
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
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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。
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（＿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


