮がこれに当たります。

2．ソーシャルギフトとして社会性の非常に強い

病気見舞、災害見舞とかがそれに当ります。

3．グリーティングギフトとしては、簡単なギフ

ト、ちょっとしたギフトという事で手土産おす

そわけ等を指します。

4．アニバーサリーギフトとしては、誕生祝、七

五三、結婚記念日がこれに当たります。

次に主な購入場所ですが、このデータは全国ベー

スのデータなので鶴岡とはかなり様子が違うと思

いますが、全般的には百貨店が圧倒的に多くなっ

ています。しかし、バレンタインだけは、我々スー

パーも百貨店とはぼ互角の戦いをしていますし、

又、専門店では誕生日のプレゼント、結婚記念日

のプレゼントで、かなり大きな構成を占めていま

すが、これらのプレゼントは高額な商品が多い為

と思われます。又、地元小売店では特に敬老の日

のプレゼントで大きな構成を占めていますが、こ

れは割と実用的な商品が贈られる傾向を示してお

ります。

その他にも母の日、父の日、敬老の日、結婚記

念日に現金、手持品の構成がかなり高い事も特徴

的な事だと思います。

次に贈り物を選ぶ基準を見てみると「中元ギフ

ト」「歳暮ギフト」では若い人ほど実用性、趣味

性を重視し、年齢が高くなるにつれて継続的に贈っ

ている物の構成が高くなっていますし、パーソナ

ルギフトで見ると20代の相手の趣味に合った物が

66％と他の世代に比べて抜きんでています。そし

て年齢が高くなるにつれ無難な物が多くなってい

ます。

以上の様に「実用性」と「無難なもの」を共通

項にして贈答機会の性質による贈与満足の意識の

違いが出ている事がわかります。いずれにしても

贈り物は、言葉で足りない「思い」をものに託し

て相手に届ける方法なので、相手を本当におもい

やり、相手の身になって贈る事がベストだと思わ

れます。

次に主婦が中元歳暮で「欲しい物、贈られた物」

を見ていると貰ってうれしいギフトは商品券を筆

頭にビール券、食用油など実用性がポイントになっ

ており、逆にもらいたくないものは来客に出せな

い様な不味いお茶、変わったお菓子など実用性の

無いものです。特に主婦層は見掛けにごまかされ

ず、実際の暮しに役立っかどうかをクールに判断

している事かがわかります。又、ギフトを贈る場

合でも使ってもらえる様に家族構成にも細かく気

を配っていますし、よく知らない人へ贈る場合も

消耗品という事を第一条件にしている事が言えま

す。又、パーソナルギフトのなかで自分が貰って

うれしかったものは次の様になります。

（1）母の日プレゼントでは「食事」

（2）敬老の日プレゼントでは「現金」

（3）誕生日プレゼントでは「装身具」

（4）クリスマスプレゼントでは「装身具」

（5）結婚記念日のプレゼントでも「装身具」

以上から「相手が喜ぶギフト」と「自分が贈っ

て楽しいギフト」とは時には矛盾もするが、商品

の最終消費者が受け取る側という事を考慮すると、

これらのギフト行動は相手と自分の両方を常に満

足させなければならない。

つまり、人々のライフスタイルの変化やその時々

の状況のなかで複数の要因の関連や複雑目的の価

値観の中から贈答要因が決定されると言えます。

ギフト行動とはメッセージの発信です。従来の

中元、歳暮といった慣習的ギフト、誕生日、入学

祝いといった記念日ギフトに込められていたメッ

セージは「有難う」「おめでとう」といった、ご

く基本的な内容であったが、今後は贈り手の感性

や美意識の反映として表現されるメッセージの多

様化に注意しなければならない。

そういう意味から言うと最も注目すべきはヤン

グの動向である。最近のヤングギフトはそれが遊

びであり、パフォーマンスである傾向が非常に強

く、ギフトチャンスを自分達でどんどん作ってい

る。彼らはまだマーケットの中では実需要とはなっ

ていないが5年後、10年後にはギフトの中心的存

在となってくる事を考えれば、彼らのギフト行動

パターンが今後のギフトの行方を占うという事が

いえる。



●クラブ資料の整備について
クラブ資料委員会

☆　円滑なクラブ活動と歴史資料整備のため、次

により資料を整備する。

1；資料整備責任者の明確化。

責任者は委員長とする。

2；保存すべき資料の明確化。

クラブ資料保存期間細則を定める。

3；写真資料の整備。

委員長は各種催しごとに写真撮影者を定め

写真資料の充実をはかる。

※一行事枚数

●クラブ資料保存期間細則

4；資料の集中保存

各委員長が作成した公的書類は、すべて事

務局に“写し”等を提出させる。

※従来の分も提出させる

5；会報内容の充実

例会以外の件についても、もれなく掲載し、

歴史資料としての充実をはかる。

6；資料保存管理

①　幹事は年次活動報告書に写真資料等を添

付して保存する。

②　年度終了後、前会長・幹事立ち合いの上、

担当期間の資料を整備する。

7；既存資料の整備

クラブ資料委員会で実施する。

資　　　　料　　　　名 �保存期間 �備　　　　　考 

クラブ設立関係 �永　　　年 � 

定款・細則、制定、改正 �′′ � 

会員、入会・退会手続 �′′ � 

表彰状・感謝状 �′′ �写真での保存も可 

会　　　報 �′′ � 

年次活動計画書・報告書 �′′ � 

記念誌（当クラブ分） �′′ � 

姉妹クラブ、盟約調印書 �′′ � 

地区年次大会記録誌（当クラブ主催） �′／ � 

地区協議会　　　　（　　′′　　） �′′ � 

IGF記録誌　　　（　　′′　　） �′′ � 

ICF記録誌　　　（　　〝　　） �′′ � 

ガバナー月信（当クラブ地区） �′′ � 

財団奨学生・交換学生・米山奨学生 �′′ �交渉経緯、写真も 
ノヾ　ナ　ー �′′ �SAA担当とする 

他クラブ記念誌（当クラブ地区） �′′ � 

会計帳簿・領収書綴 �年 � 

新RC設立・IAC，RAC設立 �年 � 

年次式典記録誌　（他クラブ主催） �′′ � 

地区年次大会記録（　　′′　　） �′′ � 

地区協議会記録　（　　〝　　） �′′ � 

ICM・IGF　（　　〝　　） �′／ � 

RI　ニュース �′′ � 

米山記念奨学会綴 �′′ � 

公式名簿・全国会員名簿 �′′ � 

他　RC　会　報 �′′ � 

受贈物品（年次分はオークション） �当年限り �年度末、会長判断で処分 



「‡GF報告－

先日酒田で行われたIGFに15名がA、B2つ

の分科会に分かれ参加してまいりました。

Aの分科会には、小池繁治君がアドバイザーで

出席し、さすがベテランの会員だけに、言葉ひと

つひとつの中に含蓄があって難しかったという批

評が伝わって来ました。

Bには私を始め7名が参加しました。鶴岡クラ

ブはああも勝手に言いたいことを言ってもいいの

かと東クラブの人達が辟易していたというウワサ

が伝わって参りました。これからもロータリーク

ラブに言いたいことが言える立場で頑張ってくれ

というお話がありました。

参加された方々にお礼申し上げると同時に報告

とさせて頂きます。

〔享鼻会報告）

（漣席委員会〕
板垣俊次君

年間皆出席

20年間皆出席

2年間皆出席

1年間皆出席

′′

11月100％以上出席 10名

150％……新穂君

125％……阿部（信）、松永、嶺岸、佐藤（順）、

佐藤（衛）、佐々木、高田、塚原、

碓氷

11月100％出席　　51名

秋野（忠）、阿蘇、秋野（昭）、阿部（貢）、秋元、

藤川、日向、石井、石川（寿）、石黒、板垣（俊）、

板垣（広）、市川、飯野、小池、加藤、小松、

釆海、小関、柏倉、毛呂、迎田、松田、皆川、

御橋、村上、中江、中沢、奥野、萩原、

佐藤（昇）、佐藤（忠）、佐藤（友）、荘司、

笹原（信）、鈴木（茂）、鈴木（肇）、斎藤（昭）、

園部、高橋（良）、丹下、津田、忠鉢、富田（利）、

上野、若生、山口、吉野、矢口、大川、山下

（二軍華委員会つ
中沢　　進君

12月会員誕生

喜田川　博　也君　　小　関　正　洋君

津　田　晋　介君

奥様誕生

御　橋　芳　子様　　迎　田　恵美子様

佐　藤　貴美子様　　若　生　　　孝様

小　関　衛　子様　　清　水　圭　子様

（j二二±＿1】旦）

荒井宏明君　淀川営業所が皆様のお蔭で完成

し、12月1日、2日、3日と感

謝フェアーを行いました。1600

名のお客様にお越し頂きました。

佐藤友吉君12月4日佐藤昇先生が設計した

シンクロン鶴岡の竣工式があり

ました。先程おはめ頂いた日産

自動車もできました。隣にパチ

ンコ屋ができて1000人位のお

客で交通渋滞したそうですので

スマイルします。

佐藤　　昇君　シンクロン鶴岡の設計と管理を

させて頂きました。

君
　
君
　
若
　
君

亮
　
進
　
雄
　
矢

順
　
信

江
　
澤
　
元
　
部

中
　
中
　
秋
　
阿



日　向一男君　シンクロン鶴岡と日産さんの電

気工事をさせて頂きました。

佐藤元伸君　私の方はシンクロンさんの機械

設備関係をやらせて頂きました。

次男が鈴木大地を育てた鈴木先

生の順天堂大学に入学が内定致

しました＿ので

村中文章君　シンクロンの電気工事をやらせ

ていただきましたので

阿部　　貢君　パチンコ屋さん、シンクロン、

日産さんの火災報知機と弱電設

備の方お世話になりましたので

喜田川博也君12月中旬角川映画「天と地と」

の杉の木と雪のシーンのロケを

羽黒山でやることが決まりまし

たので

秋野　　忠君　皆様の事業所から会員を出して

頂きましたローターアクトクラ

ブ、活発に動き始めました。

21日6時30分よりグランドエル

サンでクリスマスパーティーを

行います。多くの会員の参加を

お願いします。

（ビ　ジ　タ　ー）

加　藤　有　倫（鶴岡西RC）

児　玉　光　弥（　′′　）

ゲ　ス　ト　　　　アーレン・マッキー

◆　ロータリー友情交換◆

他国のロータリアンと海外で過ごそうと考えた

ことはありませんか。忙しいホテルのフロント係、

疲れ切ったタクシーの運転手、あるいはウェ一夕ー

などとのあわただしい会話より、そこに住む友人

との交流によってこそその国の文化のいろいろな

面を本当に知ることができるのです。外食に頼り、

ホテルからホテルへ移るよりも、その国の家庭料

理を味わったり、そうしたもてなしをしてくれる

家庭に数日間滞在してみたいと思いませんか？

この質問を相手の身になって考えてみましょう。

あなたは自国を誇りにしていますか？　あなたは

自分の家庭や都市の財産である伝統や文化を他国

のロータリアンに分かち合いたいと思いますか？

もしそう思うなら、あなたはロータリー友情交

換を楽しまれることでしょう。

ロータリー友情交換は単なる新しいプログラム

ではありません。それは国際親睦と親善の分野に

おける心躍る冒険です。もちろん、このような交

換が行われるのは、初めてではありません。クラ

ブや地区は、長年にわたり独自の交換を続けてき

ました。しかし今や、ロータリー友情交換プログ

ラムはR．Ⅰ．の公式プログラムとして、世界の

164カ国のロータリアンに紹介されているところ

です。

短　縮　例　会



第253地区鶴周ロータリークラブ第1535回例会会報1989（平1・12・12）（天候雨）

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12：30～1‥30

出席報告：会員88名　出席65名　出席率77．33％　前回出席率76．00％　修正出席数71名　確定出席率86．67％

姐旦」阜）
高橋良士君

1．サンフランシスコ地震に対するRIからの義

援金協力

先週の幹事報告で申し上げました様にRIの

要請により、全員一名につき1，000円のめどで

サンフランシスコ地震義援金をRI日本支局へ

送金することとなりましたので、お一人1，000

円の御協力、何卒よろしくお願い申し上げます。

2．本日の例会は本年度クラブ計画の課題でもあ

ります。ロータリーを理解していただくために

特に新入会員のためのクラブフォーラムを開催

いたします。主催はクラブ奉仕役員会でござい

ます。

3．本日例会修了後13時40分より第3回クラブアッ

センブリーを行います。協議事項は前年期の活

動進行状況の報告であります。

いよいよ師走となりまして、庄内の初冬の風

物詩、松の勧進の”ほら貝”の音を聞きますと、

やはりあわただしさを感ずる今日この頃でござ

いますが、次の例会はロータリー年中行事の最

大イベントでありますクリスマス家族会を開催

いたしますので、どうぞ御家族おそろいで多数

の御出席を心よりお待ちいたしております。

（幹事報岳つ
佐々木吉吉彦君

◎　来信・通知
①12／6　ロータリー財団奨学生の募集につ

いて　ガバナー事務局

クラブ締め切り　1990．4．30．

地区締め切り　　1990．5．31．

選考期日　　　　1990．7．

②12／6　ポリオプラス表彰確認依頼

ガバナー事務所

③12／6　ロータリーの友12月号

ここが見所　ガバナー事務所

④12／6　ロータリの友部数変更

1990年ダイアリー・カレンダーに

ついてお原臥＼

ロータリーの友事務局

⑤12／8　電力情報No，47（東北電力概況89）

東北電力

⑥12／8　クリスマス家族会案内

亨言三＿ミ‾≡∴∴∴∴∴
萱芸も5。芸、芸時代の級慧霊名字地霊にバ；誓警芸孟宗孟三言完ると、いい年の娘が普
曹　いるのは16名と結構多い方かもしれない。　　いるんだがまだ片づかない（こんなことをい　薯

曹　3年前から地元在住者で年3回同級会をやり、　うと目くじらをたてられるかも）という話もで薯

－　‾二一　二三ノ≧ノ＝いこご表芸羞雲芸諾墓笠苦言三言：、孟芸墓芸書
の場としてはもってこいの場である0　　　薯

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの粛蘭の理解と実践を－



会長・幹事宛　鶴岡西RC
⑦12／9　会報到着　東京RC

⑧12／11PHD教会会報

◎　例会変更
鶴岡西RC12／22（金）クリスマス家族会の為

場　所　グランド・エルサン

点　鐘18：30

登録料　￥6，000

温　海RC12／18（月）クリスマス家族会の為

場　所　温海グランドホテル

点　鐘18：00

登録料　￥6，000

新年会並びに例会1000回記念の為

日　時1／8（月）点鐘18：00

場　所　滝の屋旅館

登録料　￥4，000

酒田中央RC12／22（金）クリスマス家族会の為

日　時12／24（臼）点鐘17：00

場　所　ホテル・リッチ酒田

登録料　￥5，000

12／29・1／5は年末年始の為休会

◆　ク　ラ　ブフ　ォ　ー　ラ　ム　　◆

今日はクラブ奉仕委員会担当のフォーラムでご

ざいます。

皆様ご承知の通り、クラブ奉仕委員会は、SA

A、親睦、出席等12の委員会がございます。その

中から昨年は会員増強について討論を行いました

が、今年度は新入会員の方も非常に多くでござい

ますのでロータリー情報についてのフォーラムに

したいと思います。よろしく御協力をお願いしま

す。
ロータリー情報とはロータリーに関する知識、

あるいはルールという意味と思います。したがっ

てこの委員会は会員にロータリアンとしての必要

な知識を授けるのが任務と思います。

人に教えるのには、まず自分が知らねばならず、

学ばなければなりません。そのため、この委員会

はクラブ内のベテランで勉強家の方が選ばれてお

ります。

この委員会が3の1、3の2、3の3と三年委

員制をとっているのは継続的な知識が必要だから

でございます。

今日のフォーラムにより会員の方々が少しでも

ロータリーの正しい知識を身につけロータリーを

理解することによって、国際ロータリーのテーマ

「EnJOy Rotary」に一歩でも近付ければ幸いと思

います。

それではロータリー情報委員長佐藤元伸さんに
バトンタッチ致します。

ロ1タリー情報委員長　　佐藤元伸君

12月11口の夜、市内のレストランにてワインを

囲み、新穂先輩のご参加を得て、本日のクラブフォ

クラブ奉仕委員長　　佐藤　　衛君

－ラムのテーマにつき勉強会を開催致しました。

その内容を本日ご報告申し上げます。

新穂君より………ロータリー用語について

佐藤君より………会員の身分について

三井君より………当クラブでの出席の取り扱い

について

それぞれご説明して頂きます。それではよろし

くお願い致します。

ロータリー用語

新穂光一郎君

直前情報委員であります新穂です。新しい会員
の皆さんの参考になれば幸いです。

Charter

加盟認証状

Charter MembershlP

創立会員
Active Member

正　会　員

Addltional Active Member

アデショナル会員

Senior Active Member

シニア会員　古参会員

DIStrict Governor

地区ガバナー

Past Governor

バスト・ガバナー

Group Representative

分区代理
Governor Nomlnee

被指名ガバナー



Governor Elect

被選挙ガバナー

RotaryInternational（R．Ⅰ．）

国際ロータリー

Intercity GeneralForum（I．G．F．）

都市連合一般討論会

Intercity Meeting（I．C．M．）

都市連合会

Banner

クラブの旗

Interact Club（Ⅰ．A．C）

入会者14～18歳の若人もしくは高校生のクラブ

Rotaract Club（R．A．C．）

入会者18～28歳の青年もしくは大学生のクラブ

Group Study Exchang（G．S．E．）

研究グループ交換

Health．Hunger．Humanity（3H）

健康増進飢餓追放人間性尊重

Paul Harris Fellow

RI財団に1，000ドルを寄付した人

Polio Plus

小児ワクチン供与と接種活動推進計画

Rotary Youth Leadership Awards（R．Y．LA．）

青少年指導者養成プログラム

Sergeant At Arms（S．A．A．）

会場監督
Smile Box

例会スマイル時の寄金箱

District Assembly

地区協議会

District Annual Conference

地区年次大会

International ConventlOn

国際大会
Make Up

本クラブ例会欠席の補填

InternationalYouth Exchange

国際青少年交換

AppllCation

申　請　書

Guarantee Form

保　証　書

Club Officers

クラブ役員

The Rotarian

国際ロータリーの機関紙

Revista Rotaria

スペイン語の機関紙

Monthly Letter

ガバナーの月刊紙

Multi District

多地区（広域地区）

Counselor

相談役　顧問

Sponsor Club

後援・保証クラブ

Host Club

受け入れ・主催クラブ

Board Directors

理　事　会

Per Capita Dues

人頭分担金

World Community Service（W．C．S．）

世界社会奉仕

Fireside Meetlng

炉辺談話会

Scholarship

奨　学　金

Vocational Service

職業奉仕
Communlty Service

社会奉仕
International Service

国際奉仕

Orientation

説　明　会

Moderator

調節者・司会者

会員の身分について

佐藤　　忠君

情報委員の佐藤です。詳しくは定款第5条に書

いてありますが、会員の身分について資料にまと

めてみました。

○会員の資格条件

善良なる成人であって、職業上良い世評を受け

ている者によって構成

○会員の種類と条件

（1）正会員・アディショナル1［会員

（2）シニア・アクチブ会員

（3）バスト・サービス会員



（4）名誉会員

クラブが推薦（1名）

（かつて他クラブの正会員であった者）

J　…同職業分類会員の承諾…

推薦（1名）（丙）アディショナル

正会員

（甲）正会員　…………→（乙）アディショナル

同職業分類

シニア　アクチブ会員

（自動的）

正会員

会員暦15年　一一

会員暦10年　60才

会員暦5年　65才

ヾスト　サービス会員…該当職業分類の

職をやめた時

○二重会員の禁止・二以上の宗教、報道機関、外

交官の会員について（詳しくは定款第5条参照）

出席についての原則
三井　　健君

当クラブの出席についての原則を知って頂きた

いのでお話しします。

0「出席」成立条件

例会充当時間（当クラブは1時間）の60％以

上出席していることが必要。メイクアップの場

合も同様。
。他クラブへのメークアップの条件

本クラブ例会は火曜日でありますので、前週

の水曜日から、例会翌週の月曜日までの間にメ

イクをしなければいけないことになっています。

尚、ガバナーの主催による会合に出席した場合

はメイクアップ扱いになります。

。会員資格の終結について

・例会に連続4回出席しなかった場合

・前期（7月～12月）または後期（1月～6

月）のメイクアップを含めた出席率が60％

に満たない場合
・前期または後期の所属クラブ例会へ30％以

上の出席がない場合
。シニアアクチブ会員の出席

・ひとつまたはいくつかのロータリークラブ

で通算20年以上の会員で65才に達してる者
・ひとつまたはいくつかのロータリークラブ

で15年以上の会員で70才に達している者

上記の条件を満たす会員は、書面で出席免除

の希望をクラブ幹事に提出すれば、出席が免除

となります。

（阜員会報告）

（旦≡ブ資料委員套つ
富田利信君

0クラブ資料の保存の期間、細則をロータリー会

報第1534回の通りに決定しました。
。委員長作成の資料は事務局に提出頂きます。

写しを事務局でとりご返却致します。

（国際青少年交換委員套〕
荒井宏明君

アーレン・マッキーさんが1月中旬帰国予定で

12月23日（土）にフェアウェルパーティーを開催

します。

時　間12：00～14：00

場　所　産業会館4F会議室

登録料　￥2，500

ぜひ多数のご参加を御願い致します。

（高睦委員阜〕
中沢　　進君

12月19日（火）クリスマス家族会は150名強の

参加予定です。

18：00点鐘ですのでよろしく。

（jマイ　元〕

三井賢二君12月5日、大東亜戦争の勃発の

地、パールハ1バーにて48年前

を偲んで感激致しましたので。

富田利信君　NHKのチャリティーバザール

が12月9日盛況のうちに終了

30万の寄附をすることができま

（阜ジ　タ＿－）

佐　藤　詔　昭（鶴岡西RC）

小　池　泰　弘（　′′　）

阿　部　興　二（鶴岡東RC）

短　　縮　　例　　会



第253地区鍔周ロータリークラブ第1536回例会会報1989（平1・12・19）（天候雪）

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12：30～1‥30

ENJOYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

会長菜摘覿製造・幹事

出席報告：会員88名　出席68名　出席率78．67％　前回出席率77．33％　修正出席数76名　確定出席率92．00％

（会長報▼盲〕
高橋良士君

12月16日、酒田で行われました庄内分区会長・
幹事会の御報告を申し上げます。
1．本年度、前半期に行われました地区年次大会・
IGFの経過報告

2．ポリオプラス寄附金

当クラブは本年度前半期で46％でありますが、
明年度中に目標額達成の予定でございます。今
後、会員皆様方の御協力、何卒よろしく御願い
申ししげます。

3．サンフランシスコ地震義援金協力の要請
当クラブにおきましては先週の例会で31，000

円の御寄附をいただきまして、RI日本支局へ
送金いたしました。御協力に心より感謝申し上
げます。

4．第2回新会員セミナーの開催

鶴岡東クラブがホストクラブとなり明年1月
21口、グランドエルサンで開催することとなり

ました。
5．次期庄内分区代理

鶴岡西クラブ、昨年度会長の三浦正志氏と決
定いたしました。

6．ガバナー公式訪問
村上ガバナーは現在、酒田市立病院で入院加

療中でありますが、小康を得まして、12月22日
に退院されます。その約1ケ月静養されまして
から、庄内分区の公式訪問を2月より開始され
る予定でございます。一目も早く村上ガバナー

が御快癒されます様、皆様方とお祈りしたいと
存じます。

〔軍事報告）
佐々木吉吉彦君

◎　来信・通知
①12／13　会報送付に対する礼状

PG　田中善六
②12／13　飲酒運転追放キャンペーンの実施

について　お願い

山形県庄内地方交通安全対策協議会
③12／14　インドRI会長ノミニーの件RI

④12／14　全国会員名簿注文の件12／25まで
ロータリーの友事務局から

⑤12／15　新会員セミナー開催の件
1990．1．21（日）分区代理

グランド・エルサン

点　鐘13：00　登録料　￥5，000

締め切り　1月8日まで
⑥12／15　会報到着　酒田東RC　山形RC

山形西RC
⑦12／181990年1月1日～6月30日

ロータリアン誌購読人頭分担金

適用相場1弗140円　RI日本支局
⑧12／16　事務所・例会場移転通知

鹿児島西RC
⑨12／16　須田理恵子さんから近況報告

クリスマスカード

⑲12／16　RIから半期報告書

‥≡∴＝二　＿＿1－＿一
萱友を偲ぶ　中野清吉
琶　前として参加して居る。ところが日本語の奥の　楽しく取り組むことが出来たであろうに…と偲曹

魔毒蓋葦妻妾童姦妻薫欝董
∴∴∴∴∴∴∴＿宣云イライ芸＿
よきものに触れ、Y自分を知る　←」ローータリーの細蘭の理解と実践を－
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銀　婚　式　謝　辞

佐藤元伸君
先日、寛明堂さんにお邪魔して写真を撮ってい

ただいた訳ですが、結婚以来25年ぶりの二人だけ

の写真でした。今日写真を見せていただき、宝物

より立派に振れていて、大変感謝申し上げます。

私は、四人の子供に恵まれまして、今、多少金

喰い虫がいるという辛さはありますが、それぞれ

丈夫に育ったということで大変幸せに思っており

ます。

とくに先だって今年23才になる長女がボーナス

と預金通帳をだしまして「どこか旅行に行ってく

ださい。ボーナス＋α全部使ってもいいよ」と云っ

てくれました。女房と2人で大変感激した次第で

す。女房に対しては、日頃私にとりましては、過

ぎたる女房であると感謝しております。

大川　　孝君
もう、25年たったのかなというのが実感であり

まして、佐藤さんと違いまして、金喰い虫ぽっか

りいるものですから「どこかへ行ってきてくださ

い」なんて云ってくれるのは誰もいません。身銭

を切ってでも行こうかななんて今思っているとこ

ろです。

斎藤　　隆君
私が結婚したのは、昭和39年で確か11月3日だ

と思いますが、もう25年になる訳です。

頑を見れば金婚式じゃないかと思われる方もい
るかと思います。

今度、お会いする時は金婚式でお会いしたいと　　）

存じます。

〔ゲ　ス　ト）

長　野　正　彦様
古　川　陽　一様

大　滝　良　三様

鶴岡西R
鶴岡西R

鶴岡東R

板　垣　徳　市様
佐　藤　繁　信様
赤　谷　恭　彦様
西　方　香　苗様

鶴岡東R．C幹事
羽黒高校
R．A．C．会長

R．A．C．幹事

1月2日（火）の例会プログラム �休　　　会 � � � 

1月9日（火）の例会プログラム �年男スピーチ �忠鉢 �徹君 �・鈴木茂男君 

小松 �稔君 �・迎田　　稔君 

長
事
長

会
幹
会

C
 
C
 
C



第253地区鶴周ロータリークラブ第153用例会会報1989（平日2・26）（天候曇）

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‥30～1：30

出席報告：会員88名　出席64名　出席率77・33％　前回出席率78・67％　修正出席数74名　確定出席率86・67％

（垂章二）
高橋良士君

本日は、いよいよ本

年度の最終例会を迎え

ることになりました。

年末に際し本年度を

かえりみますと、国内

では新春早々、昭和天

皇が崩御されまして激動の昭和は終りをつげ、新

しい平成の年となりましたが、リクルートや、消

費税の問題にあけくれ、更に参議院選挙で自民党

の大敗、社会党の躍進という政治環境の大きな変

化がみられ、一方国外では天安門事件に次いで東

西ベルリンを隔てていた「ベルリンの壁」の崩壊、

ルーマニアの政変と東欧圏が大きくゆれ動いた一

年でありました。

さて本年度のロータリー活動も先週のⅩ’mas

家族会を最後に前半期を終えることとなりました

が、会員皆様方の御協力によりまして活動計画も

着実に進行いたしました。しかし、むしろ明年か

らの後半期には本年度の重要な活動目標が集中し

ております。即ち、姉妹クラブ台中港区ロータリー

クラブとの続盟式、更には253地区第11回ライラ

研修会のホストクラブとしての全員参加のプログ

ラムであります。何卒、会員皆様方の尚、一層の

御協力を切にお願い申し上げます。

12月21日には、Fellow Ship Through Service

「奉仕を通じての親睦」をターゲットに力強く再

開いたしましたローターアクトのⅩ’masパーティ

ーに出席して若さあふれるローターアクトと楽し

、・　∴　′∴；了二‾、∴∴∴．∴∴∴∴言・
督「釣り上げた魚に餌はやらない。」　　ているレディが男に御世辞たらたら云われ親切に著

書警軍等書芸蓋≡真峯芸写…曇を宣至芸等……藁言責等量董毒叢莞毒葦享き喜董

∴∴∴∴∴㍉　∴∴∴∴
膚　の白い骨などを拾って来て円形に飾りたてる。や　せ、仔びなの養育は女房に一切任せ、自分は新た曹

な恋人を求めて又々新たなダンスホ‾ル作りなの琶‾　＿∴－∴＋‥　＝∵云云イ去Jフl
である。その名は“コマドリ’

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの粛領の理解と真践を－



いひとときを過ごして参りました。

12月23日には明年1月に帰国することとなりま

した交換学生、アーレン・マッキーの送別会が、

羽黒高校の教師、生徒、ホストファミリー、ロー

タリアン多数の御出席のもとに開催され、クラブ

から記念品を贈呈いたしました。アーレンはこの

一年間、カルチャーショック、気候の激変という

二重のハンディーをクリアーし、交換学生の目的

であります民間使節としての役目を果し、思い出

を胸一杯に帰国することになりました。1年間に

わたり温かい御援助と御指導をいただきました国

際奉仕委員会、ホストファミリーの皆様方に心よ

り感謝申し上げます。

最後に会員来海さんの御尊父が先週、脳梗塞の

ため逝去されましたので、クラブ規定により御香

典を差上げました。心より御冥福お祈りいたしま

す。

皆様方、どうぞ良いお年をお迎え下さいます様

（幹事報告）

佐々木吉吉彦君

◎　来信・通知

①12／22　村上ガバ

ナーにお見舞い金

を差し上げる件

分区代理

②12／22　留学案内

書IPU東京インフォーメーションセンター

③12／25　台中港区R．Cから　新年の挨拶状

◎　例会変更

立　川RC12／28（木）年末にあたるため

日　時12／27（水）点鐘12：15

場　所　商工会館

1／4（木）は休会

酒　田RC l／10（水）新年会のため

場　所　六　助

点　鐘18：00

登録料　￥6，000

（委員会報告）

（職業分類委員会）

富田直治君

未充填職業分類一覧表の説明（全員に配布）

（ス　マ　イ　ル）

来海憲宣君　先だって父が亡くなり当クラブ

から弔電、香典を頂戴しありが

とうございました。24日出身地

の仙台で葬儀を滞りなく終え、

その節にはわざわざ佐藤副会長

さんご隣席戴きありがとうござ

いました。

富田利信君　クリスマスパーティーの席上で

NHKの助け合いに募金を戴き

まして、皆さんの優しさが大変

膨れ上がりまして、総額で4万

550円ありがとうございまし

佐藤元

斎藤 芸≡‡

た。

銀婚式の写真、修正料を含めた

写真を戴きまして

大川　　孝君　記念写真大変よくとれておりま



して、部屋に飾ってあります。

RCのクリスマス家族会で当ホ

テルをご利用下さいましてあり

がとうございました。

阿部信矢君12月17日観音様達磨祭りでくじ

を引き、達磨が当たりまして大

変気分よく帰りましたので

塚原初男君　①アーレン・マッキー、フェア

ウェルパーティーでは多数の皆

さんのご参加を戴き滞りなく済

ませて戴きました。（卦11月末に

市の景観形成ガイドプラン策定

委員会の策定ができまして、市

長に答申させて戴くことができ

ました。上野委員さんには大変

ご協力戴いて感謝して。③郷里

の方で郵便局を新築させて戴き

ましたので

荒井宏明

藤原享胤

塚原先生からの初めの件でスマ

イルさせて戴きます。28名の方

からご出席戴きまして、先週の

土曜日アーレン・マッキーの送

別会を盛大にさせて戴きました。

大変お忙しい中をお集まり戴き

まして本当にありがとうござい

ました。来年彼女は1月中旬頃

に帰国の予定です。来年の1月

9日の例会のときに挨拶に見え

るとのことで、大変お世話にな

りました。

喜田川博也君　神主でもクリスマス会に出られ

たということで大変ありがとう

ございました。天と地の撮影お

陰様で雪も降りまして、冬の庄

内の良さと言うのが世界的に宣

伝されれば有り難いと、そんな

こと思って雪の降ったことにも

感謝して

吉野　　勲君　山王商店街に立派な街灯ができ

ました。日向さん、村中さんに

は大変お世話になりました。荘

内日報を始め商工会議所の会報

にも立派に掲載させて戴きまし

た。

日　向一男君　山王商店街の街路灯の設計をさ

せていただきました。

村中文章君　街路灯の工事をさせて戴きまし

た。

玉城俊一君16日に私が会長をしております

「小さな親切運動」の26回大会

におきまして、鶴岡支部を結成

して以来会長を7年間務めたと

いうことで森山官房長官より表

彰を頂戴しました。その際非常

に嬉しかったことは、作文で米

沢の小学校の一年生の女の子が

総理大臣賞を貰って、非常に山

形県の面目を施したということ

で

荘司俊治君　去る16日荘内日報主催で第15回

庄内芸能大会を行いましたが、

昼夜共に文化会館超満員で、早

速翌日「歳末助け合い」として、

社長から市長に50万円寄贈させ



て戴きました。元旦号カラー図

面に鶴岡出身で山口将吉郎と言

う絵かきがおりましたが、私ど

も子供のころに、少年倶楽部と

言う雑誌に武者絵を措いて夢を

持たせて戴いた名画家ですが、

その原画が遺族から酒井家に寄

贈され、それをお借りしまして

武者絵の馬の絵をのせることに

しました。是非ご覧ください。

最後にクリスマスでジャンケン

で決勝まで残りましたので

三井　　健君　クリスマスで孫が強心臓で

中沢　進君クリスマス家族会を無事に済ま

（三二jLそ．＿二つ

な　　　　し

米山財団寄附額　　8′478円

毛　呂健士君・三浦恒頑君・佐々木詰彦君

鈴木　　肇君・津田普介君
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ロータリーを楽しもう！

訝壷低値怒 青診串毒性鯛鮭　驚

出席報告：会員89名　出席70名　出席率80．26％　前回出席率77．33％　修正出席数72名　確定出席率88．00％

（会長報告〕
高橋良士君

明けましておめでとうございます。

会員皆様方には平成2年の新しい年をお元気で

お迎えになられましたことを心からお喜び申し上

げます。

激動の昭和から平成時代を迎えましたが、依然

として国の内外は共に不確実、不安定な状態が続

いております。

人類の叡知に依って、今や芋再開発、バイオテ

クノロジーなどの科学技術の飛躍的な発達は人類

共通の諸問題を解決する無限の可能性を提供して

くれますが、しかしその反面、科学技術の発達を

背景にした経済活動の飛躍的な拡大が地球生態系

のバランスを崩壊しつつあることは周知の事実で

あります。

このような地球環境破壊は国際社会が取り組ま

なければならないグローバルチャレンジであり、

）　　　　地域社会に於けるオピニオンリーダーとしてのロー

書　旅　　喜田川博也
‾∴＿　‥‾∵‾二l

曹　芭蕉フィーバー、とにかく芭蕉様々の年であっ

薯　た。芭蕉・奥の細道ブームは、現代人と芭蕉と

費　の魂の共鳴共振の結果である。芭蕉は新たな文
‾∵∴l　∴一丁∴

タリアンに課せられる今後の大きな課題であろう

かと考えられます。

一方、我国の高度経済成長がもたらした膨大な

貿易不均衡による国際摩擦、国際感情の乱轢の解

決の糸目としては職業の倫理、ロータリー精神の

集点である善意の高揚（Aufhebung）、即ち他人

に対する思いやりの心が今こそ求められる時であ

ります。

さて、ロータリー年度もいよいよ後半を迎える

ことになりましたが、休眠状態の委員会がない様、

調和のとれた活動計画の推進を御期待申し上げま

す。

更に本年度後半期には2月姉妹クラブ台車港区

ロータリークラブとの続盟式、5月にはライラ研

修会のホストクラブとしての全員参加のプログラ

ムが予定されております。何卒、会員皆様方の御

協力を切にお願いいたします。

本日午前11時30分より第7回定例理事会を開催

いたしましたので、御報告申し上げます。

l‾∴がん∵∴∴∴l＼∵∴‥ll
㍍：土二己　′⊃村l」〟1く′と■し／LO

∴∵二‾三一∴●＿
「ひ」を求め家を離れ、何処かに行くことを　薯

「たひ＝旅」と言った。日本人は、今も昔も旅　費

に、各地に潜む命との触れ合い、魂の蘇生・飛　曹

躍を求める0現代に生きる我々も、自然や宇宙・萱

苧くの坐の＿［竺二や」を戴き、生かされてい　普

∵十∴∴”十一lL∴∴∵・‾－LrL∴　－‾∴主シ這イライフ・一
るのではないだろうか。

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの腐餅の理解と実践を－



1）ライラ準備委員会経過報告

本年5月11・12・13日の3日間

羽黒国民休暇村

メインテーマ「ふれあい　人・みどり」

基調講演　竹　下　数　馬

立正大学教授

パネルディスカッション　テーマ

「どう生きる　これからの日本人」

パネラー　酒　井　忠　明氏

田　中　善　六氏

山　口　孝　子氏

2）前半期の会計収支の報告

3）後半期の活動計画の推進

4）訪台実行委員会の開催

5）早坂徳治氏、退会届受理

6）新会員セミナー

日　時　1月21日（日）　PMl：00より

場　所　　グランド・エルサン

入会2年以内の会員を対象に一日も早くロー

タリーを理解していただく様に開催致します。

7）ガバナー公式訪問

2月31日　志藤バストガバナー

交換学生アーレン・マッキーがいよいよ1年間

の留学生活を終えて帰国することになりました。

昨年1月、真夏のサリーナから真冬の鶴岡駅頭

に降り立ったアーレンは、この1年間ロータリア

ン始め、羽黒高校、ホストファミリーの皆様方の

あたたかい御援助により、日本文化と日本人の心

を学びとり、親善使節としての役目を立派に果た

し、1月13日成田を出発いたします。

この畠重な1年間の体験はアーレンにとりまし

て何物にもかえがたい心の財産であり、日本とオー

ストラリアの“かけ橋”になるものと信じており

〔幹事報告〕
佐々木吉吉彦君

◎　来信・通知

（丑12／27　市民憲章推進協議会

常任委員会案内　1／10　市6F

②1／4　続盟式参加者名簿　連絡のお願い

台中港区RC

③1／4　ガバナー公式訪問予定表

分区代理

④1／4　会長・幹事会案内

1／13（土）11：30～13二00

ホテル・リッチ酒田2F

分区代理

⑤1／4　早坂徳治君から退会願い　2／25付

⑥1／4　年賀状　ガバナーノミニー（事務所）

成瀬額縁店、東北電力、

温海RC、酒田東RC、

日本旅行、思恩会、NHK

団体実行委員会、オクトン

⑦1／8　ロータリー全国名簿編集室

全国会員名簿原稿提出依願

◎　例会変更

遊　佐RC l／9（火）新年会のため

場　所　　磯兵衛

点　鐘　18：00

登録料　　￥4，000

（：盲盲スピーチ〕

≪年　男　ス　ピ　　　　チ≫

迎田　　稔君・鈴木茂男君・忠鉢　　徹君・小松　　稔君

迎田　　稔君

平成2年の新春おめでとう御座居ます。

今年は午年、午の知能については色々の説があ

るようですが、象・類人猿・犬に次ぐ4番目で非



常に優れた感覚をもち、

記憶力のよい動物との

こと。

威勢のよいイナナキ

を出せる様な年になっ

て欲しいと思います。

私にとっては還暦の

年でもあります十千十

二支によると壬9年のエトに戻る年の由。60才を

隠居の年令とし長寿を祝ったのでしょうが、今の

80年時代の人生では一息っけるかどうか、忙し過

ぎの生活を反省し、希望ある未来の生活設計をた

てる年でもありたいものです。ファックス・コン

ピュータ等、苦手の機器にもタッチせざるを得な

い時代にもなりそうです。それにどれだけ対応で

きるかどうか。国際化社会へ向けて英語の再勉強

と昨年は3日坊主に終った日記の記録を何とか1

年間書きつづけて頑張りたいと思います。

昨年末の人間ドックでは、飲み過ぎによる肝機

能の異常も指摘されました。

高橋会長から次期副会長を指名されたとき、健

康に留意して3年後にそなえて下さいとも云われ

ました。節酒し乍ら色々勉強していきたいと思い

ます。宜しくお願いします。

鈴木茂男君

私は、17年の3月に

6男として生まれまし

た。その当時は、食料

難時代だったそうで、

又、兄弟も多く、大変

な時でもあったそうで

すが、何事もなく、そ

だった事が出来ました事に感謝しています。

その反面、修業中は、若いがゆえに苦労もして

きたようにも思われますが、全くその通りだと思

います。今になってみれば、本当に良い経験をし

てきたものだと思います。

話しは変りますが、商売柄、墓相について語ろ

うと思います。

昨今、お墓について、手相や家相と同じように、

墓相があるなどといって、お墓の吉凶や、お墓の

よし悪しをいう人があります。中には、このよう

なお墓を建てるとたたりがあるとか、こんな石を

お墓に使うと家人に病人やケガ人が出るなどとい

う人もいます。　これらの多くは、特殊な石材や

お墓の材料附属品などを売りつけるための一種の

方便です。従って、いわゆる墓相にも色々な派が

あって内容はどれも食いちがっています。

「このような型、石、方角で建てない墓はすべて

凶」と主張し、結局は自分の商品を売りつける会

社もあります。もしこれが正しいとしたら、外国

のお墓は一体どうなるのでしょうか？

もちろん、墓相家の説とは、ウラハラに凶とさ

れるようなお墓を建てている立派な成功者、例え

ば経済人、政治家、学者、著名人の方も少なくあ

りませんし、幸福に繁栄されている家族が沢山あ

ります。

このように、墓相には科学的、統計的な根拠が

あるわけではありませんから全く気にされる必要

はありません。

お墓の歴史を見てみますと、お墓の様式や形は

大きく変化してきていますし、またお墓のスタイ

ルにも大きな変化が見られます。

今日、見られるような和型のお墓の形が生まれ

たのは江戸時代になってからのことで、この間に

もさまざまな様式の変化や変遷が見られます。

「こういう墓は凶で、これが吉」などときめつけ

るには、お墓の歴史はあまりにも長く、多様なも

のです。そして、恐らくこれからの時代の要請と

環境に合わせてお墓のスタイルは変化してゆくに

ちがいありません。

結局、どんなお墓がよいかと言う事を、石の種

類や形や方向できめる事は出来ないと思います。

むしろ形にこだわりすぎたり、人の話しをうのみ

にして作るお墓はよいお墓とはいえないでしょう。

あくまでも、故人の事を思い、先祖に対するうや

まいや供養の心で作られたものがよいお墓でしょ



つ○

要は、お墓作り、これを管理してゆく人の心の

問題であり、決して石の色や方向や形の問題では

ありません。

この意味では、よくお参りされるお墓はよいお

墓であるといえるでしょう。清潔で掃除がゆきど

どいており、環境と調和している……こんなお墓

を作り維持していただきたいと思います。

忠鉢　　徹君

あけましておめでと

うございます。

今年は、私にとって

4回目の午年を迎える

事が出来た事は、先ず

もって自分自身感謝し

ております。48才は肉

体的にも人生の行程においても大きな転機を迎え

る事になり、だんだん子供の服を兼用するのも真

近かなことと思っております。20世紀最後の午年

として頑張れるのも本当に節目があればこそと心

に強く刻んで、この1年を過ごしたいと思います。

私が生まれた昭和17年は、太平洋戦争のさなか、

馬は車に変るエンジン源として騎馬、又は農耕馬

として大活躍の時代でもありましたが、午は、古

来より天馬としてあがめられ神と人間社会を結ぶ

使者として重要な役割を果たしてきた事は、皆様

承知の通りです。人叛との出合いは、5千年以上

の歴史があり聖徳太子、キリストとその誕生には

馬が関与している事も、東西を問わず、濃密な
“人馬一体”の関係が今更のように思われます。

馬に乗って見よ、人には添うて見よの例え通り私

も21世紀の午年に向けて、騎馬、駄馬、駿馬とう

まく使い分けながら歩み続けたいと思います。皆

様には、拙い話でしたが、今後共宜しく手綱を引

いて下さる様、お願い致して終りと致します。ど

うもありがとうございます。

小松　　稔君

自分が生まれた年の

干支についてというタ

イトルですが、我々の

世代（昭和17年生まれ）

では干支に拘りを持っ

ている友人を見る事は

自分の周囲ではあまり

有りません。最も人それぞれですから、猛烈な拘

りを持っている人がいても何の不思議も有りませ

ん。私はどちらかといえば、午年生まれ？俺は顔

が長いわけでもないし馬よりは犬の方が性にあっ

ているなあ、という程度の感想を持っくらいで特

別な思い入れはありません。ただ一つ午年生まれ

という事で印象的な思い出が有ります。それは亡

き父が私の顔をっくづく見ながらニヤニヤして

「お前は間違いなく午年生まれだなあ。腹を決め

るとまるで馬車馬の様に脇目もふらない」と言っ

たことが有ります。その時は取り立てて気にもと

めずに過ごしましたが今思い起すと何とも言えな

い感慨をおぼえます。亡き父は良くも悪くも様々

な評価を私に与えていたと思います。その一つが

前述のもので、代表的なものだったように思われ

ます。12年後の午年にたぶん同じ思いで同じ感慨

を持っことと思います。干支についての拘りはあ

りませんが、その事が亡き父との思い出につながっ

ているという事は何かしらJL、暖まる思いがしてな

りません。

鶴岡ユネスコ協会の阿部次郎

文化賞受賞について

三井　　徹君

この文化賞は、松山町が昭和58年に制定したも

のです。

去る11月1日に受賞し、賞状と阿部次郎氏のレ

リーフ、金一封をいただきました。立に提示して

ありますのでご覧下さい。当協会創立40周年に当っ

ての記念すべき快事です。

当ユネスコ協会は、阿部裏先生（当協会育ての



親）が当クラブに入会（昭．41）なさって以来、

当クラブ会員各位のご支援を頂いて来ましたので、

立に表彰を披露申上げ、感謝を捧げます。

受賞に当って認められた功績内容

世界平和という究極目的のもとに、ユネスコ精

神の普及、実践を計り、多くの文化活動を推進し

てきたこと、特に青少年育成に留意し、ユネスコ

子供学校を継続して来たことなどが評価されまし

た。

向後のユネスコ協会について

最近の世界情勢は流動的で、新しい世界秩序が

生まれつつあります。その中で、国連ユネスコは

本来の使命ある平和に対する基礎造りをより活発

に行うように努力しなければなりません。吾々の

民間ユネスコ運動もそれと表裏一体の活動を推進

します。

ロータリークラブ会員各位の尚一層のご支援、

ご参加をどうぞ宜しくお願い申卜げます。

〔新入会員紹介〕
佐藤　　昇君

氏　　名　　大　舘　　　健　君

（おおだて　けん）

生年月日　　昭和7年4月5日

自　　宅　　鶴岡市大西町21－5

職　　業　　伯）大館建興　代表取締役

家　　族　　奥様　良　子様　S　　．生

長女　　幸　様　S35．10．20生

略　　歴　　鶴岡南高等学校卒

〔新会員琴一撃〕
大舘　　健君

只今ご紹介いただき

ました大舘でございま

す。

大変伝統ある鶴岡ロー

タリークラブに入会さ

せていただきまして、

何にもわかりません。けれども今後勉強いたしま

して、皆様に迷惑をかけないようやりますので、

ご指導の程よろしくお願い致します。

（j員会報告〕

（亘席委員会）
板垣俊次君

年間皆出席

10年間皆出席

3年間皆出席

1年間皆出席

′／

12月　100％以上出席 14名

175％……佐々木君

150％……高橋（良）君

125％……秋野（忠）、阿蘇、日向、村中、

御橋、嶺岸、荻原、佐藤（衛）、

佐藤（元）、山下、高田、碓氷

12月　100％出席　　　46名

秋野（昭）、阿部（信）、秋元、藤川、石川（寿）、

石黒、板垣（俊）、板垣（広）、市川、飯野、

五十嵐、加藤（賢）、来海、喜田川、三井（健）、

毛呂、迎田、松田、松永、三浦、村上、中江、

中沢、奥野、斎藤（隆）、佐藤（昇）、佐藤（忠）、

佐藤（順）、佐藤（友）、新穂、荘司、笹原（信）、

庄司、鈴木（茂）、鈴木（肇）、鈴木（昭）、

斎藤（庄）、丹下、高橋（登）、塚原、忠鉢、

富田（利）、若生、山口、吉野、矢口

（親睦委員今〕
中沢　　進君

1月会員誕生祝

松　永　輝　夫君

板　垣　俊　次君

吉　野　　　勲君

荘　司　俊　治君

若
　
君
　
君
　
君

朗
　
士
　
男
　
三

司
　
健
　
龍
　
程

蘇
　
呂
　
上
　
岸

阿
　
毛
　
村
　
嶺

君
　
君
　
君
　
君

一
顧
　
健
　
行

俊
　
恒
　
　
良

城
　
浦
　
井
　
口

玉
　
二
　
三
　
矢



忠　鉢　　　徹君

奥様誕生祝

毛　呂　幸　子様　　鈴　木　　　勝様

松　永　綾　子様　　五十嵐　ヤス子様

山　下　利恵子様　　津　田　満里子様

庄　司　志津子様　　村　中　和　枝様

嶺　岸　ま　き　様

（互至旦旦阜〕
板垣広一志君

本年度我がクラブの垂大事業であります姉妹ク

ラブ台中港区ロータリークラブ続盟式に参加の訪

台について現在8名の参加申込ですが、何とか15

名位の参加をお願いします。

〔社会奉仕委堅り
斎藤昭宏君

1月30日鱈汁例会　オークションの実施

〔国際青少年交換至塁亘）
荒井宏明君

会員の皆様、又、羽黒高校、ホストファミリー

の皆様に大変お世話になりました、アーレン・マッ

キーさんが1月11日に鶴岡を立ち13日にJALで

成田よりオーストラリアに帰る事になりました。

11日14時33分「いなほ」です。皆様の激励とお見

送りをお願いします。

●　帰国の挨拶

7－レン・マッキー

皆さん、この一年間

色々お世話になりまし

た。そして、わたしの

わがままをゆるしてく

れてありがとうござい

ました。

この一年間は大変楽

しかったです。絶対忘

れられない大変いい思い出がたくさんありました。

又、来年の2月頃に酒田短期大学に入り、国際経

済を勉強しながら英会話教室をやるようになると

思います。その時はよろしくお願いします。

（スマイ　ル〕

三井　　徹君　ユネスコ協会の受賞と10月卜句

私共の病院の40周年と庄交モー

ルにクリニックを出しました

阿蘇司朗君　1月7日空手道の寒稽古に140

名の参加を得て幼稚園の幼児か

ら62才の方が海に入り稽占▲を行

い全員無事に終了しましたので

嶺岸碍三君　クリスマス家族会の会報の写真

が佐藤順治さんのご尊顔に失礼

にあたるものになり刷り直しま

した。

矢　口　良行君　クリスマスパーティで私共の家

族が大変な事をしでかしまして、

荘司先輩と決戦ジャンケンを行

い勝ちのこり18，900円のお金を

頂載し、子供には非常によいl仁

月を迎えたのですが、私はちょっ

と苦しんでおります。その意味

で。

佐々木吉喜彦君　先程のユネスコ協会の受賞で私

も協会理事をかっておりますの

（ビジ　タ二つ

加　藤　有　倫君（鶴岡西RC）

佐　藤　言召　昭君（　′′　）

鶴商学園高等学校サッカー部監督

菅　原　正　志先生
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（す盲頂耳）
高橋良士君

1．訪台実行委員会

1月9日に開催しまして、姉妹クラブ台車港

区ロータリークラブとの続盟式の訪台スケジュー

ルが確定いたしました。

2月24日鶴岡出発、夕方、台北着、翌25日、

台中での歓迎会、26日続盟式、27日観光、28日

夕方羽田着の予定であります。

2．臨時理事会

1月12日午後6時より開催いたしました。

①　ライラ研修会経過報告

予算案に関しての検討を行いましたが、一

昨年来、地区補助金がかなり削減されまして、

厳しい運営がしいられると予想されておりま

す。ライラ研修会は地区レベルでのホストク

ラブ全員参加のプログラムとなりますので、

全員登録とする事を理事会で決定いたしまし

たので御了解いただきたいと存じます。尚、

登録料につきましては実行委員会で再度検討

の上、決定させていただきます。

②　ガバナー公式訪問の例会場変更

先週の例会で御報告いたしましたが、村上

ガバナー御病気療養中のため、志藤バストガ

バナーが、2月13日当クラブを公式訪問され

ます。当日はクラブ協議会を例会に引きっづ

いて行いますが、例会場を東京第一ホテル鶴

岡に変更いたします。詳細につきましては追っ

てお知らせいたします。

③　先週入会されました大館健さんの委員会所

属はSAAと決定いたしましたので、SAA

の皆様方、何卒よろしく御願い申し上げます。

署初詣今昔　内山喜＿

・キ

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細蘭の賓解と美虜を－



3．新会員セミナー

1月21日（日）午後1時（登録開始）より、

グランド・エルサンで開催されますので登録さ

れました会員はお忘れなく御出席いただきたい

と存じます。

（幹事報告）

佐々木吉吉彦君

◎　来信・通知

（彰　1／12　米山奨学会から、下半期の普通寄

付のお願い

②　1／13　ロータリーの友事務局から、短歌

欄に投稿のお原飢1

③　1／16　東京RCから　会報到着

④　1／16　ガハナー事務局から　ライラ活動

費・補助金送金通知

￥500，000

⑤1／1120周年記念式典仮登録のお願い

温海RC　2／10まで

期　日　　5／13

受　付　10：00

登録料　　￥12，000

◎　例会変更

鶴岡東RC l／24（水）新会員セミナーのため

期　日　　1／21（日）

点　鐘　14：00

余　目RC l／24（水）新年会のため

場　所　　商工会館

点　鐘　18：30

登録料　　￥3，000

1／31（水）公式訪問のため

期　日　　1／30（火）

点　鐘　12：15

登録料　　￥1，200

立　川RC l／18（木）新年会のため

場　所　　庄内ドライブイン

点　鐘　18：00

登録料　　￥5，000

（会員スピーチ〕

／／　年　男　ス　ピ　ー　チ　／／

津田晋介君・毛呂健士君・佐々木吉吉彦君・鈴木　　肇君・三浦恒棋君

津田晋介君

皆さんは「馬」という

と何を思い出しますか。

私は天皇陛下の観兵式の

模様を思い出します。1

月9日の新聞紙上にも大

元師陛下が馬に乗っているお姿が掲載されます。

この馬の名前は「しらゆき号」といい、陛下が厳

然と馬に乗って第一師団の行進をおみつめになる。

私も実にいいながめだと思っていました。

そんな折、ある人からこんな話を聞きました。

行進する兵隊は歩兵、騎兵、戦車兵とある訳です

が、戦車は何百もの部品が一体となって動くもの。

ひとつでも壊れるとェンコです。もし万一そのよ

うなことがあれば、連隊長は切腹しなければなら

ない。これは日本陸軍の習慣であったようです。

陛下の馬は、純粋なアラブで、非常に敏感です。

敏感ということは、物事に驚く。驚くと走り出す。



天皇陛下は乗馬はお上手ですが、驚いて走り出し

た馬から落ちてしまわないとも限らない。観兵式

には外国の要人もおり、そんなことにでもなれば

日本の恥であります。また馬の糞尿も見苦い、。

そこで馬の係は1ケ月程前からみ・つちり運動をさ

せる。しかしやり過ぎてもいけない。当日疲れた

状態にしておき、多少のことでは動きたくないよ

うな具合にしておく。もし調整がうまくいかずに

走り出したら係も切腹しなければならなくなる。

したがって観兵式を演出する係の者はハラハラし

ているようです。物事は表面だけながめていたの

ではわからないというこを感じました。

ところで白い馬を何というか知っていますか。

葦毛といいます。馬の種類は5つだけです。育毛

（黒い毛の馬）、鹿毛（茶色の濃いもの、たてがみ・

尾・四肢の下部は黒）、栗毛（うす茶、黄色といっ

てもよい）黒鹿毛（黒味がかっているもの）また

馬のお尻に黒い斑点のあるのが連銭模様といって

栄養がよい馬の証拠です。ただし栄養がよくても

出ない馬もあります。

これから本題に入ろうと思いましたが時間がな

いようですので終わります。

毛呂健士君

新年おめでとうござい

ます。

11月に還暦を迎える訳

ですが、私の職業には、

健康である限り停年とゆ

うものがありませんので、まだまだ馬車馬のよう

に働かなければなりません。同期の友人が退職し

て、ハワイにゴルフに出かける話等を聞くと羨ま

しく思ったりもします。

まあ、還暦といっても自分の一生の内の一年に

過ぎない訳ですが、一つの句切りとして受けとめ

これからは楽しい年を重ねられたらと思う次第で

す。

さて、年男ということで馬にちなんだ漢文の一

節を‥‥‥…

（馬糞は其の力を称せず　その徳を称するなり）

良馬はむろん力もすぐれているが、良馬が良馬

としてとなえられるのは、むしろ、よく育てられ

たその馬の徳のためである。

人間には、才能や手腕が必要である。然し、根

本的に備えていなければらないのは、徳であると

いう訳ですが、駄馬である私には徳を備えるのは、

まだまだのようです。

今年は皆様にとって飛躍の年であることを祈念

いたしまして、終わりと致します。

佐々木吉吉彦君

ここに一つのお伽話が

ある。

釈迦は、沢山の弟子を

もって仏の道を説いたが、

その慈悲心は人間だけで

なく、生きとし生けるもの全てに向けられていた。

その徳をしたって釈迦入寂の時は、悲しみの余り

傍らの四本の木は縁変じて白色となり、横臥した

釈迦の周囲にありとあらゆる生きものが嘆き悲し

んで集まったという。

その釈迦の生前、生きものたちは各々に釈迦に

仕えることを願い、時にはそのために争うことさ

えあったという。

釈迦はそれを制し、山の麓にある一本の木を指

差して、あれを回って早くここに戻ったものから、



順次仕えるようにと説いた。その順序を「ね・う

し・とら・う・たっ……」という。不思議なこと

にこれが、今の十二支となっている。

俗に、世間一般では「ね、うし」には仏事を行

わないことが多い。インドではヒンズー教が信仰

されている。その象徴である牛は人より大事にさ

れている。

そのインドの事であるから、勿論競争で一番に

なるのは「うし」である。しかし、それ故に慢り

高ぶっていた牛は、ゴール手前で己れの力を誇示

するかのように振り返り他を侮る態度を示した。

その時世智に長けた鼠が、まともに戦っては到底

叶わぬと、ひそかに牛の尻尾に掴まっていたのが、

しめたとばかりゴールに入り、「それ見たことか、

オレが一番だ……」。そして三番目は「とら」で

あった。「とら」もインドではその昔は大きな脅

威であった。

それを見た釈迦は、「うし」のおごりをいまし

め、「ねずみ」の校意をたしなめ、所によっては

「とら」も加えて、奉仕の順序を決めたという。

これが、釈迦の意思であると、仏事をさける日と

した。

十二支は中国の殿の時代に十二カ月を表す記号

として用いられたが、はじめは子丑寅卯辰

巳午未申西成亥　と読んだ。これを後にそ

れぞれに覚えやすい動物の名があてられた。十二

種類の動物の中でも、人間の生活に密着して歴史

の発展に大きく貢献したという点では、馬は筆頭

であると思われる。

先に述べた「お伽話」を持ちだすまでもなく、

十二支から「子丑寅」を除けば「うま」は筆頭で

ある。

還暦とは一巡りして元に戻ると言うことでもあ

る。即ち又新たなる第一歩が始まると言うことで

ある。零才からの出直しとまでは行かなくても、

これからの人生を第二の青春と考えることにした

いと思っている。誰が言った言葉かさだかではな

いが、「青春とは、人生の或る期間を言うのでは

なく、心の様相を言うのだ。優れた創造力、遥し

き意思、燃ゆる情熱、怯情を却ける勇猛心、安易

を振り捨てる冒険心、こういう様相を青春という

のだ。歳を重ねただけで人は老いない。理想を失

うときに初めて老いがくる。

人は、信念と共に　若く、疑惑と共に老ゆる。

人は、自信と共に　若く、恐怖と共に老ゆる。

希望あるかぎり　若く、

失望と共に老い朽ちる。」

鈴木　　肇君

私も馬年生まれであり

ます。

馬年生まれは若い時、

むこう見ずのあばれ馬で

あったかもしれません。

それが年を重ねる毎に、だんだんと調教されて一

人前の馬になってくる。

私の故郷の八幡神社にも絵馬額が奉納されて居

る。いっ頃奉納されたかわからないが、相当に古

いもののようだ、2人の人が一匹の丸々と太った

馬を、たづなをもって押さえ込む様なスタイルだ。

或る本にこんな記事が書いてありました。紹介

致します。観音堂の白馬の絵馬から夜な夜な白馬

が抜け出しては、田畑を荒らすと云う評判が広がっ

てしまった。これには住職もだまっておれず、檀

家の人々と相談して、絵馬の白馬の前足の一本を

切ってしまえば、とび出す事もないだろうと云う



事で、住職も同意して、馬に因果を含めて前足の

一本を切り落としてしまった。不思議にもそれ以

後田畑荒らしの噂は消えた。しかし観音堂の白馬

の絵馬は田畑荒しをしたので、和尚さんに罰せら

れ足を切られてしまったと話が近郊に広まった。

そしてたいした絵馬だと、その絵馬を見物に来る

人が多くなり、その絵馬の白馬が田畑荒しをして

和尚さんに叱られたと信じている伝説は今でも生

きているし、又今でもその絵馬は足を切られて大

切に保存されているそうです。

（写真もありました）

三浦恒祓君

今年の正月は、暮れの

二日間の休日とつながり、

五連休となり極めてゆと

りのある年末年始を過ご

すことができた。それに

加え昨年中父が亡くなったことから、正月行事は

謹み、事静かな内容となった。11月中旬に早めに

喪中のご挨拶状を出状、従って年賀状は準備不要

と相成った。

年賀状の出状は前年度は450通位であろうか、

年々少しずつ増えて作成に苦労が伴う。最近の絵

柄は「干支の動物」を続けている。昔は版画か、

或は一枚一枚描いたこともあったが、枚数が増え

るに連れ手書きは限界に達し、昭和54年からは

「プリントゴッコ」なる印刷器で4～5色を配色

しての一版刷りか、墨一色でプリントした後に着

色したりしているのが、それでも宛名書きをいれ

ると、完了におおかた一週間以上の日数を要する。

いっだったか横着して全部を活字印刷して手数を

省いたことがあったが、ある方からご不満の声を

聞き、以来手数は掛かるが絵にすることにしてい

る。その方は有り難いことに、アルバムにコレク

ションして下さって、私の描いた「干支」の全部

を揃えるのが楽しみにしておられることをお聞き

し感激した。たいして価値あるものでも無いのに、

私の年賀状を一人でも楽しみに待たれている方が

おられるとすれば、これからも頑張って続けなけ

ればならないと思っている。

私の年賀状のコレクションは少々自慢できるも

のである。コレクションは昭和35年から始まった。

手書きを主体にしてこれはと思われる年賀状をア

ルバムに保存し11冊にもなった。そんなこともあ

り私も人一倍楽しみに待っている一人でもある。

コレクションの中に、痛ましいことに既に故人

になられた方が随分おられる。遺作と言えば大袈

裟であるが貴重な作品である。どれもが真筆で私

のアルバムに永久に保存されるのである。毎年正

月には新しい年賀状を整理しながら、前のコレク

ションも同時に眺めて、あれこれと思い出にふけ

るのもお正月の楽しい一時でもある。

今年は私にとり貴重な馬年である。当然のこと

ながら年賀状の絵柄は「馬」で張り切って取り組

む筈であったが、また一万30年近くも切り目なく

続いた私のコレクションも、残念なことに空白の

年となり寂しい限りだ。

●　ご　　挨　　拶

鶴岡青年会議所次期会長　菅原英介氏

本年4月、全国城下町

シンポジュームが鶴岡市

で開催されることになり

ました。松本市から始まっ

たこのシンポジューム、



昨年は四国の高松で行われ、鶴岡市は第9回目と

いうことになります。

これは、ロータリーの皆様はじめ市民のご協力

がなければ成功致しませんので、ご協力の程よろ

しくお願い申し上げます。

また、当青年会議所へのご指導ご鞭鍵もよろし

くお願い致します。本日はこのようにご紹介させ

て頂きましてありがとうございました。

〔官員会報告〕

⊂ロータリー財団至蔓草〕

新穂光一郎君

253地区RI財団奨学生、当クラブ推薦の泉川

由紀さんが、米国ウィスコンシン大学マジソン校

のスペシャル・スチューデントとして入学が許可

されました。

（重奏撃墜塁亘）
忠鉢　　徹君

来月の第2例会は大川君の東京第一ホテル鶴岡

の職場訪問を予定しております。連休の後ですの

でお忘れのないようお願い致します。

（主マイ　ル〕

秋田昭和飯田川RC

淡路　　徹君　私は昭和24年の牛年生まれでお

菓子の材料販売をやっておりま

す。酒田のお菓子屋さんに随分

とお世話になっております。よ

ろしくお願い致します。

斎藤庄治君　先日の13日に前理事長、風間富

治郎氏の金庫葬に悪天候の中、

多数の会員のご出席を頂きあり

がとうございました。

松永輝夫君　長らく単身赴任をしております

が、正月に妻と娘がこちらに参

りました。お蔭様で寛明堂さん

で銀婚式の写真を撮ってもらえ

ましたので

藤川享胤君　アーレン・マッキーが11R東京

に着き、12円食事をして最後に

何をしたいと聞いたら六本木の

ディスコに行きたいといいまし

た。時間を12時までということ

にして付き合いました。又、アー

レンの送別会の写真ができてお

ります。

高橋　　登君　会社の新年会のボーリング大会

で丹下さんが準優勝致しました。

又、藤川さんから「やる気を起

こさせる」という講演をして頂

きましたので

丹下誠四郎君　ただ今ご紹介にありました通り

ボーリングで準優勝させて頂き

ました。去年から上昇ムードで

うれしく思っています。

（盲　ジタ二二）

淡　路　　　徹君（秋田昭和飯田川RC）

滝　　　禅　源君（立　川RC）

阿　部　興　二君（鶴岡乗RC）

鱈　汁　例　会



第253地区鶴周ロータリークラブ第1540回例会会報1990（平2・1・23）（天候雪）

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12：30～1：30

出席報告：会員88名　出席66名　出席率77．33％　前回出席率65．3％　修正出席数68名　確定出席率80．00％

（会長報告）
高橋良士君

1月21日、午後1時よりグランド・エルサンに

於きまして荘内分区主催の新会員セミナーが鶴岡

東クラブのホ女トで開催され13名の会員と共に出

席いたしましたので御報告いたします。

ホストの鶴岡東クラブは創立後未だ日の浅いク

ラブであり、ロータリーに入会してロータリーを

ENJOYするためには、1905年以来の歴史を有す

るロータリーの焦点を充分理解しようというBA

SICな考えのもとに、東京荏原クラブの山崎栄一

氏を招き「ロータリーの創設とその背景」という

テーマで基調講演がおこなわれました。山崎氏は

地区情報委員長として経験豊かなロータリアンで

ございますが、1905年ポールハリスがロータリー

を創設するに至ったシカゴの時代背景の歴史的考

案と、更にロータリーが初期の段階でその目的が

曹　「住めば都」の心

書「諾、票笥深遠漂諾捻票ど

こ二㍉三∴㍉‾こ∴

十一二十1二三・∴この間、結婚し、子供も二人、学校も何度か転

物質的相互扶助であったのを、1908年アーサー・

シェルドンが、キリスト教的発想から、SerVice

above self，“Heprofitmost who servesbest”

というバイブルの一説をとり入れるに至った過程

を大変平易にしかも興味深く解説していただきま

した。

次いで鶴岡西クラブの大川俊一氏からは「出席

規定について」の解説があり、最後に懇親会を行

い、ロータリーの友情と親睦を深めて閉会となり

ました。

いよいよ、寒の入りとなりましたが、今年は積

雪量が少ないとはいえ、寒気一段と厳しくなって

参りました。風邪が大分流行っておりますので充

分御注意下さいます様に。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

二二二■∴∴∴　∴　二　∵∴l＿l＿∴lll
のあと、昨春結婚し、次女も東京で就職した。　薯

∴∴・〕∵－㍉
してきた手前、いっも「切手」は自由に使えるよ　曹

うに小箱の中にたっぷりと用意しておいた（これ曹

私も、そこに人の営みがある限り、どこでも協書

力して生活できると考えるようになった。

．m号く攣讐式誓7聖「竺禦ぎ警」の心を大暑′隼ザ了阜てこ旺・上′車′中二二・〕二‥：しェ長屋才妄才フ・・一

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの粛蘭の理解と実践を一



◎　来信・通知

①1／18　田中善六PGから会報到着

お　礼　状

②1／18　財団奨学生　泉川由紀さんの奨学

金の手続きについて

地区委員　阿久津撃氏から

③1／18　RIニュース・

ポリオプラスニュース到着

RI日本支局から

◎　例会変更

鶴岡東RC l／31（水）鱈汁例会のため

場　所：ホテル五番館

点　鍾：18：30

●　ゲスト紹介

松田士郎君

鶴商学園高等学校教諭

同校サッカー部監督

菅　原　正　志氏

略　歴

立正大卒。余目・和合中、洒東時代はバスケッ

トボール。「ずっとバスケをしたかった」が、身

長が通用せず、大学でサッカーと出会う。49年か

ら鶴商教員。現役時代は俊足の右ウィング。日本

サッカー協会公認コーチの資格を持っ。7人家族。

余目町大字南野字北野18－11。39歳

（夷トスピーチ）

鶴岡市をサ　ッ

この度の第68回全国高

校サッカー選手権大会の

出場にあたり、市民の方々

からの沢山の御支援をい

ただき、心より感謝して

おります。過去における

これといった実績も伝統

もない本校サッカー部にとって、多勢の市民の方々

の声援が何よりも心強い励みとなりました。

国立競技場の開会式は、私共、高校サッカーの

指導者、高校のサッカー部員のみならず、今やス

ポーツ少年団の子供達、中学生にとっても夢であ

り、憧れであります。全国3，930校の中から、都

道府県の予選を勝ち抜いた48校しか、そのチャン

スをあたえられない、まさに「晴れ舞台」であり

ます。

カ　ー　の街に

鶴商学園サッカー部監督　菅原正志氏

入場行進では、北海道を先頭に5番目に登場し

ました。正面スタンド前に来ると「山形県代表・

鶴商学園高校．〝」と大きく場内放送されました。

いいまでの彼等の苦労と努力を思い浮べるとき、

心の底から「おめでとう．〟」と言ってやりたい気

持ちになり、不覚にも熱いものがこみあげてきま

した。スタンドでジッと我が子の姿を追っている

父兄の中には、目頭をぬぐっておられる方も何人

かおられました。試合の結果は、ごしょうちのと

おり0－3で佐賀商業に破れてしまいました。サッ

カーに対する姿勢、勝負にかける気合、そしてな

によりもそのすぐれた技術に、選手達は負けじと

向っていき、善戦してくれましたが、私の指導力

の未熟さゆえに勝たせることができませんでした。

そうした事も含めまして、本校サッカー部全国

大会初出場までの簡単な経緯と、サッカーの現状



と申しましょうか、特に鶴岡地区のサッカー界の

現状について、2、3感じる所をお話しさせても

らいたいと思います。

第1点として、指導者の事であります。昭和50

年に本校サッカー部の監督となりました。その指

導法も知らず、勉強しようともせず、部員の能力

のなさを声高になげいているみっともない指導者

でありました。自分がかつてやらされた練習方法

を唯一の頼りとして部員をおこり、失敗したと言っ

てゲンコツをやり、負けたと言っては、罰として

走らせたり、自分の言うことを全て「ハイ、ハイ」

と素直に聞いているだけの選手を「良い選手だな

どという、実につまらない指導者でありました。

そうした指導の下に創造的で意欲にあふれインテ

リジェンスに満ちたサッカーなど生まれてこよう

はずもありませんでした。そのことさえ気づいて

いませんでした。選手にとって、ただただ怖い監

督にすぎなかったようです。

8年程前に静岡に行く機会があり、清水市と藤

枝市を訪ねてみました。両市共サッカーにおける

先進地域であり、私にとっては、サッカーの指導

を勉強する絶好のチャンスであると考え、いくつ

かの有名な高校の練習を見せてもらいました。そ

こでは、監督はいっも声を出し、しかもその声は

選手を励まし、良いプレーには必ず「ナイスプレー

′／」と言う、当時の私の感覚には信じられないよ

うなものでした。しかも選手は、ハツラツとして

おり、時として笑い声さえも出てきます。本当に

楽しそうにサッカーをやっているのです。もちろ

ん技術的にも高いものを持ち、自主的な練習内容

であることに驚きを通り越して、あまりにもサッ

カーに対する価値観がちがうことに絶望的になっ

てしまいました。鶴岡に帰って色々悩んだ結果、

自分の指導法を1からやり直そうと考えました。

月並な言い方をすれば「目的をハッキリさせるこ

と」「意欲を持たせること」「考えさせること」の

3点を大切にしようと決めました。失敗したらお

こる前に考えさせる。何故その練習をやっている

のか、1人1人の技術的、体力的な目棟は何か、

今のチームは何を目指しているのかを具体的に自

分で考えて決める。時間のかかる指導です。私の

ような気の短い者にとってはイライラすることの

多い指導法です。しかし、考えてみるとサッカー

という競技そのものが、その3点を基本にして成

り立っているのではないかと気付くようになりま

した。サッカーでは、試合中にタイムをとって指

示を出すことはできません。試合が開始されたら

前半が終るまでベンチは指示を出してはいけない

のです。ハーフタイムも五分間、後半グランドに

選手を送り出したら、もうそれっきりです。刻々

と変化する戦況をグランドに立っ選手達が「考え

て」プレーしていかなければなりません。サッカー

の指導者は、自分の知識を押し売りするのではな

く、よりすぐれたアイディアを創り出せる選手を

生み出すことに力を注ぐべきだと思います。セオ

リーはありますが、セオリーしか知らない選手は

サッカーでは大成しません。スポ少の頃から、こ

のあたりに視点を置いて指導してはどうかと思い

毎日の練習を見ております。

第2点として、今回全国優勝した南宇和に代表

されるように、地域スポーツとしての盛り上がり

の必要性を感じました。長崎県の国見高校、青森

県の五戸高校などは、市や町あげてサッカーとい

うスポーツに熱中しております。そのことで地域

の活性化が図られ、大変良い影響をもたらしてい

るとのことです。人口10万弱の鶴岡市は、十分に

その力を秘めているわけです。サッカーではかつ

て全国的に知られていた時代もあり、幾多の名選

手も生んでおります。そして何よりも、「べにば

な国体では当市がサッカーの会場になっておりま



す。我々現場にいる者の努力はもちろん不可欠で

あり一層の精進を重ねて国体の後もどんどん盛ん

となって「サッカーの町、鶴岡」となることを夢

みております。それが現実のものとなった時、や

がて全国一のチームが生まれてくるものだと確信

しております。

最後になりましたが、「庄内の人間は勝負強さ

がない、おとなしくて駄目だ」と、よく言われま

す。今回出場したチームのメンバーは、この地区

では非常に元気で勝ち気な選手が揃っているので

すが、やはり全国大会では「おとなしいかった」

と言われました。それではどうしたら「おとなし

くない選手」が生まれるのでしょうか。これも解

決しなければならない問題ですが、結局「サッカー

に自信を持つこと」と「おとなしくない選手と常

に試合をやって、勝っていくこと」しかないよう

に思います。確かに交通の便はあまり良くありま

せんが、アイディア次第でいくらでもそういうチー

ムと試合ができます。全国大会に出ることができ

たのも、3年間で330試合の練習試合のほとんど

を県外チームとやってもらった為だとも考えてお

ります。いっも、より強いチームを求めて、悪い

条件の中でもベストのプレーができる強い精神力

をっけることが近道かと思います。しかも「楽し

く、明るく、自主的に考えて、いっもわかりやす

い目的、目標を持っている選手、チーム」を作り

たいと夢見ています。

（委員会報告）

〔親睦委員会）
中沢　　進君

1月30日の鱈汁例会のご案内

18：00点鐘です。料彗削ま新穂委員の御協力を頂

き、たくさんのご参加をお待ちしてます。余興の

オークションは、2，000円以上の品物でお願いし

（社会奉仕委員会）

斎藤　　昭君

30日の鱈汁例会のオークションの品物は現在た

くさん届いてますが、今回は特に盛大に行ないま

すので2，000以上で、多数の方の御協力をお願い

します。

なお、どうしてもの方は、当日2，000円をお願

いします。

（ス　マ　イ　ル）

御橋義諦君　県インドア軟式庭球選手権大会、

壮年2部で優勝しました。「栃

錦と春日野」の一文を、荘内日

報に載せていただきました。

中沢　　進君　今年初めての例会出席ですので

初めてのスマイルを致します。

本年もよろしくお願いします。

（ビ　ジ　タ　ー）

本　間　　　毅君（温　海RC）

阿　部　興　二君（鶴岡東RC）

ロータリー財団寄附

￥10，082

新入会員スピーチ

喜田川　博　也君



第253地区鶴周ロータリークラブ第1541回例会会報1990（平2・1・30）（天候曇）

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12：30～1：30

盃県立　幹事低密衆議彦　伊予矛宗佐魅惑　衝1耳罷芸執誼憩鮮徹　起金串髄青筋　曙　痙陳謝鮎琴原初果　青少年垂億馳厳　腎

出席報告：会員88名　出席63名　出席率73．闘％　前回出席率77．33％　修正出席数72名　確定出席率85．33％

（会長報告）
高橋良士君

「かぜ」が大分流行っておりますので、少し
「かぜ」についてお話してみたいと存じます。

「かぜ」は感冒など色々な名称で呼ばれており
ますが、古くは唐の役人がちょっと身体違和感が

あるとき欠勤届の用語に「感冒」という言語を用
いたといわれております。

我国では、「続日本記」の第49代光仁天皇の時
代に「風の病」という言葉が始めて出ております
し、現在に至っても「かぜ」はすべての急性疾患
の半数以上を占めるという地球上で最も頻度の高
い病気であります。

「かぜ」の原因の90％以上はウィルスの感染に

よるもので、他に細菌やマイコプラズマの感染、

寒さに依るものなどがあります。
一般に「かぜ」と申しますと普通感冒（Comm－

om Cold）に始まって軽い肺炎までという広義

の解釈もありますが、狭義には普通感冒といわれ

る、私共が申しております上気道感染症、いわゆ
る「鼻かぜ」「喉かぜ」であります。
アメリカのデーターですが、年間1人のひとが

「かぜ」を引く回数は3－5回で、1才以下とな

りますと6～8回で、6才までは非常に高い頻度
を示しております。

一般成人でありますと3～4回「かぜ」にかか

りますから、そこで仕事のロスが生じます。

大人の場合ですと、30％～50％仕事を休んでし

まいますし、子供の場合は60～80％が学校などを

休むという事で社会的にも問題が生じて来るわけ
であります。

よく「かぜは万病のもと」といわれております

が、例えば「かぜ」でない病気でも初期症状とし
て「かぜ」としかとらえられない。だからスター

トの症状として沢山の病気の可能性が含まれてい

るという意味もありますし、二次的にいろいろな

余病をおこすという問題も含まれているわけであ
ります。

江戸の川柳に「鼻かぜがはやってどうにか息が
つけ」というのがありますが、これは医者の立場

からで、笑ってはいられない事実でありますが、

確かに「かぜ」のはやり具合いかんでは第1線の
開業医の診療成績にも反映して参ります。

「かぜ」の治療ですが民間療法を調べてみます
とミミズの煎じ茶が古くから漢方薬にもあります

が解熱剤として用いられております。日本では熟

欄に卵を入れた卵酒がありますが、イギリスへ行
きますと黒ビールに卵を入れて温めてのむ、子供
はジュースに卵を入れてのむようでありますし、

北欧では焼酎みたいなものに卵を入れて温めての

∴誓ば辱誓∴二王王二薯　銭湯めぐり

曹　　　　　　　　　奥野洋一

曹　今、温泉ブームだそうだが、わが家も全員温　そのうちの15軒ほどを廻った。　　　　　普

曹　泉好きである。ところが小生の身分ではそう度々　　いろいろ体験したが、あるところではいい気　膏

・さきf

よきものに触れ、自分を知る　－いタリーの腐蘭の理解と東成を－



’‘、．・．千、二∴‾、・■、■　　ン、

んでおります。要するに温かいお酒で体をあった
めるのが第1であり、早く休んでねてしまえば2

日位で治ってしまうのが「かぜ」の状態でありま

す。
さて「かぜ」の予防法でありますが、流行期に

は、まずよく手を洗うこと、これは「せき」や

「くしゃみ」で周囲にとび散ったウィルスが粘液

の中で生きております。これを触った手で自分の

ロへ運ぶ日本人は、特に手を鼻や口へもっていく
のが得意ですから、これが原因でうっる事が大変

多い様であります。

湯あがりに冷水摩擦をいたしますと「かぜ」を
引く回数が非常に減ります。
又、寒いときには伊達の薄着をせずに厚着をす

る事が肝要であると思われます。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知
（91／23　ライラ研修会からカウンセラー

2名　派遣願い

ライラ実行委員会

②1／25　会報到着　酒田東RC　山形RC

山形西RC

③1／25　草の根国際交流シンポジウム

共催依頼　　　　　　鶴岡市長
④1／26　温海RC創立20周年式典日程変更

6月3日（日）

⑤1／26　いなほの会通信

⑨1／26　新会員セミナーのお礼状

分区代理
◎　例会変更
鶴岡西RC　2月9日（金）たら汁例会のため

場　所　　坂　本　屋

点　鐘　18：00

登録料　　￥4，500

タ　　　フ　　汁　　例

／料理長あいさつ／
新穂光一部君

おばんでございます。

鱈はこれまで十数回料理
した中でベストです。海
の状態が良くて日曜日か

ら漁れ始めたそうです。

きのうとっておいたんで

すが、今日さらにいいの

が入ったのでチェンジし

てもらいました。鱈その

ものはいいので、サシミ

もたべられます。あとは、あまいとかしょっぱい

とかいっていただければいいと思います。

私もそろそろ十数回にもなりましたので、後継

者を育てたいと思っていますので希望者がおられ
たら私のところまでよろしくお願いいたします。

会

／カンパイ　／

会　長　　高橋良士君
本日は庄内の冬の風物詩でございます。「鱈汁

例会」でございます。新穂名シェフが腕によりを
かけてお待ちしているようでございます。また後

ほどオークションもございます。皆様を金余りの

日本人とは申しませんが、ピカソやゴッホのひま

わりを落とすいきおいでチャレンジして頂きたい

と思います。それではカンパィ．／
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今年はどんな味かな－

～　ゲ・オークショ　ン　　～

〟テキヤのテッチャン〝名口上

／会報委員会／
小松　　稔君

ちょっとお時間を頂きます。番付あとでゆっく

りご覧いただきたいのですが、番付ができたゆえ
んは、別になんにも無く、偶然の思いっさでやっ

ただけの話です。特別の思い入畑まなく、まった

くの遊びでやったことでこざいますけれども、ア
ンケートにご協力いただいた方が想像以上に多かっ

たものですから、若僧の遊びにしては協力が得ら

れたものと喜んでおります。

「のせられてしまうね－」

／酒豪番付行司／
高橋良士君

アンケートによる自主申告であるため、番付を

拝見すると中には少々、控えめに解答された会員
もおられる様である。というのは、アルコールの

飲みすぎによる肝疾患の患者さんを問診すると、

〟東の正横綱に敬意を表して〝
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実際には毎日5台の晩酌をしている（家人の言に
よると）患者さんは、3台位しかのまないときまっ

て少なめの答えがかえってくる。

御存知のようにアルコールは必ず肝臓を通る飲
物であり、アルコールの飲みすぎは肝臓病の終着

駅ともいわれている肝硬変へと進行することが多
い。

そこでアルコール摂取量の安全域の上限は日本

酒では1日3台、ウィスキーではダブル3杯、ビー
ルなら大ビン3本が限界であり（勿論これより少

ない方がよろしい）、しかも週2回は休肝日とす

ることがのぞましい。従って、この基準をオーバー

している会員は今からでもおそくはないから節酒

される様に。

又、お酒をのむときは肝臓を保護する意味で、
食事を充分摂取することである。

酒は古来“百薬の長”といわれている様に、メ
リットも極めて高く、その適量はストレスの解消、

更に人間関係、コミュニケーションの円滑化には

欠くべからざるものがあり、その効用は計りしれ
ないものがある。

今日の鱈汁はサイコ一．′

ゲスト立川RCのみなさん

佐々木耕雲筆による見事な番付表

／おわりのことば／
佐藤　　昇君

本日、新穂光一郎君には、

すぼらしい鱈汁を調理して

頂きありがとうございまし
た。又、社会奉仕委員会の

皆様もご苦労様でした。最
後に佐々木君の名口上にお
礼申し上げ、本日の例会を
終了させていただきます。

ゲ　　ス　　ト

加藤有倫君（鶴岡西RC）
デブ　ラ　ー　さん

（オーストラリアよりの交換学生）

保科幸三君（立　川RC）
石崎石雄君（立　川RC）
鶴巻鉄也君（立　川RC）

ガバナー公式訪問

職　場　訪　問
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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12：30～1：30
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金最高囁廃立　辞等佐々莱義彦　タラ牙串低塩怒衛視業奉仕恕鮎徹題金等髄寮怒　曙　国辱串庖軍属初男　毒診専科誼加藤　常

出席報告：会員88名　出席59名　出席率65．79％　前回出席率73．68％　修正出席数69名　確定出席率81．58％

（会長報告）
高橋良士君

本日、午前11時30分より第8回定例理事会を開

催いたしましたので御報告いたします。

1．ガバナー公式訪問

村上ガバナーは現在、御病気療養中のため、

志藤バストガバナーが、来る2月13日公式訪問

されることとなりました。すでに御連絡申し上

げました様に、第一ホテル鶴岡に例会場変更と

なりますのでお間違いない様に御注意願います。

2．クラブ協議会

次回、第一ホテルでの志藤バストガバナー公

式訪問終了後、同ホテルにおきまして、志藤バ

ストガバナー御出席のもとにクラブ協議会を開

催いたします。各委員長の皆様方には活動計画

の進行状況について御報告を御願いいたします

が、委員長御欠席の際には代理の方、又はレポー

トを必ず御提出願います。

3．職　場　訪　問

2月13日、第一ホテルでの公式訪問例会終了

後、クラブ協議会御出席以外の皆様は、同ホテ

ルの職場訪問を職業奉仕委員会の主催で行いま

すので多数御参加いただきたいと存じます。

4．姉妹クラブ台中港区RC続盟式

2月24日に出発する事になりましたが、参加

人員は13名となり台中港区RCへ参加人員名簿

を送付いたしました。

5．次年度役員選出の件

佐藤会長エレクトより次年度理事及び特定委

員長、委員の発表があり。2月20日の例会で公

表の予定でございます。

6．新入会員の推薦

早　坂　豊太郎氏

7．ロータリー財団奨学生申請

福　島　陽　子　　鶴南、岐阜市立薬科大卒

暦の上では立春となりましたが、気象情報に依

りますと最低気温を記録する、いわゆる余寒は立

春以降とのことであります。会員の皆様方にはく

れぐれも御自愛下さいます様に。

l∴′こ一一；∴・‥　　∴∴ニー∴∴二∴∴∵

書女性の進出とロータリ憲若　稔　警墓誌警芙慧雪と富まミミ苧芸芸雪警…貰詣誓書
人の入会が増えている。その年代の女性の入会　費

でどう変るのか。　　　　　　　　　蕾

男性に支えられた女性であって欲しい願望を　曹

もつ古い世代の人間は現状維持が望ましいので　脅

す0勿論ロ‾タリ‾クラブの前進●変化には‾　蕾

層の努力が必要でしょうが。　　　　普

遍f

∵∴∩－∴い；、－t二、‘∵‥・‥　エンジiイライフ・一

薯　昨年はマドンナ旋風とかで選挙でも多くの女

薯　性議員が誕生した。女性に政治が出来るかと云っ

普　て非難された人もいたけど。サッチャー・プッ

葦薫重責葦董書芸妄警護

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの腐傍の摩解と実践を－
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（幹事報告）
佐々木蕾彦君

◎　来信・通知

①1／31遊佐RC　創立20周年記念式典案内

期　日　　4月15日（日）

会　場　　中央公民館

登　録　11：30　　￥10，000

登録申込　3月15日まで

②　2／2　山辺RC　創立20周年記念式典案内

期　日　　5月20日（日）

会　場　　山辺総合体育館

登　録　13：00　　￥10，000

登録申込　2月20日（仮登録）

（診　2／2　RC寄付率10000％到達認証状到着

RI・ガバナー事務局

④　2／2　ロータリー全国会員名簿・手帳

購入申込依頼（1989・1990）

ロータリー事務局

⑤　2／2　会報到着　　鶴岡西RC

（参　2／2　鶴岡市青少年育成市民会議

会費納入依頼

鶴岡市役所・育成会議事務局

⑦　2／3　会報到着　酒　田RC

⑧　2／5　米山奨学金寄付金納入明細

米山奨学会事務局

◎　例会変更　今週の例会変更はなし

（新会員スピーチ）

物の時代から心の時代への転換

先日グランドエルサン

にて「龍虎のトークショー

」があり、大変面白く、

楽しい時を過ごさせて戴

きました。しかし一つだ

け残念な事がありました。

それは龍虎の各国巡業の

体験談の中で、格闘技と

しての相撲は世界中にあるが、日本の相撲は野見

宿禰（のみのすくね）と当麻蹴速（たいまのけは

や）が神事として相撲を取ったのが始まりであり、

神事として相撲を取るのは日本だけであり世界に

例がないが、相撲を見た人は国柄・人種に拘らず

熱狂し、また中国共産党・北京政府は嫌だけど、

周恩来・部小平は人間として指導者として凄い人、

素晴らしい人であり、周恩来が日本留学当時から

相撲の大ファンであったなどの話しをしていると

き、突然対談相手の女性が、「周恩来氏が『相撲

は、中国に起こり世界中に伝わった。しかし本家

の中国では廃れ無くなったが、日本の国技として

喜田川　博　也君

盛んなことは、大変嬉しい』と言ったと云う記事

を読んだが、周恩来氏は相撲について何か云いま

したか」とのコメントが入りました。彼女の発言

には周恩来氏が言ったのだから、相撲は日本独特

のものではなく、中国伝来のものでなければいけ

ないとの雰囲気があり、話しの腰を折った格好と

なってしまい、話しが途切れてしまいました。し

かし相手の女性に敬意を表したのか龍虎は、周恩

来は人間の格が違う、「周恩来・鄭小平と握手す

ると関取が小さく見えた」と云う話しをし話題を

かえました。しかし私としては龍虎に「違うよ．／

自分達の相撲は野見宿禰以来の神事相撲」と云っ

てはしかったのです。

相撲（すもう・すまふ・すまひ）の語源は、力

を戦わす意の「争（すま）う」であります。「争う」

の語源は「澄ます為に舞う＝澄舞う」であり、

「澄」は、濁りを清らかにする、清浄、曇りがな

く明らか、静かになる等々の意であり、また「く

るくると回る」より「舞う」の語が生まれたと思

います。ですから清らかな世界にするため、平和



な穏やかな世界を、洩りのない世界実現の為に、

濁りと戦い動き回ることを「争う」と言い、濁り

の根源である敵・悪霊をくるくる回りながら踏み

固め鎮めることを「争う＝相撲」と言います。古

代人は「澄舞いし＝相撲し」濁りを、外敵を、悪

霊を鎮め大地を踏み固めて「住まい」を造り、そ

こに「住み」ました。また清らかにする作業が済

んだら清らかになる事より「済む」との言葉が生

まれました。現代語に於いても「気が済む＝気分

が清んで晴れ晴れとする」に良く現われていると

思います。そして「澄む」の「す」は、良く解り

ませんが恐らく自動詞「す＝為」口語の「する」

より生じた言葉だと思います。そして行動・活動

を示す言葉「す」を行った結果を「澄む」と現し、

活動「す」を行い役目・使命を果たし終えた気分

を、「すがすがし」と表現したと思います。この

様に元となる言葉が有って、多くの言葉を派生し

今日の日本語ができたと思われます。そして「澄

む・清む」は日本人の理想を示す言葉であり、

「相撲」と言う語は民族発生以来日本人と共に歩

んだ言葉だと思います。それが中国伝来となれば

日本のオリジナル・国柄は何も無くなってしまい

ます。言葉には魂・命を伝える力「言霊」があり、

古来日本人は言霊を信じてきました。

元となる言葉・言霊が、多くの言葉を派生する

例をもう一つ、「イ」と云う音にとって見れば、

「人々は魂・命が有るから生きており、生きてい

るから息をし、動物を射って、飯を食い生き生き

と活きる。そして恵や、人々の命・魂の根源たる

神々を、鏡に鋳込み斎き祭り、磐座に鎮まる悪霊

を斎く、新たな生命の誕生を祝い・・・云々」と

生きる事と、魂・命・生命・神霊等々の存在を示

し、またその活動等に関連する言葉に「イ」で始

まる言葉が実に多いのです。これは「イ」と言う

音が魂や生命を示す音であり、その存在を示す言

葉「飯や岩・磐座」を、その活動を示す言葉「生

きる・息・活」を、魂・命を得て生きるための行

為「射る・鋳る」を、神霊祭祀を示す「嘉や祝う」

等、多くの言葉を生み出しています。そして古代

の言霊信仰より生まれ発達した言葉を、現代人も

使い、言葉を通し意志疎通を図り、魂を通わせて

います。そして言霊など信じない現代人の心の底

に、古代語に於ける言霊が生きている様な気がし

てなりません。

芭蕉の句「静けさや　岩にしみいる　蝉の声」

の名句足る所以は「岩にしみいる」にあると思い

ます。芭蕉は「いわ」に岩を、そして魂の鎮まる

所である岩、また自分の魂と言う意味の「いわ」

を歌い込んでおり、現代人も無意識の内に魂に染

み入る静けさを感じ取り、人々の魂の共感を得て、

名句と言われるのだと思います。

また日本は古代人の信仰が今でも少しは息ずい

ている国だと思います。我々は食前に「戴きます」

と、食事に「御馳走様」と挨拶をします。この挨

拶は古代人が食料を始めとす万有に、魂・命の存

在を認め、食事は食物の魂・命を戴く行為であり、

そして体内へ入った食物の命が心身を蘇らせ、人

は人を取り巻く外界の命により、生かされると信

て、食事の時、食物の命・魂に対する挨拶を行う

のです。また御馳走様は準備してくれた方への感

謝と、食物の命への感謝の挨拶でした。

しかし現代は多様化の時代、信仰・価値観も多

様化し、日本古来の「万有に魂の存在を認め、万

有の命により生かされている」との信仰は少数派

となり「物の命」が無視され物質だけが一人歩き

をする時代となり、食事の挨拶も多種多様に解釈

されている様です。

神道に於いては、物を生かす根源、物に与えら

れた使命や役目、働き、特性を「命・生命」と呼

んでいます。そして命の根源を祖先や大自然・大

宇宙に潜む「魂や神々」と理解しています。森羅

万象は魂・命の現れであり、命・魂が万物に存在

の意義を与えるとします。人には人の、家には家

の、会社には会社の学校には学校の、国には国の

役目、使命が、魂が、命があります。その命の現

われを、人柄、家風、社風、校風そして国柄と呼

びます。しかし物の命を無視し、伝うべき命をな

くしつつある現代においては、家風や校風、そし



て国柄なども死語になり唯唯利潤を追求し、貨幣

経済、物質文明のみに存在価値を求める時代風潮

となりました。しかし物質文明に飽き足らぬ人々

により、生かされること、人としての役目、与え

られた命の尊厳、物の命等々、命を再認識する時

との認識が生まれっっあります。これを世間では

物の時代から心の時代への転換と言っています。

そして心の時代への転換と言っています。そして

心の時代を心を売る時代、心という物が売れる時

代と誤解される時代とも成りました。

この様な社会にあって職業を通し、仕事を通し、

社会に多くの人々に仕え奉ろうという「ロータリー

クラブ」の存在は心強く、また入会させて戴きあ

りがとうございました。今後とも御指導御鞭撞よ

ろしくお願い申し上げます。

（委員会報告）

（出席委員会）

年間皆出席

17年間皆出席　　佐

17年間皆出席　　吉

5年間皆出席　　塚

1月　100％以上出席

板垣俊次君

150％……佐々木、高橋（良）

125％……中江、佐藤（昇）、新穂、嶺岸

1月　100％出席　　　　　　　52名

阿蘇、阿部（与）、秋野（昭）、阿部（貢）、

阿部（信）、秋元、藤川、日向、石川（寿）、石黒

板垣（俊）、板垣（広）、市川、飯野、小松、柏倉

毛呂、迎田、松田、皆川、村中、松永、御楕

村上、中沢、三井（賢）、奥野、佐藤（忠）

佐藤（順）、佐藤（衛）、佐藤（友）、荘司

笹原（信）、鈴木（茂）、鈴木（聾）、斎藤（昭）

園部、丹下、津田、富田（直）、高橋（登）、高田

塚原、恵鉢、富田（利）、上野、碓氷、若生

山口、吉野、矢口、大館

（親睦委員会）
中沢　　進君

2月会員誕生祝

碓　氷

荻　原

富　田

笹　原

奥様誕生祝

園　部　由　美様

佐　藤　鷹　子株

荘　司　令　子様

（ス　マイ　ル）

石川寿男君　当クラブの酒豪番付で東の正横

綱に推挙いただきましたので

斎藤　　昭君　タラ汁例会のオークションでの

佐々木さんのご活躍と139，300

円の多額の寄付金が集まりまし

たことに感謝します

阿蘇司朗君　1月26日に鶴岡市体育協会より

功労者（空手道）として表彰さ

れました

佐々木語彦君　タラ汁会オークションの売上が

例年の倍以上となりました

皆さんのご協力への御礼

私共の幼稚園の雪まっりが昨日

の荘内日報に紹介されましたこ

とに感謝して

中沢　　進君　タラ汁会で新穂さんに大変お世

話になりましたことへ御礼をこ

（ビ　ジ　タ　ー）

阿　部　光　男君（鶴岡西RC）

三　浦　次　雄君（鶴岡東RC）

国際奉仕C．F

君
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金魚高徳展墓　幹事億朝霞籠彦　汐ラ夢重任悠鮮　禰　独語等髄忠鈴蘭　社会毒偲巨斎隈　昭l亘除幕値頃原物易　等蓼転封韮加麗　筆

出席報告：会員88名　出席59名　出席率65．79％　前回出席率65．79％　修正出席数71名　確定出席率85．53％

（会長報告）
高橋良士君

本日は志藤バストガバナーが、村上ガバナーの

代理として公式訪問におみえになりました。

御存知のように村上ガバナーは昨年秋より体調

をくずされ入院治療を受けておられましたが、本

年1月中旬、小康をえて退院され、現在、御自宅

で御静養中との事で御座います。

昨年12月末の庄内分区会長幹事会で、村上ガバ

ナーは退院後、庄内分区だけはどうしても御自分

で公式訪問されたいと強く希望しておられるとの

分区代理の報告が御座いましたが、誠に残念なが

ら村上ガバナーの公式訪問は実現しえませんでし

た。一日も早く村上ガバナーの御快癒をお祈りす

るばかりで御座います。

志藤バストガバナーには暦の上では立春とはい

うものの、未だ寒気の厳しいところ、又、福島県

・二、∴∵∴∴、∴∴

ワルシャワと谷間の灯し火
御橋義諦君

ロータリー　ワルシャワに戻る

50年ぶりの復活
ロータリーの友2月号のこの記事は、毎回人

生の指針を与えてれる紙面と思って読んでいた

「ロータリーの友」のカルチャーショックの真

骨頂を見せつけられた思いがした。と同時に、
目を見張る東欧の激動が間違いなく平和への確
かな歩みを示していると実感した。「たかがロー

タリー、されどロータリー」である。

という隣の県であるにもかかわらず、大変時間距

離の遠い会津若松よりおこし頂き厚く御礼申し上

げますとともに心より歓迎を申し上げる次第で御

座います。

後程、志藤バストガバナーのスピーチを拝聴い

たしまして例会終了後、引き続きクラブ協議会を

行いますので、各委員長の皆様方どうぞよろしく

御願い申し上げます。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知

（彰　2／7　分区代理会議・顧問・諮問委員会

決議事項の連絡

1月27～28日開催　ガバナー事務局

②　2／7　ロータリーの友2月号

「ここが見どころ」到着

平和の実感と言えば、45年前のことを鮮やか
に思い出す。昭和20年8月21日、江田島から復

員する列車の石炭卓の上、この先、世の中がど
うなるのか、どうして生きていくことになるの

やら、故郷に帰る喜びもまだ淡いものだった時、

暮れなずむ遠くの谷間と見える所にポッンと明
かり。アッ民家の灯し火．／…平和とはこれだ．／…

痛いほどの実感だった。
モスクワRCのチャーター

ナイトは、何時の日に成るだろう。

、、エンジiイライフ、、

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細蘭の費解と美虜を－



③　2／7’90ロータリー年次大会参加案内パ

ンフレット　　近畿日本ツーリスト

④　2／9　草の根の国際交流シンポジウムへの

参加お廠い　　5名参加依頼

2月19日まで　　鶴岡市企画調製課

⑤　2／9　世界社会奉仕プロジェクト交換

地域別一覧表　　　　RI日本支局

⑥　2／10会報到着　東京RC

⑦　2／10地域社会と国際化フォーラム

寒河江RC　　寒河江文化センター

2月24日12：00～17：00

⑧　2／10創立20周年記念式典　　　郡山RC

郡山ビューホテル

3月11日（日）12：30

登録料　￥10，000　3／25まで申込

◎　例会変更

余　目RC　2／21（水）青年会議所と合同例会

のため

場　所　余目センチュリープラザ和心

点　鐘18：00　登録料　￥3，000

酒田中央RC　2／23（金）梅見の会のため

場　所　相馬屋

点　鐘19：00　登録料　￥6，000

◇　そ　の　他

酒田に新しいRCが誕生します。酒田スワンR

Cです。ご案内いたしますので、来週事務局から

申し込み書を配布しますので、それによってお申

し込みをいただきたいと思います。

㊥　ガバナー紹介

高橋良士君

本日、公式訪問されました志藤バストガバナー

を御紹介申し上げます。

志藤バストガバナーは昭和3年のお生まれで、

所属クラブは会津若松RCであります。

御職業は有限会社新会津印刷所代表取締役、そ

の他関連会社の代表取締役及び役員を兼務され、

又、業界の役員とし御活躍中であります。

ロータリー歴は1969年、会津若松ロータリーク

ラブに入会され、1983年に同クラブ会長に就任さ

れました。

地区委員といたしましては、同年、253地区国

際奉仕委員会地区組み合せ小委員を担当されてお

ります。

1987～1988年には、253地区ガバナーに就任さ

れまして、当クラブ吉野会長の年度に公式訪問に

おみえになっております。

現在、地区諮問委員、地区ロータリー財団委員

長として御活躍中であります。

志藤バストガバナーは異例の今回で2度目の公

式訪問となりましたが、そのお人柄は大変温厚篤

実で、じっくりと人の言う事に耳をかたむけられ

る、しかもロータリーに並々ならぬ悟勢を内に秘

めた大変説得力のある方で御座います。

本日のクラブ協議会では、当クラブの有りのま

まの姿と活動状況をみていただき、御助言、御指

導を賜わりたいと存じます。

ガ　　バ　　ナ　　　　　講　　話

国際ロータリー第253地区　志藤和夫バストガバナー

只今高橋会長さんから身にあまるご紹介を戴き　　さん板垣幹事さんの時にガバナーとして公式訪問

ました会津若松RC所属の志藤和夫でごいます。　　させて戴きました。吉野会長さんの年度には素晴

御クラブは今から3年前になりますか、吉野会長　　らしい奉仕活動の実践をなされたことに対しまし



て厚くお礼申し上げる次

第です。吉野会長さん本

当に有難うございました。

また、昨年は市川会長

さん、若生幹事さんのも

とで輝かしい30周年記念

式典を挙行され私も参加

させて戴きました。本当にお目出度いかぎりです。

市川会長、三井実行委員長さんともども大変な

ご奉仕を戴いたことに厚くお礼申し上げます。

昨晩はまた、石黒バストガバナー、私が最も尊敬

している方でありますが、お寒い中お出掛けいた

だき高橋会長、佐々木幹事、佐藤エレクトの皆さ

んと一緒に夕食をして戴き本当に有難うございま

した。

本来ですと昨年の12月初めに村上ガバナーが公

式訪問の予定になっていたのですが、先ほど会長

さんからのお話のように、9月に村上先生が体調

をくずされ酒田市内の病院に入院ということにな

り、山形におきまして指名委員会を開き、石黒バ

ストガバナーに色々主治医にあっていただき、今

後の村上先生の容態等お話を承ったわけでありま

すが、公式訪問は無理なのではないかということ

になったので、札上先生からアクティングガバナー

を立ててはしいという要請があり、九里茂三バス

トガバナーをアクティングガバナーとして地区指

名委員会で決定を致しまして、10月にRI会長に

その要請を貰ったわけですが、その結果10月半ば

にRI会長の方から九里バストガバナーに対して

アクティングガバナーとして要請がありまして、

以後、本来ですと九里先生が御クラブにお邪魔し

て残りのクラブは全部アクティングガバナーが公

式訪問するということに決まっているのですが、

何せ急であったことと九里先生が非常にお忙しい

と言うことの為に、まだ53クラブも公式訪問が残っ

ているという関係でどうしてもお手伝いせざるを

えないということで、私と直前の吉田さんと松永

先生とで手分けをしながらお手伝いをしたわけで

す。庄内分区だけはどうしても村上先生の手でやっ

て頂きたいし、村上先生もやりたいというご意向

であったものですから一番最後に残したわけでし

たが、やはり昨年の12月22日に退院されたわけで

はありますが、自宅療養をやらないと具合が悪い

という状態でありますので、急拠九里先生と私と

で庄内分区を二人でお回りするということになっ

て、本日アクティングガバナーのアクティングと

いうことでお邪魔したわけです。

皆さんのクラブに対して地区として本当にご迷

惑をおかけし、特に会長さん、幹事さんには、何

か会長になりますと私もそうでありましたが、公

式訪問が終わらないと何か残っているようなとい

うことがありますので、そういう意味からしまし

ても、本当に何時になるかわからない状態、こん

なに遅くなってから公式訪問にお邪魔するという

ことに対しまして深く皆さん方にお詫びを申し上

げたいと患います。

私は村上カバナーの代理でありますので、村上

ガバナーが今年度冒標とされていることにつきま

してお話をすると言うことになると思いますので

宜しくお願いします。

また今年度は御クラブでは非常に怖い新穂先生

がいらっしゃいますが、地区の国際青少年交換小

委員長としてご奉仕いただいております。加藤さ

んにライラの委員会の委員として、今年度また御

クラブがライラのホストクラブとして計画されて

大変な奉仕をいただくわけですが、敬意を表する

次第であります。又、石黒バストガバナーには顧

問審議委員として私どもに色々とご指導を賜って

おります。石黒先生は今日の例会にはちょっと出

掛けないからというお話で御座いましたけれども、



本当にお元気な姿に接しまして安心してお体に気

をっけてたまには例会に出ていただくようにお願

いしてございます。

今年度高橋会長さんはこの計画書に載っており

ますけれども素晴らしいことをおっしゃっておら

れます。素晴らしいロータリーとの出会いによっ

て自己を研鎮する。この格言をクラブのターゲッ

トに本年度はロータリーライフを会員各位とェン

ジョイしたいのだ。そのテーマというのは「よき

ものにふれ自分を知る」というすぼらしいことを

おっしゃっておられます。本当に高橋会長さんは

昨夜から今日午前中お会いしていろいろ御クラブ

のことにつきましてお話いただきましたが、非常

に物静かではありますが、内に秘めた闘志といい

ますか、また、誠実でもいらっしゃる。この会長

さんの挨拶文を読みまして非常にロータリーに造

詣の深い方だな、すぼらしい方だなと思っており

ます。又、佐々木幹事さんは私のところに何時も

毎月1ケ月分づっお送り頂いておりますが、和光

公論というものをお書きになっておられます。

昨夜も申し上げたのですが、すぼらしいことを

書いておられるので私も会社が毎月1日に社員全

体の朝礼をやるわけですが、先生の文章を引用さ

せていただいたり、あるいはこういう方がいらっ

しゃるよということで先生をご紹介申し上げたり

して常日頃非常に尊敬している方であります。お

人柄につきましては申し上げるまでもなく、非常

に情熱家でおられて計画性にも富んでおられるす

ぼらしい方でいらっしゃいます。後でクラブアッ

センブリにおきましてもすぼらしい腕前を発揮し

て頂けるのではないかと思うわけです。

さて、ロータリーというのは奉仕をする方々の

集まりなのでロータリーというのはクラブで奉仕

するよりも奉仕する方々の集まりなのだというよ

うなことがよく言われますが、ロータリーの精神

というものは一体わが国の苦にはなかったのだろ

うかということを振り返ってみますと、先達て本

をよんでいましたら鳥取県に河原町という小さな

町があるわけですが、ここは昔から伝わっている

ことが一つあるわけですね、これは元日に老若男

女をとわずその家のお父さんが起きてもよいとい

うまで起きてはならないのだというような非常に

面白い習慣があるのですね、これはお父さんが元

日の3時頃に起きて若水を汲み、それでお湯を沸

かしてお茶をたてこれを神様、仏様に上げて、そ

して家の中を掃除して、それから奥さんなり子供

さんなり、おじいちゃん、おばあちゃんなりを起

こすという習慣があるわけなのです。

その理由は、歳神様というのは女性なんだから

こういう習慣があるのだという、その部落の考え

方であります。これをよく紐解いて見ますと、や

はり愛の気持ちではないかと思われるわけです。

普段はお父さんよりもお母さんが早く起きて家

の掃除をし、食事を作って、そして一家の生活を

しているわけです。せめて元日くらいは親父が真っ

先に立ってやろうという家族に対する思いやり、

これが鳥取県の河原町の一つの習慣になっている

と思うのです。

今、皆さんもご存じのように、或いは又、中国

の孔子の弟子が先生である孔子のお話を聞いてい

て、ある時先生のお話は非常に難しくてわからな

い、要するに人間と言うのはどういうふうにして

生きていったらいいんだろうか、ということを孔

子に問いましたところ、′孔子は一字でそれを答え

ている。それは「▼恕」だよというようなことを言っ

ておられます。これはやはり思いやりですね、あ

るいはまた天台宗を開祖された伝道法師と言われ

ますあの最澄が、一隅を照らすはこれ国宝なり、

ということを言っておられますが、これを突き詰

めて行きますと、やはり愛であり、思いやりであ



るということなのですね、でありますから、ロー

タリーというのは思いやり、愛なのだ、だからそ

の愛の出発点は家族だと恩うのですね、自分の妻

を愛し、自分の子供を愛し、自分の親を尊敬し、

そこからいわゆるロータリー精神と言うものが出

発するような気がしてならないわけです。それで

私どもは御クラブもそうでありますが、創立され

て30年うちのクラブも38年目に入ります。けれど

もチャーターメンバーがお一人だけいらっしゃい

ますが、70代、60代という方がどんどん出て参り

ます。これにつきましてもロータリアンはですね、

いわゆる紀元前のローマの哲学者であるセネカが

言っておりますように、年齢と言う・のは暦の上で

計るものではないのだ、年齢は自分で作るものな

のだ、男は感じたまま、女を見たままという言葉

を言っておりますが、男はああ俺はおれば歳とっ

たなあと思えば老人だと言うようなことをいって

おります。

人間は感動、ロマン、創造、この三つを失わな

ければその人は何時までも若くいられるんだ、と

いうことを言っております。

どうぞ、御クラブも年配の方がいらっしゃいま

すけれども、おれは何時までも若いんだというよ

うなことで、ますます若い方をご指導頂き、そし

てご奉仕を頂きたいものだとなとこんな風に思う

わけであります。

一昨年公式訪問にお邪魔した時、私どういう話

を皆さんにしたかわすれましたが、私は学校をで

ましてから直ぐ税務署に勤務したことがあるわけ

ですけれども、税務署に入りましたのはちょうど

税金が申告納税に切り替わった直後だったんです、

その為混乱した時代だったんです。

ある時、「強清水」坂下税務署の管轄になって

いましたが、3月に納税の切符を各家庭に送るわ

けですけれども、送られてから1週間意義申立て

の期間があり、私は、強清水今は河東町に入って

おりますが、そこの農業所得の担当でありまして、

強清水の農家の方が朝3時起きをしてお母さんが

お握りを持って坂下まで歩いて異議申し立てにこ

られたわけですが、お話をきいてみましたら、必

要経費というのが旦那さんが病気で倒れ働くこと

が出来ないため人を雇って農作業をやって頂いた、

その必要経費が認められていないため高い税金が

いったわけです。署長にこういうわけで異議を申

し立てに来られたので修正をしてやりたいがと申

し出たところ、それは駄目だ、修正をしてやった

らきりがなくなるという話で、私は署長に休暇煩

いを出し二日間休みまして、その家に実態調査に

参りましたところ間違いなく病気で寝ておられ、

2年も前から病気でふせっておられると言うこと

でありました。

役所を休んで2日間その実態をっかんでさん3

日間に役所にいって課長と署長にお話をしたとこ

ろ、やはりそれは駄目だということでしたので、

当時課税台帳というのは鉛筆書であったので消し

ゴムで消して、必要経費をプラスして税金を掛か

らないようにして、切符を再発行やったのです。

やったまではよかったのですが、それから10日ば

かり経ってから署長に呼ばれて先達ての件はどう

したという、実は署長に申し上げたけれどもだめ

だということだったが、実態は間違いないんで私

の一存で直しました。非課税の切符を再発行しま

した。と言ったところ大変叱られまして、それか

ら半月ばかり経ったら青森県の八戸税務署へ転勤

の辞令があの当時は仙台の財務局と言っておりま

したが、財務局長名で辞令が参りました。そこで

私は署長にこんな辞令は受け取るわけにはいかな

いと申し上げたんですが、とにかく辞令なので八

戸へ行けということですったもんだして、結局は

その辞令を書留速達で財務局長あてに送り返しま



して、その日で税務署を辞めたわけです。

その後その非課税になった家庭のお母さん、子

供さん、今は孫さんも出来ておりますけれども、

いまだにその方とお付き合いをしております。お

父さんは亡くなられましたけれども、お母さんは

まだ健在でおられます。お孫さんも一生懸命仕事

をやっておられます。

私のやったことは、今でも間違いではなかった

ものと確信をもって私は生き抜いているのであり

ますが、皆さんもそんなことにぶつかったことも

有るのではないかと思いますが、どうぞその時に

は思いやり、愛の心を捧げてやって貰いたいもの

だと思います。

以上で村上先生の代理ということでつまらない

お話を申し上げまして、こんなことで責めに代え

させていただきたいと思います。

ご静聴有難うございました。

（委員会報告）

（国際青少年交換委員会）

荒井宏明君

恒例となっています在鶴留学生、研修生との懇

親の夕べ、昨年は2月28日グランド・エルサンで

開催されましたが、今回は3月3日（土）午後6

時から鶴岡、鶴岡西、鶴岡東の3クラブ合同主催

で実施の予定です。内容はつめている最中ですの

で、次の例会の際案内の文書を出させていただき

ますので、積極的にご参加をお願い致します。

（ス　マイ　ル）

志藤和夫バストガバナー

石黒慶之助バストガバナー

佐藤英介庄内分区幹事

竹内分区代理が九里バストガバ

ナーと遊佐RCの公式訪問のた

め、私が代理として参りました。

どうぞよろしくお願いします。

山下政和君　東京国際マラソン私共のダイエー

の中山選手が優勝しましたので

スマイルします

大川　　孝君　第一ホテルの大川です。今日の

職場訪問例会にお越しを戴きあ

りがとうございます。

富田利信君　庄内地方でテレビ放送が始まっ

て今月で丁度30年になります。

昭和35年2月27日に高館山から

放送されてから30年と言うこと

です。これを記念して民謡の県

大会を実施しまして22日の午後

8時から放送されます。

是非御覧下さい。

奥野洋一君　ちょっと古い話になりますが、

2月1日にNTTの庄内通信機

器営業支店というのが鶴岡に出

来まして、庄内一円酒田を含め

ましてエリアとする店ですが、

ご披露致します。

（ビ　ジ　タ　ー）

佐　藤　英　介君（酒　田RC）

石　黒　慶　一君（鶴岡西RC）

米山寄附金額　　￥10，331

新入会員スピーチ

大　舘　　　健君
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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12：30～1：30

攣展墓禁苧優綿轟彦紡ぎ観低蔽衝磁綺牡鹿鉢徹胎軸斎藤曙園牌改革原初異音綿羊鵬買
出席報告：会員88名　出席56名　出席率65．79％　前回出席率69．74％　修正出席数67名　確定出席率80．26％

（阜長報告）
高橋良士君

最上川の白鳥の北帰行が始まりまして例年より

も一足とびに春への鼓動が感じられる様になりま

した。

先週の例会は村上ガバナーの代理として志藤バ

ストガバナーの公式訪問が御座いましたが、例会

終了後、志藤バストガバナー御出席のもとに第4

回クラブ協議会を開催いたしました。

今回のクラブ協議会は特別な企画は行わず、何
の気負いもなく、鶴岡クラブの有りのままをみて

いただいたっもりであります。

即ち本年度のクラブ協議会の基本方針といたし

まして

1．活動報告は要約（summary）に重点をおき

活動報告の棒読みに終始しないように。
2．質疑・応答形式としディスカッションの時間

を充分とる。

3．クラブ協議会はクラブの諮問期間であるとの

観点からクラブ運営に関する積極的な提言を求
める。

以上の形式でクラブ協議会をすすめましたが、

志藤バストガバナーからは大変示唆に富んだアド

薯　商売と顧客管理

董還壷孟夏重言三…警≡冨≡…≡芸言嘉

一二∴∴‾了：三一二＿三

一二　‾二　‾‾∵∴∴二一二l｛‾

ドバイス・コメント、又、各委員会からは活発な

発言がありまして、有意義なクラブ協議会をおえ

る事が出来ました。

各委員長の皆様方の御熱意と御協力に対し、深

甚なる敬意と感謝を申し上げます。

姉妹クラブ台中港区RC続盟式

参加人員13名

2月24日（土）鶴岡10：15白鳥出発19：50台北着

2月25日（日）台中港区RC歓迎パーティー

2月26日（月）台中港区RC続盟式

鶴岡RC・青梅RC・日本平RC

三クラブ合同

2月27日（火）台北市自由行動

2月28日（水）羽田着16：10

来週27日の例会は会長・幹事共に欠席となりま

すので、佐藤副会長、高田副幹事どうぞよろしく

御原臥1いたします。

治氏
M40・2・20　83才

（2）村中文章氏

仙台へ転勤　　WCS委員長

lT‾lべ　‾l∴●一二　二rl＿∵三∴∴－∴二二∴

妄‘L完孟蒜誠鼠真芯完妄言言言妄言妄言号　音
着けることは出来ませんでした。多くの方々の　曹
絶大なるご支援があればこそ、ここまで歩いて　曹
こられました。

二∴∴、∴十二‾二
十二‾‾一二二‾‾＿二三一二十
くし、又、御協力いただければ幸いです。
最後になりましたが、これからも末永く今迄　普

同様御協力と御指導いただければ幸いです。　曹
ENJOY LIFEして下さい。　　　　　　　　Vこl‾　　‾　一二l‾二　‾　　　ェシ這ンライフIl

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細鋸の厚解と美虜を－

者
徳

会
坂早

退
l
－



〔高専報告）
佐々木詰彦君

1；来信・通知

①　2／14　月信原稿依頼・クラブ紹介
3／5まで　ガバナー事務局

②　2／15　鶴岡市市民憲章推進協議会・常任

委員会　　3／714：00

③　2／16　RI日本支局から
ロータリーレート変更

現行140円を147円に　3／1から

④　2／17　会報送付に対する礼状

田中善六PGから

⑤　2／14　会報到着

遊佐RC・山形RC・山形西RC

⑥　2／19　第253地区RAC

第16回年次大会　郡山西RAC

4月21～4月22日

⑦　2／19　RI会長指名委員会委員について

RI

⑧　2／19　写真紀行・西郷隆盛

福田敏之著（鹿児島市）
2；例会変更

な　し

3；そ　の　他

持ち廻り理事会におきまして、東北電機鉄工㈱

鶴岡営業所長　太田史郎さん、㈱鶴ケ岡代表取締

役社長加藤恒介さん両名の入会を理事会で了承致

しましたので指名公表します。

世界社会奉仕・

近時の世界情勢は流動的で、人間性の尊重と平

和希求を基調にして、世界秩序の変革が進行して
いる。その動向を安定させることに役立つような

奉仕活動を実践したいと思う。近年、我が国の政

府開発援助（ODA）が活発に行われつつある。

多大な額の予算が投入されている。その中で最も

効率的と評価されているのが日本青年海外協力隊

である。最近、政府が非政府機関（NGO）への

補助金制度を実施し軌道に乗り始めたといわれて
いる。

NGOは民間で独自に途上国の援助活動をする

組織のことである。国際ロータリーや民間ユネス
コ協会世界連盟の組織はその尤たるものであるが

別格的なものである。
ODAは何億円という大型予算のものが多いが

NGOは百万円単位の予算で所謂、草の根の援助

というような状態である。（丁度現在外務省から

⊂野トスピーチ）

月間に当たって
三井　　徹君

ユネスコ協会の調査が入っています）（NGOの説

明は別紙新聞の解説参照）
このような国際的な援助（奉仕）活動の状況を

理解し、参考にして当ロータリークラブは自主的

な今後の活動を考えたい。

現在のポリオプラス・プログラムはロータリー

財団も参加した特別なものであるので、その終了

後に活動を開始するように研究、企画を進めたい
と思う。ポリオプラスはユネスコ関係者の間でも

高く評価されている。

今日はODA事業では最も高く評価されている

日本青年海外協力隊のOBであり、この度鶴岡市

ふるさと創生事業の武者修行としてアマゾン地方

の旅をして、帰郷なされたばかりの新鮮なお話に

加えて、協力隊の立場から渡部直人さんにスピー

チを頂くことにします。

ご静聴下さい。

青年海外協力隊について

青年海外協力隊　㈱山形県青年海外協力協会　渡部直人氏

協力隊（JOCV）は1965年にラオスと派遣取極

を締結してから、東南アジア・アフリカ・中南米・

大洋州諸国、51カ国に8，000名の隊員を送りだし、

最近では中国、インドネシアに続いて、改革の進

む東欧諸国への派遣も行われようとしている。同

隊では現在約2，00P名の青年が活動中であり、そ

の職種は180以上になっており、各国の派遣要請

はざらに増加している。

同隊は、現地の人々と生活を共にしながらの協

力活動が主であり、草の根の協力活動を目指して

おり、ODA（政府開発援助）の中でも、人が中

心となるものである。

ヽ＿ノ



今、この協力隊の人材

不足が問題となっている。

西欧諸国のように、ボラ
ンティアの活動や、地域

活動に対する意識の高い

国々に比べ、日本の社会

はまだまだ協力隊員が安

心して活動できる状況に

はなく、特に帰国後の再

就職、特に地方において

いう意味で物心両面で私共遊佐クラブも大変お世

話になっております。

今後とも色々な面でご教尊いただく事となろう

かと思います。私共のクラブは昨年10月27日創立

20年と言う事ですでに経過しておりますが、4月

15日に20周年記念式典を行うことになり当クラブ

は80数名という大きなクラブです。どうぞ15名以

上の多数のご参加をお願い致します。

（重き石膏面）
のこの問題は著しい。

休職などの対応を各々の団体において、とられ

るようになることを希望する。また、積極的に人

材を協力隊に送り出す環境整備と協力隊活動に対

する理解が必要である。

日本のODAに対する批判は多く、特に金を出

せばよいというものではないし、相手国の立場に

たってニーズに適格に応えられる質の高い援助が

必要であり、その為の人材の派遣にもっと力をそ

そがなくてはならない。

日本から派遣される技術者の数は西ドイツ・イ

ギリスなど援助国の中でも少なく、さまざまな日

本批判がされているが、今こそ日本は、発展途上

国の為に国を揚げて協力活動に取り組む必要があ

り、義務でもある。

特に協力隊のような、相手国の中に、溶け込ん
で活動することは互いの理解を深めるとともに血

の通った援助こそ、今後の日本を支えてくれるで

あろう。現在の途上国にとって必要なものであり、

未来の日本を考えると今こそ日本の出番である。

日本の青年が協力隊に安心して参加できる環境

づくりのために是非ご協力をお願いしたい。

◆　遊佐RC創立20周年記念式典
遊佐RC　帯谷修一君

大変貴重な時間をさいていただきありがとうご

ざいます。

私共のクラブも当クラブと同じ火曜日が例会で
ございまして初めて当クラブにまいりました。し

かしながらロータリーは知り合いも深めるという

第一番の目的がございましていろいろな集会でお

知り合いを広める事が出来まして本当に幸いと思っ

ております。こちら様ではすでに30周年と言う歴

史をこえられまして素晴らしいクラブであります。

特に亡き早坂バストガバナー又本日お見えになっ

ております石黒バストガバナーの出身クラブと言

う事で今迄の活躍は指導的立場として庄内分区の

大事な役目をはたしておるわけであります。そう

早坂徳治君
大変長い間皆さんにご

迷惑をおかけしました。

昨年7月に前から痛ん
でおりました右足膝の問

節がにわかにはれあがり

悪化しどうしても苦しく

歩行はもとより寝るにも

寝れない様な状況に立ち
いたりました。今迄我慢

をしたのがもっとも私の

欠点でありましょう。

主治医の諸橋先生による手術の結果は大変良好

でありますが先程会長さんの申しました通り、本

日83才の誕生日を迎えました年令が年令でござい

まして回復がなかなかおそく徐々に回復はしてお

りますが相当長い期間を要する様ですので誠に身

勝手なお願いでございますが急遽（キュウな）退

会を申し上げました所、皆さんより快く快諾を得

まして本日は挨拶をさせていただく事になりまし

た。長い間エルサンを通しまして親子共々お世話

になりました。今後ともよろしくお願いします。

村中文章君
4年間でしたけれども

大変お世話になりました。

私も転勤族の1人でした

けれども、今年1年位は

大丈夫ではないかと思っ

ておったんですけれども、

くるべきものがきまして

2月27日付けで仙台本社

の社長室の方に転勤する

ことになりました。4年

前この鶴岡にまいりました時には右も左もまった

くわからない状態でして仕事上も大変悩んでおっ

たわけですけれども、当クラブに入会させていた

だきまして毎週色々な方と色々なお話をさせてい



ただき、又、色々ご指導いただき本当に助けてい

ただきありがとうございました。

4年たったいまでは一人でも夜、七日町、昭和

町を歩けるようになりました。ありがとうござい

ました。

今度の仕事は今迄の仕事とまったく違いまして

社長室で人事関係の仕事になりますが、この4年

間の問に色々な面で視野を広げていただきました

事は、皆様のあたたかいご友情とあらためて感謝

申し上げます。

後任には若松営業所より太田史郎と言う者がま

いりますが、皆さんのご配慮をいただいて又会員

にしていただくかと思いますが、又よろしくお願

いします。当ロータリークラブのますますのご繁

栄と会員皆様のご健勝をお祈りしまして退会の挨

拶といたします。

（委員会報告）

（国際奉仕委員会）
塚原初男君

「第3回在鶴留学生、研修生との懇親の夕べ」

ご案内の件

本年は鶴岡東クラブの世話役にて1月3日（土）

グランドエルサンにて鶴岡3クラブ合同の懇親会

です。従来他クラブのメンバーが多数参加してお

り今回は15名以上の参加をお願いします。

〔盲マイ　ノり

新穂光一郎君　全く見ず知らずの18才のお嬢さ

んから私の娘宛てに手紙をいた

だきました。今から18年前に娘

が日本海に漂流した折りの新聞

の切り抜きを添えて「私の名は

石川恵子と言います。母はあな

たの様な精神力の強い子供に育っ

てほしいと願って恵の字を頂戴

したのだと申しております。で

すから貴方は私の名付け親なの

です」とても緒麗な字でしっか

りした文章で、私達にしてみれ

ば風化した出来事なのですが娘

共々に感銘致しました。

佐藤　昇君　皆さん方のお手元に次期理事役

員、各委員会名簿をお渡ししま

した。色々ご都合あるとも思い

ますがよろしくお願いします。

力不足の会長でございますので

皆様方より絶大なご支援を戴き

たいと思います。尚、次年度ガ

バナー訪問が新年度草々に7月

24日に予定されており各委員長

さん方には早めの準備をお願い

したいと思います。両方合わせ

てスマイルします。

忠鉢　　徹君　職業奉仕委員会行事の先週の東

京第一ホテル鶴岡の職場訪問無

事終わりまして。

帯谷修一君　20周年記念式典参加要請スピー

チありがとうございました。

早坂徳治君　退会挨拶

村中文章君　　〝　〝

（ビ　ジ　タ　二つ

村　上　淑　郎君（遊　佐RC）

帯　谷　修　一君（　〝　）

成　瀬　菖　哉君（鶴岡西RC）

滝　　　禅　涼君（立　川RC）

会告報台訪

君
君

男
　
志

初
広

原
垣

塚
板



第253地区鶴周ロータリークラブ第1545回例会会報1990（平2・2・27）（天候晴）

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12：30～1：30

ENJOYROTARY！巽

ロータリーを楽しもう！

展墓　幹事 ≡確享低値緩　衝　‰芸蓋毒腱思鉢　徹　敬重事態斎窪喜　囁　国際奉佐原慮初男　青少繁藤鮭加藤　賓

出席報告：会員87名　出席53名　出席率62．67％　前回出席率65．79％　修正出席数67名　確定出席率80．26％

・卓　長　報　告

会長代行　佐藤　　衛君

今日は食事の時間を少し長くとりました。しば

らくぶりで、ゆっくりと御食事をいただけること

と患います。

皆様御承知のことと思いますが、台車RCとの

3年ごとの続盟式に出席の為、会長以下12名の会

員の方が訪台致しております。本日の例会は会長・

幹事不在ですので、佐藤・高田のコンビで代行し

ますので、宜しくお願い致します。

高橋会長以下12名の会員の皆様は、昨日盟約を

終え、今日は台北市内の観光を楽しんでいる事と

思います。訪台の皆さんが、国際親善の重責を果

たし無事帰国なさいますよう御祈念申し上げたい

と思います。

（幹事報＿阜）
幹事代行　高田耕助君

◎　来信・通知

①　2／26　ライラ研修会案内

ライラ実行委員会

期　日：5月11日～13日

会　場：羽黒国民休暇村

登　録：￥13，500一

登録申込：3月20日まで

②　2／26　会報到着　酒田東RC

③　2／26　ガバナー公式訪問日程表

ガバナーノミニー事務所

期　日：7月24日（火）

④　2／26　ライラ予算の件

バストガバナー　九里茂三

⑤　2／26　ガバナー公式訪問日程確認

次期庄内分区代理　三浦正志

∴∴二一■十十十
書芸手習、≡始めたスキ＿も、覧荒れ1。霊に分では、折角習った事が無為になるし、まだ老琶

喜∵∵二二二・∴二三二二三∴

＿－＋二一二二一‾
よきものに触れ、自分を知る　－∵ロータリーの粛蘭の屠解と実題を－



（診　2／26　創立20周年記念式典　浪江RC

場　所：ウェディングプラザ加水

日　時：4月14日（土）12時

登録申込：3月15日まで

⑦　2／26　創立20周年記念式典

会津若松南RC

場　所：会津芦ノ牧温泉大川荘

期　日：4月15日（月）　9時

登録申込：4月5日まで

◎　例会変更

酒田RC　3／7（水）の例会はクラブ協議会の為

場　所：ホテルリッチ酒田

点　鐘：18：30

登録料：￥1，500

（新会員スピーチ）

15　年　を　か　え　り　み　て

皆さんの前でお話をす

るということは、大変苦

手で、どんな話をしたら

よいかと、随分迷いまし

た。やはり、私を理解し

て頂くためにも、自分の

商売のPRと今までの経

歴を御話ししたいと思います。しばらくの間御辛

抱願います。

私が、この商売の会社を設立しまして、今年で

15年になります。昭和39年5月に金屋興業さんに

入社して、昭和49年7月迄、10年間セメント・生

コンクリート・サッシ関係の営業で、大変御世話

になりました。

私が、独立したい思いにかられたのは、子供達

を大学に進学させたい、それに、自分の力を試し

てみたい、その一念で、昭和49年8月の42歳で独

立致しました。仕事の内容は、主にビル用サッシ

の製品販売と取付施工です。仕事の順序としまし

ては、最初に設計事務所さんにアルミサッシの積

算見積りをさせて頂く。次に建物の施工が決定し

た建築業者さんにアルミサッシの見積を提出し、

価格を決めて頂く。そして契約を交わし、施工図

大舘　　健君

をかきます。納まり関係をチェックして頂いて、

設計事務所さんと業者さんに承認して頂き、この

承認図に基づいてサッシメーカーに手配します。

製作期間は、一般の標準の製品で30～40日、特殊

の製品ですと60～70日必要としております。製品

は各建築現場に直接納入いたしまして、現場の工

程、施工承認に準じて、取付を行ないます。取付

が完了いたしましたら、現場の監督さんに検査を

して頂き、悪いところがあれば、建付調整をしま

して、引き渡します。

商売を始めまして、2・3年間は、皆様の同情

もありまして、順調に進みましたが、昭和54年頃

から60年頃迄は、サッシ業界は競争が厳しくて大

変な時代でした。何度こんな商売をやめてしまい

たいと思ったかしれません。

幸い、ここ2・3年は、建築ブームによりまし

て、商売は、順調にいっております。昨年度は、

斎小学校校舎改築工事（施工：鶴岡建設・佐藤組

建設共同企業体）のサッシ工事をさせていただき

ました。また、今年の2月より鶴岡コミュニティ

プラザ新築工事（施工：温海佐藤組）のサッシ工

事を現在させていただいております。3月の末頃

には、朝囁第3小学校校舎改築工事（施工：佐藤



工務店・佐藤組・石川工務店建設共同企業体）の

サッシ工事をさせていただくことになっておりま

す。日頃皆様に巾広く多方面で御世話になりまし

て、深く感謝しております。

商売は、大きくするよりも、小さくても内容が

良く、堅実に、アフターサービスをいかに徹底す

るか、そして、アフターサービスによってお客様

の信用を得ることにあると思います。

これからの商売も、前途多難、大変な時代にな

ると思いますが、初心にかえってがんばって行き

たいと思います。

幸い子供達も、大学を無事卒業し、下の娘は建

築を出て、我社でがんばっています。

この度、鶴岡ロータリークラブに入会させてい

ただきまして、誠にありがとうございます。

◆　ロータリー情報の出席について

佐藤　　衛君

ある本によりますと、例会時間の延長は会長の

権限でよろしいが、反対に例会時間の短縮はよろ

しいとは書いてません。そういう時はロータリー

情報の時間として利用しなさい、と書いてあるよ

うです。今日は時間が少し余りそうです。ロータ

リー情報委員長が欠席ですので、私クラブ奉仕委

員長ということで、ロータリー情報の出席につい

て御託をしてみたいと思います。

出席についてはクラブ定款第8条に色々と書い

てあります。実際にあってはならないことですが、

規定ですので会員身分の終結について御話します。

（む　連続4回本クラブの例会に欠席した会員の会

員身分はすべて自動的に終結する。

（診クラブ年度前半の6カ月または後半の6カ月

における出席率が60％に達しない会員、正当か

つ十分な理由によって理事会が許さない限り、

その身分は自動的に終結する。

⑨　いづれの会員も各半期問に開かれた所属クラ

ブの例会総数のうち少なくともその30％に出席

することを要するものとする。

欠席の補填（メークアップ）

本クラブの例会に、会員は欠席した日の直前の

本クラブ例会の定例の時から、欠席した日の直後

の本クラブ例会の定例の時までの間に他のどこか

のRCの例会に出席することによって、その欠席

を補填し、本クラブにおける出席として完全にみ

とめられることができる。

このような通知が訪問先クラブの幹事によって

本クラブに送られなければならないが、当該会員

が自らこれを報告しても差し支えない。

他クラブへのメークの他に

ローターアクトクラブ・インターアクトクラブ

の例会へ本クラブの指示に基づく出席、地区ガバ

ナーの指示のもとに開催されるいろいろな会合、

地区大会、地区協議会、都市連合一般討論会（イ

ンターシティゼネラルフォーラム）、認証状伝達

式、海外旅行（ロータリークラブの存在しない国

へ旅行される場合は欠席扱いとしない）等への出

席も出席扱いとする。3／17酒田スワンRC創立

総会出席につき、特別代表に電話でたしかめたら

メークカードを発行するとのこと。

それからよくあることですが、他クラブの例会

に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定

例会場に赴いた時、当該クラブが、その過の例会

を休会とした場合、当然与えられたであろう、例

会出席の補填の効力を与えられるものとする。当

該会員が自らこれを報告しても差し支えない。

賜　暇　願

長期にわたる健康不良または傷害のために、出

席規定に従うことが現実に不可能な会員は、その

状態の続く限り、理事会に申請して、出席に関す



る諸条件を充たすことを免除されることができる。

とあります。その場合本人の欠席は本クラブの出

席記縁に算入されません。

出窯免除

通算20年以上会員で65才に達したシニア・アク

㌦ブ会員および通算15年以上会員で70才に達した

／ノニア・アクチブ会員は出席規定の適用を免除さ

れたい希望を書面をもって幹事に通告することが

できる。理事が承認すれば、その会員の欠席は本

クラブの出席記録に算入されないが、出席はもし

本人が希望すれば算入してもよいことになってお

ります。ちなみに当クラブには出席免除の適用を

受けている人は12人おります。

例会出席

例会に充当された時間の少なくとも60％出席し

ないと当該例会に欠席したものとみなされるとい

う規定があります。

いくら忙しい人でも36分はいなさい（60分の60

％）。又早退する場合スマイルを忘れないこと。

以上出席について色々と御話しましたが後はど

1■・・－■．一・一一・一・・一・・一・一1－一・ト一一一・一●こ

げJdrて㌘■一汁｝ナー′ヤ
／

＜L　　　　　一
一n二二‾

会報をゆっくり見ていただき御理解いただきたい

と思います。出席は会員としての最小限の奉仕で

あり、出席なくしてロータリーの目的を達せられ

ません。クラブ例会、その他いろいろな会合に出

席することによってはじめて親睦が得られ奉仕の

理想が高められるものと思います。

会員皆様の御協力宜しく御願いします。

〔㌃マイ　ノり

大舘　　健君　この度、鶴岡ロータリークラブ

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。

感謝をこめましてスマイルさせ

ていただきます。

中沢　　進君　次回のたくさんのスマイルを期

待しまして。

山二）
な　　し

三軍ぽこ

7．▼～←

ゲストスピーチ

“ふる　さ　と創成”

伊藤時計店店主　伊　藤　源治郎氏



第253地区鍔周ロータリークラブ第1546回例会会報1990（平2■3・6）（天候晴）

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12：30～1‥30

二二享空室空室三≡妄ニー
出席報告：会員的名　出席59名　出席率71．粥％　前回出席率62．67％　修正出席数67名　確定出席率8仇26％

（会長報告）
高橋良士君

1）姉妹クラブ台中港区ロータリークラブ続盟式

報告

2月24日（土）一行12名で鶴岡を出発いたしま

した翌25日（日）午後6時から台中市全国大飯店

におきまして、青梅クラブ、日本平クラブと共に

台中港区ロータリークラブ主催のまさに熱烈なる

大歓迎会に招待されました。パーティーは午後11

時まで延々と続けられましたが、昨年来の旧交を

温め、更に友情の絆を深めた次第であります。

26日（月）には今拭のメインであります当クラ

ブにとりまして第6期姉妹クラブ続盟式が行われ

まして、盟約書に署名の交換を行い、斎藤市長の

メッセージを会長にお渡して無事続盟式を終了い

たしました。続盟式終了後、又も盛大な祝賀会が

開催されまして紹興酒の乾杯の嵐となりましたが、

夕方近く、別れを惜しみつつ再会を約して台中を

普　初　　孫

普

後にいたしました。

28日16時10分一行無事に羽田へ到着いたしまし

たが、台中港区ロータリークラブの何時も変わら

ぬ友情に対しましては、ただただ頑の下がる思い

で御座いました。今回は続盟式訪台一行の皆様方

の御協力によりまして無事続盟式の任を終えるこ

とが出来まして深く感謝申し上げる次第でありま

す。

又、出発の日には鶴岡駅までお見送り下さいま

した中江、石川、高田、嶺岸さん本当に有難う御

座いました。

御友情に心から御礼申し上げまして続盟式の御

報告といたします。

2）第9回定例理事会報告

①　台車港区RC続盟式出席報告

②　ライラ研修会経過報告

2月20日案内を発送

3月20日〆切り

ll工・一言∵∴∴l∴∴　　l lll

▼1姦壷前ですと、白内障は大病で目が見えな普

くなる病気と聞いておりましたが、今日の医療費

三三二三一二‾‾子誕生です。
4・5日前娘から孫のビデオが送られてきま薯

∴　∴二二二∴二三㌦＿一・

大舘　　健
私は結婚致しまして、今年で33年になります。

子供は、2人共女の子に恵まれました。上の娘
が昭和63年に結婚致しました。昭和63年は私に

とっても忘れられない年です。　左眼が白内障

を煩い、全々見えなくなりました。3年程前か

ら具合が悪かったのですが、「手術をしたらよ

く見えるようになりますよ。」と滝沢先生に診

費　禦想．霊苧至∴デ更禦禦結禦聖苧

曹

曹

普

普

曹

曹

－　‾∴∴こ∴∴l∵誓－　　ェンジiイライフ

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細顔の厚解と実践を－



（診　職業分類変更

3名の会員について検討

④　新会員推薦の件　　　2名

（参　N・B市親善訪問施設団への参加要請

本年7月8日～7月15日の日程で鶴岡市とNB

市姉妹都市締結30周年記念祭がNB市で開催され

る。鶴岡クラブからも3～4名の参加依頼が市当

局よりあった。

〆切　3月末、旅行費用約40万円

（幹事報告）
佐々木詰彦君

1；来信・通信

①　3／1鶴岡IAC分地区補助金入金案内

30，000円　ガバナー事務局

2；例会変更

遊佐RC　3／13（火）裸心会のため

場　所　　バンライ

点　鐘　18：30

登録料　　￥4，000

報

…調溝悪蛍光…轍礁㌫霊霊惹 

本日、台中港区ロータリークラブと鶴岡ロータ

リークラブとの姉妹クラブ続盟式に臨み、貴クラ

ブの皆様方に久々でおめにかかり、且つ旧交を暖

める事が出来ますことは私共の最も喜びとすると

ころであります。

貴クラブの皆様方には昨年4月、桜花爛漫の鶴

岡での当クラブ創立30周年記念式典へ多数御臨席

いただき衷心より感謝申し上げます。

貴クラブとは姉妹クラブ盟約締結以来、熱い友

情の絆で絶えることなく交流が続けられてきたこ

とは私共の最も誇りとするところであります。

申すまでもなく、ロータリーは民族、文化の相

違、国境を越えて世界中に広がる親睦の輪で構成

され、超我の奉仕という共通の理想のもとに結ば

れておりますが、その究極の目的は国際理解であ

り、世界の恒久平和であります。

私共の鶴岡市は昨年、国際交流推進基盤整備都

市の指定を受け、国際交流センターなどの設立を

計画中でありますが、地方中都市の鶴岡市が指定

されました背景には当クラブの初代会長が未だ国

際交流が殆ど行われていなかった約30年前に、米

国ニューブラウンズウィック市との姉妹都市及び

ニューブラウンズウィックロータリークラブと当

クラブとの姉妹クラブ締結に寄与した事、更にそ

の後、貴クラブとの姉妹クラブ締結という国際交

流の実績が高く評価されたものと推察されます。

以上の事実よりロータリーが地域社会のオピニ

オンリーダーとして国際交流と国際理解に果たし

て来た役割は実に計りしれないものがあると存じ

ます。

私共の鶴岡市は美しい自然の中で、古来、質実

剛健の気風を重んじ、花よりも根を養う、いわゆ

る「沈潜の気風」を郷学の伝統として参りました。

今回、貴クラブとの姉妹クラブ続盟式に臨み、

私共は我が郷土の郷学の伝統を守り、貴クラブと

の今回の新たな盟約を機会に、華やかな花よりも、

しっかり大地に根づいた姉妹クラブでありたいと

念願いたしております。

昨年来の貴クラブ皆様方の心境かなる歓迎に対

し当クラブを代表し深甚なる敬意と感謝の意を表

したいと存じます。

最後に貴クラブの益々の御発展と会員皆様方の

御健康を心よりお祈り申し上げ御挨拶といたしま

す。
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会長報告にもございま

したように、1990年2月

24～28日、4泊5日の日

程で訪台し、2月25日夕

食時の歓迎会、翌26日の

続盟式に参加した後、お

陰様で予定通り全員無事

帰ってまいりましたので、

お見送りまでして戴いた方々や皆様の温かいご友

情とご支援に感謝しながら、今回の続盟式のあら

ましについて報告致します。

今回の続盟式は、地元台中港区へ日本の3姉妹

クラブが同時訪問し、4クラブのメンバーが初め

て一堂に会して挙行されました。そのため、参加

者数は、地元台中港区RC49メンバー中46名、メ

ンバーの奥様方40数名、幹事1名、東京青梅RC

34名（第7回続盟式）、静岡日本平RC24名（第

3回続盟式）、鶴岡RC12名、合計160名余にもの

ぼり、大変盛況でした。

26日の続盟式々典は、台中市台中港路の台中市

全国大飯店において、11時30分、台中港区RC顧

清正会長の点鐘によって開会されました。以下、

中華民国々歌、日本国々歌、及びロータリーソン

グの斉唱、顧会長の続盟式々辞、出席者紹介、地

元RCによる来賓歓迎歌の斉唱、各姉妹クラブ会

長挨拶が東京青梅RC、鶴岡RC、静岡日本平R

Cと続いた後、4RC会長による姉妹クラブ続盟

のためのサイン式が、各RC幹事の補佐、並びに

各RC国際奉仕委員長の立ち会いと参加者全員の

注視のもとに、厳粛でしかも友好的な雰囲気で進

められました。

サイン式の終了宣言が全員の大きな拍手で迎え

られた後、陳景福副会長から続盟式終了謝辞があ

りました。そして出席報告、その次が小生にはよ

く解らないのですが、式典次第によりますと「聯

誼註糾察活動」と続き、12時25分、顧会長による

閉会点鐘によって続盟式は無事終了致しました。

引き続き12時30分からは祝賀会が開催され、14時

30分過ぎまで前夜の歓迎会に重ねて再度盛大に相

互の友好と親睦を深めあいました。

顧会長は続盟式々辞の中で、姉妹クラブ間の友

好と親善関係を尚一層増進するために、今後の課

題として次の事項を強調されました。

1．相互のクラブメンバーの交流と情報交換

2．青少年の交換訪問及び作品交換

3，スポーツ交流など

4．その他友好と親善の増進につながる事項

いずれも今後の国際奉仕活動の課題として検討

に値する重要な事項であると存じます。

また、陳副会長からは、「明1991年5月10日は

台中港区RCの創立20周年記念日に当たりますの

で、新年度にあらためてご案内状を差し上げます

が、その機会には多勢でおいでくださるように」

とのお言葉がございました。

過去の続盟式々典の開催地は、クラブによって

違いがあるようです。静岡日本平RCと近年の私

達鶴岡RCでは、3年おきに交互に開催地を移し

ながら続盟していますが、東京青梅RCでは、訪

台希望者が多いという事情もあって今回の7回目

までの全てが台中市で続盟されてきたとういうこ

とです。こうした訪台の機会ばかりでなく、日本

の3クラブ間の相互交流や日常的な情報交換も今

後の課題ではないかと思われます。

小生にとりまして今回は初めての訪台でした。

その間、高橋（良）会長、佐々木幹事、板垣（広）訪

台特別委員長はじめ、佐藤（忠）元会長、佐藤（昇）

会長ノミニー、阿部（与）、笹原（信）、阿部（信）の

各氏、ならびにビザの申請から往復の航空券やJ

R切符を手配して下さった高橋（登）氏には、機微

にわたって大変お世話になりました。本誌を御借

りして訪問団の皆様にも心から厚くお礼申し上げ

ます。

台北到着から第2日目の終日、第3日目の午前

半日、そして第4日目の終日は、今回はいずれも

予想外の寒さの中でしたが、ゴルフ組と観光組の



2班に別れて、それぞれの自由時間を堪能させて

裁きだきました。特に、JTBより手配していた

だいた現地のガイドさんの日本語の優れていたこ

とには驚かされました。続盟式前夜の歓迎会には

責任を感じて下手なカラオケを2曲も歌わされま

したが、良い思い出です。先様のお名前とお顔は

まだなかなか一致しませんが、お陰様で今回台湾

にも顔見知りの友人を増やせたものと確信してお

ります。

佐々木幹事のお嬢さんと一緒に今回の訪問団に

加えて戴いた妻いわく、「子育ての最中なのでお

小遣いの溜まる見通しは暗いけれども、機会があっ

たらまた連れて行ってほしい」と喜んでくれてい

ます。

以上をもちまして、今回の続盟式報告に変えさ

せて戴きたいと存じます。どうも有難うございま

した。

笑薄耗綿槻療養●■ �牽糞葉蕪㌍韓 � 
、久し振りの台湾に高橋

会長、佐々木幹事と続盟

式に参加させて頂きまし

た。

私はカバン持ちとして

行きましたので気をっか

いまして、まだボケが取

れないのが現状です。先

程塚原君が詳細に報告されましたので私も以下同

文ですが、少し台湾のお土産話を述べさせていた

だきますと、台湾に着きまして、3万円ずっ4回

台湾ドルと交換しました。最初5，050ドルもらえ

ましたが、どんどん円安が進んでいるようで、最

後には4，600ドルしかもらえず、約10％位価値が

下がって情けなくなりました。わずか4泊5日で

すので被害は少なくて済んだ訳ですが、経済の変

動に対して非常に現実に激しさを感じた次第です。

今回飛行機が大変揺れました。昭和39年最初に

台湾に行き、以後何度も行きましたが2月には台

湾ポウズが発生し、昔日本空軍が随分悩まされた

と聞いております。私はもっとひどい揺れを経験

していますが笹原先生は遺書を害いたらいいかと

いいましたが、心配しないでくれと言いました。

中華航空の747は中古機でありますから不気味で

はありましたが、今回行かれた人はびっくりされ

たと思います。

ゴルフはものすごく高くなりました。貸靴、貸

クラブ代はホテルで払って行きましたが25，000円

です。この辺よりずっと高い。交通費3，000円を

加えて28，000円とられた訳ですが、異状ではない

かと思います。スコアーの報告がないということ

ですが、私はゴルフをしない人がいる時はゴルフ

の話はしないことにしています。コースは大変気

持ちがよくOBなし、バンカーなしで思いっきり

プレーすることができました。

台湾のブームは「カラオケ」です。猫も杓子も

カラオケで日本のバー、カラオケバーには日本の

曲は全部そろっています。1晩歌って料金は

5，000円です。

生活水準は非常に上がってきております。日本

の70～80％の水準であろうと思います。夜店も屋

台、荷車と行ったものは全くなくてトラックを改

造したシャレたものばかりでした。都市計画も道

路をっくるとか、社会資本を投下する場合は、あ

の政治体制ですからすぐやれる訳です。すぼらし

い発展が遂げられているなと恩いました。皆さん

も来年は台車港区の創立20周年ですので、是非訪

台されるようおすすめいたします。

（逐二重亘直垂二）
庄司嘉男君

氏　名　早　坂　豊太郎　君

生年月日　　昭和7年6月2日

自　宅　鶴岡市昭和町10－7

職　業　㈲早坂食品　専務取締役

家　族　　妻　紀　子様　S8．2．11生

娘婿　正　明様

長女　裕　子様



次女　美　保様

父　徳　治様

母　保　江様

孫　加　奈様
”　治　人様

′′　奈　緒様

〝　和　加様

略　　歴　　法政大学経済学部商学科卒

趣味特技　　野球、釣、運動全部

（新入員挨拶）
早坂豊太郎君

親父が長い間お世話に

成りましてありがとうご

ざいました。

私が父に変わりこの度入

会させて頂くことになり

ました。

弟もお世話になっており

ます鶴岡ロータリークラ

プでございますのでみなさんについていけるよう

頑張りますので宜しくおねがいいたします。

●御礼の挨拶状

国際ロータリー第253地区

ガバナー代理　　志藤和夫君

拝啓　酷寒の侯益々ご健勝にてご活躍のことお

喜び申し上げます。此の度公式訪問にお伺いの際

は身に余るご歓待を賜り皆様の心暖まる御友情と

お心配りをいただき心から厚く御礼申し上げます。

会長・幹事さんとの懇談会・例会・クラブ協議会

を通し、御クラブ各委員会の熱意ある奉仕活動の

ご計画、そして実践されておられることに対し深

く敬意を表します。

これも偏えに高橋会長さんの情熱あふれる卓越

した指導力とすぐれた統率力の賜であると感銘深

く承って参りました。

何卒今後御クラブがすぼらしい奉仕活動の実践

の実をあげられますことをご祈念申し上げますと

共に会員各位の益々のご活躍をお祈り申し上げ御

礼のご挨拶といたします。

（委員会報告）

（出席委員会）
板垣俊次君

0年間皆出席

14年間皆出席　　迎田　　稔君

1年間皆出席　　矢口良行君

02月100％出席　　53名

安蘇、秋野（昭）、阿部（信）、秋元、藤川、大舘、

日向、石井、石川（寿）、石黒、板垣（俊）、板垣

（広）、市川、飯野、小池、小松、三井（健）、毛呂、

迎田、諸橋、松田、皆川、松永、御橋、嶺岸、

中江、中沢、奥野、荻原、佐藤（昇）、佐藤（忠）、

佐藤（順）、佐藤（衛）、佐藤（友）、新穂、荘司、笹

原（信）、鈴木（茂）、佐々木、鈴木（肇）、斎藤（昭）、

高橋（良）、丹下、高田、塚原、忠鉢、富田（利）、

上野、碓氷、若生、山口、吉野、矢口

親睦委員会

中沢　　進君
03月会員誕生祝

佐藤　　昇君・斎藤寿一君

飯野準治君・中野清吾君

若生恒吉君・御橋義諦君

佐藤　　忠君・鈴木茂男君

大川　　孝君

03月奥様誕生祝

高田紀子様・矢口みち子様

板垣地永子様・小松恵子様

秋野順子様・石川徳江様

村上和子様・柏倉紀子様

高橋多恵子様・皆川直子様

佐藤晴子様



〔言マイ　ル）

高橋良士君　台湾の続盟式の無事終了と早坂

新会員を歓迎しまして

佐々木詰彦君　台湾における幹事を高橋君によ

くサポート頂きましたのと早坂

君を歓迎しまして

阿部信矢君　台湾へ参加しましたが本日欠席

の為おわびとしてスマイル。

佐藤　　昇君　台湾におともして無事帰りまし

たので

塚原初男君　台湾で皆様にお世話頂いたお礼

と3月3日の国際青少年交換委

員会の鶴岡に駐在する留学生と

の懇親会が盛大にできたことを

お礼して

藤川享胤君　留学生との交換会に鶴岡クラブ

より22人の多数のご参加を頂き

ましたお礼と中国の女子留学生

の感激のスピーチともっときさ

くでオープンなクラブ行事への

参加を期待して、また北海道か

ら帰りましての歓迎会にお礼し

まして

佐藤　　忠君　台湾から無事帰国して、あんな

に揺れる飛行機は初めてでした。

板垣君のスマイルをここに預かっ

てます。

佐藤　　衛君　台湾からの無事帰国をお慶びし

まして、また会長代行を高田、

佐藤のコンビで無事おえること

ができましたので

出席委員会のスマイルにもお答

えしまして

高橋　　登君　台湾よりの無事の帰国とゴルフ

を楽しみましたので

三井　　健君　私の娘に女の子が生まれました

ので

庄司嘉男君　早坂豊太郎さんの入会に20名の

推薦がありましたので

三浦恒祓君　3月4日に、次女「絵里子」の

結婚式が名古屋市内で行われま

した。郷里から遠く離れての式

でしたので、ロータリーの皆さ

んのどなたにもご案内を差し上

げなく失礼いたしました。失礼

いたしましたことと、喜びとを

合わせてスマイルいたします。

又その関係で今日の例会は欠席

となりましたこともお詫びして。

板垣俊次君　前回の例会時、佐藤副会長に会

員の出席に関する素晴らしいお

話に対しスマイルでお礼を本日

申し上げます。

（ビ　ジ　タ　二）

本　間　文　一君（鶴岡西RC）

会員スピーチ

斎　藤　　　昭君



第253地区鍔周ロータリークラブ第1547回例会会報1990（平2・3・13）（天候雨）

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‥30～1：30

鞘OYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

幹事低穆薙薩摩　汐ラ訝靂挺佐藤 懲　蒐会等他藩襟　喝 諒健環腐初男　毒蓼隼宗佐加藤　賢

出席報告：会員90名　出席65名　出席率75・32％　前回出席率71・05％　修正出席数68名　確定出席率81・58％

（二重j二二垂：二重二）
高橋良士君

3月はポリオプラス月間で御座いますので、本

日はポリオプラスの現況について御報告いたしま

す。
ポリオとはpolyomyelitis（急性灰白髄炎）と

申しまして、小児の脊髄神経がおかされるウィル
ス性疾患で、突如、筋肉の麻痺から筋萎縮を生じ

5～10％は死亡いたします。麻痺のうち15％は完

全に回復しますが、残りの乳幼児は一生障害者と
して送らなければならない極めて恐ろしい悲惨な

小児病であります。
ポリオプラスとは、ポリオの他、ハシカ、破傷

風、百日咳、ジフテリア、結核のことでありまし
て、これら6種類の予防接種を受けられないまゝ

発展途上国では、年間約345万人の子供が死亡し
ております。

国際ロータリーはポリオを中心とした小児病か
ら世界中の子供を守るためWHO（世界保健機関）、
ユニセフ（国連児童基金）と提携して1990年まで

に予防ワクチンの接種を完了する目的で、それに

必要なワクチン購入費1億2，000万ドルを募金し

ようと全世界のロータリアンによびかけたわけで

あります。
1985年7月1日に開始されましたポリオプラス

キャンペーンは昨年11月末に我国の目標額40億円

を突破いたしました。

全世界での募金活動も実に活発で、昨年11月の

時点では当初の目標額1億2，000万ドルの2倍近
い2億ドルに達したと報告されております。

現在まで1億2，000万ドルが90ヶ国におけるワ

クチン接種活動に授与されておりますが、ロータ

リーの組織したタスク・フォース（接種活動推進

部隊）のメンバーはユニセフの広域接種活動ボラ
ンティアグループと協力して種々の困難を克服し

ながら接種をすすめております。
その成果の一端としてはインドネシアでは1981

年にはポリオワクチンを受けた乳幼児は1％以下
であったのが、1989年には70％に上昇しており、

ナイジェリアでは政府が設定しました“国民接種
の日”には国の隅々までワクチン接種が行われた

と報告されております。

南米コロンビアではロータリアン817名が“へ

き地”へ出かけワクチン接種の必要性を説得した

結果、前年度に比較してポリオの発生率が半減し
ております。

又、ユニセフの報告ではロータリアンのポリオ

プラスに依って1988年にはポリオの魔手から救わ

れた幼児は約22万人と推計されております。

以上の如くポリオプラスは単なる募金活動では

・・＼工．㌦言行、言丁一・‥読了、二、‥高品「竜言訂・

書が呈芸芸芸曇冨芸≡…苧…；三二三；器蕉琴撃董≡主要≡欝接董

萱贋遼要覧重要姦撃葬董墓芸夏雲窒…苧董
∴二∴二三∴∴一一1‾圭∴∴‾㍉∴一二云忘∴香をはなしてくれるのである。

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの粛蘭の摩解と貴腐を－



なく、伝染病を征服し世界の子ども達の生命を救
い、健康を守る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なプロジェクトでありま

すし、皆様方から寄せられました募金は着実な成

果を上げております。
本日はポリオプラス月間にちなみまして皆様方

の尚一層の御協力と御理解をお願い申しあげる次

第でございます。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知
（》　3／7　取引銀行合併に伴う預金口座振込

みに関する銀行名変更のお厭い
ロータリー事務局

②　3／9　創立20周年記念式典案内

富　岡RC
期　日　5月19日（土）

場　所　ウエディングプラザとりふじ

登　録10：20

登録料　￥10，000

③　3／9　RIニュース世界社会奉仕プロジェ
クト交換情報抄録

平和のための財団ロータリーボラ
ンティア活動

ポリオプラス補助金

信任状証明書

以上RI日本支局から

④　3／9　東北電力情報　　東北電力

⑤　3／9　鶴岡市民憲章推進協議会資料
鶴岡市役所

⑥　3／121990～91年度地区名簿作成の為の

原稿依頼
ガバナーノミニー事務所

⑦　3／12　心に語りかける画集「美から美へ」
予約募集のお願い
一　部　￥3，500

ロータリーの友委員会

⑧　会報到着　鶴岡西RC　　酒　田RC
東　京RC　　山　形RC
山形西RC

（ゲストスピ→）

鶴岡市国内外武者修行に参加して
アメリカ・西ドイツ（西ベルリン）を視察して

期間：1989．1

只今、御紹介をいただ
きました鶴岡・銀座通り
で時計・宝石・メガネを

営業致しております伊藤
時計店の伊藤政幸です。
よろしくお原糾＼します。

まあ、この様な高い席
で（すぼらしい皆様の前
で）お話をする機会は初

めてでありかなり緊張し

ております。皆様にとりましてお役に立てるお話

になるか心配です。私以上に皆様方のほうが海外

旅行の経験も多いと思われます。そこで体験した
ままを発表させていただきます。

さて昨年5月鶴岡市で募集をしました、国内外

武者修行に応募をいたし、なんとかそのメンバー
に選んでいただいた訳ですが、私は「流通小売業
の現状を視察」と言うテーマでアメリカ、西ドイ

ツに行って参りました。

これからその時のビデオテープを全部で6時間
のテープですがそれを59分に編集し、またさらに

15分53秒に編集しなおしたもので、かなりの部分

1／15～11／26

伊藤時計店　伊　藤　政　幸氏

をカットしてありますので、あの少しお見苦しい

とは思いますがお許し下さい。

皆様にもお渡ししているレジメにも簡単に行程
を書いておりますので、ご参考にしながらご覧下
さい。

報告ビデオ内容
（D　アメリカ、ロサンゼルス上空よりダウンタ

ウンを一望

②　ロサンゼルス、センチュリーシテーショッピ
ングセンターはクリスマスセール装飾

③　ロサンゼルス郊外

④　サンタモニカ．（11月の感謝祭）
（診　西ベルリン・テーゲル空港
（砂　クーダム（クリフユルステンタム）通り

⑦　プルンデンプルグ門

⑧　ベルリンの壁

12日間に渡るかけ足の日程でありましたがテー

プを見ていただき、少しは感じがわかっていただ

けたのではないかと思います。短い日程でありま
したので計3回の時差で体調を維持するのが、一



応40手前ながら大変でした。その日程の中でも西
ベルリンに行ったときのお話を少しさせていただ

きたいと思います。最初の予定では西ドイツのフ
ランクフルトまででしたが血がさわいだと申しま

すか、とにかくベルリンの壁へ行きたいという気

持ちになり、西ドイツ滞在3日日の日曜日、一緒
に行きました方にお話をし、行かせてもらうこと

にしたわけです。

日曜日の朝、その日フランクフルトの空港まで

行き、キップさがしからベルリンへの旅が始まる

わけです。西ベルリンへは、航空路線が4社、フ
ランス・エールフランス、イギリス・ブリティッ

シュエアライン、アメリカ・パンナム、TWAの

4社です。一番安いチケットがTWAで220マル

ク、日本円でその当時17，600円余りで、当然その

日の当日キップはありませんでした。ユーローバー

リン・ブリティッシュエアーラインも売り切れ、

残るのは一番高いチケットのパンナムでベルリン

まで477マルク4万円弱、38，000円とまあそのチ

ケットしかないので、そのチケットを買ってその

チケットから搭乗券をいただくわけですが、通常

日本人の場合は団体とかグループが多いのでしか
も観光シーズンの終わった地区へ、その上一部政

情不安な国へ行くわけで、かなりしっこく質問さ
れましたが、まあ何とか搭乗券を手にいれ西ベル

リンへ向かったわけです。

お渡ししているレジメの中に西ドイツの地図が

ありますが、ちょうどフランクフルトから国境ま

で一番近い所でガーゼという所がありますが、そ

れでも200km、ちょうど鶴岡からですと会津若松

まで位の距離で、国境まで行ってもベルリンの壁

はありませんので、やはり西ベルリンまで行くし

かないわけです。フランクフルトから西ベルリン

までは560km、鶴岡からですと東京を越え名古屋

までは行きませんが、その手前位いの距離です。

西ベルリンのテーゲル空港につき、そこからバ
スで市内まで30分くらいの最初についたのはクー

ダム通り、ベルリンの中心地、そこからタクシー

に乗り換えて、10分、大きな広場で、ちょうどショ

ッピングセンターの駐車場と思ったところが、少

し4時を過ぎていたので暗くなりかけていたので

すが、車を降りて、気がっいたらそこにベルリン
の壁があったわけです。最初にベルリンの壁（4

メートル）というよりも、国境というものを目の

前にしたのは始めてでしたので、国と国との境に

映画の中にでもいるような不思議な気持ちでした。
で、このベルリンの壁は1961年8月（S36年）に

作られたそうですが、まさに28年ぶりに開かれる

歴史的なベルリンの壁に触れながら大きな世界の

うねりのようなものを自分の体で実感したわけで

す。
ローズミード市のハロルド＆サラ・シュメイカー

夫妻宅を訪問（12年前のホームステー先）
タクシーの運転手さんに聞いたお話を2，3し

てみたいと思います。東ベルリンの人々の人気商

品ベスト4がありまして。チョコレート、女性用
のストッキング、意外なのがバナナ、コーヒーが

あります。自分でもズックでいって足元が雪でび

しょびしょだったので、そのお店で買おうと思っ

たら女性用のストッキングしかなかったくらいで

した。

おみやげにTシャツを買おうと思ったら首のま

わりがやけているようでずいぶん古いシャツを売っ

ているようで買うのをやめました。

それから最初訪問した東ベルリンの人々に100
マルク、米軍は20マルクにチョコレートを渡した

らしい。しかしあまり東独から200万人以上の人々

がくるのでお金がなくなり後からは渡さなくなっ

たようです。そうすると彼らは家から家財道具を
もって来て広場で売るわけです。古いおもちゃと

か家庭用品、自家製のソーセージまで、というの

は貨幣価値が1／10～1／20と言われているので

物を売ったほうがお金の価値にはなるわけです。
あまりそういう人が多いので後から東ベルリンで
は中止させてしまうのですが。

ニューバリーパークのウィリアム＆アニータ・

シャイファ夫妻宅に宿泊

ウィリアム氏（ビル）職業・オプトメトリス

（眼科医とメガネ商との中間職種）
それから意外なことに失業している業種では医

師・先生が多いとのことです。一番最初に西側へ

移ってきた人々には東側でも生活レベルの高い、

医師が多く、かなり東側に医師が少なく逆に西側
では医師失業もあったらしい。そこで西側では西
ベルリンに来た医師を再度東側へ送って仕事をし

てもらったとの事でした。

最後になりましたが、夜8：00の飛行機に乗っ
てフランクフルトまで帰るために、ベルリンのテー

ゲル空港でサンドウィッチ、サラダとかコーヒー

を買ってレストランで食べていましたら、食べて

いる時なんとなく視線を感じ最初から何か分から

なくて食べていると何かおかしいんです。そこで

気がっいたのは自分の食べ方が早く、何か、物で
も食べてない人みたいに見えたようで、自分では

何かごく当たり前のペースなんですが、それが彼
らには異様に見えたようでした。彼らはおしゃべ

りをしたり、チェスをしたりで、彼らとテンポが

合わないなあー。ことわざに早めし早何とか。自

分では当たり前の事でも、国がちがうと……。
まとまりのない話でご参考になったかわかりま

せんが、世界のいろいろな国を旅しますと、いろ
んな人々がいろんな考えで生きているということ

が理屈でなく感じられました。皆様もツアー旅行

もよろしいのですがちょっとちがう自分だけの旅



をされますとまた発見も多いと思います。しかし

治安の事もありますので無理をしないで下さい。

最後にお願いですが、お買い物は鶴岡銀座商店

街でしていただけますようお願い申し上げます。

本当にありがとうございました。

〔垂亘套亘垂直）
飯野準治君

氏　名　　大　田　史　郎君
生年月日　　昭和10年9月23日

自　宅　東田川郡立川町大字狩川

字楯下117

職　業　東北電気鉄工㈱鶴岡営業所所長

家　族　　妻　寛　子様　Sll．11．4生

長女　葉　様　S35．5．6生

長男　慎　様　S38．4．2生

略　歴　鶴岡工業高等学校卒

趣味特技　1級電気施工管理技士

〔垂二套享有宮）
大田史郎君

ただいま御紹介にあず

かりました大田史郎です。

大変素晴らしい鶴岡ロー

タリークラブに皆さんの

御理解を得まして入会さ
せていただきありがとう

ございました。何もわか

りませんが、これからは

皆さんのご指導ご協力を

得ながら会のために頑張っ

ていこうと思っておりますので何卒よろしくお願

いいたします。

（麺亘套垂車重二）
笹原桂一君

氏　名　加　藤　恒　介君
生年月日　　昭和6年7月11日

自　　宅　鶴岡市家中新町18－29

職　業　株式会社鶴ケ岡　代表取締役

家　族　　妻　節　子様　S12．11・27生

長女　江利子様　S37．6．2生

略　歴　県立鶴岡商高卒

趣味特技　　ゴルフ

（亘享亘車重）
加藤恒介君

ただ今御紹介にあずかりました加藤恒介でござ

います。この伝統ありま

す鶴岡ロータリークラブ

に入会させていただきま

して誠にありがとうござ

いました。衷心よりお礼

申し上げます。ですがまっ

たくの素人でございます。

このすぼらしい鶴岡ロー

タリークラブの一員とな

るよう精進いたしたいと

思いますのでよろしくご指導ご鞭樋の程お願いい

たします。

／鶴岡RC麻雀大会上位入賞者／

3／10（土）開催

優

準優勝

1位

2　位

3　位

一也君（東）

何故かゲストの他クラブ参加者が上位入賞を果

たし、当クラブは佐藤忠君1人のみが1位に入賞

するに終わった。

・、」マ　イ　ル・

佐藤　忠君　3月10日のマージャン大会で第
1位に入賞しました。

小池繁治君　マージャン大会で楽しく過ごさ
せていただきました。

佐々木宏彦君　仕事の都合でマージャン大会無
断欠席してしまいました。お詫

びに

吉野　勲君　今月初めに待望の孫が生まれま
した。6人目の孫で女の子です。

・ビ　ジ　タ　二㌦

三　浦　典　義君（鶴岡東RC）

佐　藤　　接君（鶴岡西RC）

会員スピーチ

斎　藤 昭君
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第253地区鶴周ロータリークラブ第1548回例会会報1990（平2．3．20）（天候晴）

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12：30～1‥30

鞘OYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

出席報告：会員91名　出席67名　出席率75．64％　前回出席率75．32％　修正出席数75名　確定出席率88．31％

（］し長報告）
高橋良士君

1）　桜の植樹について

社会奉仕委員会におきましては本年度の活動計
画といたしまして、都市景観モデル都市計画への
協力といたしまして、鶴岡公園前の市民やすらぎ
広場に桜を植樹する計画をしておりましたが、本
日、市役所助役室におきまして佐藤助役に桜植樹
の目録をお渡しして参りました。

午前11時からは当クラブ会員多数御出席いただ
きまして“そめいよしの”の若木10本を無事植樹
いたしました。

鶴岡公園の桜は県内でも有数の桜の名所として
知られておりますが、近年、桜並木の老木化が進
み景観上好ましくないということと、行政で補植

はされておるものの不充分であり、観光鶴岡の将

来を考慮いたしまして桜の若木を寄贈した次第で
あります。
やがて本日寄贈いたしました桜の若木が市民の

目を楽しませてくれるのも、そう遠い将来ではな
いと思いますが、今回の計画に際しまして市の計

画管理課と何度も折衝にあたられました斎藤社会
奉仕委員長始め委員会の皆様方の御努力に心から
感謝を申し上げます。
2）1990～1991年RIテーマ

費　タローのつぶやき

二∴二二三

十∴十．一言
普　誓誓るのは親父だけ。この際男同志仲良くい

3月5日から米国ダラスで開催されましたR．

Ⅰ国際大会へ出席しております佐久間ガバナーエ
レクトより葉書が到着しております。

次年度のテーマは
Honor Rotarywith faith and

enthusiasm
“ロータリーを高めよ．／

思いを尽くし、熱意を尽くし”であります。

（幹事報告）
佐々木缶彦君

◎　来信・通知
（9　3／14　会報送付に対する礼状

田中善六　PG

②　3／15　地区協議会案内
5月12日（土）

二、∴－　‥‥　∴二十二∴＿∴∴＿

二㍉㍉二∴二∵三二二
らい。それに雨降りが大嫌いでこういう時は足　音

も重い0でもお母さんが毎日散歩が終ると熱い　膏

妻妾接毒葦琶享妻妾三重奏萱
だ。俺だって犬の8年といえば人間なら60才位。膏

人生80才としたらまだまだ若い。　　　　薯

』慧慧軸掛軸靭単軸靭御鉢軸軸御鉢御璽【ン泊イライフ掛軸』

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細顔の費解と貴腐を－



次期分区代理、会長・幹事会
5月13日（日）地区協議会

登　録　3月31日まで

郡山東R．C

③　3／151930人ノ1991年度RIテーマ

ロータリーを高めよ、思いを尽く

し熱意を尽くして

次期PG　佐久間有責氏
⑤　3／16　農村地域と国際交流シンポジウム

後援のお敵い

鶴岡市企画室調整課

⑥　3／17　活動報告の為の巡回案内
日本国際飢餓対策機構

⑦　3／19　賜暇願い（阿部信矢君）
◎　例会変更

鶴岡西RC　第5例会のため
期　日　3月30日（金）

場　所　大　山　楼

点　鐘18：30

登録料　￥4000

酒田中央RC　つぼみ会のため

期　日　3月23日（金）

場　所　よしのや
点　鐘19：00

登録料　￥7000

〔牟異スピーチ〕

競馬　と、サ　ラ　ブ　レ　ット

馬に対して、競走馬、
映画の時代劇等以外に接

触する機会のない現代の

人たちには、軍馬改良、

農馬改良の話をしたとこ
ろで興味はもってもらえ

ないだろうが。
ロータリーの会員の中

には、親しく接した方々

もあるようです。
一方競馬となると勝負だけの関心事で、ギャン

ブルである。馬がどのように作られようと、どう

育てられようと、どうしたら強い馬が作りあげら
れるのか、そんなことには興味はないかたが多い
のでないかと思います。

今日は少々思いっさで、競馬、サラブレット、

騎手について話してみます。
※　競馬の初まり

紀元前16世紀、第18エジプト王朝のトトメス一

世が「メソポタミヤ遠征の勝利品として持ち帰っ
た、アラビア産の馬を宮廷の広場で競争させた」
とパピリスに書き残した。これが歴史に知られた、

最初の競馬だという。
日本では藤原時代から祭の一種の行事となって

いた。加茂の競馬が有名で、根岸で1866年、横浜

在留の英国人よって行われた競馬は近代競馬の初
まりとされている。

日本の競馬は近年異常なブームを呼び、平成元

年の中央競馬の述べ参加人員が、ついに1億人を
突破した。日本の人口が、おおよそ1億2，000万

人だから、この数字は、総人口の80％を越え、さ

斎　藤　　　昭君

らに、馬券の総売り上げ2兆5，000億円、正に記

録的な競馬ブームの到来といえる。
この背景にはなにがあったのだろうか。競馬は

ギャンブルという一種の形の部分から、日本中央

競馬会では、競馬場を明るく、楽しいスポーツの
場所にして、親子連れでも、女性でも気軽に楽し
みができるよう取り組んで来たことであります。

しかしこれを上回る効果をあげたのが、武豊騎

手の出現である。あとで申し上げます。
※「サラブレット」

サラブレットという名が初めて使われたのは

1806年。ジェームズ、ウザヒイが、「ゼネラル・

スタット・ブック」（サラブレット血統書）の第
一券を発行したのが、1793年であるからサラブレッ

トという名の発祥から、わずか180年である。

サラブレットは馬の品種のひとつとしてイギリ

スで作りあげられたもので、その改良の基礎馬種

は、トルコ馬、パルバリー馬、アラビア馬の三種

であった。とくにアラビア馬はいわゆるダーリ・

アラビアンと称されたものであって、サラブレッ

トの90％がこの血液を受けているといわれるほど

改良に大きな影響を与えたのである。今日のサラ
ブレットは英国人が競馬というその一点を目的と

して各種の血液を組み合せ長年かかり、繁殖させ

た結果であります。現在は世界的な規模で系統繁

殖が行われている競争馬である。
日本では大正14年血統登録を始め、遺伝学的に

個々の馬の血統を明らかにし個々の競争馬の資質
を明確にしている。

サラブレットは、人が作った最高の芸術品とい

われるとおり、何か人々を魅了する美しさをもっ



ている。人をひきつける不思議な魅力をもってい

る。サラブレットの美しさの特質は均整美的、釣

り合いのとれた美しさである。他の馬との相違点
が多くあるが省略致します。

※　若き騎手サラブレットの出現

武豊騎手は、プロスポーツ界のスーパースター
である。昭和44年3月15日滋賀県栗東町に生まれ

20才。父親は騎手として、通算1163勝をあげた、

「茎の魔術師」といわれた武邦彦で、その三男に
生まれ大学に進学した兄2人と違って小学生のこ

ろから騎手を志したという。そして中学校を卒業
すると競馬学校に入学して騎手として必要なこと
を身につけて3年間の競馬学校、当時はさほど目

立った存在ではなかったといわれる。17才11ケ月

でデビューした。加賀騎手がもっていた新人最多

勝レコードの58勝を27年ぶりに塗り替え、69勝を

あげ注目を浴びた。そして2年目は113勝をあげ

て関西のリーデング・ジョッキー。この11月の菊

花賞で史上最多勝のクラシック・ジョッキーとな

り早くも天分を発拝したのである。
※　花開いた天賦の才能

去年20才の武豊は騎手として不動の地位を築い
たのである。去年1年間の騎乗回数は726回、こ

れは過去最高だった岡部幸雄騎手の記録725回を

塗り替えた。このうち優勝は133回でデビュー3

年足らずで通算315勝をあげたのである。ちなみ
に去年入着賞金（本業付加賞金、距離割増し寅な
どを加えた総額）は、日本中央競馬会、新記録の
23億円を突破、騎手の収入はこのうちの5％だか

ら2年連続で年収1億円を突破したわけだ。現在
日本競馬会に東西合せて211人の騎手が登録され
ているが、武豊は当然所得ナンバーワン、である。

その強さは一体どこから来ているのだろうか。

サラブレットは走る宿命を背負って誕生するとい

われる。競馬では、ただ馬に任せて走らせておけ
ばよいというものではない。馬の脚質、気性をき

ちっと把撞したうえで、レースに臨まないかぎり、

その馬の特性を引出すことはむずかしいのである。

武豊の騎乗技術は一体どうなのか、馬の姿勢に騎

手を合せる、「随伴」という乗馬の基本がある。
その随伴が天才的だといわれる。つまり自然流な
のだ。馬に合せるのでなく、自分が馬に合せるこ

とによって、その馬の能力を実に巧みに引出すの
である。馬の持ち味を探る力はベテラン騎手も驚

くほどすぐれている。またスタートがいちばん巧

みなのは武豊だといわれている。競馬のスタート

はレースの勝敗に直接結びっくものだけに、騎手
のだれもがライバルよりも好スタートを切るよう

心がける。ゲートが開けば、走るために生まれた
サラブレットは本能的にスタートを切る。この時

騎手の身体は一瞬後れを取りあとから馬について
いくのが普通なのに武豊は暗により一瞬早く身体

が出ていくことがある。鋭い動物的な勘を持って
いるといえないだろうか。

昨シーズン武豊はClレース4回勝っている。
シャダイカグラでの桜花賞、イナリワンでの春の

天皇賞である。天皇賞の春秋連覇は史上5人目の
ことである。記録は次々と更新してきた。90年代

はさらに飛躍の年になりそうだ。

自然流の騎乗術、冷静な判断力、ものおじしな
い性格、勝負師として必要な要素は持って生まれ

たものかもしれない。

競馬の歴史は、その時代時代に現れた数多くの

名馬によって刻まれてきた。多くの騎手たちは、
その名馬の陰に隠れたものだといえるだろうか。

しかしヒーロー武豊の出現により、この歴史は
ピリオドを打つことになるだろう。スター・ホー

スの時から、スター・ジョッキーの時代を確立す

るためにも武豊は人一倍の努力を続けられるだろ

うの

（互会員紹介〕
庄司嘉男君

氏　　名　　宇　野　譲　治　君

生年月日　　昭和6年6月15日

自　　宅　　鶴岡市新海町11－38－AlO2

職　業　　山形スバル自動車㈱
代表取締役　社長

家　　族　　妻　幸　子様　S14．9．15生

長女　越　子株　S39．2．22生

長男　精　一様　S44．6．19生

略　歴　早稲田大学第一理工学部卒

趣味特技　　日曜大工、つり、ゴルフ、音楽

（新会員挨拶）
宇野譲治君

高い席から大変失礼致
しますが私の前任者が大

変お世話になりありがと
うございました。私は昨

年の7月から当地にまいっ

ておるのですが、当会に

是非入会させて頂きたい
と思っておりました。初

めての土地でありますの

で庄内地方の文化、言葉、

会社の内容などを勉強しないとお役にたてないと
考え今日まで延びてしまいました。このたび皆様

方の温かい御理解を得まして当会に入会させて頂
くことができました。どのようなお役にたてるか

わかりませんがどうぞよろしくお願い致します。



（盲「会挨畢〕
富田直治君

社命をもちまして3月
25日寒河江支部へ転勤す

ることになりました。思

い起こせば3年弱でした。

皆様に紹介して頂いて初
めての例会に出させて頂
いた時に、丁度会員スピー

チが斎藤昭さんの牛の話

を聞いて感銘を受けまし
た。今日の例会も斎藤さ

んのスピーチになっておりましてこれも何かの御

縁かなと思っております。
ロータリーの活動の中では1年目にSAA委員

会、2年目に会報委員会、3年目に職業分類委員
会だったのですが、2年目の市川会長年度の時、

会報が最優秀賞を戴いた時の仲間に入れさせて頂
いたことがすべてものなぐさめかなと思っており

ます。
3年前何もわらないまま静岡から鶴岡に来て、

歴史と文化の鶴岡を勉強しながら社業をやって来
ました。お陰様で会員の皆様、ご家族の皆様から

ずい分と御契約を頂戴しまして、鶴岡支部の責任
を果たすことができました。本当に高い席からで

すが御礼申し上げます。

子どもが鶴岡を気に入りましてどうしても私と
一緒に行くのは嫌だということで、女房と子ども

三人は鶴岡に残して単身赴任ということになりま

した。月に何回となく庄内ナンバー1837が動くか

と思います。又お逢いした節はよろしくお願いい

たします。最後に鶴岡ロータリー並びに皆様方の

益々のご発展を祈念致しましてお別れの言葉とい
たします。

〔スマイ「り

斎藤　　昭君　社会奉仕委員会の一大イベント
でありました桜の木の鶴岡市寄

贈が無事終了致しまして先程植

樹祭を盛大に行うことができま
したので

塚原初男君　4月から二女佳世子が富士建商
KKに入社、三女友理子が日大

農獣医学部林学科へ入学いたし
ましたので

高橋良士君　斎藤さんと同じく本日無事植樹
祭が終りましたので

松田士郎君　長男であります末っ子が鶴南理
数科に入学いたしましたので

三井　　健君　私、雛岡市民の森の会をしてお
りますので今日植樹祭に参加す

るつもりでしたか、午前中内陸
の方へ行って間に合わず大変申

し訳ありませんでした。社会奉

仕委員会の皆さんありがとうご
ざいました。

板垣広志君　次男が2年前大学を出てから普
通に働いておりましたが今回住

友金属のエレクトロニクスに入

社することになりましたので

板垣俊次君　先週3月14日に孫が誕生いたし
ました。せがれが2月14日生ま

れのバレンタインデーでその孫

がホワイトデーと、両方申し合

わせたようです。とうとうじい

ちゃん仲間に入ることになりま

した。

佐々木藷彦君　三井金物店の社長からいい写真
を撮ったねとはめられました。

今東北電力さんのロビーで写真
の展示会を行っていますのでお

出かけ下さい。
柏倉淳宏君　ただ今ご紹介いただきました通

り、佐々木先生のご好意で「ふ
れあいラウンジ」というコーナー

を設けてございまして皆様に親

しんでいただくということで写

真展を開催しています。お暇の
折是非ご来場頂きたいと思いま

（ビジ仁三二）

加　藤　有　倫君（鶴岡西RC）
松　浦　孝　幸君（　〝　）
佐　藤　　　掠君（　〝　）

㊥本日のロータリー財団寄附

9，873円

新会員スピーチ

早　坂　豊太郎君
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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‥30～1‥30

EMOYROTARY！巽

ロータリーを楽しもう！

出席報告：会員90名　出席55名　出席率71．43％　前回出席率75．64％　修正出席数75名　確定出席率8590％

（二亘二を車亘）
高橋良士君

NB市　親善訪問使節団への参加

鶴岡市と米国ニュージャージー州ニューブラウ

ンズウィック市が姉妹都市の盟約を締結いたしま

して以来、早くも30年が経過しましたが、本年7

月NB市におきまして姉妹都市30周年記念祭が開

催されることになりました。

今回、鶴岡市におきましてはNB市親善使節団

を派遣し、30周年記念祭に出席して更に友好と相

互理解を深めようと計画中でおります。期間は7

月8日～7月15日までの8日間でありますが、御

承知の様にNB市との姉妹都市、並びにNBロー

タリークラブとの姉妹クラブ盟約締結には当クラ

ブ、故小花盛雄初代会長の大変な御努力と御尽力

により実現したわけでありますが、更にNB友好

）　　協会におきましても当クラブの三井先生が前会長

として活躍され、現在新穂会長がひきついでおら

れますように、当クラブにとりましてNB市は誠

に縁浅からぬものがございます。

使節団の構成は市役所関係では市長以下6名、

その他、NB友好協会、商工会議所、鶴岡ロータ

リークラブとなっておりますが、当クラブからは

少なくとも、3～4名以上の参加を要請されてお

ります。何卒、皆様方多数の御参加を切にお願い

申し上げます。尚、締切は3月末まで事務局へお

願いいたします。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知

（D　3／22創立総会資料送付　酒田スワンRC

②　3／2230年のあゆみ　　　　　村上RC

③　3／22第35回山形県珠算選手権大会開催へ

二二三三∴1－∴ll∴；∴∵∴

耀姦感染窒素蔓ヒ讐霊芸警芸喜一－∴∴∴∴＋十
より多くのC02を炭水化物に置き換え、木材と　膏

して固定する性質をもつ森林を大切にし、植林、薯

＿－‾＿∴∴∴　＿‾云i二三二フ＿胆な方向転換であると言えよう。

よきものに触れ、自分を知る　鵬ロータリーの細蘭の理解と芳虜を一



への寄付お願い。　　￥20，000

鶴岡商工会議所

⑤　3／24創立20周年記念式典案内

期　日　5月5日（土）

場　所　新余目農協生活総合センター

登　録12：30　登録料　￥10，m0

申込締切　4月5日まで

⑥　3／24会長エレクト研修セミナー

期　日　4月21日（土）

場　所　郡山ビューホテル

登　録12：30　登録料　￥9，000

申込締切　4月5日まで

ガバナーノミニー

⑦　3／24創立20周年記念式典

送金先訂正案内　　　　　富岡RC

⑧村中文章氏から　鶴岡在勤中のお礼状

富田　仁　直前・G　訃報

第253地区　直前ガバナー

3月24日　　　午後9時逝去

密　葬　3月27日（火）午後3時

通　夜　4月2日（月）

告別式　4月3日（火）正午

◎　例会変更

余日RC　4／4　時間変更　点　鐘18：30

場　所　余目商工会館

（ゲストスピーチ）

防　犯　と

公園警察官派出所の三

上です。

ロータリーの人達は皆

んな気さくでいい人ばか

りです。漫才でもやるつ

もりで話をしてくれと毛

呂先生にだまされて今日

やって参りましたが、国際経験豊かな皆様の前で

私が話すのがいいのかどうか迷って席に座ってい

た状態です。

私は鶴岡に赴任したのは昭和28年の10月です。

現在致道博物館にある昔の警察所に勤務しました。

私も鶴岡にいれば文化財になったんだなあとい

う歳になりました。

この甥に上がった以上何か話さなければなりま

せんので、警察の宣伝になるか、漫才になるかわ

かりませんが、一言話させて頂きます。

人　づ　く　　り

公園警察官派出所巡査部長　三　上　　　保氏

鶴岡署の管内には交番所が4つ、派出所が3つ、

駐在所が19ヶ所あり、山形県に駐在が137、派出

所が27あり、それぞれが分担して実態把握をやっ

ています。薄冊を持って各家庭を回るわけですが、

その目的は、事故防止にあります。公園管内だけ

で一人ぐらしの老人が6人亡くなられています。

それのどれもが、亡くなってから3～4日後に家

の回りの異状で110番通報があり発見されるとい

うものです。そのようないたましいことをさける

ために、私どもは、最低1ケ月に1回は回るよう

にしています。しかしながら目がとどかない状況

です。それからこの間、管内で息子さんが家に灯

油をまいて火をっけ本人を含めて2人が死亡、1

人が重傷を負う事件がありました。こういう時近

くに連絡する所がない訳です。そんな時の重要な

資料を作るためにも実態把握が行われています。

実態把握は、個人だけでなく事業所も回ってい



ます。1ケ月ちょっと前、道形管内でタイヤ業者

の放火事件がありました。これはすぐには新聞発

表になりませんでした。放火事件は立証が難しい

のです。放火とわかっていてもその立証ができな

いため、毎晩30人の警官が吹雪の中張り込み、幸

い2ヶ所から容疑者の指紋が発見されました。毎

晩夜9時から翌朝4時まで猛吹雪の中悪戦苦闘し

てやっとあがった事件でした。警察官といえば、

駐車違反ばかり調べていぼっていると思われがち

ですが、本当は人の目の届かないところで頑張っ

ている訳です。

警察官もロートルになってきますと子ども（新

人の警察官）を預かるようになります。警察官も

始めは大変で、特に最近の若い人は社会適用がで

きない人が多い。私は仕事よりもまず「人つぐり」

が大事であると考えでいます。私は次の3つの事

は徹底して指導しています。①あいさつ、②掃除、

③玄関の出入りでのはきもののそろえ方です。こ

の3つは、人として基本中の基本ですが、それで

もなかなか身につきません。私は、この3つがで

きるようになって始めて警官の仕事を教えるよう

にしています。若い人でも官服を着て外を歩くと

皆んなが頭を下げるので本人は自分が偉くなった

と錯覚を起こしてしまいます。一般の人は着てい

る人にではなく憫そのものに頭を下げているので

あって、そこに気がっかないと大変な間違いを犯

してしまう。私は社会に出たら襟を正して、まじ

めに影、日向なくやってもらいたいと若い人にいっ

ています。私たちは休みの時も非番の時も家にい

ても警察官であると教えられてきましたが、今の

人は官服を着ている時だけ警官という人が多く残

念に思っております。どうも身内の悪いところば

かり申し上げてしまいました。お許し下さい。

私は各駐在、派出所へ行って防犯座談会、交通

座談会でよく話をします。在の方へ行くと「嫁」

と「姑」の話が必ず出ます。老人クラブあるいは

若妻座談会で「うちの嫁」「うちの姑」という話

の出ない事はないようです。私が思うに嫁と姑は

意見が合うことは絶対にありません。今は非常に

忙しい時代で、夫は外へ、嫁はパート、家はパパ、

ジジと孫。嫁はパパチャやジジチャが孫の面倒を

見るのは当然と考え、パパチャ、ジジチャは大変

だと思っている。嫁が仕事から帰ってきたら「あ

りがとう」という一言をいえばいいのにそれがな

かなかいえない。お互いに思いやりをもって、そ

の気持ちを言葉に出すようにすれば、「うちの嫁」

「うちの姑」ということはもっと少なくなるだろ

うと恩います。

最近は家族でもお互いに忙しく束縛される時間

が多いので、同じ家にいても顔を合わさないこと

もあります。したがって、夜、夕食を全員そろっ

て食べるという時間を作ってもらいたいものだと

思います。下校途中の駄菓子屋さんが5時から6

時ごろ子ども達で一杯になります。この時間は普

通ですと夕食の時間です。こういう買い食い、立

ち食いから非行の芽は、実は生まれていくのです。

家庭が楽しければ子どもはいっまでも家に帰らな

いということはありません。家族団らんの夕食が

まっていれば多少クラブでおなかがへってもがま

んできます。今の時代、お父さん、お母さんは自

分の子どもの教育に対して自信がないのです。こ

の間、真剣に「おまわりさん、ビンタやゲンコツ

は何回位がいいんですか」と聞かれたことがあり

ました。我々のころ、昭和一桁世代ですが、これ

はピンクやゲンコツは日常茶飯事でしたが、今の

子は、小さい頃はたえても、体力が親をしのぐ中

学生ぐらいになるといままでのかたきと金属バッ

トで逆襲してきます。

やはり心の通う関係をとうやって築いていくの

かということが大事だと思います。



私のつまらない話が要す少でも皆さんの参考にな

れば幸いです。本日は大変有り難うございました。

◎　3分間スピーチ

仙台RC　海老沢規夫君

仙台ロータリーの海老

沢でございます。宣伝を

していいという寛大なお

言葉でしたので3分間話

させて頂きます。

鶴岡ロータリーさんは

大変素晴らしい活動をし

ていて盛況だと伺っておりまして是非メイクをし

たいと思っておりました。なるほど、素晴らしい

出席で驚きました。私共の仙台ロータリークラブ

は150名ですがメークアップ組が多く、これだけ

の方が一同に集まるのは素晴らしいなと思ってお

ります。

私は今朝酒田から庄内空港を見てきました。い

よいよ庄内にも平成4年6月に飛行機の時代がやっ

てまいります。残念ながら私共の日本航空は飛び

ませんが、これで鶴岡も変わってくるのではない

でしょうか。私のおります仙台も日本航空は飛び

ませんが、ジャパンエアシステムさんが国際化し

ていくということで、だんだん東北も変わってく

るのではないかと思っております。私も本社に言っ

て是非日本航空も飛ばしてくれと行っています。

私は今から2年前に仙台に参った訳ですが、いま

東北は日に日に変わっていくなあというのが実感

でございます。何故かと申しますと、私、海外勤

務が長く、マレーシア、ホンコン、バンコックと

10年位、国内は東京と福岡とこの仙台ですが、初

めて東北に来まして、東北の素晴らしさを満喫し

ております。こうやって空港もでき、国際化され

る中で、私も地場に何かご奉仕できたらと毎回ロー

タリーに出席している次第でございます。仙台に

いらっしゃったら是非仙台ロータリーにお立ち寄

（二言．‾宕一才‾す、：ノ

奥野洋一君　古い話で恐縮ですが、この間の

マージャン大会欠席しましたの

で、それから3月14日私共NT

TのIHS64ネットデジタルサー

ビスが庄内地方で初めてNIIK

一ノで侍ってもらうことになり

ましたので。．

佐々木崇彦君　3月24日、うちの幼稚園の34名

の新1年生を卒業させることが

できました。年々卒園生の数が

多くなり来年は37名を送り出す

予定です。皆様方のご援助に感

謝いたしまして。

荻原　　普君　私共の年代は学園紛争があり、

卒業式がなかったものですから、

先週の日曜日新しい校舎多摩校

舎で無事母校の卒業式を終えて

帰って参りました。「20年ぶり

のタイムスリップ」というタイ

トルで非常に感銘を受けました

（主上＿三・二二）

海老沢　規　夫君（仙　台RC）

桜　井　　　活君（鶴岡西RC）

古　川　陽　一君（　〝　）

三　井　盾　夫君（　〝　）

ゲストスピーチ

鶴岡西クラブ　帯　谷　義　雄君
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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12．30～1‥30

EpUOYROTARY！巽

ロータリーを楽しもう！

佐藤　衛　‰藁科詮：患鈴　懲　社会妄言饉斎藤　囁　匝隊等准塚原堺弟　壱少等を挺髄憲　腎

出席報告：会員91名　出席70名　出席率79．朋％　前回出席率71．43％　修正出席数68名　確定出席率80．52％

（会長報告）
高橋良士君

第10回定例理事会

1．新会員の委員会所属

早　坂　豊太郎君　プログラム委員会

太　田　史　郎君　SAA．

加　藤　恒　介君　世界社会奉仕

宇　野　譲　治君　会員増強

太　田　　　浩君　ローターアクト

2．第5回クラブ協議会

4月17日　　PMl：30～3：30

産業会館

3．クラブフォーラムの開催

社会奉仕委員会主催で

4月24日に行う予定

4．地区協議会開催

5月12・13日　　郡山市

義務出席　　会長・幹事・クラブ奉仕委員長・

社会奉仕委員長・国際奉仕委員長

・ロータリー財団委員長・米山奨

学会委員長　　　　　　計　7名

5．ライラ研修会経過報告

本年度後半期の全員参加のプログラムでありま

すが、5月11日より3日間、羽黒国民休暇村を中

心に「ふれあい・人・みどり」のメインテーマで

開催されます。ライラ準備委員会におきましては

まさに専心鋭意、企画、準備に努力いたして参り

ましたが開催まで約1ケ月余りとなりました。地

区レベルでの全員参加のプログラムで御座居ます

ので何卒会員皆様方の御理解と御協力を切にお願

いする次第で御座居ます。

会員の阿部信夫さんが肝炎で入院療養中で御座

居ましたが先週の例会終了後お見舞に伺いました

ところ、大変御元気になられまして、3月末に退

院されました。しばらく御自宅で静養されるそう

で御座居ます。

・、、・十・…l㌔Fい－＞十、六這小謡三言し定論論定‾一

一二÷∴二二三三三‾二

∴∴÷∴－‾∴二言‾ぱなしの練習をして見たいと思っています。

∴∴　・・　‥・・′一・・－・‥　エン長イ≒ィフ‥・・一

蕾　ゴルフ　　　太田史郎

曹　自分がゴルフを始めたのは55年でかれこれ10年

萱窺蓋裏芸孟芋茎蓋羞草葉書芸諾
㍉∴二二㍉∵宇二

二二∴工∴－∴二言

よきものに触れ、自分を知る　鵬ロータリーの粛顔の産解と実践を≠



（幹事報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知
（93／29創立20周年記念式典　山辺RC

山辺町民総合体育館　5月20日

登　録15‥－00

登録料　￥10，000

②3／30取引銀行名等変更　RI日本支局

三井銀行→太陽神戸三井銀行

③3／31会報到着　酒田東RC

⑤4／2　PHDレター到着　　　PHD協会

⑥4／21990～91年度ロータリー財団奨学金

の受諾書到着　　　　　RI

◎　例会変更
酒田東RC　4／12（木）観桜会のため

場　所　　妙　法　寺

点　鐘　18：00

登録料　　￥3，000

（新会員紹介）
庄司嘉男君

氏　　名　　　太　田　　　浩　君

生年月日　　昭和18年5月14日

自　　宅　鶴岡市宝町8－35

職　業　東北電気工事㈱鶴岡営業所所長

家　　族　　妻　次　枝様　S．21．10．27生

長女　浩　恵様　S．47．4．15生

長男　浩　幸様　S．亜．5．10生

略　　歴　東北学院大学工学部電気工学科卒

趣味特技　　ゴルフ　釣り

（新会員挨拶）
太田　　浩君

只今紹介にあずかりま

した太田でございます。

今回当社の定期移動で福

島県の若松営業所からま

いりました。山形県は初

めてでございます。慣れ

ない土地で色々と皆様に

お世話になると思います。

よろしくお願い致します。

㊥余目RC創立20周年記念式典
余日RC　太田　　萱君

余目RC創立20周年記念事業委員長をかってお

ります太田でございます。余目RCは1970年に誕

生いたしましてスポンサークラブは酒田クラブで

ございますが、それは育ての親でございまして実

は生みの親は当鶴岡クラブでございます。

当クラブの今は亡き張紹淵先生が、丁度庄内分

区代理をしておられ冬の寒い中一生懸命おいで下

さいましてようやく出来たクラブでございます。

創立当時は張先生の患者さんが半分以上おられま

した。又、亡き小花先生、嶺岸さん等にも発足当

時色々ご指導を得まして今年20周年を迎える事が

出来ました。そう言う意味でも記念式典には当ク

ラブより多数ご参加下さいますようお願いにまい

りました。

㊥温海RC創立20周年記念式典
温海RC　本間儀左工門君

温海RCの会員で本間儀左工門です。今日はひ

さしぶりに鶴岡クラブにメイクにまいりました。

大変なっかしい方々にお会い出来まして非常に嬉

しく思っております。

私達のクラブも余目クラブと同時に20周年記念

に該当しております。私の他に幹事を初め4人計

5人で大挙してまいりましたのは6月3日に萬国

屋に於いて20周年記念行事を開催いたします。特

に当鶴岡クラブ西鶴岡クラブは親クラブでありま

すし特別代表は当クラブの石黒慶之助先生であり

ます。

色々もりだくさんの行事を予定しておりますし

実行委員も一生懸命頑張っております。特別ご配

慮をいただき是非とも30名以上のご参加をお願い

申し上げます。

／／親睦委員会より連絡／／

今日お手許に配布しました会員増強委員会、ロー

タリー情報委員会、親睦委員会3委員会合同によ

る新入会員歓迎親睦会開催のご案内です。

高橋年度に入られ、新たにお仲間になられまし

た皆さん方と親しくご懇談の場を設けたいと思っ

ております。新入会員の全員出席と既会員のたく

さんのご出席をお願い申しあげます。

尚この会をファイヤーサイドミーティングをか

ねた会にしたいと思っておりますのでよろしくご

参加の程お願いします。



（委員会報告）

（出席委員会）
板垣俊次君

0年間皆出席

27年間皆出席　石黒慶之助君

25年間　〝　　佐藤　　忠君

18年間　”　佐藤順治君

16年間　”　佐藤　　衛君

15年間　〝　　板垣俊次君

14年間　〝　　山口篤之助君

7年間　〝　　斎藤　　昭君

7年間　〝　　佐々木話彦君

5年間　〝　　飯野準治君

4年間　〝　　碓氷節雄君

1年間　〝　　松永輝夫君

3月100％以上出席　　3名

125％……高橋（良）君、碓氷君

3月　100％出席　　阿蘇君　他53名

（＿軍睦委員会）
中沢　　進君

4月会員誕生祝

日　向　一　男君　　大　館　　　健君

新　穂　光一郎君　　阿　蘇　司　朗君

奥様誕生祝

鈴　木　美　枝様　　笹　原　郁　子様
中　江　道　子様　　市　川　芳　子様

石　川　貴美子様

kァイ　ル）

新穂光一郎君　3月28日より4月1日まで来日

学生を連れて横浜、東京を回っ

て参りました。若さと突飛な行

動に悩ませられながらも無事帰っ

て参りました。

荒井さんの好意により日産自動

車の追浜工場を見学させて戴き

4月1日には佐藤元伸さんの友

情に支えられ、吉田直前カバナー

の弔問に参加する事が出来まし

た。それから、この旅行中東京

の親友と銀座のクラブで朝3時

までカラオケを唄う事が出来、

体力にいささか誇りを感じて

村上龍男君　先週の金曜日今泉海岸で初釣を
やってまいりました。思いの外

釣れました。タナゴ九寸位の大

きいのが60匹位釣れましたので

富田利信若　いっもNHKの番組をご覧戴き

ありがとうございます。4月よ

り番組が替りましてお手許に配

布させて戴きました。今後もご

覧いただきたいと思います。

それから大変申し訳ありません

が4月より受信料300円値上げ

になりました。1000円のスマイ

ルで許してもらえるとは思いま

せんが良い番組で300円はお返

しすると言う事で

石黒慶一君　先程父の慶之助が27年間皆出席

で表彰されましたので

佐藤　衛君　息子が国内留学と言う事で1年

間他の大学で勉強しておりまし

たが無事に終り今度アメリカに

留学する事になりました。ロー

タリー発祥の地シカゴ大学に2

年間お世話に成る事になりまし

た。学校派遣と言う事で色々な

面で恵まれており感謝しており

ます。私共家族にとって大変喜

ばしいことなので

佐々木莞彦君　私には2人の弟子がおります。

その1人は3年前に小学改湘教

頭先生を退職されまして億眉に

入られました。足の悪い方でさ

ぞ修業はつらかったと思います

がこのたびようやく弟子1人住

職になりました。

スポーツ少年団の野球部と言う

のを続けてまいりました。昭和

43年から20年間子供達の面倒を

見てまいりました。この5月か

ら私が鶴岡市の住民でなくなり

ます。これを機会に退職させて

いただきました。皆さんから思

いもかけぬ感謝状と記念品を戴

きました。この二つはとても嬉

しいと言う事で



津田晋介君　フランスのアルプスにスキーに

行き3月31日無事帰って来まし

た。前に蔵王で足を1本骨折し

た事あり、フランスのアルプス

は3倍も4倍も高く足の1本2

本の骨折を覚悟しておりました
が幸いに無事に帰って来ました。

その折り自然が作った芸術でダ

イヤモンドダストよりもっと美

しい現象を見て

太田　　登君　20周年記念式典参加要請に

本間儀左工門君　20周年記念式典参加要請に

矢口良行君　お陰様で私共の会社YTS山形
テレビも4月1日に開局20周年

を迎える事が出来やっと20歳に

なりまLJこ。私もお陰様で永年

勤続20年の表彰を受けて、．」

ました。

庄内の皆様方ロータリアンの皆

様又企業の皆様方のご協力を得

ましてやっとここ迄やってこれ

ました。これからはお手許にタ

イムテーブルを配布させていた

だきましたがトウェンテーふれ

あいチャンネルと言う事でCi

を展開し頑張っていきます。今

後共よろしくご協力をお願いし

まして

◆ご　連　絡

24日急逝された直前ガバナー吉田仁先生に最後

のお別れをしてまいりました。

皆様御承知の如く村上ガバナーの突然の御病気に

より直前ガバナーにありましては御自身の良くな

い健康状態にもかかわらず福島県下の公式訪問を

代行され最後までお務めなされました。そして最

終公式訪問をおえられた2月14日の夜たおれられ

たそうであります。最後の最後まで無私の奉仕を

実践下さいました先生に心より敬意と弔意を表し

御生前いただいた御厚情に報いん為にクラブにド
ネイトさせていただきます。

藤川享胤君　　佐藤元伸君

斎藤さゆりさん元気に帰国
交換留学生として、オーストラリア、サリーナ

市に留学していた斎藤さゆりさんが、サリーナ市

長からのメッセージを携えて、9日斎藤市長を表

敬訪問し、帰国の挨拶をしました。

日本をたって丁度1年ぶりに故郷に帰った寄嘩

さんは、言葉遣いや態度、ファッションにも国際

感覚を身につけた大人の女性という印象で、制服

姿だった出発以前の時とは比較にならない成長ぶ

りでした。

「1年間よく頑張りましたね。人にできない経

験をされたことは、あなたの人生で大変大きなこ

とです。鶴岡は国際交流都市に指定され、センター

建設の準備も進行しています。これからいろいろ

機会があると思いますので協力して下さい。」と

市長から激励された斎藤さゆりさんは、「ホスト

ファミリ如た3週間キャンプ旅行に行ったり、い

ろんな国の友人と出会ったり、本当にすぼらしい

体験をさせて頂きました。大学に進学して、再び
オーストラリアに帰りたい。」と今後の抱負を目

を輝かせて話していました。

尚、この席には高橋会長、国際青少年交換委員

会の藤川君、そして斎藤さゆりさんのお母さんが

同席しました。

（ビ　ジタ　ー）

太田　　登君・佐藤耐雪君
佐藤孝二郎君・佐藤光二君

（余目RC）

本間儀左工門君・大場繁次郎君
五十嵐新一君・佐藤壷一君

渡部晃雄君　　　　　　　（温海RC）
阿部光男君・石黒慶一君

（鶴岡西RC）

ライラ研修打合せ例会



第253地区鍔周ロータリークラブ第1551回例会会報1990（平2・4・10）（天候晴）

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ニ30～1．30

出席報告：会員90名　出席gう名　出席率77．92％　前回出席率79．49％　修正出席数77名　確定出席率88．46％

（会長報告）
高橋良士君

地球の温暖化の影響で、今年の鶴岡の桜開化宣

言は例年よりも10日も早かった様であります。い

よいよ鶴岡公園の桜も満開となりましたが、桜前

線の北上と同様「スギ花粉前線」もやっかいなこ

とに日本列島を北上してまいります。

テレビでも連日、“スギ花粉情報”が報ぜられ

ておりますが、桜が満開というのにくしゃみや、

鼻水の話はいささか無粋ではありますが、“スギ

花粉症”は現在、環境問題、社会問題にも進展し

つつありますので少しコメントをいたしたいと存

じます。
“スギ花粉症”は目の線がたまらなくかゆくな

り、鼻水、くしゃみが出て集中力、思考力さえ衰

えてきますが、この“スギ花粉症”で悩まされて

いる患者数は全国で少く見積っても1000万人を越

えると推定されております。

花粉症は生命を奪うことはないにしても、患者

数の桁違いの多さと、その苦痛の持続時間の長さ

を考えますと国民生活に及ぼす影響は極めて大で

あります。

予防には外出の際は眼鏡、マスクをして、屋内

に入るときには衣服をよくはたく、治療には主に

抗ヒスタミン薬、点眼、点鼻等が用いられており

ますが、姑息的な手段にすぎません。

花粉症の原因は花粉だけではなく大気汚染や食

生活が肉食型に変化していることなどが、複雑に

絡んでいるといわれておりますが、特に我国では

杉花粉によって生ずるのが大部分であります。戦

後一斉に植林された杉が生殖力の旺盛な樹齢30年

に達して花粉の飛散量が増えたのが、近年花粉症

多発を招いているといわれております。

林野庁は4月4日に花粉症を引きおこす杉花粉

の発生を押えるため杉の雄花が多く付いている枝

を優先的に切りとる防止対策をまとめております

二二　二十十二∴㍉‡
萱三を三、ごと三に泣かれたまi≡豊す芸も礼儀正しくて？散歩中はオンッ。もしな署‾十‡‾‾十／い、まして………。

駄文を書いてる時間はありません。そろそろ書

トラと散歩です。

よきものに触れ、自分を知る　一・ロータリーの粛蘭の理解と実践を－



が、次々と成長期に達する杉林も多く、さればと

いって貴重な資源である杉を大規模に伐採するこ

とにも問題はありますが、来年からは猛威をふるっ

た花粉症も少しは軽くなるのではないかと推測さ

れるところであります。

本日ゲストでみえております斎藤さゆりさんは

昨年3月から1年間オーストラリアのサリーナ・

ハイスクールへ当クラブから交換学生として留学

しておりましたが3月25日に元気で帰国いたしま

した。昨日サリーナ町長のメッセージを斎藤市長

にお渡し帰国の挨拶をして参りました。

斎藤さゆりさんは御承知のように羽黒高校へサ

リーナ・ハイスクールから留学しておりましたアー

レン・マッキーとの交換留学でありますが、さゆ

りさんは立派に親善使節としての役割を果して思

い出深いオーストラリアを後にして帰国しました

が、1年間の貴重な体験を今後共オーストラリア

との国際理解と親善に寄与されます様、期待いた

しております。

（幹事報告つ
佐々木忠彦君

◎　来信・通知

（94／4　ロータリーの友

4月号・ここが見どころ

ガバナー事務局

②4／4地区資金納入お願い1／2～4／1

新入会員数×2，500円

4月30日まで　ガバナー事務局

③4／41989～90会長賞プログラム申請依頼

ガバナー事務局

⑤4／6　阿倍信矢君から　退院挨拶状

⑥4／6新会員報告提出依頼・

分担金納入依頼1／2～4／1

新会員数×7．25ドル　RIから

⑦4／7取引銀行変更のお知らせ

三井銀行→太陽神戸三井銀行

醐ロータリー米山奨学会

⑧会報到着山形RC　山形西RC

酒田中央RC　東京RC

◎　例会変更

八幡RC　4／8（日）　観桜例会のため

場　所　　八森荘

点　鐘　18：30

登録料　　￥3，500

遊佐RC　4／17（火）→4／15（日）

創立20周年式典のため

場　所　　遊佐町公民館

登録開始　12：30～

（ゲストスピーチ）

清 ら　　か　　な　　生　　活

日本の長い歴史の中で、

機械文明・科学文明・物

質文明の高々度成長がこ

のようになっている時代

は、今が最高でなかろう

か。しかしこの傾向はま

だまだ日進月歩の勢いで

進んでおり、この先々変

鶴岡西ロータリークラブ　帯　谷　義　雄君

革しどんなに便利な世の中になるか私達は全く予

想も出来ない事ですが、本当に幸せな世の中に生

まれたな－そして便利な世の中で良かったな－と

思いますけれども、しからばその豊かな生活、生

活レベルの高い現在において、反面私達の心の成

長はどうであろうかということを見ますと、必ず

しも今の高々度成長の日本とは反比例するところ

があるのではないかと、常々に感じられておるの



が今の日本の現状ではないかと考えられます。

中国唐の時代に道林という禅師がいた。

造　林　杭州の生まれで9才で出家、各地で修

業され、秦望山に入って、長松の繁茂

している枝で常に座禅をし84才で没し

た人である。人々は鳥巣禅師と呼んで

いた。

其の頃、杭州の長官で詩人の白楽天という人が

鳥巣禅師を訪れた。

自発天　韓愈と共に中唐の二大詩人と言われた

人、大原の生れ、名は居易、楽天は号

である（禅を好んで参学した人）香山居

士と言われた程の俳教帰依者であった。

次に申し上げる二人の出会いと会話は造林80才、

白楽天49才、白楽天が訪れた時も相変らず樹上で

座禅をして居った。

白　「険なるかな　あぶないぞ」

道　「あぶないのは　そちらだ」

白　「私は此のように大地に立っているから危

険はありません」

道　「どうして安心なものか、材木でも火には

燃えてしまう。人間も感情や欲望のため

にはどうなるかわからない」

自分だけは不安などないなどと考えることが一

番危険なことである。

白　「それならば仏教でいう一番大切なところ

を教えて下さい」

道　「諸悪美作、衆善奉行」

即ち諸の悪は作すことなく、衆の善を奉行しな

さい

白　「3歳の童子でも其のことぐらいは知って

居る」

道　「3歳の童子でも知って居るが80歳の老人

でも行う事が出来ないのだ」

さすがの白楽天もついに道林の心が判って其の

後は師の礼をとったという。

其の心とはどんな心でしょう。

次に申し上げる教えは、七仏通誠の偏と言って

お釈迦様を含めた七人の仏たちが仏教徒の守るべ

き基本的宗教生活を端的に示したものであり、又、

我が宗祖道元禅師が示された正法眼蔵九五巻の第

十巻に誠に丁寧に教えて居られます。

即　　諾悪美作　　諸の悪を作ることなかれ

衆善奉行　　衆の善を奉行せよ

自浄其意　　自ら其の意を浄うする

是諸俳話　　是れが諸俳の教えである

此意味合いをわかりやすく申し上げると、

いろいろの悪い行いをしないで、進んで善いこ

とをする。そして全てのものが等しく「仏の尊い

命」をうけていることを信じ、他に奉仕しようと

する浄い信仰に生きることにある。これがすべて

の仏たちの教である」

右のお教えの中で最も中心的な位置をしめるの

は、自らの心を浄化することである。心の浄化が

仏教の究極的な実践である心の浄化に向って精進

することである。

心浄らかな信仰に生きるようなれば

悪いことをしないよりは出来なくなる。そし

て進んで善いことをしてしまう。

帰国の挨拶

斎藤さゆり　さん

Hello，gemtlmen．Icame back from Australia．

Ihad a really good time overe there andI

had so many wonderful memories andI met

SO many WOnderful people．

昨年3月25日に日本を発ちまして、1年間オー

ストラリア、クイーンズランド州サリーナへこ卜鵬

タリー交換留学生として派遣させていただき、先

月25日に無事帰国しました。このオーストラリア

の1年というものは、私にとってとても実のある

素晴らしい1年でしたが、それでも楽しい事ばか

りではもちろんありませんでしたし、ホ蘭ムシソ

クにもかかりました。でも、私のまわりにはいっ

も暖かい家族や友達がいてくれました。

最初はあまり英会話も出来なくて辞書を渡って



説明したり、身ぶり手ぶりでの会話が多かったで

す。

学校では多くの友達や良い先生方に恵まれ、私

が帰る前には私のためにとB．B．Q．や大きな私の

大好物のチョコレートケーキを用意してくれたり

と、本当に感激させられました。

授業の方は英語・数学・美術・タイピング・フ

ランス語・ドイツ語などを専攻し、その他に英語

の自習時間もとっていただくなどしていましたし、

放課後には英会話のレッスンへと過2～3回通っ

たりもしました。

ロータリークラブの方は4週間に1回程の割合

で例会に出席させていただき、会員の方々は皆さ

ん暖かい人で、私を食事に招待してくれたり、魚

つりに誘ってくれたり、レジャーに誘ってくれた

りといろいろ楽しませてくれました。日本から野

球チームがオーストラリア遠征という事で来た時

も、私のため、野球チームのためにと、いろいろ

お世話になり、彼らにはとても感謝しています。

ロータリーバスツアー

キャンピングツアー　tO　ケープヨーク

この1年間本当にいろいろな事がありました。

オーストラリアに行く前の私は不安ばかりで、
“オーストラリアでちゃんと生活していけるのか

な？”などと、とても心配していたのですが、今、

私が確信して言えることは、私のオーストラリア

での1年は、私のこれからの生涯を通じてとても

大きな年となった事です。そしてこのチャンスを

私に与えて下さった皆さま、そしてこのロータリー

に心から感謝しております。本当にありがとうご

ざいました。

（ス　マ　イ　ノり

塚原初男君　お預かりしたスマイルから申し

上げます。斎藤さゆりさんの無

事帰国をお祝いして荒井委員長

さん同委員会の藤川さんからそ

れぞれお預かりしており、私も

加えさせて戴きまして

私の三女この度お陰様で山形大

学農学部に入ることになりまし

たので

秋元順雄君　斎藤さゆりさんが皆さん大変大

人になって帰って来たとお誉め

を戴き、無事オーストラリアか

ら帰って来たことを感謝を込め

て

阿部与十郎君　私の孫娘昨日9日の北高校入学

式に出席しましたので

斎藤寿一君　私の病院が10周年と、増改築工

事が完成しまして、7日に竣工

式パーティを行いまして会長さ

ん幹事さん他大勢の会員の皆さ

んに出席して戴き非常に和やか

な会にできましたので

松永輝夫君　鶴岡にまいりまして一年無事終

了致しました。出席の方もメイ

クを必死でやりまして、何とか

全回出席の扱いを受けさせて戴

（ビ　ジ　タ　ー）

上　野　朝　重君（鶴岡東RC）

富　樫　幸　弥君（　〝　）

佐　藤　　　接君（鶴岡西RC）

クラブフォーラム

社会奉仕委員会

9日｝．腰



第253地区鶴周ロータリークラブ第1552回例会会報1990（平2・4・17）（天候曇）

例会揚　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12．30～1・30

、・・・・．三　一　　・一・・二　　　　‾・　　　・　一　一二　　二　：‥　二二　　‾一　・・

出席報告：会員91名　出席60名　出席率69．刀％　前回出席率77．92％　修正出席数71名　確定出席率糾．42％

（会長報告）
高橋良士君

先程御報告申し上げました様に村上ガバナーは、

永らく肺疾患のため御療養中で御座屈ましたが、

4月11日午前11時43分逝去されました。

村上ガバナーは昨年7月、国際ロータリー253

地区ガバナーに就任されまして、R．Ⅰ，ヒュ一，

M．アーチャー会長の要請を

1．ロータリーを理解しよう

2．R．Ⅰ．方針への積極的協調

3．地区分割体制の策定整備

の3項目に要約し、地区ガバナーの方針として活

動を開始されたのであります。

しかし、昨年10月地区大会を目前に控え、体調

をくずされ酒田市立病院に入院され、本年2月小

康を得て自宅療養中で御座居ましたが、桜花爛漫

のさ中、志しなかばにして71才の生涯をおえられ

ました事は、村上ガバナーの心中をお察しいたし

ますと、誠に痛恨の極みであり、哀惜の念を禁じ

えないところであります。

生前の御遺徳をしのび、心より御冥福をお祈り

いたしたいと存じます。告別式は4月25日PM12

時30分よりホテル・サンルート酒田で行われます

が、クラブより御香典と生花をお供えする事になっ

ております。

一昨日、4月15日には遊佐ロータリークラブ創

立20周年式典へ9名の会員と御一緒に出席して参

りました。

遊佐クラブは昭和44年10月の創立でありますが、

この年度の分区代理は当クラブの故張紹渕先生で、

特別代表は村上ガバナーで御座居ました。

記念式典のあと、郷土色豊かで豪快な鳥海太鼓

∴弓三㌢∴一二∵二∴■二王∵Ll
督　「様」と「殿」

ニー言三∴三芋∴㍉∵三三

鷹襲難警義場裏羞薫芸藁葺董
曹　ゴミなる。

きる0人様はともかく私は他人には「様」で通曹

l∴∴∴∴・二∴二十二二二完ふフ∵したいと思う。

よきものに触れ、自分を知る　∵－。一一タリーの細蘭の理解と貴慮を一



のアトラクションがあり、懇談会におきましては、

ロータリーの友情を深め、更に親睦の輪をひろげ

て参りました。

御参加下さいました会員の皆様と和光幼稚園の

マイクロバスを衡提供下さいました佐々木幹事の

御厚情に深く感謝を申し上げる次第で御座居ます。

（幹事報畠つ
佐々木詰彦君

◎　来信・通知

（彰　4／11農村地域と国際交流シンポジウム

期　日　　5月12日～13日

場　所　　中央公民館

シンポジウム実行委員会

②4／13訃報・村上ガバナー　4月11日逝去

ガバナー事務所

（診4／16フラワーギフト案内

トキワ・アグリビジネス

⑤4／10退会届け　　村上龍男君

⑥4／16国際青少年プログラム

NI Cサマープログラム

ネバダ州立大学

⑧会報到着　鶴岡西RC

◎　例会変更

余目RC　新年度から例会曜日を変更

毎週「金曜日」

時間・場所は従来通り

立川RC　4／19→21（土）観桜会のため

1泊　湯の浜グランドホテル

点鐘18：00　　￥10，000

酒田RC　4／25（水）観桜会のため　浜銀

点鐘18：30　　￥4，000

ライラ準備委員会報告

ライラとは、ロータリー

青少年指導者養成プログ

ラムの略で年一回地区レ

ベルで行なわれます。25

3地区の各R．Cより、18

～28才の若人が選出され、

ロータリアンと3日間寝食を共に生活し、一つの

テーマに向い行動し、考え、想う会であります。．

若人に感動を与え、一生の思い出になるようにプ

ログラムされております。

☆☆☆☆☆☆☆

今回のテーマは、「ふれあい・人・みどり」、パ

ネルディスカッションは「どう生きるこれからの

日本人」です。

この機会を持ちまして、会員の皆様にも協力し

て頂きたくお願いする次第です。当クラブの会員

の方で会社の社員、お子息等参加できる方、今一

度お考え下さいまして、事務局まで申し出てくだ

さい。会費はクラブ負担です。何卒よろしくお願

い致します。

地区協議会との同日日程等厳しい条件の中、出

席者が今一歩です。鶴岡クラブの力をお貸しくだ

さい。



RYLAとは、Rotary YouthLeadership

Awardsの頭文字をとったものです。

今回の参加者ですが、今のところ88名となって

おります。（一般56名、交換学生3名、ローター

アクト3名、ロータリアン21名、分類不明1名、

カウンセラー4名）尚、当クラブの参加者は含ま

れておりません。

会員各位にお願いですが、締切りまであと三日

ありますので、あと6名ぐらい青少年の参加を得

られますならば、10班の班編成ができますので、

よろしくお願い致します。

基調講演の竹下先生には航空券を発送済です。

それから記念植樹は、塚原先生に相談申し上げた

ところ、ロータリーと同じく仲間がいないと生き

られないというブナを植えることに決めさせて頂

きました。よろしくお願い致します。

初　日（5／11）　参加者の調和と言う事で自

己紹介及び地域の紹介、楽しいゲーム及びキャン

プファイヤーで行う花笠締りの指導を行う。

2日冒（5／12）　ウォークラリー

特　徴　①誰もが楽しむ事ができる野外活動

②注意力（観察力）の増進

⑨協力の精神

交差点や分岐点だけを記載したコース図を用い、

出題されているいくつかの課題を解きながらコー

スを一定時間内にチームワークと判断力や注意力

をフルに発揮して行う野外ゲーム

羽黒山の観光をかね羽黒山入口の隋神門より1

の坂、2の坂、3の坂を登り、山頂を越え羽黒山

国民休暇村までのコースを設定、途中チェックポ

イント並びに観療地域を設定する。

山頂の歴史博物館を見学。1チーム5人位。

キャンプファイヤー

①点火の儀式　ファイヤーチーフ（営火長）、

山伏

②親　　　睦　各グループのスタンツ（寸劇）

③分火の儀式

ウォークラリーに10名程の指導員が必要です。

個別にお願いしますのでどうか首をたてに振って

ください。

第2日目の8：30～12：00までパネルディスカッ

ションをやることになりました。タイトルは「ど

う生きるこれからの日本人」ということにさせて

頂きました。理由は、ご承知の通り、世界で一番

嫌われている国は、人種隔離政策を採っている南

アフリカです。では世界で一番嫌われている民族

はといいますと、残念ながら日本人であります。

その理由を実行委員会で色々考えました。その第

－に来ますのが日本人の拝金主義だと思います。

国民総生産が400兆円という時代になりました。

世界のGNPの15％強を日本がやっている訳です。

それだけ大きな経済大国の日本がどうしてこれだ

け嫌われているかということを我々は考えなけれ

ばいけないのではないか。戦後40年間、まず国を

富まそうとして今日まできた訳ですが、その結果

何を私達は失ったかということをパネルディスカッ

ションでしっかりと話して頂きたいと思っており

ます。山大の土屋先生、酒井氏、山口氏の三人の

先生に、今私達が若い指導者に与えてしまったい

ろんなハンデキャップをこれから少しでも緩やか

にするには、これからの日本人はどうやって生き



得るべきなのか、これをパネルディスカッション

のメインに据えて三人の先生から貴重なご意見を

頂きたいと企画しております。どうぞ会員の皆様

も多勢参加くださいますようお願い申し上げます。

㊥　ショートスピーチ

戸田RC　西川富治君

埼玉県戸田RCから参

りました西川吉治でござ

います。ひとこと御挨拶

させて頂きます。私は、

埼玉で光学器械の製作を

営んでいる者です。私の

父が20年前三川町に工場

を建設し、それ以来庄内の皆様にはお世話になっ

ている者です。昨年の9月から佐藤工務店さんの

お力添えによりまして、また、市のご支援により

まして、東工業団地のゴミ焼却場の隣に工場を進

出させて頂きました。3月の末に操業を開始しま

した。私は月に2度程こちらにお邪魔させて頂い

ており、今後ともよろしくお願い致します。本日

は貴重なお時間をさいて頂きまして誠に有難うご

ざいましたぐ。

（委員会報告）

（親睦委員会）
中沢　　進君

親睦委員会からの報告

①4／25のゴルフ大会は延期する。

②5／20、家族レクリェーションを行う予定。

西川町タマキヘバスハイク。

③本日6：30より中国飯店で新入会員歓迎懇談会

を行う。

（享ニィ＿JD

柏倉淳宏君　全国城下町シンポジュウム並び

に鶴岡公園花まつりという行事

を記念して致道館の景観照明を

実施しております。

藩校会議というのが企画されて

おり、致道館を選ばせていただ

きました。

佐藤友吉君　ただいま西川製作所の社長さん

からご紹介いただきましたので

（ビ　ジ　タ　ー）

西　川　吉　治君（戸　田RC）

三　浦　正　志君（鶴岡西RC）

木　村　有　為君（　〝　）

岩　本　国　広君（　〝　）

小　池　泰　弘君（　〝　）

休　　　会
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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12：30～1＝30

◎間断ROn竺！準
ロータリーを楽しもう！

余塵詩篇鹿堂　幹事悠々赤鼻蓼　タラ湖底緩衝醍辱後塵錬徹寺嫉き徒労畜　昭　国際教法敬承鞠異　音珍等帝位加藤　賢

出席報告：会員91名　出席65名　出席率71．79％　前回出席率69．23％　修正出席数71名　確定出席率旧．33％

（会長報告）
会長代行　佐藤　　衛君

去る18日、会員の吉野勲さんのお父さん木村屋

さんの会長であります吉野英三郎さんがお亡くな

りになり、22日市内林泉寺において葬儀が行われ

ました。クラブを代表して会長、幹事が葬儀に参

列、ご焼香をして参りました。皆さんとともに謹

んで哀悼の意を表したいと思います。

会員の皆さんに書類を配布しておりますが、次

週5月1日の例会はお休みになりますので間違い

のないようお願いします。

これは、RIの規定審議会により今年度より1

年に2匝l例会を休会することができるという通達

によるものであり、当クラブの新定款第4条第1

節適用と言うことでございます。

去る17日新入会員の懇談会を催しましたところ、

31名の会員のご参加をいただき盛大に懇談会を催

すことが出来まして、ご参加の皆様のご協力に深

く感謝申し上げたいと思います。

（幹事報告）
佐々木蕾彦君

◎　来信・通知

①　4／19村上ガバナー葬儀の件

分区代理から

クラブから香典10，000円

花代15，000円

（診4／19コロラド州派遣青少大使受入

事業依頼　　　　　　県企画調整課

③　4／19いなは作業所だより

いなほ作業所

④　4／19電力事情　　　　　　東北電力

∴‾′ユ銅JOY乙．漕ぎ、′、∴読品品三言蒜∴∵∴一

書　芸前か三本鰍がいをペヂトきし覧雪て

二二三十二二二二二二
二二三∴二㍉三
三三＿∴三二二

奇　警雪雲禦こ【き、字誓苧モ芝霊室聖慧真空ゝら
1－∴∵－∴∴∵∴‾∵∵－：∴一二ンシiイライフl

十三㌻圭三二
二∴三三一∴∴∴ニーl

≡英軍羞蓋言≡軍書警蓋‡空言窪聾琵曇芸萎
住宅地でキジを飼うのは騒音公害となりますのでど膏

友達の中には早くキジ鍋をと云う人もいますが、普

警禦あり‾万円札の裏のキジを食べることは出来曹

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細鋸の厚解と実践を－



⑤4／20ロータリーレート変更

RI日本支局

現行1ドル147円一ウ155円

5／1から

⑥4／／23お礼状　　　　　　　　遊佐RC

⑦4／23創立20周年記念式典案内　富岡RC

5／19（土）

ウエディングプラザとりふじ

参加申込4／30まで

⑧4／23インターアクトクラブ名簿作成

につき会員数等照会

ロータリーの友事務局

会報到着　酒田スワンRC・酒田RC

◎　例会変更

鶴岡西RC　5／11（金）七内旅館

鶴岡東RCと合同、孟宋汁例会のため

点　鐘18：30　登録料　￥4，000

5／25の例会は取り消しになります。

鶴岡東RC　5／9（水）→5／11（金）

七内旅館

鶴岡酉RCと合同、孟宋汁例会

点　鐘18：30　登録料　￥4，000

余　目RC　4／25　夫人同伴例会のため

センチュリープラザ和心

点　鐘18：30　登録料　￥12，000

酒　田RC　5／21（水）例会休会・新定款、

第4条、第1節適用

酒田中央RC　4／27（金）

観桜会のためホテルリッチ酒田

点　鐘19：00　登録料　￥6，000

（ゲストスピーチ）

社会福祉協議会の現状と課題

ただ今ご紹介頂きまし

た岡崎でございます。正

直申しまして社会福祉に

ついては全くの素人と言っ

た方がいいと思います。

事務局の仕事をして4年

目に入りますが、最近福

祉の仕事と教育との流れはそんなに違わないのだ

ということを最近考える訳でございます。鶴岡の

トップクラスの方々の前で緊張しておりますが、

折角〇蔑会でございますのでお配りしております

資料をもとにお話しさせて戴きます。

今日私がお話申し上げたいのは、「国民生活の

変化」というプリントの下に大きく書いてありま

す「人生80年時代が来ました。」というこの中身

社会福祉協議会事務局長　岡　崎　克　次氏

でございます。社会福祉の現状と申しますとこつ

の面がございます。ひとっは福祉事務所等行政で

行われるもの、もうひとっは私ども民間で行って

おります社会福祉の活動です。社会福祉法人鶴岡

市社会福祉協議会という会は、実は皆様から賛助

会員になって頂いて、その会費で運営されている

会でございます。それから共同募金というこれも

皆様から多大なご援助を頂いている訳でございま

す。昭和48年に市の社会福祉協議会が社会福祉法

人として設立されました。戦後の日本のいろいろ

な活動がそうであるように、社会福祉の問題につ

きましても長い年月の中で一つの組織が出来あがっ

たと申し上げた方がよいと思います。戦後の荒廃、

生活困窮者への援護、更には引揚者等への援助が、

社会福祉事業として引継がれた訳でございます。



その当時は福祉三法という法律の中で援助されて

いました。しかしこのような公費補助については、

いろいろな制限があったという訳でございます。

昭和24年ごろ京都府に占領軍の指導で社会福祉

協議会が設立され、その後いくつかの県で設立さ

れて行きました。鶴岡市ではいわゆる法人でない

全くの民間組織であります社会福祉協議会が出来

ましたのは昭和27年でございますので、20年程の

時間がございました。

これが社会福祉協議会の設立の経過でございま

すが、今では社会福祉施設や社会福祉事業につい

ての連絡調整というのが主な任務でございます。

ですから特別な事業は行っていないと申し上げた

方がよいと思います。

これからはどうかと申しますと、高齢化社会を

迎え、このままでは対応できない部分がでてくる。

そこで社会福祉事業法の改正を致しまして、この

社会福祉協議会に事業をして頂こうということで、

在宅サービス、あるいは、民間福祉活動の中核的

な役割をもち、福祉サービスの実施主体になって

頂こう、あるいは、地域の福祉センター的役割を

担って頂こうというような、いくつかの試みが、

ただ今の国会に提出されようとしております。

このようになりますと、今までやって参りまし

た連絡調整的な消極的な役割ではなくて、むしろ

積極的に仕事をしていこうということになる訳で

す。財政的な問題、人材の問題はありますが、国、

県、市の援助によって進められる面と、市民の皆

様の理解と援助によって進めなければならない事

業がいくつか出てくるのではないかと予想されて

おります。

二番目は福祉行政との関わりでございます。福

祉といいますと一般に市役所の仕事という認識が

ございます。私も以前は、社会福祉協議会という

のは、福祉事務所の違う言い方くらいに思ってお

りました。福祉事務所は、福祉六法の範囲内で活

動している部門でございます。法律のことを考え

ますと福祉の仕事と申しますのは、困った人を助

けてやる、めぐんでやるという意識が非常に強い

のではないかと思います。当然今までの法律の理

解もそうでしたし、一般的に生活が困った人は生

活保護法が適用される訳です。そういう法律の範

囲と申しますのが福祉六法といわれるもので、こ

れの初めに来ますのが、生活保護法です。その他、

身体障害者、老人、精神薄弱者、児童、母子家庭・

寡婦福祉法という六つの法律がございます。法律

というのは限度がございまして、それに該当すれ

ば、その法律が適用される、しかし該当しなけれ

ば、適用されない、何もしてあげられないという

ことになります。

そこで私どもの出る幕がある訳で、私がこちら

に来る前にこんな電話がございました。私の方に

は輸送カーというものがあります。これは、家庭

から特別養護老人ホームに寝たまま運ぶことの出

来る車です。今は、主に特別養護老人ホームに入

退院する時に適用することにしております。これ

は、市の行政の仕事でございますが、市から委託

を受けて行っている仕事です。

実は、どうしても東京まで寝たままで運んでい

きたいという要望でした。市へ電話したところ、

社会福祉協議会へ頼んでみなさいということで電

話がありました。酒田市までならともかく、社会

福祉協議会の仕事の範囲でこれが可能かどうか職

員とも議論した訳ですが、まだ結論を得ていませ

ん。

そんなニーズと亭しますか、要望が市民から寄

せられますと、可能な範囲で法律の適用できない

ところまで出来ないだろうかと仕事を進めていま

す。

行政の方は税金によって行う事業でございます。



資金は税金、内容は法律、職員は公務員でという

訳です。私の方は、勿論、市からの援助を頂いて

おる訳ですけれども、これを運営する事業につき

ましては、パンフレットにある通りございます。

これを行うのは、先程申しましたが、皆様から頂

いた会費で賄われています。税金ではございませ

ん。

市からの委託事業で、移動入浴車というのがご

ざいます。現在2台動いています。毎月6名、月

2回、出来れば更に増やしたいと思っております

が、寝たきりの方の介護者に伺いますと、入浴し

た時の宏は本当にいい房をしているということを

言われますので、私どももそうしたい。私どもに

登録しておられますご老人の方は、120名程でご

ざいますが、これから増えることが予想されます。

ここで、高齢化社会を考えますと、私どもは、

人生50年と考えてきました。あるお年寄りに伺い

ますと、5千メートルを一生懸命走ってきて、ゴー

ルかと思ったら、もう3千メートル走れと言われ

るようなものだとおっしゃっていました。人生の

目標をどう定めて生きて来たか非常に大きな問題

でございます。

高齢化社会を迎える日本の特徴は、三つあると

思います。①は高齢化のスピードがものすごく早

いこと。政策面が追い付かないし、準備不足で対

応が困難な状況です。②は高齢人口の増大です。

100才以上の高齢者が、昭和認年と比較して15倍

にも達しております。これは介護者の問題と関連

しています。③は若年者の減少です。一人の老人

を支える若年労働者の低下は、－人当りの負担の

甑につ忘がります。社会福祉は、何も高齢者ば

かりが対象ではございませんが、これからは、高

齢者への対応の比重が高まるものと思っておりま

す。

社会福祉協議会の役割は、お話ししたように広

範囲にわたっております。私が最も重要だと考え

ておりますものに「福祉の心を育てる」というこ

とがございます。福祉教育は学校に限ったことで

はございませんが、鶴岡は県内でも福祉教育の進

んでいるところで、2小で福祉教育に関する研究

授業が公開されました。現在は地域とどう結んで

福祉の心を育てるかと言うところまできておりま

す。今年度から2小の他、鶴商学園など5校が福

祉教育指定校に推薦されました。福祉の心を育て

るには、学校教育だけでは駄目で、家庭の躾、地

域社会での活動を通して培われて行くものでござ

います。福祉教育については、道徳教育のように

言葉で解るものではなく、現在の子供のように、

人との関わりが薄く、病気、老い、死をどれだけ

認識しているか、体験の少ない福祉の心を育てる

のは学校教育ではなじまないのではないかと言わ

れておりますが、系統的な学習が進められる学校

教育でこそ重大だと思いますので更に力を入れて

行きたいと考えています。

さて、皆さんは、何才から老人だとお考えです

か。平均寿命は、縄文時代で14．6才、室町で15才、

江戸中期で20才、30才になったのが明治30年ごろ

です。終戦の頃は、50才でした。数字に拘らず考

えるとすれば、法律に従うと言うことで、65才だ

そうです。法的援助の受けられる65才を楽しみに

しながらも、なにくそという思いがございます。

私は市民の皆様の社会福祉協議会に対するご理

解が一番大事だと思っております。どうか皆様か

らも益々のご理解を頂きまして、私個人としても

皆様とご懇意が深まりますことをお願い致しまし

て終了させて頂きます。本日はありがとうござい

ました。



＠次期会長ゼミナール報告

会長エレクト　佐藤　　昇君

4月21日郡山ビューホ

テルで開催された253地

区93クラブの次期会長ゼ

ミナールに行って参りま

したので要点だけ簡単に

御報告いたします。ゼミ

ナールでは村上ガバナー

を追悼する黙悼のあと佐久間ガバナーノミニーよ

り次期RI会長パウロ・Ⅴ・C・コスタ氏のメッ

セージと米国ダラスでの国際協議会、ガバナーの

勉強会の模様が報告されました。

次期RI会長コスタ氏はブラジル、サンパウロ

サントス出身で職業分類は建築だそうですが多方

面に活躍されサントス市の名誉市民でもあるとの

ことです。

今度のテーマは「ロータリーを高めよ、思いを

尽くし熱意を尽くし」です。その要旨は今日皆様

のもとにコピーしてお届けしましたので御覧になっ

て下さい。

ロータリアンは信念と情熱をもって奉仕活動を

実践してロータリーの真髄を高めようという意味

と思います。非常に信仰心が厚く情熱家で高邁な

精神を持っているかたのようです。

佐久間ガバナーノミニーは精神科のお医者さん

で郡山東クラブの所属です。私は初めてお会いし

たのですが、誠に温厚誠実なかたの印象をうけま

した。昭和29年、30年頃には鶴岡病院に度々新潟

から出向いて診療に行ったので鶴岡は非常に懐か

しい思い出があるとの事でした。威蒜った様な態

度は全然なくほっとしました。この方なら何とか

ついて行ける様な気がしました。

佐久間ガバナーノミニーは「共に奉仕する我々

の年度」と言う言葉をターゲットとし重点方針と

して次の4つの項目を挙げておられます。

1．地区分割の整備並びに成功

2．ロータリー財団

3．青少年奉仕活動の推進

4．環境保全運動

私達は、次期RI会長コスタ氏と佐久間ガバナー

ノミニーと一緒の船に乗り込んだ訳ですから、一

年間の航海が無事に目的の港に到着出来る様目標

達成に努力しなければならないと思います。

次に地区役員についてお知らせいたします。

次年莞分区代理は鶴岡西クラブの三浦正志さん

ですが地区役員として当クラブから新穂光一郎さ

んが前年度に引続いて国際青少年交換小委員会の

小委員長として、又、高橋現会長さんがポリオプ

ラス委員会の副委員長になっています。

その他庄内分区からは環境保全小委員会に酒田

の竹内武也さん、インターアクト小委員会に鶴岡

西の木村有為さんと温海の田宮長二さん、財団奨

学金委員に鶴岡西の石黒慶一さん、会員増強拡大

委員会に酒田中央の伊藤政一さん、広報委員会に

酒田束の佐々木勇助さん、雑誌委員会に余目の佐

藤孝二郎さんが出ておられますので、これらの方々

からは今後のクラブ運営に当って、特段の御指導

御協力をお願いしたいと思います。

終りにガバナーの公式訪問の形式が変わります

のでお知らせします。

従来は訪問前日の夜に会長、幹事との夕食会で

翌日に例会出席、そのあとでクラブ協議会でした

が、ガバナーの健康管理と時間の調整の為に今度

からは訪問日の朝に朝食会とし、朝食会の出席者

は分区代萱と会長、幹事、及び次期会長、幹事で

す。朝食会終了後クラブ協議会で12時半からの例

会でガバナー講評になります。

朝食会及びクラブ協議会の時間は後日連絡があ

りますので7月24日の公式訪問のときはよろしく



御協力の程お願いして、簡単ですが報告を終りま

（委員会報告）

（親睦委員会）
中沢　　進君

5／／20　家族レクリエーションを行う。新緑の

月山麓をバスハイキング、山菜料理を西川町「玉

貴」で。

（ス　マイ　ル）

加藤恒介君　先週新入会員の歓迎会を盛大に

開いて戴き大変楽しい一夜でし

た。

斎藤　　昭君　22日早朝6時から行いました

「空カン等のクリーン作戦」皆

さんのご協力により、無事終了

しました。

佐藤元伸君　RC情報委員会です、会員増強、

親睦の3委員会合同で実施しま

した新入会員歓迎会、総勢32名

という多数の参加を戴きました。

吉野　　勲君　4月18日に亡くなりました父親

の葬儀に、会員の皆さんからご

香典や弔電など多数のご厚志を

戴きありがとうございました。

塚原初男君　空カンの回収に参加の予定でし

たが、朝寝坊して欠席してしま

いました。

黒谷正夫君　塚原君と同じく欠席しましたの

で。

佐々木藷彦君　会員の吉野さんのお父さんの葬

儀に参列しましたが、喪服を持っ

ていないので衣を来て出ました

ところ、多額の御布施を頂戴し

ました。

忠鉢　徹君　温かい春で、例年より2週間以

上早く田川の孟宗が出ましたの

でお知らせします。

阿部与十郎君　多忙にまざれ欠席が多いことと、

庄交トラベルサービス協会発足

以来相談役をやっておりました

関係で17日に感謝状等を戴きま

したので。

釆海憲宣君　会議等で欠席することが多かっ

たのですが、新たな気持ちで出

席させて戴きます。

（ビ　ジ　タ　ー）

菅　原　幸　雄君（鶴岡西RC）

中　山　雅　良君（　〝　）

ゲストスピーチ

鶴岡市医師会副会長　中村　　純氏

「カラオケ　放談」
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二空空室三三二…
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（会長報告）

高橋良士君

第11回理事会

1．会員の村上龍男さんが企業内事情により退会

届を出しておられましたが、本日の理事会にお

きまして退会を承認いたしました。村上さんは

昨年1月17日に入会されたばかりで誠に残念で

はありますが、又、機会が御座居ましたら是非、

再入会されます様お待ち申しております。

2．例会場アンケートについて

例会場に関するアンケートは、東京第一ホテ

ル鶴岡から当クラブに対して例会場変更の有無

の申し出が御座居ましたので、理事会におきま

して協議いたしました結果、会員数増加に伴い

会場が狭くなってきたという基本的な要因を重

視いたしまて例会場変更に関する会員の皆様に

アンケートで御意見を伺う事にいたした次第で

あります。

去る2月のアンケートでは回答を寄せられた

会員数が極めて少数で（18名）結論を出すこと

が不可能で御座居ましたので、理事会におはか

りいたしまして再度アンケートをお願いした次

第であります。

今回の回答数　　76名

14名→未回答

全員の回答を得てから集計を発表いたします。

3．ライラ研修会

ライラ準備委員会の大変な御努力によりまし

て5月11日（金）より3日間、羽黒国民休暇村

を中心に「ふれあい、人、みどり」をメインテー

二菩苧三言壬l■l‾二二二二十土
子＿＿≡＿≒二∴二二‡二一二㍉∴二二‾：二＿

昔　で、この原稿の依頼を受けた。翌日はお彼岸の　不明になった旦那達に、さぞかし腹を立ててい　曹

膏　中日、家内と娘を伴っての墓参の帰途、いづれ　るだろう奥方達には、K叔父はU伯父、U伯父　膏

∴‾∴－∴二二
よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細蘭の澄解と斉虞を－



マにして開催されます。

本年度、全員参加のプログラムで御座居ます

ので、会員皆様方の御理解と御協力を切にお願

い申し上げます。

登録料につきましては理事会、準備委員会、

クラブ協議会で慎重に協議、検討いたしました

結果、3，000円といたしましたので何卒よろし

く御協力お願い申し上げます。

4．温海ロータリークラブ創立20周年式典参加

温海ロータリークラブでは当クラブがスポン

サーとなり1970年に創立したクラブであり、昨

年の当クラブ創立30周年式典へは温海クラブか

ら多数参加していただきました。温海クラブか

らは是非30名以上は御参加いただきたい要請が

御座いましたので設立のスポンサークラブとし

て多数の御参加をお撤いいたします。

5．ロータリー財団奨学生の申請

3名の希望者があり申請書類を送付いたしま

したが、内2名は今回は準備不充分という事で

辞退して来ました。

結局4月30日迄に申請書を提出したのは1名

であります。鶴岡南高出身で、本年3月神戸外

語大を卒業されました斎藤葉子さんを本日の理

事会で当クラブより推薦する事に決定いたしま

（幹事報告）

佐々木忠彦君

◎　来信・通知

①　4／27ニューカレドニア主催パーティ

5／11徐）18：00　第一ホテル

会費　￥1，000　市秘書課

（診4／27会報送付に礼状　　　田中善六PG

③　4／27珠算選手権大会後援に礼状

鶴岡商工会議所

⑤4／271990．6．24～27

1990年国際ロータリー年次大会登録

申込用紙　　　　　　　　　　RI

⑥4／28国体鶴岡市実行委員会第三回総会

5／14（月）13：30　中央公民館

⑦4／28国体山形県実行委員会第四回総会

5／24㈱13：30　山形市

⑧　4／28村上G逝去により九里茂三氏

ガバナーに任命　　　　　　　RI

⑨4／28財団奨学生の住所調査依頼

ガバナー事務局

⑲4／28新・旧会長幹事会　6／17

16：00　竹屋

登録料1名　￥15，000

記念品　￥4，000

分区代理　5／3まで

⑪　5／11989．7～1990．3　寄附金納入明細表

米山奨学会

⑫　5／1オリジナル商品の案内　ライフ

⑬　5／2　財団奨学生申請の取り消しについて

東京　　伊　藤　文　子

⑮　5／7　ロータリーの友　5月号

「ここが見所」　　ガバナー事務局

⑯　5／7　画集「美から美へ」のおすすめ

￥3，500　　　　　ガバナー事務局



ライラ準備委員会よりの

ご案内とお願い

碓永節雄君

行事計画がたくさんあることと、地区からの補

助が少ない為理事会のご承認を得て￥3，000円の

負担を、会員の皆様にお願いさせて頂くこととな

りました。宜しくお願い致します。メインテーマ

は、「ふれあい、人、縁です。」11日から13日まで

となります。基調講演は、竹下先生です。演題は

「奥の細道と旅の意義」です。

パネルディスカッションのパネリストは、酒井

忠明氏、土屋まさのり氏、山口なす子氏、そして

当クラブの富田利信氏が司会をつとめます。

テーマは「どう生きるこれからの日本人」です。

なお、二日目の午後にはウォークラリーと夜のキャ

ンプファイヤーも予定しております。

最終日の終了まで皆様のご協力を得て有意義な

大会に致したいと思いますので宜しくご協力ご支

援をお願い致します。

以上、加藤委員長の代理としてご説明させて頂

きました。

（委員会報告）

（資料委員会）

宮田直治君

表彰状楯等の処分について

現在、各種資料の整備を進めているが、受贈表

彰状、楯等は30点に達している。

保管場所にも問題あり、また死蔵するのも惜し

いと考える。

ついては、これらを撮影し、その写真・ネガを

クラブ資料として保存することとし、現物はその

年度の会長、会長退会後の場合は幹事などに配布

することとしたい。

（出席委員会）

板垣俊次君

0年間皆出席

13年間皆出席　　石川寿男君

7年間皆出席　　松田士郎君

3年間皆出席　　鈴木　　撃君

2年間皆出席　　秋野昭三君

04月100％以上出席　　9名

150％…佐藤（昇）、佐々木

125％…藤川、迎田、松永、新穂、津田、塚原

04月100％出席　　45名

秋野（忠）、阿蘇、秋野（昭）、秋元、日向、石井、

石川（寿）、石黒、板垣（俊）、板垣（広）、市川、

飯野、川上、小松、柏倉、毛呂、松田、皆川、

三浦（恒）、嶺岸、中江、中野、中沢、荻原、佐藤

（忠）、佐藤（順）、佐藤（衛）、佐藤（友）、佐藤（元）、

荘司、笹原（信）、鈴木（茂）、鈴木（肇）、斎藤（昭）、

高橋（良）、丹下、津田、忠鉢、富田（利）、堆永、

若生、山口、吉野、矢口、加藤（恒）、

（親睦委員会）

中沢　　進君

05月会員誕生

阿部与十郎君・鈴木　　肇君

佐藤友吉君・諸橋政槙君

太田　　浩君・市川輝雄君



板垣広志君・松田士郎君

迎田　　稔君

0奥様誕生

黒谷貞子様・松田一枝様

山ロマサヰ様・秋元恵美子様

斎藤照子様・板垣喜美子株

堆永繁子様・上野和子様

石黒　　常様

5月20日の家族リクレーションには、多数のご

参加をお待ちしております。

（ス　マ　イ　ル）

小池繁治君　4月28日に鶴岡市コミュニティー

プラザ（セントル）の竣工式を

無事終えることができました。

30坪程のホールと展示場があり

ます。又3階には30名の集会室

と20名の和室が用意されていま

す。どうかご利用下さい。

阿部信矢君　御無沙汰致しておりました。病

気療養中は何かとご心配おかけ

しました。又、お見舞いやお世

話頂き深く感謝致してスマイル

させていただきます。

松田士郎君　この連休に、二人の娘が帰って

こなかったのでお金を使わずに

済みましたのでスマイル致しま

す。

（旦ジタ二つ

石　川　幸　治君（鶴岡東RC）

阿　部　興　二君（　〝　）

布　川　勝　也君（　”　）

◎おことわり

スピーチは次号に掲載させて頂きます。

会員スピーチ

三　井　賢　二君
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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12：30～1：30

EMOYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

会最高砺展墓　尊重佐々衆議彦　タラ鞠弛佐　衛衛　違■蓋等低金鉄　徹　社会等庭番恋　曙　国際事後葛原簡易　青蓼轍加藤　驚

出席報告：会員90名　出席57名　出席率64．94％　前回出席率75．32％　修正出席数78名　確定出席率90．91％

（会長．報告）
高橋良士君

5月11日より5月13日までの3日間、本年度、

当クラブの全員参加のプログラムで御座居ます

253地区、第11回ライラ研修会が新緑の羽黒国民

休暇村を中心に九里ガバナー、地区役員及び多数

のロータリアン参加のもとに開催されました。

当クラブがホストクラブとなりました今回の研

修テーマは新緑の爽やかな出羽三山の景観にふさ

わしい「ふれあい、人、みどり」■でございました

が、立正大学竹下名誉教授の基調講演「奥のはそ

道その旅の意味」、パネルディスカッションは土

屋山大名誉教授、酒井名誉会員、山口鶴岡国際交

流アドバイザー、三氏のパネリストに依る「どう

生きるこれからの日本人」、更に出羽三山神社林

宮司の「自然に学ぶ」の講話を中心にグループ別

ディスカッション、キャンプファイヤー、ウォー

クラリーなど顛心な研修が行われました。

菩「揺藍から墓場まで」早坂豊太郎
老　福祉でよく引き合いに出てくる「揺藍から墓

普場まで」完備した社会保障制度の臥スウェー

普　デンですが、その国の人達に言わせると、所得

費　の56％が税金で、この国では老人と子供に関し

萱董要撃警護室語学牽

この3日間、ライラ準備委員会の皆様方には参

加した青少年が次の世代を担うリーダーとして立

派に活動出来るように、又、青春の貴重な想い出

として残るような多彩で楽しい内容の、しかも格

調の高い企画をしていただき成功裡に無事終了い

たしましたことをここに御報告いたします。

ライラ準備委員会の皆様方には長期間にわたり、

まさに心血をそそいで用意周到な御計画と御準備

をして下さいまして本当に有難う御座居ました。

その御努力に対しまして衷心より感謝の意と御礼

を申し上げる次第で御座居ます。

（車事一報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知

①5／8城下町シンポジューム後援について

の礼状　　　　　　　青年会議所

十㌧蕪一箪￥十年∴　二二二∵J∴二∴∴

藁誓墓蔓重義喜亭姦表事蓋萱
を注文してくれる市役所の課ぐらいの認恋しか　老

なく、かろうじて父親が長らく民生委員をやっ　普

た頃は大変な“仕事”をやっているもんだぐら　老

いでしたが、今頃自分の頭をよぎるのは、スウユ　膏

三三‾二㍉了∴1－㍉
：たた′′n且Jl　　ピコ′－ゝ＿7こき：JL、J、、P Jpl、

1－二■∴二二二∴三∴二l∴∴上長左右イフ、l

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細蘭の理解と実践を－



（診　5／8　市民憲章常任委員会案内

5／18（金）10：00　於セントル

市生活環境課

③5／9　創立10周年記念式典案内

6／16（土）小高RC

登　録12：30～

登録料　￥10，000

④5／1220周年記念式典参加への礼状

余目RC

⑤　5／14年次大会出席の礼状

郡山酉RAC

⑥5／14ベにばな国体設立総会案内

5／24（木）9：30

勤労者会館　国体実行委員会

⑦　5／14RIニュース・ポリオプラスニュース

1991年に選挙される国際ロータリー

理事の指名ゾーン

RI日本支局

◎　会報到着　　東京RC

（ゲストスピーチ）

カ　　ラ　　オ

こんなに多くの名士の

方々を前に、又、素晴ら

しい趣味をたくさんお持

ちの皆さん方の前で、私

ごときものがゲストスピー

チなどと、とんでもない

ことなんですが、私も酒

が大好きで又その様な席

に出る機会が多いのですが、ある席でゲストスピー

チの話があり、酒の勢いでうっかりのせられてし

まったのが運のつきでした。

覚悟はして参りましたが、せっかくの皆様の貴

重なお時間を果たして満足出来る話になるだろう

か、会員の中には私よりも歌の上手な方が沢山お

られる様に思いますし、甚だ疑問でありまた不遜

でありますが、20分間位ですので我慢して戴きた

いと思います。

私は全く趣味のないのが趣味みたいなもので専

門以外の事を何か話すようにとの注文でしたが、

何を話すやら、はたと困ったわけですが、会員の

大川さんにカラオケの話しなどとも言われました

が私は歌は全く素人で、しかも小学校以来音楽と

ケ　　放　　談

鶴岡医師会副会長　中　村　　　鈍氏

国語を最も苦手としておったのですが、このよう

なことから私には全くそぐわない肩書きの庄内な

つメロ会の会長を引き受けていますのでカラオケ

の放談をということで、その責任を果たさせて戴

きたいと思います。

勿論私は音楽など正式に習ったこともありませ

ん、全くの素人でございますが、専門家でなく、

素人の話も又身近に感じられ、たまにはよいと思

いますので話させていただきます。

私のカラオケ歴

最近のカラオケブームは皆さんご承知の事です

が、私のカラオケの歴史は相当古く私もその時期

ははっきりしませんが、戦後昭和30年前後頃では

ないでしょうか。

私の開業したのが昭和34年ですが、当時はレー

ザーなど勿論なかった時代でカラオケの機械、設

備もなかったわけで、その場に私は歌のレコード

を録音、カセットレコーダーを持参、すすめられ

て結婚式などの披露宴で歌わせてもらいました。

たしかこの会場でも中日千之先生の結婚式でうたっ

たと思いますが招待され、赤城の子守歌を歌わせ

て戴いた記憶があります。当時は飲食店も多くな



かったわけですが、たまたま店のホステスさんが

私の患者さんですと、職業柄その後に来院しなく

なることが多かったので、止むをえず酒田まで足

を伸ばしてのみに出かけました。又、薬問屋さん

のセールスに非常に歌の大好きな友人がおりまし

たのでその人の影響が大いにあったように思いま

す。たまたまその友人は酒田の船場町のクラブを

紹介されました。そこで今のカラオケの機械のハ

シリのソビックというのがありました。そこで楽

しく歌うことが出来ましたので相当通いました。

毎日酒田まで通うわけにも行きませんので困っ

たのでしたが幸か不幸かそのソビックという機械

は酒田のある工場で作っていたらしい、早速その

ソビックを注文しました。鶴岡からの注文にびっ

くりし、どこのクラブ、スナックかとだいぶ質問

されましたが、医者だと言うとさらにびっくりし

待合室で子供に歌わせるのかと大いにひやかされ

ました。

その頃にまだ鶴岡ではソビックは売られていな

かったとのことでした。そのソビックは少しは家

でも暇をみて練習もできたし又忘年会などでも大

いに活躍した。その後鶴岡でも飲み歩き、ニュー

バッカスのママさんに話したら早速買い込みまし

た。そして鶴岡ではニューバッカスは一番最初と

思う。その後に例のカラオケブームとなり今のよ

うな盛況を呈したわけである。

医師会の若手の先生の親睦会でわかあけ会とい

う会があって毎年わかあけ誌を発刊していますが、

その第8号にカラオケ放談という題で私が書きま

した。その中の一部を読んでみたいと思います。

飲みながら歌を唄うことは本当に楽しい、生理

的にも大変健康上良く呼吸運動が良くなると身体

の循環にもよい、こうなると健康法に効果がある

だけでなくボケ防止にも役立っということですが

カラオケは自分が唄って楽しいのであって人の唄っ

ているのを聴いても余り楽しいものではない。し

かし飲み屋で自分だけが唄うわけに行かないので

人の唄うのを聴くわけであるが、早くマイクがこ

ちらに来るように催促するわけである。歌の上手

な人がたくさんいるのには全くびっく・りする。

本当に私はカラオケを唄って人にあまり聴いて

ほしいと思っていないし、又、歌手でもないのだ

からそれは当然のことである。

又、考え様によってはカラオケは大変難しいわ

けである。バンドの様にこちらに合わせてくれな

いからである。調子、メロディーが合わないと全

く面白くなくなるわけである。又メロディーより

も早くても遅くても聴きぐるしい。どちらかとい

うと少し遅れ気味にメロディーに乗せる方が良い

ように思う。又、その歌詞に溶け込みその雰囲気

を出せれば一人前であろう。馴れるに従ってどん

なメロディーでも、どこか必ず似ているので新曲

でも数回聴けば大体覚え込める。それにその歌手

の歌を聴けばもう大丈夫大体2～3回でその新曲

を覚えられるだろう。

私となつメロ

なっメロの魅力は当時の世相が頭に浮かぶ。戦

時中の苦労や楽しかった若い頃の自分が浮かんで

くる。思い出がよみがえることであろう。なっメ

ロ会は全国に相当の数があり、全国なっメロ愛好

会として全国的な交流がある現在の全国なっメロ

愛好会の会長さんは京都家元の俊二さんという人

で機関紙なども発刊し毎年数回全国大会を行い交

流を深めており、今秋10月11日より既に上山市月

岡ホテルにて全国大会を行うことに決定しており

ます。なっメロ会に山形県で既に6カ所でなっメ

ロ会が発足しており盛んに交流を深めております。

鶴岡なっメロ会は即ち県下で第7番目のなっメロ

会ということになります。

庄内なつメロ会

少し庄内なっメロ会にふれてみたいと思います

が、ご承知の様にあの国境の町など多数の名曲を

作曲して当地出身の作曲家阿部武雄先生を顕彰す

る会、毛呂先生を会長として発足、今は立派な顧



彰碑が鶴岡公園の“やすらぎ”の場に立派に建立

されておりますが、私もなっメロが大好きな関係

でその阿部武雄先生を顕彰する会に入会する羽目

となりその経過の中で阿部武雄先生を慕う人々と

が集まるとやがてなっメロの音楽が出、又山形そ

の他のなっメロ会の会長さん達のすすめもあり、

その他にも是非なっメロ会の発足という盛り上が

りがあったように思う。しかし皆多忙で積極的に

音頭をとってくださる方がいないためか、その発

足の気運は一時消耗した様に思う。しかしその後

期せずして同好のものが自然に相集まり、なっメ

ロ会の発会式がもたれたようで毛呂先生、当時の

鶴岡労働基準監督署署長の小松秀也氏、村上真悟

氏それから阿部武雄先生の最後のお弟子さんの佐

藤氏その他の人に全くペテンにかけられ私が選出

され会長を無理矢理させられてしまった次第でし

た。

庄内なっメロ会はS．62．7．20発会式、翌月8月

20日早速第1回の例会を開催しております。月1

回現在は月2回、第1、第3土曜日に勤労者会館

を例会場として練習をやっております。

会員は現在50名足らずで男2／3、女1／3位

で入会の制限はありませんが役員会で入会の可否

を決定しております。

現在入会金2，000円、年会費3，000円例会費1，000

円、欠会費200円で運営し、発表会やボランティ

アなどの経費にあてております。あまり会員が増

えますと例会で1回も歌う機会がなくては参加の

意着がありませんのでこれが現在1番の悩みであ

り、時間的な制限もありますので互譲の精神が大

切と協力をお願いして運営しております。

庄内なっメロ会はS．63．12．4第1会発表会を中

央公民館でH．1．12．3第2会発表会を文化会館で

盛大に行いました。第1回のゲストに青葉笠子さ

ん、昨年のゲストに80才もの高齢にかかわらず益々

元気なあの九段の母などを唄われました、塩まさ

子先生をお迎えして大変盛会でした。

今年も12月2日（日）第3回発表会をとはりきっ

ておるところです。プロでもありませんので入場

料は無料にしております。会員の負担を皆様から

の広告料などで運営してきましたが多分多額の広

告料をお願いしたところが沢山おありと思ってま

すが、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。

今年度の発表会の企画などまだ詳細決定してお

りませんがまた何かと御後援御協力をお願いしな

ければなりませんので、その節にまた是非お願い

致します。

昨年の発表会の前日にはゲストの塩まき子先生

と一緒に櫛引町の特別養護老人ホーム桃寿掛こ慰

問に出かけ大変感謝されました。

今後もこの様なボランティアの精神を自分達の

趣味をいかして大いにやっていきたいと思ってお

ります。皆様の一層のご支援をお願い致したいと

思います。

又、なっメロ会に入会の希望の方がおられまし

たら是非入会の申込みをして戴きたいと思います。

歌の上手になる話

最後になりますが、私は作詩家でも作曲家でも

ありませんし、また歌など勿論正式に勉強したこ

ともありませんがやはり楽譜をみること、練習す

ることでしょう。また他の人の歌をよく聴くこと

も大切の様です。

庄内なっメロ会の会員をみてますと1年間でも

のすごく上手になっているのがわかります。たし

かに上達しています。どなたも歌を唄うことが出

来ますし、また上手になる素質はだれでも持って

いると思います。

どうぞ健康のためにもなっメロ会に入会はとも

かくとして大いに唄って戴きたいと思います。

鶴岡の夜のちまたをにぎやかにし活性化いたし

たいと思います。

どうも雑な話でしたがご静聴有難うございまし

た。



（新会員スピーチ）

監

なみいる大先輩を前に

して、私がお話出来る事

と言えば、選挙か野球の

事と言うのが常識的な事

だと思います。選挙の話

は生臭い面もございます

ので、今日の話は、高校

野球の監督さんの事であ

ります。

ご存じの様に高校野球の監督さんというのは、

無給でございます。勤労奉仕の持出しと言うのが

高校野球の監督です。甲子園へ行くところは別と

して、この辺の監督はこのタイプです。

監督さんには、瞬間湯沸し機型、精神力型、手

とり足とり型、何も言わない仏型の四つの型に分

類されます。みなさんが容易に想像できるのは精

神力一辺倒と言う監督さんではないでしょうか。

明大の故島岡監督に代表される型です。島岡監督

で有名な話は、「お前が何とかしろ」としか言わ

なかったということです。技術は一切関係なくこ

の一言だけで何十年も監督をされた人でした。

私の高校時代、やはり精神力一辺倒と言う監督

がいました。その方は、キセルを持って教壇に腰

を掛け、タバコをのみながら授業をしたという型

破りな先生だった訳です。山高、九大共に応援団

長を務めた方で、島岡監督と経歴もよく似ていま

した。ひとつ違うのは、1年しか監督をしなかっ

たということです。

我々が3年生の時は強くて、県大会まで行きま

した。監督は県大会でただの一度もサインを出し

た事がありませんでした。選手の交替も指示しな

いと言う何とも気楽な監督でした。それではベン

督

早　坂　豊太郎君

チの中では何をしているかと言うと、攻撃はグラ

ンドを見るんですが、守備になると一切見ない。

我々の守備が下手糞なので見るにしのびなかった

ということがあったかもしれませんが、守備の時

はベンチの隅に行ってお守りを出し、それを一生

懸命拝んでいるんです。ピンチになると目をっぶっ

て熱っぽく祈ると言う監督でした。

その姿を見まして、我々は、非常に感動しまし

たが、一面では呆れかえった訳です。よくこれで

監督といえるものだと思いました。

とにかくその時は調子がよく、1回戦、2揖戦、

3回戦と勝ち、準決勝まで来ました。決勝前日

「明日は勝つ」「絶対に勝っ」と確信しているよう

でした。勝っと仙台で東北大会が予定されていま

した。日程的に鶴岡まで帰ってまた出直すと言う

訳には行きませんでしたので、監督は、鶴岡で有

名な士族の方で荘内銀行にも顔が効く訳です。そ

の日荘内銀行山形支店へ3時過ぎに行って、10万

円借りてきました。この金さえあれば、絶対大丈

夫だからこころおきなく戦ってこいと試合前気合

いを入れられましたが、金を見せられて頑張らさ

れているような感じがしました。

試合が始まるとこの日は自信満々で、守備の時

でもグランドを見ていました。ここまでくれば、

勝ったと思い込んでいるようでした。その試合、

1回表の守備では、四球はだす、エラーはするで、

5点を取られてしまいました。そしたら2匝Ⅰ以降

は、またお守りを出して拝むようになりました。

それが効果があったのか2回以降は0点で押え、

少しずつ加点して、5対5まできました。しかし

9回表に打たれて6対5になり、裏の反撃も及ば

ず負けてしまいました。



さて、負けて我々が、一番気になったのは、仙

台に行くお金がどうなるかと言う事でした。監督

は、それを返す素振りは見せず、鶴岡駅でも、残

念だったといって別れました。我々の当時のクラ

ブ年間予算は、9万8千円だったので大変気になっ

ていました。

その後私は4年間、東京の大学にいき帰ってき

ました。懐かしくて高校のグランドへ行ったら後

輩が練習をしていました。阿部君もその時いたは

ずです。また、お世話になった皆川運動具店にも

寄りました。その時我々の年度に多額の未払金が

あったのを知り、仲間4人と相談して年賦で支払

いました。年銃を払っていて思い出されるのは、

あの10万円がどうなったかと言う事です。荘内銀

行には返されていないと言うことでした。荘内銀

行にあれは寄付したのかと聞いたところ、寄付で

もないんだが・‥と困った顔をしていました。

地方の監督さんというのは、土日返上でやって

います。家業などなげうってやってらっしゃる訳

です。私が高校時代、島岡監督に匹敵するすぼら

しい監督さんにめぐり合えて、すぼらしい青春時

代をおくらせて戴いた事に感謝しております。

（・畠会挨拶）
中澤　　進君

此度、社命による転勤

で鶴岡ロータリークラブ

を退会することになりま

した。私が鶴岡へ赴任し

て参りましたのは4年目

の5月9日でした。丁度

今と同じように、庄内平

野の田ん園に水が張られ、田植の美しい季節でも

ありました。

サラリーマンの宿命で転勤は己む得ないとは言

うものの、この四季折々に美しい自然と、暖かい

人情の中で過ごしたこの地を離れることは誠に残

念であり、後ろ髪を引かれる思いでございます。

また赴任と同時に、伝統ある鶴岡ロータリーの

仲間入りをさせて頂き、識見豊かで文化的素養の

高い皆様と接することが出来、大変勉強になり、

自分のこれからの人生にとって大きな財産を得た

ような感が致します。

ロータリーの活動では十分にお役に立てません

でしたが、自分の職業を通じて社会奉仕する……‥・

という点ではいささかなりとも、貢献できたもの

と思います。

これから赴任する先は茨城県の水戸市でありま

すが、家庭の事情により、再び単身赴任で参りま

す。

鶴岡での単身生活でノウハウが出来ましたので、

新任地でも頑張りたいと思います。　最後に皆様

のご交誼に感謝申し上げると同時に鶴岡ロータリー

の益々のご発展と会員皆様のご健勝を祈念して退

会の挨拶と致します。

（＿＿ビジ‾夕三）

阿　部　興　二君（鶴岡東RC）

佐　藤　　　憲君（　”　）

ゲストスピーチ

鶴岡ケンウッド社長

永　原　秀　治氏
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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12：30～1‥30

◎閉脚RO竺！＿準
ロータリーを楽しもう！

会長蒜覇展韮幹事佐々先議麿　汐予診等酎匪怒凝震遠1掃く艶愚書旨髄態鮮蔓位斎矩喝匡願雄琴腐初男奇妙隼事後謝怒驚

出席報告：会長90名　出席別名　出席率74．03％　前回出席率朗』4％　修正出席数73名　確定出席率84．42％

（会長報告）
高橋良士君

5月20日（日）は親睦委員会の主催で家族会が

行われましたが、幸いなことに五月晴れに恵まれ

まして、午前8時30分、物産会前を出発し、残雪

にはえる「ぶな」の原生林、こぶしと山っっぢが

満開の景観を眺めながら湯殿山を参拝いたしまし

た。

次いで昨年10月から「試験たん水」が始まりま

した寒河江ダムを見学しましたが、ダムサーチャー

ジ水位、……最高貯水位のことだそうですが、海

抜400m、水位92mに丁度到達しておりまして、

この水位は試験的に水を貯める時しか見られない

という事で又とないチャンスに恵まれましたが、

朝日連峰と月山に餌まれて青々として水をたたえ

た人工湖“月山湖”は実に雄大で御座居ました。

西川町の「玉貴」で清流の音をききながら旬の

山菜料理を堪能いたしまして午後からは月山酒造

資料館、寒河江の名刺「玄恩寺」を見学し、まさ

に清遊の1日を過ごすことが出来ました。

・（二

今回は丁度親睦委員長の中沢さんが御栄転のた

め退会されたばかりでしたので、親睦委員会の佐

藤順治さんが御一人で御世話をしていただき、本

当に有難う御座居ました。心から感謝申し上げま

す。

先週の例会で御報告いたしました立川クラブが

ホストとなりまして余目高校へオーストラリアか

ら交換学生として留学しておりますデプラ・ジャ

ミスンが5月9日に急性虫垂炎となり私が手術い

たしましたが、その後の経過は順調で先週の土曜

日元気で退院いたしましたので併せて御報告いた

します。

（幹事報告）
佐々木滋彦君

◎　来信・通知

①　5／16　ライラ研修会へのお礼状

郡山RC

②　5／17　ライラ研修会へのお礼状

福島西RC　熊谷京一氏

三二二㍉‡三千
書芸≡≡琵琶重吉夏雲……皇芸芸≡蓋曇…‡蔓蓋し…三三；芸冨芸誓言…遠くためにも、蕾

日手掛けるのではないため一隻を完成させるの　　お時間がございましたら、当社ショールームに11ノH＼llEU♪′▼ヽ・－　LJ t dヽ　）J L・●二ノヽ　＝＝rlこし　■「　コ　　　′r　　’【l、一　　　　つ

二三三二三三きご覧いただければ幸甚と存じます0　　膏

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの粛蘭の理解と実践を－



久米允彦氏

⑨　5／16　鶴岡市青少年育成市民会議

役員任期満了・代表者推薦依頼

市社会課児童係

④　5／17　シンポジウム協力への礼状

農村地域と国際交流シンポジウム

実行委員会

⑤　5／18　ロータリー研究集会案内

6／9～10　蔵王温泉太平ホテル

東根奥羽千種会

⑥　5／19　次年度の支出について「クラブ計

画及び目棟の要約」6／17持参

公式訪問等について照会

次年度分区代理

⑦　5／19　　ガバナーノミニー

佐久間有寿氏略歴
ノミニー事務局

。会報到着

山形RC　　山形西RC

◎　例会変更
・温海クラブ　　5／28＆6／11の例会は

会場を、温海町商工会館に変更

6／4の例会は20周年記念式の

ため

日　　時　　6月3日（日）

時　間　11：00点鐘

会　場　　万　国　屋

・酒田クラブ　　5／30（水）はIACと合同

例会のため

日　　時　　5月31日（木）．

時　間　午前5：30　集　合

場　所　　日枝神社

例　会　　日和山会館（雨天決行）

時　間　　午前6：30　点鐘

（会員スピーチ）

私の「リメンバー、

昭和16年12月7日、

真珠湾は太平洋戦争幕開

けの場となり、私達本人

には、忘れられない名前

となりました。日本を包

囲する、A、B、C、D

ラインは、日本をして武

力により国家の利益を守

ることしかないと言う悲壮な境地においやりまし

た。東条英機大将が同年10月に首相の座につい

て、この戟争は決定的なものとなりました。山本

五十六提督は、米国のような大国を相手の勝利は

奇襲攻撃によるもの以外ないと確信し、軍事上の

理由から真珠湾を、その奇襲の場として選択しま

した。

昭和16年12月7日の未明、野村、束柄の両

大使は、「ワシントン」で米国側と交渉中でした

が、その頃33隻からなる日本の機動部隊は、

「オアフ島」北方200マイルの地点に進航し、353

パールハーバー」

三　井　賢　二　君

磯の日本の艦載機は、真珠湾に停泊中の米国太平

洋艦隊を撃滅せんと発進中でした。午前6時航空

母艦から第一次の183機が、飛び立ち、続いて午

前7時15分に、第二次の170機が飛び立ち真珠湾

に猛攻をかけました。「オアフ島」の空に接近し

た飛行隊は、3編隊に分かれ、東西北方より奇襲

をかけました。当時停泊中の戟艦「アリゾナ」を

含む94隻のうち、18隻が撃沈又は撃破しました。

この攻撃の結果、米国将兵の戦死者は、3，067名

に達し、日本軍の戦死者は55名でした。然し、こ

の奇襲は、米国民を団結させ、どの地域社会でも、

「リメンバー、パールハーバー」を合言葉として

戦争目的遂行に挙国一致し、遂に20年8月、日本

の無条件降伏と言う絶対的勝利を米国にもたらし

たのであります○　　　　　サーで，h
′′～　　　　・トや一

一｝■頑叫ユニ；＝二二二帆いい、、・

、一ノ



㊥ゲスト（3分間）スピーチ

（委員会報告）

（いターアクト委員会）

委員長　秋野　　忠君

いっもRACに対し、御協力戴き、感謝してお

ります。今日はRACの赤谷会長、西方幹事が、

チャリティーバザーのお願いと色々のお礼におみ

えです。

RACも日々活動が活発化し、来年は、30名に

したいと考えております。企業の皆様からも、ど

なたか御推薦を戴ければ有難いと存じます。よろ

しくお願い致します。

ローターアクトクラブ

（RAC）会長挨拶
RAC会長　赤谷恭彦

日頃皆様からご支援を戴きまして有難うござい

ます。今日は、先日の年次大会に2名郡山に派遣

して戴いた事、ライラ研修会に4名参加させて戴

いた事に対し、お礼申し上げに参りました。参加

した人は皆感激して帰って参りました。

また、本日はお手元にプリントをお配り致しま

したが、7月上旬チャリティーバザーを行う事に

なりました。何分メンバーが少なく大きな事は出

来ませんが、皆様のお力を持って成功させたいと

思いますので、よろしくお願いします。

川崎RC　保坂民男君

ただ今御紹介戴きまし

た保坂でございます。貴

重な時間を割いて戴き、

有難うございます。御地

には、出張で参っており

ます。当地は、自然に恵

まれた大変いい所と思っ

ております。

川崎は、東京、横浜に挟まれた工業都市で暗い

イメージがありましたが、現在は工場もクリーン

になり、大変明るくなりました。人口も100万人

を越え、政令都市になっております。川崎大師も

ございますので、東京へお起こしの際は是非川崎

にもお立寄り下さい。本日は有難うございました。

ロータリー財団寄付額

￥9，808

（ビ　ジ　タ　ー）

保　坂　民　男君（川崎RC）

長谷川　順　一君（鶴岡東RC）

ゲストスピーチ

鶴岡市長　斎　藤　第　六氏



1990～1991年度

253地区協議会報告　＝＝

分割前最後の地区協議会に行って参りました鶴

岡クラブからは義務出席7名と国際奉仕部会の副

リーダー新穂光一郎さんの8名が出席しました。

第1日日　5月12日（土）

3時～4時30分迄

会長、幹事会

於　磐梯熱海ホテル華の湯

第2日日　5月13日（日）

9時～10時20分迄　本会議

於　総合レクリェーション施設

郡山ユラックス

10時50分～1時50分迄　分科会は2日以上に分

かれて、会長部会（佐藤昇）財団部会（毛呂健士

君）は郡山ユラックスで、幹事部会（高田耕助君）

クラブ奉仕部会（迎田稔君）職業奉仕部会（秋野

昭三君）社会奉仕部会（石井敬三君）国際奉仕部

会（荒井宏明君）は磐梯グランドホテルでした。
・会長部会の報告

1．会員増強について

主として会員30名以下のクラブと50名前

後のクラブが、対象で10～15％の増強を目指

してほしい。

女性会員が増える傾向にある。福島中央ク

ラブが新しく出来て男性会員22名女性会員4

名がチャーターメンバーで7月からスタート

します。

フィリピンには女性だけのクラブが出来た

そうです。

会員が多過ぎてコミュニケーションがとり

にくいとか会場が狭くなって困っているクラ

ブは新クラブの誕生を考えて下さい。

2．ロータリー財団について

ポリオプラス最終年度なので目標達成につ

とめて下さい、また鶴岡クラブはロータリー

財団寄付額10，000％達成で表彰状を貰って来

ました。

3．青少年奉仕活動について

来年のライラ研修会は5月17日、18日、19

日の3日間猪苗代国立磐梯青年の家で開催さ

れます。

4．環境保全について

この秋に開催される地域年次大会には地域

としてもイベントを考えるが、各クラブでも

19　9　0学年度　地区別奨学生割当数（試案）

地　　　区 継続者数
1990年度

申込者数
＊見込み

申込者による
百　分　比

地区別個人
平均寄付額
（87年度）

157～214

1990（平成2）学年度奨学生数は、520名にSY－1の15名、SYwOB部門10名、理事長枠5名を加えて、

なお、上記奨学生数の他にCY若干名を採用する。

注：Di sY－Bの採用可能数は、11欄の数字の10％以内（少数点以下繰り上げ可）であって、Di sY－



環境仁全委員会の様なものを作って植樹等に

カを入れて下さい。

0リーダー九里茂三ガバナー

クラブ内部の強化育成に努力すること

年度の重点百榛の基本理念をどう生かすか。

各小委員会の調整について

0小野姓広副リーダー（いわき市）

会報の広報・雑誌委員会の活動についてのアド

バイス

0伊東政一副リーダー（酒田）

クラブ拡大について、酒田中央・酒田スワンのク

ラブを設立されて経過をふまえての解説

0土屋繁一割リーダー（郡山南）

自らの体験の中から学ばれたロータリー活動全般

について

質疑の中で個人の奉仕から団体の奉仕（ポリオ

プラス）にR．Ⅰの理念が代りつつあるかとの問

いに、いくらかその傾向があるとの答えでした。

日　　　時：90年5月13日　AMlO：30分開始

リーダー：高坂知甫PG

副リーダー：岡部新一郎（環境問題）

吉岡丹伽穂（老人問題）

今泉信一郎（青少年問題）

［亘二重］
初めに高坂PGから、ロータリーに於けるシカ

ゴでの初期社会奉仕の生立ちと発展、問題展開に

つき話があり、ロータリーの社会奉仕について記

載されている手続要覧23－34決議も、一時消滅し

た事があった等の話が30分程あった。

次に吉岡副リーダーより老人間題に関し、62年、

自クラブに高齢者委員会を設置したが、何をすべ

きか暗中模索している内に一年が過ぎ、次年度も

試行錯誤に終わった苦しい経験を述べ、大変運営

が難しいが、「高齢者が生きがいを持てる状況を

作る手伝い」が、ロータリーに於ける老人奉仕で

はなかろうか、と自分の老母の生き方に触れ、老

人の自己開発の事例を話された。その後、質疑が

2、3あったが省略する。

12時、昼食30分をはさみ12時30分より、岡部副

リーダーより環境問題に関し、グローバルな観点

から、大気汚染、水質汚濁、自然保護、薬物汚染、

ゴミ処理等の環境問題を始め自動車、カラオケ騒

音まで、各クラブにおける、それら諸問題を踏ま

えた対応が必要と述べた。RIでは、南米、東南

アジア、ヨーロッパなど樹木の伐採、又はC02

による樹木の枯死を重視し、緑の復活を世界的に

呼びかけるべく、具休的な方策を検討していると

割　当　数　520名
申　込　者
50％：260名

8　＋　9
1990学年度

割　当　数
新規採用者数 割当数1989

会　員　数
（87年度）

2，957名

50名とする。

、Di s－Bの数は12欄の新採用者数に含まれる。



の事であった。

次に、今泉副リーダーが青少年問題、特に、ロー

ターアクトの在り方に関し、自分の病院に来るイ

ンターンなど若い人々の思考癖を例に稜々話した

が、散漫で慮った意見発表にはならなかった。

その後20分程の時間に、参会者の質疑応答があっ

たが、時間切れで特に記す程の事はなかった。

1時50分、分科会は終了した。全般を通じ、リー

ダー、副リーダーの冗漫な時間使用で、参会者の

意見発表の時間が足りなかったのは、何のための

分科会か判らなかったのは残念であった。

253地区

棲記の件、下記の通りご報告申し上げます。

1．冒頭地区国際奉仕部会リーダー松永輝彦氏よ

り国際奉仕とは何か、国際奉仕委員会の歴史、

役割等について本人の個人的体験談等を折り込

みながら説明された。

〈国際奉仕委員会の担う役割〉

（1）国際青少年交換

（2）世界社会奉仕

財団法人ロータリー米山記念奨学金

寄付金納入明細書

ク　ラ　ブ名 �年間1名当り �1989／07月～1990／03月　期間入金分 
普通寄付金 �特別寄付金 �合　　　計 

余　　　　目 �（半）　　1，000 �29，000 �0 �29，000 

朝　　　　日 �2，000 �64，000 �0 �64，000 

温　　　　海 �2，000 �83，000 �0 �83，000 

東　　　　根 �2，500 �118，500 �0 �118，500 

上　ノ　　山 �2，000 �36，000 �37，000 �73，000 

振　　　　37，000 �振　　－37，000 � 

最　　　　上 �2，000 �29，000 �0 �29，000 

村　　　　山 �2，000 �82，000 �0 �82，000 

長　　　　井 �2，000 �110，000 �0 �110，000 

中　　　　山 �2，000 �26，000 �0 �26，000 

南　　　　陽 �（半）　　1，000 �49，000 �0 �49，000 

尾　花　沢 �2，000 �78，000 �0 �78，000 

小　　　　国 �2，000 �46，000 �0 �46，000 

大　　　　江 �2，000 �68，000 �0 �68．000 

寒　河　江 �2，000 �133，000 �0 �133，000 

酒　　　　田 �2，000 �95，000 �0 �95，000 

酒　田　兼 �2，000 �127，000 �300，000 �427，000 

新　　　　庄 �3，000 �112，500 �0 �112，500 

白　　　　鷹 �2，000 �71，000 �0 �71，000 

立　　　　川 �2，000 �62，000 �0 �62，000 

高　　　　畠 �2，000 �91，000 �0 �91，000 

天　　　　童 �2，000 �133，000 �900，000 �733，000 

返　　－300，000 � 

鶴　　　　岡 �3，000 �262，500 �0 �262，500 

鶴　岡　西 �2，000 �103，000 �0 �103，000 

山　　　　形 �2，000 �147，000 �300，000 �447，000 

山　形　北 �2，000 �172，000 �150，000 �322，000 

山　形　南 �2，000 �166，000 �0 �166，000 

山　形　西 �2，000 �208，000 �0 �208，000 

山　　　　辺 �2，500 �130，000 �0 �130，000 

八　　　　幡 �2，000 �40，000 �0 �40，000 

米　　　　沢 �2，000 �99，000 �0 �99，000 

米　沢　西 �2，000 �82，000 �0 �82，000 

遊　　　　佐 �2，000 �41，000 �210，000 �251，000 

注：返は返金　　振は振替



（3）国際的な特別月間と催し

（4）国際的会合への出席

（5）ロータリー財団

2．次に地区国際青少年交換小委員会委員長の新

穂副リーダー及び副委員長の小槍山副リーダー

より253地区における交換学生の受入、派遣状

況、1990年度の受入計画（今後交渉予定分を

含む）。併せて現状の受入、派遣に関する問題

点等について説明された。

く現状の受入及び派遣相手国〉

・アメリカ合衆国（コロラド州、テネシー州等）

1990年3月31日現在（単位：円）

過　　去　　累　　計　　分 

普通寄付金 �特別寄付金 �合　　　計 
695，100 �330，000 �1，025，100 

1，008，000 �0 �1，008，000 

1，262，500 �0 �1，262，500 

1，987，700 �360，000 �2，347，700 

1，503，650 �0 �1，503，650 

465，500 �0 �465，500 

1，548，350 �300，000 �1，848，350 

1，578，600 �0 �1，578，600 

263，000 �30，000 �293，000 

1，661，750 �0 �1，661，750 

1，056，300 �0 �1，056，300 

651，500 �100，000 �751，500 

1，273，800 �0 �1，273，800 

1，964，900 �900，456 �2，865，356 

1，725，600 �0 �1，725，600 

1，742，500 �1，200，000 �2，942，500 

2，008，800 �36，000 �2，440，800 

1，167，850 �605，000 �1，772，850 

695，500 �0 �695，500 

1，407，500 �0 �1，407，500 

1，947，500 �5，251，000 �7，198，500 

3，189，000 �2，868，280 �6，057，280 

1，271，200 �38，900 �1，310，100 

2，397，500 �1，200，000 �3，597，500 

1，965，500 �5糾，000 �2，529，500 

1，951，000 �1，001，000 �2，952，000 

1，779，400 �300，000 �3，079，400 

1，740，000 �0 �1，740，000 

779，000 �0 �779，000 

2，092，200 �3，334，000 �5，426，200 

1，405，400 �0 �1，405，400 

1，003，500 �1，710，000 �2，713，500 

・オーストラリア

次年度253地区より現在8名の応募あり

・カナダ（カルガリー、パンフ一等）あり

全般的傾向として日本からの応募者数は年々多

くなっており、逆に海外からの日本への応募者は

円高ドル安等により少なめになっている。

3．次に地区世界社会奉仕小委員会委員長の長沢

副リーダーよりWCS（World Community Sr，

vice＝世界社会奉仕）の活動概要について説明

され残り時間全般的質疑応答の後閉会となった。

以　上

平成2年3月31日現在

253地区　寄付金納入明細

順　位 �ク　ラ　ブ　名 �寄付金合計額 （千円単位） 

1 �い　わ　き　平 �10，807 

2 �会津若松酉 �8，302 

3 �天　　　　　童 �7，198 

4 �鶴　　　　　岡 �6，057 

5 �福　　　　　島 �6，035 

6 �白　　　　　河 �5，971 

7 �米　　　　沢 �5，426 

8 �飯　　　　　坂 �5，030 

9 �郡　　山　　南 �4，731 

10 �会津若松南 �4，622 



出席者　次期職業奉仕委員長　93名

リーダー　　バストガバナー　田中善六君

副リーダー　（郡山西）　石川博之君

リーダー説明

職業奉仕の規定

RC手帳、手続要覧の定款の中の綱領第2を読

んで下さい。

ロータリーも歴史と共にいろいろ変遷を重ねて

きております。

規定もそれに伴って変わってきておりますので

新しい資料を利用して下さい。

職業奉仕の推進

まずロータリーを知ることが大事です。

これを知るものは、これを楽しむものに如かず

です。

職業奉仕は多くの要望に職業を通して満たして

やることです。

原子爆弾の製造、最近では自然環境保護の問題

などもクローズアップされてきております。

四つのテストに照らしてみて本当に我々の幸せ

につながっているのだろうか、今こそ職業奉仕を

考え実践する時です。

個人個人の奉仕からクラブでも力を込めて一緒

になってやるときです。

「本宮の水」というロータリアンの書いた本が最

近発刊されました。研究者という職業を通じ、住

民の飲料水の水源地を汚染から守り抜いた実践記

録です。職業奉仕の良い事例ではないでしょうか。

石川副リーダー

新方針、パンフレット、事例集等の説明

リーダー

職業奉仕については、東北からも立派な発表が

なされています。

昭和45年に郡山西ERCで12条の倫理訓を作り

ロータリーの友に掲載されています。

実　践　事　例

福島大付属養護学校からの要請による就職相談

中国帰国者からの相談受付

米沢の3クラブ合同による女子を含めた就職相

談

寒河江の中学校への講師派遣による就職相談

午後の分科会（3部に分かれて実施）

リーダー　　斎藤　利明（山形）

副リーダー　山田　昭治（米沢）

「行動計画」立案用紙により話し合い

表彰、職場見学については、大方のクラブで実

施している。

職安の所長や大学の先生を招いての職業実態の

講和等も実施。

その他職業倫理の面からRC会員に相応しくな

いものも見受けられるので反省を求める発言もあっ

た。

3部に分かれての話し合い後、各リーダーから

状況報告

各部の報告については大同小異であった。

財団法人ロータリー米山記念奨学会は、日本の

全ロータリアンの支持によりロータリークラブの

所在地域（主としてアジア）から勉学または研究

のため来日し、わが国の正規の学校又は研究所に

在籍する外国人留学生に奨学金を支給して今日に

至っております。　東京ロータリークラブ創立の

父であるよ米山梅吉氏の功績を記念し、その遺徳

を永久にしのぶ事業として、留学生に学資を援助

するための基金を設定し、これを米山基金（米山

ファンドとも呼ばれた）と名付けたのに始まりま

す。

日本の国際的地位の向上にともない広く世界各

国の留学生を対象とするようになり、更に1989年

度からは、以前にロータリークラブが存在してい

た国からの留学生にも、一定の限度内で奨学金を

支給するようになった。

ここに寄付金納入明細書

253地区寄付金明細書

1990年度地区別奨学生割当数

最後に来年度から253地区が2つに分かれるの

で今年度は特に今までより多くの寄付金をお願い

したいとの事でした。



第253地区鶴周ロータリークラブ第1557回例会会報1990（平2・5・2g）（天候晴）

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・30～1‥30

Ep打OYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

会長荒温泉韮幹事佐萄未熟参汐予診等社僅怒衛磁■芸車牡鹿鈴徹社会融主君提唱国陵辱低環厩闇黒青少年蓉徒加蔽賢

出席報告：会員90名　出席61名　出席率69．23％　前回出席率74．03％　修正出席数74名　確定出席率85．90％

（会長報告）
高橋良士君

1．中沢進、村上龍男両君の送別会

5月22日、午後6時30分より会員、忠鉢さんの

湯田川温泉“ますや旅館”におきまして、此度退

会されました中沢進君、村上龍男君御二人の送別

会が、クラブと昭和二桁会の合同で開催されまし
た。

中沢君は4年有余、会員として在籍されました
が、特に本年度は親睦委員長としてクリスマス家

族会等でユニークなアイディアと企画を、又、ス
マイルボックスではクラブの財源確保のため大変

御活躍いただきました。
一方、村上君は当クラブ初めての水族館の職業

分類で入会され、これからの御活躍を期待してお

りましたが、誠に残念ながら企業内事情で退会の

止むなきに至りました。

御二人の今後の御活躍を祈念し、クラブからと

昭和二桁会より退会品を贈呈いたしました。

尚、会場の忠鉢君のお心遣いによりまして大変

結構な旬の御料理を頂戴できましたことを心から

感謝申し上げます。
2．温海ロータリークラブ創立20周年

6月3日（日）温海温泉“寓国屋’’で挙行され

萎　老を修めるは甚だ難し石黒康之助
萱　私が鶴岡RCに入会させて頂いて約30年にな

儀宣雲芸事賢蓋藁葺警妻誓
膏　の母を送ってから悲喜交々の日を送っておりま

脅　すL咋年．9旦聖ま堅牢大聖至り竪療挙軍功野草

ますが、温海クラブは20年前鶴岡クラブがスポン

サークラブとなりまして創立したクラブで御座居

ます。皆様方の御協力によりまして17名の御参加

となりました。

すでに御連絡いたしましたように、当日バス御

利用の方は午前9時30分まで産業会館前集合となっ

ておりますのでよろしくお願い申し上げます。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知
（∋　5／26　よねやまだより　　　米山奨学会

②　5／26　ライラ研修会へのお礼状

九里茂三ガバナー

③　5／26　事務所移転のあいさつ
ガバナーノミニー事務所

④　5／28　ライラ研修会への礼状

ライラ研修会実行委員会

（診　5／28　国体鶴岡市実行委員会、

第三回総会資料　　　実行委員会
・会報到着　鶴岡西RC

◎　例会変更
①　鶴岡西RC　6／8（金）座禅例会のため

善宝寺　　AM　6：30集合

l l∴　二手　＝‥至言∴二二三二芸も二二二l

三三三二≒≡享三三
は何とかご免して頂きたいと考えるこの頃であ　普

是誓；、諾警筈雲誌諾誉芸雷宗悪霊読書

先警去認驚喜豊豊雷芸慧警芸警芸芸急呈萎
強くしております。掛こ吉田仁直前G（3月24　憂
日）、村上七五三夫G（今月11日）両氏？甲逝　普

∴亨骨㌧一里。帥・の轡丁やい隼州・・・－エンジ葺‡芽プく）∴

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細蘭の費解と美践を－



去は地区運営に大きな支障となり悲嘆の極みであ
ります。また地区内PGは高齢者が多く、或いは
病気療養中の方々も現れ、1991～，92年よりは地

区分轄となるので、その運営を心配しております。

去る5月12日杖を頼りに郡山へ出張し、地区顧問、

諮問委員会へやっと出席してまいりました。それ
は1992～’93年度のG．N．の選考についての協議で

ありますが、各委員共に若い元気なG．N．を、即
ち明治・大正生れでなく昭和生れの方をとの希望
でした。まだ氏名発表に至りませんが、山形県で

は中央分区よりと内定しました。その次の1993～
’94年度以降は庄内分区に廻る可能性が強いかと

思います。G．N．指名には会長経験が必要な条件
であります。

ロータリーの発展のためには各クラブで若い会

長をどしどし育成し、早坂・石黒・村上のような
70才台のガバナーでなく、50才台から60才の前半

くらいの若い元気な方を今から準備して頂きたい
と思います。高齢宿痢となり老を修めるは甚だ困

難でありますが敢えて庄内分区よりの若いガバナー
の誕生を期待してやみません。

亡夫マイ亘）

塚原初男君　80才の父が春の叙勲で受勲しま
したので

松田士郎君　5月24日中沢進君送別ゴルフコ
ンペで見事優勝致しました。

藤川享胤君　同上準優勝しまして、尚これを
機会にゴルフ同好会を作り、幹
事は優勝者、準優勝者両名で行
い2ケ月に1度位で行います。

富田利信君　昨年30周年記念事業として敬天
愛人と言う記念碑を建立したわ
けですが、5月31日午後8時よ

り庄内藩と西郷隆盛と言う番組
がNHKで放送する事になりま
した。是非ご覧下さるように

市川輝雄君　去る25日の天神集に鶴商連スタ
ンプグループで西郷南州と庄内

藩と言う山車を出し、見事優秀
賞二位になりましたので、尚ク
ラブ員の山口さんが菅実秀に扮
して参加しております。

山口篤之助君　只今ご紹介ありましたが私も市
川プロダクションに所属してお

りまして菅実秀に扮しまして優

秀賞をいただきましたので
柏倉浮宏君　昨日より6月6日まで10日間ふ

れあい、さわやか、と言う事で
サービス週間を実施しており、

町を明るくする運動に協賛させ

ていただき「市五町一村に街路

灯20灯を寄進させていただきま
した。これ迄約20年間この運動

をやらせていただき、一隅を照

らすと言う事で毎年行った結果、
1，095灯になります。これから

も長くやって行き、皆さんに喜
こんでいただきたいと思います。

秋野昭三君　昨年より建設を進めてまいりま
した鼠ヶ関マリーナと海洋セン

ターが3月末日に完成しまして

去る5月24日竣工式を行いまし
た。私共の会社で電気工事を担

当させていただきました。この

施設は来る平成4年のペにばな

国体ヨット競技に利用されます。
庄司俊治君　去る26日荘内日報社定時株主絵

会が行われ無事終了いたし役員

改選で常務取締役に再認されま
した。当社の歴史は44年程であ

りますが皆さんの郷土の情報紙
として、又個性豊かな新聞とし
て頑張って行きたいと思います。

皆さんのご協力をお願いして
玉城俊一君　去る4月29日勲四等をいただい

てまいりました。皆様方のご支

援の賜と非常に感謝しておりま
すので

高橋　登君　5月24日のゴルフコンペで先程

優勝、準優勝の両君よりどりと
どり前もスマイルの声がありま

した。丹下君と職烈な争いの結

果ビリの前になりましたので
丹下誠四郎君　前軌ま高橋君が優勝、私が準優

勝と言うことで今恒引ま高橋君と

決着をっけるべく頑張った。新
強豪揃いの上房に力が入りすぎ

誠に残念な結果で次回を期して

（Fジタ三つ

加　藤　有　倫君（鶴岡西RC）
布　川　勝　也君（鶴岡東RC）

新会員スピーチ

加　藤　恒　介君
太　田　史　郎君

※ケンウッド社長永原氏のスピーチは次回会報
に掲載させて頂きます。
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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・30～1：30

◎間断RO竺竺！準
ロータリーを楽しもう！

選抜剋縛佐々未飽参身形串役儀惑歯髄湖底鉢徹社会事故斎露噸厘陵辱腱塚原初男静年報劫噌賓
出席報告：会員錮名　出席別名　出席率犯．鋼％　前回出席率田．乃％　修正出席数71名　確定出席率把．肪％

（会長釘盲）
高橋良士君

第12回定例理事会報告

1．第6回クラブ協議会

日　時　　6月12日　午後4時

会　場　「新　崩」

協議事項

。本年度活動報告

。次年度活動計画

2．最終例会

6月26日　例会時間変更

午後6時

3．例会場変更について

例会場変更につきましては先般アンケートを

行いまして会員皆様方には大変御協力いただき

ましたが、その結果について御報告いたします。

回答数は83名で回答率は93．2％であります。

①　会場変更を可とするもの　45（54．2％）

∴‥二幸叫Oy＿肝と’‾・‾′‾′
憂　微生物と人生　　　三井　徹

㍉三幸÷二
カビ博士の本を読んで私の杷憂が零れた。私は青

∴二三圭三
∴∴∴二了二∵

不可　　〝　　18（21．7％）

（内、多数決に従う11）

どちらでもよい　　　　　16（19．3％）

（内、多数決に従う10）

無回答　　　　　4（4．8％）

②　変更の決定は

多数決で決める　　38（45．8％）

理事会できめる　　28（33．7％）

総会で決める　　　7（8．4％）

協議会できめる　　3（3．6％）

無回答　　　　　　7（8．4％）

以上のアンケートの集計を要約いたしますと。

刷　会場変更を可とするものは45（54．2％）と

過半数を占めており、会場変更には不賛成で

あるが、多数決に従う11とどちらでもよいが

多数決に従う10を加えますと66、80％は会場

変更可能を示唆する結果を得たわけでありま

す。

軸御鉢御鉢即妙御鉢で∋旨も軸e：≒良

癌剤は広く用いられている。此ら菌物質に発癌

誓嘉島誓竺窟芋誓旨さ豊嘉姦詣誌雫妄言讐詔曹
品‾

㍉∵∵1三二㌧∵一三＿㍉

－㍉三言二二

三‾∵圭‾三二二二二‾∴∴二‾lll二∴‾‾∴∴二㌧－∵弓云克夫五㌢㍉

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの腐蘭の理解と実践を－



個　会場変更の決定は多数決及び理事会で決定

するが併せて66で80％であります。

以上のアンケートの集計を資料といたしまして

数会にわたり理事会におきまして慎重に協議を重

ね、更にクラブの諮問機関であるクラブ協議会に

おいても討議を行いました。

最終的に5月29日、臨時理事会におきまして2

時間以上に及ぶ討議の末、基本的には、今後会員

増強により当会場が狭小となる事は明らかであり、

その限界に来つつあること。

第1ホテルは今後の会員数増加に対しても会場

はfleaibleに対応できるという事から将来の鶴岡

クラブの展望を踏まえて第1ホテルへの会場変更

との合意を得たのであります。

変更を不可とする会員の方々には、今回の会場

変更により、当クラブが将来へ向けての一歩躍進

であるという御賢察いただき、又、ロータリアン

としての寛容の精神をもって、何卒御理解を賜り

ますよう、切にお願い申し上げます。

尚、例会場変更は新年度第1例会7月3日の予

定で御座居ます。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知

①5／30ライラへのお礼状　　竹下数馬氏

②　6／1ライラへのお礼状

九里茂三ガバナー

③　6／2　ロータリー米山奨学会

ガバナーノミニー事務所

④6／4　会報送付へのお礼状　田中善六PG

（9　6／4　ロータリーの友6月号・ここが見所

出席報告についてお願い

ガバナー事務所

（ゲストスピ」チ）

鶴岡市平成2年度予算について

本日はゲストとして、

市政の概要についてお話

を申し上げる機会を与え

て戴き光栄であると同時

に、新年度予算の大まか

なところをご≡哩解戴けれ

ば幸いです。

一般会計の額は239億

5千9百万円、前年度より8．1％の増で抑制気味。

0主な新規事業

・出羽庄内国際村整備事業一2億2千4百万円

一昨年自治庁のリンデングプロジェクト事業に

指定され、国際交流基盤整備の部門で全国650市

の中で指定を受けたのは鶴岡と長野県の市と二つ

だけで今年からいよいよ事業に入る。伊勢横内の

羽黒街道すじまた112号線バイパスこの道路沿い

鶴岡市長　斎　藤　第　六氏

に国際交流センターをつくる。国際民族資料館を

つくり、山口さんからアマゾン資料をお借りして

展示する。今年は土地の買収費として計上。

・ハイビジョンモデル都市整備一3千1百万円

これからの情報化時代に向けて、市が名乗りを

上げて昨年の三月に全国の都市の中から13市が指

定を受け、高度情報都市構築を進めて行く。庄内

を紹介するビデオをつくり（30分程度）、これか

らハイビジョンテレビを利用した庄内の宣伝を、

特に観光面の宣伝をやりたい。

ゆくゆくはマリカ西館の市民ホール、産振セン

ター、銀座のセントル、庄内空港が完成したらター

ミナルビルにハイビジョンを設置して一般の方々

に公開する。

・東京事務所開設－3千2百万円

4月24日東京の江戸川区に鶴岡市東京事務所を、



1名「東京江戸屋敷」を開設。

・「大名行列」保存、「からくり」製作－2千6

百万円

鶴岡の伝統のお祭りを賑やかに復活したいとい

うことで、ふるさと創成の一環として、庄内神社

のお祭りの装束、使う器具機材を整備する。大山

の犬祭りの「からくり」がたった1台しかない。

前には各町内から5台～6台あり賑やかであった

そうで、せめてもう1台新調してはどいうかと助

成。

・コミュニティプラザ管理運営鵬1千2百万円

・海浜清掃機導入一1千4百万円

海水浴の時期になると、海浜が散らかって清掃

に苦労している。最近は特に裸足で歩いてビンの

割れたので怪我をしたことがしばしばなので、海

浜を清掃する機械を導入することにし、砂をふる

いにかけて、10センチ程度地中に潜っているごみ

を集める機械をこの夏購入して今年の夏から活動。

・都市計画変更調査－1千5百万円

時代の変遷に伴い、現在の都市計画が時代にそ

ぐわない面が色々でており、都市計画の見直しに

必要な調査費として。今年から本格的に計画変更

のための調査をする。

0主な重要事業

・総合体育館建設－13億3千8百万円

（昭和63～平成3年度　総額およそ22億円）

本年度で本体は完成。これから外回りの工事費と

して。

・新形湯田川線街路事業－1億3千万円

国体と関連。美原町から運動公園を通り湯田川

街道に抜ける都市計画道路。国体開催までに小兵

木原運動公園の前まで大型自動車が自由に通れる

ような道路を作りたい。63年度から工事に掛かっ

ているが、およそ5億円を見込んでいる。

・苗津大山街路事業－1億1千万円

（昭和63年～平成6年度　総額およそ6億円）

国体関連事業、112号線から左折して第一小学

校の前を通って入ってくる道路、これが美原町に

通じて運動公園に行く交差点（日向文具店の所）

が非常に狭陰で、このままでは大型バスが曲がれ

ないので、交差点を含む周辺の改良事業を手掛け

ている。

・朝場第三小学校改築工事－8億5千9百万円

（昭和62～平成3年度　総額およそ18億円）

来年で全部完了。

・公共下水道事業鶴岡処理区分－18億5千9百万

円

・公共下水道事業湯野浜処理区分－7億3千万円

湯野浜温泉には下水道がない。庄内空港開港に

なると観光客も急激に増えてくるであろう。それ

に備えなるべく早く下水道を設置。

・荘内病院施設・機器整備－9億1千万円

（平成2～3年度　総額およそ16億円）

ベッドが少ないために入院を必要とする患者で

も直ぐ受け入れができない。大変な不便心配をか

けている。ベッド数が少ないために待機を余儀な

くされており、多いときは100名も待機している。

常時でも50～60名の待機者がいる。病院として、

使命を果たせるのかというお話がしょっちゅう聞

かされている。2カ年計画でベッド数を55床増や

そう、それに伴って職員の数も医師、看護婦を含

めて全部で45名増員をしなければならない。

・田川南部簡易水道建設－1億9千万円

（平成元～2年度　総額およそ3億円）

鶴岡市で水道が設備していない所は、田川地区

ここだけがまだ水道のない地域で大変不自由をか

けている。何故今まで水道を設置できなかったか

と申しますと、非常に部落が散在している。しか

も戸数が極めて少ない。水源地が遠いところから

水を持ってこなければならない。近くに無い。こ

のような悪条件が重なって、市も国から援助を戴

きながら、市も相当の資金投入するにしても、一

戸当たりの負担が今までやってきたような方法で

計算すると到底負担には耐えられないような高い

水道になる。やりたくともやりかねておった。

色々研究して最も有利な起債を導入する。僻地

でありますから農山村地区の特別の起債を当ては

めてもらう。



今年のお盆まで大急ぎで仮給水ができるまでもっ

て行きたい。

これが過ぎます鶴岡市は給水上水道の普及率は

100％となる。

・上水道排水管改良工事－2億1千万円

昭和8年にできて50数年がたった。当時は資材

が殊のほかないため、石綿管を使っていた。それ

が老朽化して漏水の大きな原因となっている。石

綿管の取り替え工事を継続してやっている。まだ

まだ期間がかかる。

0庄内空港事業

庄内空港の事業は、工事は順調で当初計画は平

成4年の国体開催の4月にオープンしたいと計画

を進めておりましたが、工事が予想以上に急ピッ

チではかどり、今の見通しでは来年の10月には工

事全部が出来あがる予想。今年も滑走路の工事を

急ピッチでやっており、これから第三セクターで

ある庄内空港ビノし礫式会社が事業主体として、ター

ミナルビルの建設、現在その設計を大急ぎでやっ

ている。今年の8月に発注して、来年8月には完

成させる見通しで事業を進めている。そして10月

の開港に備えようという段取り。

0東北自動車道路酒田線

内陸の方は急ピッチで進められている。庄内側

はルート発表は、一昨年10月行われ、鋭意道路公

団の方で沿線の測量をやり、大体作業は終わって

おり、急ぐところ鶴岡地区白山地区は既に土地買

収は終わっており、その他の地区も逐次沿線の地

域の方々と、特に地権者の方々と設計協議に入り

つつある。設計協議が終わって地元との要望等で

てきますがクリアーして、土地買収については白

山地区の場合いざこざなく、短期間で買収計画が

終わった経過から見ても何とかスムーズに進行し

て一日も早く事業着手を期したい。

しかし、完成まで6年とか7年とか要するであ

ろうと見込まれている。

関連して、インターチェンジの要望を続けてき

たが、高速道路の路線決定と、庄内空港の事業決

定と差があった。庄内空港事業が認可なったのは

62年9月で、インターの計画がマッチしておれば

良かったが、国ではインターは朝日村・鶴岡・酒

田地区に計画を決定し、その後から飛行場が正式

決定したと言いながらも、それを変更すること、

直すことはまかりならんと、大変困っております。

それで唯一のやり方として開発インターでやるし

か方法がない。開発インターとは、鶴岡・酒田・

三川の二市一町で工業団地、宅地造成、流通団地

とかいわゆる空港を利用して収益を挙げられるよ

うな団地造成をして、売上の利益をもってインター

の費用を支弁するやり方。インターの事業費は8

億とかせいぜい10億で出来るのに、二市一町で

100億円の事業をやらないと8～9億円の利潤が

出てこない。その売上額には譲渡所得税がっきも

のすごい高い単価になってしまう。

私　　達　　の　　会　　社

只今御紹介いただきま

した山形ケンウッドの永

原です。ロータリークラ

ブの皆さんを始め、地元

の皆様には日頃から大変

お世話になりありがとう

㈱山形ケンウッド　永　原　秀　治氏

ございます。この場をお借りして厚く御礼申し上

げます。

さて、松田さんから例会で何か話せと言う事で

すが、この地のトップの人達を前に何を話すか当

惑したのですが、企業紹介でも良いということで

すのでお引き受けした次第です。



さて山形ケンウッドはケンウッドの100％出資

の小会社ですので、ケンウッドグループの概要と、

その中での山形ケンウッドの位置付け、商品内容、

今困っている事の順にお話したいと思います。

御覧いただいたビデオの内容を掻い摘まんで申

し上げますと、ケンウッドの発祥の地は長野県の

駒ヶ根で、その後事業の拡大につれて今紹介した

姿になっている訳です。現在国内生産拠点は3事

業所、4生産子会社、海外はフランス、シンガポー

ルと2拠点でありまして、販売拠点は国内5拠点、

海外に11販売子会社を持って全世界120ヶ国に向

けて事業展開している所であります。

ケンウッドの商品は、家庭で使う。ホームオー

ディオ（昔で言うステレオ）、車の中で使うカー

オーディオ、無線機、電話機、計測機が主力商品

でして、その他に気象衛生ひまわりを作って気象

予測を行うウェザーセンサー等色々な商品を手掛

けています。

その中で山形ケンウッドは、通信機を生産する

会社でありまして、ケンウッドの通信機のほぼ

100％を生産する、唯一の生産拠点と言えます。

生産品目は趣味として楽しむアマチュア無線機、

仕事で使う業務用無線機を中心に、昨年から生産

を始めました電話機であります。

概要につきましては、お配りした会社案内の最

後のページに書いてありますが、設立は昭和56年

7月ですが、それから建設を進めましたので、実

際に稼動しましたのは翌57年4月であります。当

時は東北トリオという社命でカセットデッキ（テー

プレコーダー）を生産していました。その後ケン

ウッドで生産拠点の再構築が検討されまして、そ

の結果通信拠点に転換することが決まりまして、

現在に至っている訳です。

ではなぜ通信機に変更したかと申し上げます。

先ず第1は東京から遠いと言うことであります。

輸送費が高い言うことであります。オーディオ商

品は競争が激しいですから年々単価が下がってい

きます。安い割りには大きさは大きいですから、

結果として輸送費比率は高くなります。一方無線

機の方は小さいハンディ機でも3～4万円します

し、大型機は50万円位しますから相対的に輸送費

比率は低くなります。従いまして遠くても輸送費

負担が軽く済む、と言う事であります。

第2は労働の質にあります。無線機はオーディ

オ商品と比較しますと圧倒的に難しい商品です。

細かい作業と、正確な測定の連続になります。従っ

て作業者の質が大きく問われます。幸い鶴岡はレ

ベルの高い労働力が確保できますので、この点も

大きな要因となります。これは他の地域と比べる

と相当大きな開きと言って良いと思います。この

2つの要因から通信株の生産拠点に転換すること

になった訳です。

次に商品の説明に入らせていただきます。お配

りしました中にカタログがありますので御覧いた

だきながらお聞き下さい。アマチュア無線機には

家の中で使う大型の物と、車の中で使う物、それ

と携帯用のハンディー機に別れますが、最近は技

術的な進歩と手軽さからハンディタイプの商品が

急速な伸を示しています。例えばスキーを楽しむ

時とか、狩猟の時、山登りの時とか、手軽に持ち

歩け、価格も手頃な事から幅広いお客様に使って

いただいていますので、アマチュア無線機の中で

は主力商品となっています。

業務用無線機は、文字通り仕事の時に使う無線

機でして、アメリカを中心に海外では、警察、消

防、森林警備隊とか、大きな工場内での連絡用に

広く使われています。日本では小規模の所を対象

に展開していまして、お酒屋さんとか、クリーニ

ング屋さんとか、修理屋さんとかの、お店と車の

連絡用に使われていますし、工事現場でも多く使

われています。

電話機につきましては法律の改訂によりまして、

規格を満たした商品であれば誰でも売って良い事

になりましたので、我社も手掛けるようになった

わけです。大別しますと手に持った方の送受信部

に線の無い離れていても使える、コードレスタイ

プと、留守の時に掛かってきた電話を録音する機

能とか、特定の人しかっながらないシークレット



機能とか、多くの機能を持った留守番タイプの2

種類がありまして、若者を中心に大変な勢いで伸

びています。我社に於きましても昨年から作り始

めていまして、生産が追い付かない程好評をいた

だいております。もう一つデジタル伝送の送受信

機も作っているのですが、これは宇宙衛星を使っ

て交信する機械で、衛星を2個ないし3個使いま

す。原理は電波を発射して各々の衛星との距離の

差、電波の到達時間の差を利用して、自分の位置

を正確に把握し、且つ交信も出来るという、非常

に進んだ商品でして、アメリカで販売されていま

す。アメリカは広い国ですし、トラック輸送が主

体です。又人の住んでいないところが相当有りま

すので、輸送会社は自分の会社のトラックがどこ

にいるか判り、そこに適切に支持ができれば非常

に便利です。この商品はこれを満たしますので広

く普及するだろうと思います。しかし作るのは非

常に難しい商品です。理由は宇宙のかなたから飛

んでくる極く弱い色々雑音の混じった電波を、正

確に整理して、必要な情報だけを取り出す仕事で

すので、極めてむずかしい、再先端の技術が要求

されます。中でも高周波デジタル技術は必要不可

欠の技術となっています。

こんな商品を毎日生産している訳ですが、更に

特徴的な事は、一貫生産工場であることと、技術

スタッフが大量に居ると言うことでしょうか。こ

れからお過ししますが、プリント板に、機械を使っ

て、目に見えない位の小さな部品を取り付ける所

から始まって、完成品を組立、検査して営業に届

けるまでの全ての機能を持っている事にあります

し、各々の作業に必要な治具ですとか、図面です

とかを作る技術者が大勢居る事でしょうか。

次に我々電機業界の生産のシフトについて申し

上げます。

比較的技術がこなれていて、あまり技術革新が

望めない商品、これは作り易くだれでも作れる商

品ですし、コスト競争も激しいです。又、貿易摩

擦、非関税適壁の対象ともなります商品ですので、

安い労働力が確保出来、且っ、貿易摩擦の厳しく

ない立地条件が必要となりますので、東南アジア

を中心とした海外に生産場所を移しています。ケ

ンウッドにおきましても、この類に漏れず、オー

ディオ輸出商品はほとんどシンガポールに移して

いまして、今や最大の生産拠点に育っています。

又、技術革新の激しい商品は技術者と情報が決

手となりますので、どうしてもそれ等が集まる首

都圏になってしまいます。技術者の確保一つを取っ

ても地方都市ではむずかしいと思います。我社に

於きましても計測機ですとか、高級オーディオ商

品を首都圏で作っていまして、量的には多くあり

ません。どちらかと言うと、研究開発、設計部隊

が中心と言う事になります。

では地方都市はどういう所に存在価値があるか

と申しますと、その中間と言う事になります。人

件費は海外より高くても、むずかしい作業、考え

ながら、改善しながら進めていく作業、定型化で

きないような作業、これ等の特性を持った商品を

生産する事が一番良いのだろうと思います。この

様な商品を、教育程度の高い頭脳と手先の器用さ

で作り上げていく、いわば製造技術型商品群の生

産と言う事になります。我々山形ケンウッドもこ

れに当たりまして、商品は技術革新が激しいです

し、デジタル技術、高周波技術、マイクロコンピュ

ーターのソフト開発、で作り込んだ商品ですし、

細かい、精密な仕事ですので手先の器用さも要求

されます。

教育レベルが高く、手先も器用で且つ勤勉な人

材が確保できるこの鶴岡はピッタリ付号する所で

あります。

余談になりますが、東京では新聞、テレビで御

承知の通り、人手不足は深刻です。その対策とし

て外国人労働者を使うわけですが、相当な数が入っ

ているなあと身近に感じています。私の東京の住

まいは大田区にあるのですが、3～4年前は東南

アジア系の人はほとんど居ませんでした。たまに

見掛けるとめずらしくて振り返って見たものです

が、今では電車の中に必ず4、5人居ますし、町

のスーパーでも良く見掛けますから、もう振り返っ

て見るほどめずらしくも無く、極く当たり前になっ

て来ています。知っている人に聞きますと、比較

的教育レベルも高く、勤勉で良くやると好評のよ

うです。鶴岡ではそういった作業者は見掛けませ

んが、早晩その様な時期も来るのかなあと、ふと

思うこの頃です。今の所見掛けませんのは、この



地では労働力の確保は出来ているんでしょう、我

社もお陰様で作業者の方は何とか確保しているの

で良いのですが、技術者不足は深刻です。

と申しますのも、2年前東京の工場にありまし

た製造ラインを廃止して鶴岡に移しました。それ

に付随した技術スタッフの主要メンバー約30名を

出向という形で連れてきているからです。企業に

とってあまり出向社員が多いのは好ましくありま

せん。そこで出向社員の仕事を地元の人達に引き

継いでもらって、早く地元の人達の手で運営して

もらい、出向社員は帰任しようという考えで進め

ています。

それにはハイレベルな電子技術者の確保が必要

不可欠な条件となります。新卒者の募集ですとか、

Uターン技術者の確保ですとか、色々手を打った

のですが、仲々思うにまかせません。

私なりに調べたり、考えた事を申しますと、こ

の地は高校への進学率は全国平均より高いのです

が、大学など上級学校へ進学する際の理工系への

進学比率、中でも電子、電気系への進学比率は全

国平均をはるかに下まわっています。結果として

この地で、技術者の輩出する絶対量が少なく、そ

れが不足する原因だろうと思います。

これは教育の問題だろうと思います。その一つ

は、小さい時からの育て方、高校へ、更に大学へ

の進学の際の御両親の助言が相当影響しているん

だろうと思います。この地は米所と言う事もあっ

て、裕福ですし、それが為に後継ぎを決める事を

第1に考えているようです。その為には地元に残

す必要があります。企業として受け皿が少なかっ

たことを思うと当然の事かなあと思ってもいます。

下手に理工系を卒業しても地元に職場が無く、都

会へ出ざるを得なかったり、一度出るといっ帰る

か分からないようでは不安でしょうがないと思い

ます。それなら始めから理工系に進学させない様

にした方が良いからです。しかし現在はだいぶ様

子が変わっています。先程も申しましたように地

方都市への生産シフトが着実に進んでいますから、

受皿は十分確保されていますし、地元を工業化さ

せ発展させる為には、このチャンスを逃す手はあ

りません。技術者の確保がその成否に掛かってい

ます。長い時間を必要とすると思いますが、地元

のトップであります皆様方のお力で、何とかその

様な考えに持って行ってほしいと願う次第です。

次に地元に理工学部の大学が無いのが致命的で

す。地元にあれば、進学率も上がるでしょうし、

他県からの学生さんの鶴岡に留まる可能性もあり

ますから、絶対量確保という点で大きな効果が有

るんだろうと思います。これも大変な事業ですか

ら長い時間掛かるでしょうが、これまた皆さんの

お力により、ぜひ実現してほしい所です。

さて、次に困っています事は、部品調達の問題

です。私共の商品は、2000～6000点の部品で構成

されています。現在は東京で買い付けて送られて

くるのですが、輸送費の問題とか、時間ロスとか

考えますと、出来れば地元で調達したいと考えま

して、動きましたが、残念ながら、技術レベルに

於きましても、品質面に於きましても今一歩と言

う事で、実現出来ておりません。私共最終商品を

作りますアッセンブラーとしましては何とかした

いと思っている所です。よくトヨタ王国ですとか、

日立城下町とか言われます様に色々な業種が連携

しあって、網の目の様に形成されていませんと、

仲々効率よく行きません。同じ山形県でも内陸は

切実な工業志向から、核になる企業が中心となっ

て、技術研究会ですとか、生産性向上の為の勉強

会ですとか色々努力されて、今では機械加工、精

密加工に於きまして日本で1、2を争う地域に発

展しています。

この鶴岡に於きましても、工業化を志向するの

であれば、この様に何か意志を持った企業形成の

活動をしていただくと大変ありがたいですし、地

元発展にもつながるんだろうと思います。

いずれにしましても、工業化に向けて発展させ、

また生き残りますには、固有技術と情報網と生産

力がキーとなりますし、我々は高周波技術、デジ

タル技術、ソフト開発技術を向上させ、更に生産

力を高める努力をして、少しでもお役に立てれば



幸いと思っています。

雑駁な話になってしましましたし、また失礼な

事を申し上げたかも知れません、どうかおゆるし

いただきたいと思います。時間がまいりましたの

で、これで終わらせていただきますが、私共が現

在質の高い労働力に支えられて何とか頑張れます

のも、この地で仕事が出来るお陰と感謝していま

す。

ありがとうございました。

㊥退　会　挨　拶
村上龍男君

先日は中沢進さんと私の送別会を盛大に開催し

ていただきまして感謝致します。お世話になりお

返しもできなく申し訳なく思っております。鶴岡

におりますので、皆様にお会いする機会があるこ

とと存じます。またの機会があれば鶴岡ロータリー

に加入したいと思います。

㊥御礼の挨拶
温海R C　藤谷　　隆君

温海RC創立20周年記念日には大勢参加して戴

きまして誠にありがとうございました。近く会長

が参上してお礼のご挨拶をすることになっており

ます。ご協力に感謝してスマイルします。

（委1員会報告）

（出席委員会）
斎藤　　隆君

0年間皆出席

19年間皆出席　　市　川　輝　雄君

14年間　〝　　　丹　下　誠四郎君

5年間　〝　　　高　橋　良　士君

4年間　〝　　　若　生　恒　吉君
。5月100％以上出席　　28名

200％…佐々木君、碓氷君

175％…佐藤（元）君

150％…秋野忠君、市川君、加藤（賢）君、

皆川君、中江君、奥野君、佐藤（昇）君、

高橋（良）君、高橋（登）君、高田君、

塚原君、富田君

125％…阿蘇君、秋野（昭）君、秋元君、藤川君、

五十嵐君、小松君、毛呂君、迎田君、

御橋君、嶺岸君、篠原君、斎藤（隆）君、

荘司君、

100％…荒井君他37名

（親睦委員会）
板垣俊次君

06月会員誕生

石　黒　慶之助君

高　田　耕　助君

石　川　一　男君

高　橋　　　登君

高　橋　良　士君

0奥様誕生

阿　部　広　子様

斎　藤　美代子様

高　橋　　　順様

日　向　京　子様

（ス　マ　イ　ル）

石黒バスト・ガバナー奥様誕生日のスマイルを

頂戴致しました。

（ビ　ジ　タ　ー）

繁次郎君（温　海RC）

隆君（　〝　）

（鶴岡西RC）

拡君（　”　）

邦　夫君（鶴岡東RC）

新入会員スピーチ

宇　野　譲　治君
太　田　　　浩君

ヽ－／
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第253地区鶴周ロータリークラブ第1559回例会会報1細く平2・6・12）（天候晴）

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‥30～1：30

EMOYROW！巽
ロータリーを楽しもう！

会員高覇展墓幹事佐々赤鼻彦　参ラ瑚億藤衛磁軸患鉢懲役金串撞着恭昭　国際雄琴腐簡易　青少年奉倣加藤　賢

出席報告：会見89名　出席62名　出席率71．伯％　前回出席率駁．34％　修正出席数70名　確定出席率旧．12％

（会長報告）
高橋良士君

梅雨前線の訪れとなりまして大変蒸し暑い日が

続いておりますが、私共のロータリー年度もいよ
いよ終盤を迎えることになりました。

6月3日の日曜日には鶴岡クラブがスポンサー

となって創設されました、温海クラブ創立20周年

記念式典へ会員と共に出席いたしました。御一緒

致しました釣愛好の会員にとっては無情にも絶好
の釣り日和であったようでありますが、会場の蔦

国屋には、地区はもとより県外からもロータリア
ンが参加し、250名に及ぶ盛大なパーティーとな

りました。式典後、450年来伝承されたという山

戸能を観賞し、懇親会ではロータリアンの親睦と

友情を一層深めて参りました。本年度はとにかく

創立式典の多かった年度でありましたが、一昨日

は酒田スワンRCの認証状伝達式に日曜にもかか

わらず御出席いただいた会員に厚く御礼申し上げ

る次第であります。

本日は午後4時より本年度最終の新旧合同のク

ラブ協議会を開催致しますので新旧各委員長の皆

様方には活動計画書、活動報告書御持参の上、御

出席いただきたいと存じます。御都合で欠席され

る委員長は代理の出席を、又はレポートを御提出

いただきたいと存じます。

次に6月19日、次回の例会日に午前11時30分よ

り臨時理事会を開催致しますので理事の皆様方に

はお忘れなく御出席いただきたいと存じます。

協議事項は本年度クラブ会計収支決算について

でございます。

（幹事報告）
佐々木缶彦君

◎　来信・通知
（9　6／5　退会届け　　玉城俊一君

②6／6　国体実行委員会総会会議資料の送付

国体実行委員会

（診6／6　休会届け　　斎藤寿一君

④6／7　ライラお礼状　長谷川光勇君

⑤6／7クラブ事務担当者研修（郡山）
ガバナーノミニー事務所

7／7（土）～8（日）

登録料　￥10，000

⑥6／720年のあゆみ（冊子）市教育委員会

⑦6／8創立20周年記念式典参加に対する
お礼状　　　　　　　　　温海RC

∴‥昌WOYL苦巨、′、・、′よ論議．よ遺誌三時去ス；こノ夫蒜・、・
曹　阿部頒二の桝　　小閑正洋

書泊誓望遠雲‡農芸と警の浜温泉の亀畠ホテルに

去三三≡三≡…弐‡‡き三二‡妻

妾琵崇萱重責重義蔓墓壷姦
∴∴‾二二二■∵∵二∵∵■二●■∴∴‘∴‾上長這イライフ　∴

の心を動かし、抑留されていた6万を超える日本老
人の無事本国帰還につながったと言う。

鷺藍豊薫董
買蓋琵琶襲芋蓋書芸藍屋芸蓋蓋≡喜芸芸雲量蓋冨萎

そぼ降る雨のなか、しばし感無量の思いで歌碑享
はるかに越えた。

の前にたたずんだ次第です。

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの廊蘭の産解と菜虜を－



∴．　　　　　　　　　　　．　　　　、∴‘・

⑧6／8253地区Ⅰ．A．C．北ブロック交換研

修会
6／27（水）9：00～温海高校

⑨6／890年度上半期人頭分担金・ロータリ
アン誌購読料適用相場

分　担　金　　14＄50£

ロータリアン誌　5＄

換算レート　　1＄→155円

RI日本支局

⑳6／8　会員証印刷案内
10枚で￥120

⑪6／9　内川清掃奉仕作業説明会
6／20（水）AMlO：30～市6F

内川清掃は、7／1（日）実　施

鶴岡市役所

⑩6／9　電力情報　　　　　　　東北電力

。会報到着

東京RC　酒田東RC

◎　例会変更
余目RC　6／20（水）　20周年記念式典反省会

会　場　余目平安閣

点　鐘　19：00～

登録料　　￥5，000

7／6（金）前交換学生来町歓迎会

会　場　　センチュリープラザ和心

点　鐘　19：00～

登録料　　￥3，000

立川RC　6／14（木）創立記念例会のため

場　所　庄内ドライブイン

点　鐘　18：30

登録料　　￥5，000

（華会員スピーチ）

お　い　し　い　米　あ　れ　こ　れ

おととし迄、庄内経済

連に勤務していましたの

で、おいしい米について

お話してみたいと思いま

す。

前はおいしいとかおい

しくないの判断は、食べ

た人の主観で決まるのが

主流でしたが、最近では

食味を測定する機械が出

現して、化学的に結果が出るようになりました。

庄内にも、庄内経済連で購入して、山形県県立農

業試験場庄内支場に寄贈した機械がありますが、
この機械でも、ササニシキ、コシヒカリという品

種はやはりおいしいと言うデータが出ているそう

です。細部は忘れましたが、例えば窒素分が低い

こととか、ねぼりが多いこととか、様々の要素の

構成比によって判定する仕組みの様です。隣の県

の秋田小町という米は宣伝のうまさ、ネーミング

の良さが評判の良い原因で、化学的にはそう良い

結果は出なかったと記憶しています。

おいしい米と言われる要因の中に、流通面では

味の良し悪しの他に米やさんの商売上のおいしさ、
つまり高く売れるか売れないかと言うことがかな

り影響していると思います。米やさんは商売上、

加　藤　恒　介君

年間同じ味の米を売る必要があります。前回の米
はおいしかったが、今回のはまずいでは信用上問

題が出てきます。それで混米、ブレンドのベース

においしいと言われるササニシキ、コシヒカリを

使い。食味の低下する夏にベースのササニシキや
コシヒカリの量を増やして、年間を通して同じ味

になる様にコントロールするわけですが、ササニ

シキやコシヒカリが入っていると高く売れますの

で、商売上のおいしい米と言うことになります。

ササニシキだけで単品で売ったらもっと高く売れ

るのではないかと言われますが、庄内での生産量

は約300万俵で、このうち自主流通米が90％程度

の筈です。一方庄内米を取り扱っている米やさん

は全国で約1万店だと思いますので、平均します

と、1件の米やさんで扱うのは年間で300俵、一

日1俵にもなりません。この量ではやはり混米の
ベースで取り扱うしかないわけです。

次に消費者が満足する米がやはりおいしい米と

言うことです。おもしろい例を2つど紹介します

と、鎌倉に有名な文士のお家がありますが、隣の
一般のお家と全く同じ米を米屋が配達して、代金

は文士さんの家からは隣のお家より高く頂戴して

いるそうです。中味は同じなんですが、隣より高

いから文士さん宅では、我が家の米はおいしいと

満足しているわけです。次の例ですが、東京の或



る一家が転勤で福岡に引っ越して、早速近所の米

屋さんに米を注文したんだそうですが、届いた米
の代金が10kg5，500円だったそうです。これを見

て奥さんがうちでは東京で6，500円の米を食べて

いたので6，500円の物を届けてはしいと言ったそ

うです。米屋さんには5，500円以上の米がないも

のですから困ったんだそうですが、考えたすえに

届けたその米を別の袋にいれ直して、これが6，5
00円の米ですと再び届けたそうです。翌日その

奥さんが東京の米と同じ様においしかったと言っ

た言うことでした。もっとも3年後に東京に戻る

際に、その米屋さんは実はこれこれですと言って

差額を全部お返ししたと言うことでしたが、これ

なんかも消費者が満足しておいしい米になった例

だと思います。

おいしい米の話も良いんですが、心配なのは、

最近の米ばなれ現象です。去年の夏那須高原での

京浜地区の中学生の林間学校を見てきた人の話で

すが、たまたま昼食時でライスカレーとキュウリ

の漬物を作るところだったそうです。それぞれの

班にマッチと焚きつけ用の新聞と焚き木が配られ

て、ご飯を炊くところだったわけですが、見てま

すと、釜の下の地面に新聞をきれいに敷いてその

上に焚き木を一列に並べマッチで直接焚き木に火

をつけようとしているし、側では左手にキュウリ

を握り、右手の庖丁で鉛筆を削る様に、手前から

外に向かって庖丁を動かしていたと言うことでし

た。後から林間学校に参加した生徒さんからアン

ケートをとったところ、各家庭で日常の朝食は大

部分がパンで、ご飯はごくわずか、台所に庖丁や

まな板のない家庭もかなり合ったと言うことでし

た。これらの生徒さんがこのまま大人になったら

おいしい米も消費量の面からだ大問題だと感じた

ことでした。

これから夏に向かって米の品質が低下する時期

ですが、おいしい御飯の炊き方をご紹介しますと、

前の晩米をとぎ終わったら、電気釜やガス釜の内

釜をそのまま冷蔵庫に入れるか水気をきってザル

に入れて冷蔵庫に入れ、一晩冷やした米を翌朝炊

きますと、おいしい御飯になります。

変なことを申しましたが、おいしい米の結論を

申し上げますと、精神的にも肉体的にも、心身共
に健康なときに食べるものが最もおいしいと言う

ことです。

鶴岡ロータリークラブからみた

世界社会奉仕プログラムの沿革

1990年2月20日世界社会奉仕月間に当って

三　井　　徹君

1961年（昭和36）RI

東京大会で決定された。
1961～62年のRI会長が

インドのラハリー博士で

ある。

アジア地域の後進性

（大人口、貧富差著明、

貧困、餞蛾、疾病、無知、

文盲、無自覚）に対して、

「世界は一つ」というター

ゲットを掲げ、アジアにおけるスラム街解消と文

盲退治を提唱した。（之が世界社会奉仕の発祥）

・先進国からの経験のある有能なロータリアンを

招いて、研修会を行った。インドのデリーやア

フリカのガーナで成功した。

・第一線を退いたロータリアンの技能を活用する

海外奉仕篤志家計画が実施された。（その後あ

まり続かなかった。）

之には、当地区では村上正徳PG．（医師）が

参加し、1年間医療業務奉仕を行った。（地区
のプログラム）

・先進国と開発途上国相互のロータリークラブ

（RC）を通じて行うことを原則とし、国際ロー

タリー（RI）に資料室を設け、ここに救済援

助を求める要請を集めそれに援助をあたえよう
とするクラブを見出だし、それを結びつける作

業をすることになった。これが社会奉仕を地域

社会から世界にまでひろげた世界社会奉仕と言

われているものである。

・当地区のプログラムに

1969～70（宍沢養一ガバンー）当RCの小花盛

雄君が初めて世界社会奉仕委員会・委員長とし

て活動した。

インドのマドラス地区に“結核”の医療設備を

贈呈した。輸送や設置が順調には進捗しないの

で、現地に出張して相当苦労して完成させた。



・日本のロータリーではこれより前から日本青年

海外協力隊（1965年開始）や救療医療団など既

存の機関や施設に援助協力を与えていた。
このロータリークラフ異クラブの世界社会奉仕

は組織造りなど準備機関をおいて徐々に実施さ

れた0　　畔～、＼

・近新刊ロータリーの友誌の情報記事による過去

5年間の実績をみると、日本のRCは世界社会

奉仕事業を金額にして年間平均約115万ドル、

件数にして約300件（20カ国）実施（詳細はロー

タリーの友英語版にあり）。事業内容は、村落

に井戸敷設。医療クリニック・小学校・技能訓

練センターの開設及び援助。農業・医療技術の

供与。救急車・消防車の寄贈。里親制度への参

加。その他、極めて多岐にわたる。1件当りの

援助金額は数百ドルから数十万ドル単位になっ

ている。

・その他に、第266地区守口RC、第255地区潮来

RC会員は1980年以降定期的にフィリピンで医

療奉仕を継続している。

・最近の実例として、第265地区の業績がある。

対象はマレーシア（クアラルンプール郊外）重

度戸身障者施設国立「希望光園」、200名収容、

入園待機者多数、狭陰、不備、スタッフ不足、

専属医不在の状態。訓練棟増設、器械設備の充

実、医療と介護を行った。津田ガバナー、ロー

タリアン、ロータアクト会員11名参加。2月1

日から9日まで活動した。設備費は750万円。

この施設には日本青年海外協力隊員2名（女性）

が働いている。

参考書：ロータリアン読本

（神戸RC　直樹太一郎著）

（ス　マイ　ル）

大川　　孝君・新年度より例会々場として私ど
ものホテルをご使用いただくこ

とになりましたので
・ホテルの鵬鳳の間の照明が照明

学会より優秀照明設備として表

彰を受けることになりましたの

で

塚原初男君　山大公開黄座企画を担当し、お
陰様でこれまでにない多くの参

加者があり大成功であったこと

に感謝申し上げて

嶺岸穫三君　会報委員会より、本日の会報の
出席委員会と親睦委員会の委員

長さんの名前が逆になっており

ます。ご訂正をお願いし、お詫

びいたします。

秋野　忠君　ローターアクト委員会からのお

願いです。

7月第2日曜日予定してますロー

ターアクトクラブのチャリティー

バザールへのご出品のご協力を

次回例会時までよろしくお願い

します。

三井　　徹君　20年前当クラブがいただいたロー

タリー財団寄付優秀クラブ賞の

楯を当時会長だった私に保管す

るようにと言うことで只今お渡

しいただいたのですが、とても

若返った気持ちでございます。

（ビ　ジ　タ　ー）

滝　　　禅　源君（立　川RC）

斎　藤　健　治君（鶴岡西RC）
野　口　　弥君（　〝　）

富　樫　幸　弥君（鶴岡東RC）

最　終　例　会

点　鐘18：00
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昏EヽJOYIt。n竺▼！草
ロータリーを楽しもう！

金魚高橋鹿堂辞諺億命赤鼻彦タラ湖佐藤衛磁慧串佐忠鉢懲裡金串役畜怒開国陽報巨塚原闇黒壱珍考痔位加藤賢

出席報告：会員90名　出席65名　出席率74．36％　前回出席率71．伯％　修正出席数72名　確定出席率84．42％

（会長報告）
高橋良士君

1．第6匝lクラブ協議会

6月12日午後4時より、本年度及び次年度委員

長、合同で開催いたしました。

また本年度、各委員長には活動報告を次年度各

委員長には活動計画をそれぞれ御報告いただきま

したが、詳細につきましては新年度クラブ活動計

画・報告書をお読みいただくことに致しまして割

愛させていただきます。

2．庄内分区会長幹事会

6月17日午後4時より湯の浜温泉「竹屋ホテル」

で開催されました。

本年度、庄内分区の年間行事報告及び会計報告

がございましたが、主な行事を要約いたしますと、

①　新会員セミナー

第1回ゼミナー　9月8日　酒田市

、‥－ンE／仏ノOyと澤貰

第2回セミナー1月21日　鶴岡市

②　庄内地区IGF

l1月25日　酒田市

③　ガバナー公式訪問

村上ガバナー御病気療養中のため庄内分区の公

式訪問は大巾に遅れ、本年2月に入り、九里アク

ティングガバナー、志藤P．G．により行われまし

た。

④　創立記念式典及び認証状伝達式

1．酒田RC30周年

2．遊佐RC20周年

3．余目RC20周年

4．温海RC20周年

5．酒田スワンRC認証状伝達式

⑤　村上ガバナー葬儀

本年4月11日、任期半ばにして逝去され、4月

25日告別式がしめやかに挙行されました。

軸亡寛声⊂∋旨包即妙琳e寛ぎ良軸掛軸即妙軸御鉢⊂∋旨包

「家庭人としての義務」「地域社会に奉仕する

善彗≡誉霊吾碧雲吏蓋葱莞蓋蓋碧書
かえりみず、地域社会に対する義務も放棄し、普

贅重要至芸萎毒妄妻妾矧
を果たしている人々と競争すること自体アンフェ　老

子であり、アンフ予てな競争の結果としての勝　膏

∴一三二1二‥‾㍉二∴㍉二㌢∴l守二一二主義這イライフtllll

婁「三つの義務」上野三郎

憾妻童毒筆孟夏書芸蔓壷萱董墓董妻毒
老　助になりそうな一説があった。佐高氏は、ある

二三三二∴て－∵∵

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの細蘭の理解と美虜を－



以上が庄内分区の主な年間行事であります。

尚、次期庄内分区代理は鶴岡西RC三浦正志氏

であります。

3．臨時理事会

本日、午前11時30分より開催致しました。

①　玉城荘内銀行会長より退会届が提出されま

したが、受理承認致しました。

②　斎藤寿一、斎藤胃腸病院長より休会届が提

出されておりましたが、受理承認致しました。

③　本年度クラブ会計収支決算

本年度は予期しなかった分区内創立記念式典が

相次いだための参加補助費、旅費の大幅な支出増

がありまして、この分を創立記念式典参加費とし

て、別枠で支出する事を御承認いただきました。

（幹事報告）
佐々木曽彦君

◎　来信・通知

①6／13退会届け　風間真一君

②6／14認証状伝達式参加に対するお礼状付

酒田スワンRC

（診6／15例会状変更のお知らせ

鶴岡西RC

④6／18山形RC　創立40周年記念式典案内

山形グランドホテル　8／5（日）

点鐘12：00　登録料　￥12，000

0会報到着　　なし

◎　例会変更

鶴岡西RC　6／29（金）最終例会のため

竹屋ホテル

点　鐘18：30

登録料　￥4，000

温　海RC　6／18（月）商工会館2F

点　鐘12：15

6／25（月）会長・幹事慰労のため

温海ホテル

点　鐘18：00

登録料　￥4，000

八　幡RC　7／4（水）初顔合わせ例会のため

八　森　荘

点　鐘18：30

酒　田RC　6／27（水）最終例会のため

湯　殿　庵

点　鐘18：30

登録料　￥15，000

酒田中央RC　6／22（金）年度末懇親会のため

ホテルリッチ酒田

点　鐘19：00

登録料　￥4，000

新会員スピーチ � � � � � � � 

企 �業 �の �広 �報 �活 �動 

宇　野　謙　治君 

諸先輩を前にしてお話

をすることは何もありま

せんが、自動車屋ですの

で自動車の話しとなりが

ちですが、これを止めま

してその代わり10万キロ

のスピード世界記録を持っ

ていますレガシィのカタログを含めてお手元にお

届けさせていただきました。

私はスバルのメーカーであります、富士重工業

で少し広報の仕事を行った経験がありますので、

これについてお話させて頂きたいと思います。ご

存知の話しで申し訳ありません。

本日のご列席の皆さんのなかにマスコミの仕事

をされておられる方がお出でのことと思いますが、

失礼な言い方がございましたら、ご勘弁いただき



たいと思います。

この仕事を始める当初、広報は宣伝ではないか

と思っておりました。

しかし内容的には大きな違いがあり、車で言う

と両輪であることは間違いないと思います。その

違いの主な内容としては「広告」は新聞、雑誌の

スペースやテレビ、ラジオの時間を買って企業、

個人の言いたいことを自由に表現するものです。

これに対して「広報」はマスコミに情報だけを

提供し、マスコミの判断により記事やニュースと

して報道してもらう活動です。

広告はスペースや時間を買うので間違いなく記

載あるいは放映されますが、この記事やニュース

はマスコミの責任において報道されるものですか

ら真実としてそのまま素直に受け取ってもらえる

可能性が高いわけです。

この広報の活動をパブリシティ活動と呼んでお

り、記事としては無料です。

このパブリシティ活動は企業にとって非常に大

切な事であり、企業イメージあるいは商品イメー

ジアップたは欠かせないものです。

記者やニュースは機械では作られるものではな

く人が手で書いて作っています。従って第一線の

記事との人間関係が非常に大切となってきます。

更にコミュニケーションが重要であり、常に雑談

は別として仕事に関してはたえず言葉づかいには

細心の注意を払っていました。

この人間関係を有効に保つには、嘘をつかず真

実を話すことによりお互いの信頼関係を築くこと

が最大のポイントではないかと思います。

永年企業が存続していると良いことばかりでは

なく悪いこと、又は嫌なことがあると思います。

例えば事故や事件がないとも言えません。この

場合記者が取材に見えても、いやなことは逃げた

がるものですが、これは絶対やるべきではなく逃

げていると憶測で報道され、あとで間違っている

と言っても取り返しがききません。この場合真実

を言って企業に有効な方向に誘導するのが良いと

思います。

このパブリシティ活動には大きく分けて2つの

方式があります。

1つは各マスコミに平等に情報提供をすること

です。これは資料を作って配布したり、自動車で

すと新型が出た場合、記者発表を行いますがこれ

もその1例となります。

また記者会見もそうですがタレントが結婚又は

離婚スキャンダルなどをテレビで見たり、その他

で見ますがこれもその1例となります。

更に1社だけに情報を提供することがあります。

これらは能動的なものであり企業から打って出る

もので、患い言葉で言いますとマスコミを利用す

ることです。

2つ目はマスコミの取材を受けることです。こ

れを受動的ともいっておりますが、積極的に協力

すべきことであり、マスコミ対策として最も基礎

的な活動です。

マスコミ各社は我々には新聞その他を見る限り

では良く分かりませんが、自動車の販売と同じく

職烈なスクープ合戦が行われています。

これがエスカレートしますと先日の珊瑚に傷を

付けたことにも一部発展しているのではないかと

思います。

私は庄内にまいりまして約1年となりますが、

その間のパブリシティ活動として

①　昨年10月に鶴岡市、同じく11月に酒田市とそ

れぞれべに花国体の選手強化のために使用する

車としてレガシィを各1台貸与させて頂きまし

た。この地元がよい成績を揚げるために協力い

たし、その貸与式の記事が写真入りで報道され、

私としては良かったと感謝を致しております。



②　本年の3月、羽黒町のあさひが丘に精神薄弱

者の施設「いなほの会」が出来ましたが、その

オープンの時、生徒の送迎用の車を1台寄贈致

しましたが、報道されずこれは失敗と思い反省

しております。

以上まとまりのない話を致し申し訳ございませ

んでした。最後に当社は庄内の一企業として、こ

のロータリークラブをたてとして頑張ってまいり

たいと存じますので今後ともよろしくお願い致し

ます。

新会員スピーチ � � � � 

北　朝　鮮　か �ら �の　引 �揚　げ � 

大　川 �孝君 

最近の東欧の政治情勢

には大きな変革があり、

ソ連の傘の下の共産党一

党独裁という構図が崩壊

して、自由主義体制への

移行が急速に進んでおり

ます。この様な情勢変化

の中で、不気味に動きがなく孤立感を深めて現体

制のままで推移しようとしている朝鮮民主主義人

民共和国、北朝鮮の動向が、私の大きな関心事で

あります。

といいますのも、北朝鮮が私の生まれ故郷であ

り5年間という短い期間ではありましたが、そこ

で生活し、そして終戦後の引揚げ体験をしたため

であります。

今回、引揚げの模様についてスピーチさせてい

ただくつもりですが、紀元2600年生れの当時小

学一年生でありましたので、詳しいことまでは分

かりません。しかし、引揚げ時62才であった祖

母の日記と父のメモが残されており、私の記憶と

重ね合わせてお話させていただきます。

昭和21年11月1日、出発してから75日間の

行程の旅、祖母、両親そして4才の妹の5人家族

で鶴岡へ到着致しました。

昭和19年に死亡した祖父が警察官をしており、

大正時代の中頃に渡韓、家族としましては約25

年間の在韓生活ということになります。私は満州

と鴨緑江をはさんだ国境の町、新義州で生まれ、

終戦時には水豊ダムの近くの青水に住んでおりま

した。

終戦を海外で迎えた日本人は640万人、朝鮮半

島からは約90万人が引揚げてきたと言われてい

ます。南朝鮮から約60万人が27年5月頃まで引

揚げを完了しましたが、北朝鮮ではソ連軍が38

度線を閉鎖して南下を妨げたため、33万人の引

揚げは南朝鮮の人々に比べると悲惨な逃避行とな

りました。

終戦後1年間、収容所に入れられ帰国は許され

ませんでした。一番下の妹は20年10月に生まれ

ましたが、収容所での生活の中、栄養失調で翌年

5月に死亡しました。当時の状況では止むを得な

かった7ケ月の命でした。

収容所での生活は、立前はともかくそれまで支

配、非支配という暗黙の関係が、突然逆転した状

態になったことで、祖母の日記にもその激変に対

する戸惑いと、先行きの不安さが綴られています。

一つだけロシア語を知っています。正確かどう

かは分りませんが「ヤポンスキー・マダム・イッ

ソ」という一つのフレーズです。進駐してきたソ

連軍兵士が、遊んでいた私達子供に投げかけた言



葉であり、当時の事情が推察できる悲しい記憶の

一つであります。

終戦から丁度1年たった21年8月16日の朝5

時すぎ、一団体40名がトラックに分乗して収容

所を出発しました。トラックの賃貸料が1台6千

円という記録がありますが、当時としては破格の

値段でありました。38度線までの間、トラック

を利用したのは初日だけで、途中一度3時間はど

汽車に乗せてもらいましたが、牛車を借りたりし

ながら徒歩で南に向かって進みました。途中に多

くの私設関所、検問所があり、金銭や持ち物を日

本人から取り上げてしまおうと計画された脱出コー

スでもあったと言われております。

引揚げに際し1人千円の現金持参が許され、残

りは保安隊（北鮮の警察？）に拠出しなければな

らなかったとのことですが、袋状の皮バンドの中

に紙幣を折りたたんで入れたり、位牌の下の部分

をくり抜いて指輪をはめこんで入れたりしてささ

やかな抵抗もしました。また、祖父の遺骨は父が

皮手袋をして撮んで細かくし、容積を小さくして

日本に持ち帰りました。

引揚げ行程の中で誰もが最難関だと心配してい

た38度線には、朝鮮半島の北の端から34日掛かっ

てたどりつき9月19日に通過しました。当日の

祖母の日記には、こう書いてあります。「途中、

盗人、金取り四回も、四里の道程を歩き開城のテ

ント村へ着く。テント120帳り、6千人」

38度線を越えたすぐの都市が開城であり、そ

こからは米軍の管轄下として、いままでの恐怖に

満ちた逃避行とは気分的に大変違ったものになり

ましいた。伝染病検査のため10日間テント村で過

ごし、その後トラックで京城を経て黄海に面した

仁川という港に到着、引揚げ船米山丸の船倉に

2，700人が乗るという状況の中、朝鮮半島を後に

しました。

4日後佐世保沖についたものの、コレラが発生

したとのことで、日本本土の山腹を望みながら

20日間もの船中生活となりました。その間にも

日本を目の前にし、日本の土を踏むことなく死ん

でいった人も多く、船倉から甲板に通じる狭い階

段をコモに包まれた遺体が運ばれ、ハシケに積ん

でいく光景を忘れることができません。

長い船での生活を終え10月27日佐世保の海兵

団跡に上陸、引揚げ列車で広島を経て東京品川、

乗り換えて11月1日、午前10時すぎ親類の出迎

えをうけ、75日間に亘った引揚げの終着駅、鶴

岡にたどりつきました。

私と同じ年代の中国残留孤児の肉親探しが行わ

れておりますが、北朝鮮にも同じような立場の人

がいると思われますし、一つ間違うと私も同じ運

命をたどっていたかも知れません。収容所で生ま

れて間もない妹の死はありましたが一家五人が途

中はぐれもせず、病気にもならずに帰国できたこ

とは幸運でした。

戦後45年、ほぼ半世紀が経過しようとしてい

ます。明治43年（1910）の日韓併合条約から終

戦までの35年間が、日本が直接朝鮮半島を統合

した期間でありますが、実質的に保護国、植民地

的なものになったのは、今から100年前の日清戦

争の頃からだといわれております。

先頃韓国の大統領の訪日に際し、天皇の「おこ

とば」をめぐっての議論がありましたが、半世紀

に亘る日本と朝鮮半島のかかわり合い、抑圧され

た50年間の影が今も尾を引いていることになり

ます。

引揚者という言葉の字も、そのうち歴史の教科

書に残るだけかも知れません。そして食糧がなく

栄養失調で餓死をしたという歴史が、かつての日

本にあったことが不思議な時代になってきており

ます。

韓国と北朝鮮の関係修復とか、現在進んでいる

東西ドイツのような問題解決には、極めて難しい

状況にあると思いますが、自由に往来できる日が

一日も早くきて、生まれた町、育ったところへ－



度行ってみたいと思っております。

以上で私の新入会員スピーチとさせていただき

ます。貴重な時間をいただき有難うございました。

（森会員紹介）
藤川享胤君

氏　名　　三　浦　　孝　君

生年月日　　昭和25年7月26日

自　　宅　　鶴岡市鳥居町5－12

職　業　　日本生命保険相互会社

鶴岡営業支部長

家　　族　　妻　真理子株　S26．2．27生

長男　秀　忠様　S54．6．6

趣　味　　ゴルフ　絵画

（新会員スピーチ）
三浦　　孝君

ただいまご紹介に預か

りました日本生命の三浦

でございます。

この4月に村山より転

任しました。前任の富田

の後任です。鶴岡支部を

担当しています。こちら

のロータリークラブに加入させて頂きましたので

名を汚さないよう頑張っていきたいと思いますの

でどうかよろしくお願い致します。

㊥6分間スピーチ

温海ロータリークラブ　本間億佐三門君

温海ロータリークラブを代表してこの度の20周

年の記念式典にあたり鶴岡クラブをはじめ多数の

クラブの方々にお世話いただきありがたく厚くお

礼申し上げます。誠にありがとうございました。

私はこの6月の末日に退会させていただきます。

私にとって20年のロータリーにおきまして本間

義一さんと石黒慶之助さんのお二人にとくにお世

になりました。

この20年間に教えられました奉仕の精神を今

後とも大切にしていく所存でございますのでどう

かよろしくお願い致します。

鶴岡ロータリークラブのますますのご発展と会

員各位のますますのご健勝を祈念いたしましてご

挨拶にさせていただきます。

（ス　マイ　ル）

佐々木吉彦君　昼間にこのマイクを使うのが最

後となりますのでその意味でス

マイルさせていただきます。

石黒慶一君　鶴岡西ロータリークラブの石黒

です。温海ロータリークラブの

記念式典では鶴岡クラブさんと

か温海クラブの方々にお世話に

なりましたのでここでスマイル

させていただきます。

本間儀佐ヱ門君　今年度、温海ロータリークラブ

に13名の新入会員を迎えるこ

とが出来ましたことと、先程の

スピーチの場を頂きましたお礼

と致しまして。

（ビ　ジ　タ　ー）

小　池　泰　弘　君（鶴岡西RC）

石　黒　慶　一　君（　〝　）

本間儀左二門　君（温　海RC）

藤　谷　　　隆　君（　〝　）

大　滝　博　介　君（余　目RC）

最　終　例　会
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EMOYROW！釆
ロータリーを楽しもう！

会潰高橋鹿立辞事態命衆論参疹予殉詮債詰衛磁器串牡鹿鈴敏捷軸斎藤昭　匡隊等佐原原調易　苛参専串佐加藤　賢

出席報告：会員90名　出席69名　出席率76．92％　前回出席率74．36％　修正出席数72名　確定出席率83．33％

（会長報告）
高橋良士君

会長報告及び退任挨拶

本日、最終例会を迎えるに当たりまして本年度

最後の会長報告と会長退任の御挨拶を申し上げま

す。

ヒュ一・M・アーチャーRI会長は本年度のテー

マを“Enjoy Rotary”「ロータリーを楽しもう」

と発表いたしましたが、要するにこのテーマは

「ロータリーをよく理解し」「ロ．一夕リー活動を

楽しみながら実践しよう」というのがRI会長の

意とするところでございました。この一年間、R

I会長の意とする“Enjoy Rotary”を充分考慮

に入れロータリーの原点をよくみつめ「親睦と奉

仕」の調和に努力した次第であります。

本年度活動報告の詳細につきましては報告書に

ゆずり割愛いたしますが、この一年をかえりみま

して主な活動と決定事項を要約し報告いたします。

1．R，l規定審議会決議事項について

昨年4月シンガポールのRI規定審議会におき

まして女性会員の入会が決議、承認されましてロー

タリー史上、大きなェポックとなりましたが、当

クラブにおきましては、理事会、クラブ協議会で

討議、検討を重ね、最終的に理事会の決議により

女性会員入会を承認しました。

年2回の休日につきましてはお盆とゴールデン

ウィーク中の例会の2回を休会といたしました。

2．地区分割に関して

本年度地区大会において当地区はアジア第1・

第3ゾーンにおける最多クラブ地区であり1991年

度より、福島・山形が、それぞれ1県1地区とし

て発展的分割をすることと決議いたしました。ま

l‾票ぎY誓∴衰士裏
書クラブ生活　高橋良士
曹　3年前、ロータリーに「No」という言葉は　しえた。　　　　　　　　　　　老

妻重宝妻豪雪薫董童夏叢重要毒薬妻欝琶墨壷要義等誓隻要裏書
蕾　受けていただいたことは本当に幸運であった。　18年間のクラブ生活をかえりみると、ドイツ　膏

∴宇二二三l‾三幸二二二　這這主義章二
よきものに触れ、自分を知る　一㌢一夕リーの綱領の屠解と実践を－



（ENJOY UFE　つづき）

国際奉仕部門で活動する機会を与えられた。

外国生活で受けた友情への恩返しという意識も

あって、アメリカからのダイアン、オーストラリ

アからのジョンとジムの3人の交換学生のホスト

ファミリーも引き受けた。

クリスマスカードを交換し彼等の近況を知るこ

とはこの上もなく楽しい。本年5月には立川クラ

ブがホストとなってオーストラリアから余目高校

へ交換学生として留学中のデブラが急性虫垂炎と

なり手術をすることとなった。国際電話でデプラ

の両親に症状を告げ、ドクターの腕を信じるとい

う両親の同意を得て手術を行った。異国での異国

人による手術は16才の少女デブラにとってどんな

にか心細かったに違いない。手術前には泣き出し

てなだめるのに一苦労したが、先日温海ロータリー

20周年記念式典であったときには、もう23キロの

ハイキングに挑戦し、「ダイジョーブ」と笑顔で

話してくれた。

た本年度中、村上ガバナー、吉田PGのご逝去は

誠に痛恨の極みであり、ここに謹んで御冥福をお

祈りいたします。

3．クラブの主な活動について

（1）クラブ奉仕部門

（》　クラブフォーラムの開催

本年度のテーマ“Enjoy Rotary”ロータリー

を楽しむためにはまずロータリーを理解すること

であるとの観点より昨年に引き続き新会員を主体

に五大奉仕部門のフォーラムを関連委員会の協力

により開催いたしましたが、全会員のロータリー

に対する理解を深める意味で稗益するところ誠に

大であったと思われます。

（診クラブ資料委員会の新設

クラブ活動の資料は奉仕活動の汗の結晶であり、

クラブの何者にもかえがたい財産であります。然

るに現在までクラブ資料の保存に関してはかなり

不備の点があり以前より憂慮しておりましたが、

本年度より当委員会を新設しまして、委員会の御

努力により、クラブ資料保存の基準を設置してい

ただき将来のクラブ管理運営の充実を期した次第

であります。

（2）職業奉仕部門

本年度のガバナー公式訪問は、かねてより例会

場の申出のありました第一ホテルで行いまして公

式訪問、クラブ協議会終了後、恒例の職場訪問を

同ホテルで行い、特にホテルの機能面について見

学いたしました。次年度より第一ホテルへ例会場

変更と決定致しましたが、この職場訪問はおそら

く会員皆様方のコンセンサスを得るtriggerになっ

たのではなかろうかと推測しております。

（3）社会奉仕部門

鶴岡市の都市計画モデル都市計画への協力とし

まして、鶴岡公園前の「やすらぎの広場」へ「ソ

メイヨシノ」を植樹いたしました。今回の計画に

際しましては市の計画管理課と何度も折衝にあた

られました社会奉仕委員会の御努力に対し深く感

謝申し上げます。

（4）国際奉仕部門

交換学生受入としましては、オーストラリア、

サリーナハイスクールより羽黒高校ヘアーレン・

マッキーを、羽黒高校から斎藤さゆりをサリーナ

ハイスクルーへ派遣し、いずれも立派に国際親善

使節として役目を果たし無事帰国いたしました。

特にアーレンのホストファミリーをお引き受け

いただきました塚原、藤川御両家の皆様方には心

より御礼と感謝を申し上げます。

ロータリー財団奨学生では泉川由起が昨年合格

しウィスコンシン大学マジソン校のスペシャル・

スチューデントとして入学準備中であります。本

年度は神戸外語大卒の斎藤葉子がクラブの面接を

終え、来る7月15日の地区選考試験にのぞむ予定

であります。

姉妹クラブ台中港区ロータリークラブとの続盟

式が2月26日に台中市で行われまして、無事第六

期続盟式を終え帰国いたしました。

（5）青少年奉仕部門

、■ノ



数年来休会状態のローターアクトクラブが昨年

度のローターアクト委員会と本年度ローターアク

ト委員会連携の努力が遂に実を結び、21名の若さ

溢れるメンバーによって再開されたことは誠に喜

ばしい限りであります。今後の奉仕活動を暖かく

支援していきたいと存じます。

4．全員参加のプログラム

253地区第11回ライラ研修会が5月11日より

3日間、新緑の羽黒国民休暇村で当クラブがホス

トとなり開催されました。

顧修テーマは新緑の爽やかな羽黒の景観にふさ

わしい、また若人のロマンを誘う「ふれあい・ひ

と・みどり」でございました。

この3日間のプログラムは青春の想い出となる

ような多彩なしかも格調の高い企画であり出席し

た青少年に深い感動を与えました。

ライラ準備委員会の皆様方にも長期間にわたり

心血をそそぎ準備にあたられその御努力に対し衷

心より感謝を申し上げます。

本年度行事におきましては2、3年来懸案となっ

ておりました例会場変更問題が再度理事会に提案

されました。

この件に関しましては数回にわたり理事会にお

いて協議を重ね、更にクラブの諮問機関であるク

ラブ協議会においても討議を行いました。最終的

には臨時理事会におきましてアンケート集計につ

いて慎重に検討を加えた結果、今後会員増掛こよ

り会場がますます狭小となる事は明らかであり、

第一ホテルであればflexibleに対応できること、

更に鶴岡クラブの将来の展望を踏まえて第一ホテ

ル鶴岡へ例会場変更との合意を得た次第でありま

す。

ここに多年にわたり例会場のお世話をいただい

たエルサンの皆様方のご好意に対し厚く御礼申し

上げます。

このロータリー年度をかえりみますと国内では

現在やや沈静化しつつありますが、リクルート、

消費税問題で明け暮れ、国外では天安門事件につ

いで東西ベルリンを隔てていた「ベルリンの壁」

の崩壊、ルーマニアの政変と東欧圏が大きく揺れ

動いた実に印象深い一年でございました。

私は本年度の初めに「よきものにふれ自分を知

る」というゲーテの格言を引用しクラブのターゲッ

トといたしました。これを「ロータリー、ロータ

リアンというすばらし出会いによって自己を研鏡

する」とし、皆様方と共に奉仕活動を歩んで参り

ました。

この一年間、ロータリアンとしての友情と寛容

をもって御協力いただいた会員の皆様方、共にク

ラブの運営管理に当たられた理事会の皆様方、献

身的努力でクラブを支える陰の力となった佐々木

幹事、繁雑な事務処理を一手に引き受けた事務局

斎藤とも子嬢に対し裏心より感謝の意を捧げまし

て会長退任の御挨拶といたします。

〔軍事報告）
佐々木蕾彦君

◎　来信・通知

①6／20地区Ⅰ．A．C．連絡協議会

6／29～30　福島市

点鐘15：00　　登録料　￥13，000

九里学園米沢女子高校

②6／20第1回会長・幹事会

7／7～8　　福島市

地区R．A．C．代表ノミニー玉川靖彦

登録料　￥5，000

⑨6／20半期報告書　7／1現在で　RI

④6／20河川一斉清掃への参加お願い

7／1（日）AM6：00～8：00

ベにばな国体鶴岡市民運動推進協議会

⑤6／21江戸川RC　お礼状とバナー

⑥6／22屋外体育施設における環境保全美化

啓発用旗の寄贈のお願い

市教育委員会

⑦6／25会報送付に対してお礼状

田中善六PG

⑧6／29ローターアクトクラ鼎上げビアガー

デン



第一ホテル鶴岡　午後7：00

登録料　￥2，500

。会報到着

山形RC　山形西RC

㊥幹事退任の挨拶

先程会長から幹事就任

について佐々木詰彦から

快諾を得たと言うお話が

ございました。決して快

諾ではございませんが、

坊主というのはどこの幹

事でも心がけていないと

いけません。月給をもらっ

ている訳ではありませんので、いっお金が入るか

わからんという商売をしております。唯一の頼み

が最近は医者でございます。医者の方でさっさと

始末を付けてくれないと私の方は仕事が出来ない

とうことになります。こういう理由で私が依頼さ

れたと考えました。これから5年10年たって医

者に掛からなければならなくなったときに、今ひ

とっ恩を売っておけば、多少は良いこともあろう

かとお引き受けしましたので、そのへんは誤解の

ないようにお願いしたいと思います。

この1年間大変お世話になりました。

火曜日は例会のために幹事報告やプログラムの

打合わせで本当に1週間が短く感じました。とこ

ろで、先週の例会から今日までの1週間は非常に

長い1週間でした。これが幹事として最後の感想

でございます。幹事の心労は例会ばかりではござ

いませんで、会長から胃の検診を勧められました。

その結果胃に穴があきそうだと言うことでした。

もっか薬を飲んでおります。従って今日はお酒を

一滴も飲めません。わきに主治医がおりますので

なおさらです。ただタバコはなかなか止められず

困っています。最大の仕事でございました、会場

の変更が終わったせいで胃の調子が悪くなったの

かなと思います。

最後になりましたが、先月新しく家内を作りま

した。ちょうど年齢が20年違います。家内は昭

和25年の生まれでございます℃　この件につきま

しては来月の第1例会にいささかのスマイルをさ

せていただきたいと思います。

1年間1度も休まずに来られたのは、皆様の友

情のお陰だと感謝申し上げて、お礼の言葉といた

します。

感謝のことば

直前会長　市川輝雄君

コースに横たわるあま

たのハードルを楽々と飛

び越してⅤサインも高々

とゴールインしてくる高

橋、佐々木コンビをみる

と余裕綽々あまりにあっ

けなさ過ぎてもう一年やっ

監　て行けるのではないかと

誰もが思いたくなります。しかし一見気楽そうに

見せ、さり気なく最後のクラブ協議会を務めるお

二人の心中を前任者である私はよく理解するもの

であります。

枠にはめられた予算のやり繰りを理事会でいや

応なく決断を迫られる時の苦悩を。はたまた無責

任な中傷への忍耐を……。

それらを会員諸兄には気どられる事なく悠然と

した態度で例会に臨まれる高橋、佐々木コンビに

私は敬服するのであります。

顔で笑って心で泣くのは何時の代も会長幹事の

宿命なのでしょうか。

「命有限夢無限」と言う言葉があります。突

発的な緊急時に即応しなければならぬ外科医とい

う立場の会長は己には厳格に他人には寛大に常に

公平と思いやりの精神を貫いてきました。同じく

住職という職業の幹事はクラブきっての文筆家と

しての自信があればこそ、その粘りと迫力をもっ

てクラブ運営に厚みをもたらしてくれました。

どちらも人の生命の尊厳にかかわる仕事を持ち



ながらの一年間本当に御苦労様でした。

ロータリーという理想の世界は無限の拡がり見

せて、今や全世界にまで浸透しています。この奉

仕の理想の具現に会員の皆様もよく協力し鶴岡ク

ラブの名を上げてくれました。

特に青少年関係委員会の努力は目をみはるもの

がありました。永年の懸案であったローターアク

トの再結成。羽黒山でのライラ研修会の成功など、

卓越した業績は長くクラブ史に記録されるべきで

しょう。

命有限夢無限

エンジョイロータリーという大命題をかざして理

想の世界を追及した高橋年度が今終わろうとして

います。会員一同を代表してここに厚く感謝申し

あげると共に重かった点鐘の槌を佐藤昇エレクト

に手渡して、今晩からは心おきなくごゆっくりと

お休み下さい。

お疲れ様でした。

ごあいさつ

エルサン社長　早坂　剛氏

本日は貴重なお時間を

お借りして一言お礼申し

上げます。昭和51年3

月18日の第1回目の例

会をお引き受けして以来、

14年になりました。ロー

タリーの皆様から心温ま

るご支援を頂きまして、

何とか大過なく努めさせて頂きましたことにお礼

申し上げます。いろいろと不備な点多々あったと

思いますが、ここで改めてお詫び申し上げ、今後

益々会員の皆様方のご発展とご健勝をお祈りして

お礼の言葉にかえさせていただきます。

㊥退会の挨拶

玉城俊一君

当クラブに昭和50年の8月に入会させて頂き

ました。私が鶴岡に来ましたのが昭和47年の10

月でございます。まこと

に長い年月でございます。

当時鶴岡の駅に降りて、

大変な所に来たなという

のが正直なところです。

タイムカプセルに入って

昭和12年ごろにもどっ

たのかという印象でした。

それから時が経ち現在のような住みやすい鶴岡に

なって参りました。この18年間の前半は、高度

成長に乗り遅れ、オイルショックにたたかれると

いうことで、銀行の屋上に登って町を見ても、一

つも活気がないという感じでしたが、後半になり

ますと、工業団地が満配になるし、来年は飛行機

も飛ぶし、万々歳です。

15年間当クラブにお世話になりました。この

前に札幌と日本橋東RCを経験して参りましたが、

ここのロータリークラブは非常に心温まるクラブ

じゃないかと思っております。本当は退会したく

ないのですが、金井会長もお止めになった時にゆ

ずられた訳です。私も今度荘内銀行の会長をリタ

イヤ致します。今、笹原頭取が若いロータリアン

をつくろうと人選しております。非常に長い間ご

交誼を頂きましたが、私、鶴岡とこれで縁を切る

訳ではございませんので、引き続き荘内銀行の顧

問として役員会には出させて頂くということで、

まだゴルフ場の社長もしておりますし、また皆様

方からいろいろとお世話になると思いますので、

これからもよろしくお願い申し上げます。長い間

ありがとうございました。

㊥退会の挨拶

風間眞一君

今回、年度替りを機に

当ロータリークラブを退

会させて頂くことになり

ました。

先ずもって、8年半の

問の会員皆々様のご交狙、



ご厚情に対し厚くお礼申し上げます。本当に有難

うございました。

昭和57年1月荘内銀行常務として入会させて

頂きました私は、昭和61年6月同行常務を退任

しましたおりに、本来ならば退会すべきでありま

したが、私の本拠であります金屋興業からその時

会員が出ていなかったこともあり、佐藤順治会長

のお勧めもあって、席を金屋興業会長として今日

に至りました。

そもそも、当クラブの会員としての荘内銀行と

金屋興業は妙な因縁がありまして、クラブ創立後

間もなく荘内銀行では金井勝助頭取が、金屋興業

では佐藤伊和治社長が入会されておりましたが、

荘内銀行では早坂ガバナー誕生のおり、その会計

を荘内銀行が担当する条件としてもう1名の入会

を要請されたとして、昭和46年度に風間慶三専

務が入会して2名となりました。昭和50年度に

は玉城俊一頭取か金井会長に替って入会されまし

た。昭和53年末に風間専務が銀行を退任、金屋

興業の副社長に就任の際に、金屋興業の佐藤社長

が退会して風間副社長がクラブのメンバーとして

残りました。

その後暫くは荘内銀行からは玉城頭取1名の会

員でありましたが、今度は石黒ガバナー就任に際

して、前と同様、銀行に1名増員を要請され、私

がガバナー年度に先立って昭和57年1月入会し、

再び2名となりました。そして昭和61年6月に

私が銀行の常務を退きましたおり、金屋興業では

風間副社長が既に昭和58年4月に亡くなり、会

員が出ておりませんでしたので、前述のような次

第となりました。

現在金屋興業では上野精一社長が就任して久し

く、私としては交替の時期を窺っておりましたが、

今回、会場が遠くなることを機会に、私は車の運

転が出来ませんので、会員の交替をさせて頂くこ

とに致しました。

今後入会させていただきます上野に対しまして

私以上のご高配をお願い申し上げますと共に、退

会後の私に対しましても末長くご厚情の程お願い

申し上げます。長い間誠に有難うございました。

（委員会報告）

社会奉仕委員会
委員長　石井敬三君

内川清掃奉仕作業のご協力お願い

下記の通り内川清掃奉仕作業が行われますので、

会員の皆様のご協力をお願い致します。

L日　　時　平成2年7月1日（日）

午前6時～8時

2．集合場所　消防本部　裏側

3．清掃区間　鶴園橋から三雪橋

（ス　マ　イ　ル）

高橋良士君　一年間どうもありがとうござい

ました。

佐々木忠彦君　幹事として大変お世話になりま

した。

鈴木茂男君　私も一年間ありがとうございま

した。

秋野　　忠君　29日、金曜日午後7時からロー

ターアクトの打上げパーティー

がございますので多数ご参加頂

いてローターアクトに花を添え

て頂ければ大変有難いと思いま

す。よろしくお願いします。

佐藤　　忠君　去る22日に運輸省で運輸大臣か

ら表彰を頂きました。ビジネス

ホテル協会の常務理事を12年間、

また東北支部長をしたことに対

してだと思います。これも皆様

のご支援の賜物と感謝申し上げ

ます。

阿部与十郎君　長崎で国観連、北海道で日本温

泉協会、東京でそれぞれ総会が

あり大変いそがしく皆様にどぶ

さたいたしましたので

塚原初男君　福岡で開かれました佐藤敬二先

生の米寿の会に出席させていた

だきまして

小池繁治君　末の娘がよき伴侶を得ましたの

（ビ　ジ　タ　ー）　な　し

1990年度第1回例会
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