
第253地区鍔周ロータリークラブ第1534回例会会報1989（平日2・5）（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！

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。
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