
36
25

73.53
80.56

（本年度第 1 回）第2679回  例会平成26年7月1日（火）

7月 8 日（火） 新入会員スピーチ　佐藤久樹君、堀川　智君

7月15日（火） ＲＩ規定休会

7月22日（火） クラブ協議会 

7月29日（火） 通常例会



7/6 内川清掃　お疲れ様でした！

　　（青少年奉仕委員会）
　・田川地区中学校・高等学校英語弁論大会の後援
　　（青少年奉仕委員会）
○家族例会（親睦・姉妹友好委員会）
　・だだちゃ豆家族例会（８月）
　・黒豚家族例会（10月）
　・クリスマス家族例会（11月）
　・寒鱈汁家族例会（１月）
　・うどん打ち家族例会（３月）
　・孟宗汁家族例会（５月）

　本日理事会がありました。主なものを報告します。
預金は荘内銀行、印刷は富士印刷とします。会長欠
席の場合の代行は①副会長②会長エレクト、幹事欠
席の場合①会計②直前幹事③会長、SAA 全員欠席の
場合、①クラブ管理運営理事②副会長③会長となり
ます。入会金 2万円、転勤等会員交代の場合 5千円。
年会費は上期 98,000 円、下期 98,000 円、60 周年
協賛金 5千円をお願いします。スマイルは 1000 円
以上、誕生祝 2000 円以上、金婚・銀婚はその都度、
誕生祝品、会員は菅原製麺さんのうどん、配偶者は
第一ホテルの商品券を用意しました。第 2 例会は
ロータリーソングの後「ロータリーの目的」唱和、
第 3 例会では「市民憲章」の唱和を行います。公
式訪問は 11 月 4 日。IM は 11 月 8 日です。富樫
AG の元、組織を早めに立ち上げます。収支予算書、
委員会構成、行事予定表を配っています。収支予算
書の通り 60 万くらい減る見込みです。スマイルを
3 か月に 1 回あるいは 4 か月に 1 回して、クラブ
運営資金にしていただければありがたいと思います。
次回スマイルのやり方の説明がありますので協力を
お願いします。2 回目の会長ですが、忘れているこ
とも多く、皆さんと一緒に勉強して、いい結果を残
して越智年度に引き継ぎたいと思っておりますので
よろしくお願いいたします。

○ガバナー事務所
　ロータリーレートについて
　　7/1 ～　1ドル 102 円
　地区補助金に関して承認の連絡
○余目ロータリークラブ
　例会開催（点鐘）の時間変更について
　点鐘 12：15　→　12：00　に変更

○出席委員会
　メイクされた方
　　藤川享胤君・木村　節君・佐藤孝子君
　　塚原初男君・富樫松男君
○社会奉仕委員会
　日曜日に内川清掃があります。金峯山参道補修事
　業 27 日に行います。資材運搬と整地をします。
　昼食は軽食を準備します。飲み物等差入れ大歓迎
　です。
○クラブ管理運営委員会
　7 月 9 日、12 時 30 分より、モナミで委員会を
　開催します。関係各位の出席をお願いします。

丸山隆志君　一年間よろしくお願いします。
菅原成規君　長男の所属する酒田南空手道部、団体
　組手で男子・女子共に 3 位でした。毎週空手の
　大会です。幹事としてよろしくお願いいたします。
石田　雄君　皆さんご苦労様です。佐藤久樹君、会
　報委員長ご苦労様
藤川享胤君　①丸山・菅原年度の船出を祝します。
　②私も一理事として丸山年度をしっかり支えてま
　いります。
富樫松夫君　①丸山年度の船出をお祝い申し上げま
　す。　②一年間ガバナー補佐でお世話になると思
　います。IM 等いろいろ行事が目白押しですので
　ご協力お願いいたします。
阿部純次君　丸山丸の船出を祝福いたします。7 月
　1日の初例会から 6月 30 日まで 365 日フル活動
　のようです。頑張って下さい。
佐藤詩郎君　SSA 委員長を勤めさせていただきあり
　がとうございました。
佐藤孝子君　丸山年度のスタートおめでとうござい
　ます。
小林健郎君　一年間本当にお世話になりました。新
　年度丸山会長の運営に期待しております。
塚原初男君　2010‐11 年度地区幹事として丸山さ
　んにお世話になったことに感謝すると共に、ご本
　人としては、2 回目のクラブ会長としての船出を
　祝し、ご活躍を祈念して。

小林幹事さん、一年間ご苦労様でした。



7月5日、クラブ奉仕グループセミナーが東京第
一ホテル鶴岡で開催され、会員7名（丸山・菅原・

越智・藤川・阿部・阿蘇・富樫）の方から出席して

いただきました。

7月6日、早朝から内川清掃に会員14名、ロー

ターアクター8名が出席し汗を流しました。（阿部・

青柳・藤川・加藤（亨）・加藤（一）小林・丸山・真島・

迎田・越智・佐藤（詩）・佐藤（友）・富樫・冨田）。

清掃場所は次の通り；①四つのテスト石碑　②鶴岡

市民憲章石碑　③藤沢周平記念館桜植樹周辺（彰敬

天愛人石碑周辺。最後に敬天愛人石碑前で集合写真

を撮り終了しました。

7月7日、東京第1ホテル鶴岡で2014～2015

年度鶴岡ローターアクトクラブ第1回例会（会員

総会）が開催され、鶴岡ロータリークラブ会員9

名が出席しました。（丸山・菅原・越智・藤川・塚原・

富樫佐藤（孝）・青柳・牧）
小南賢史直前会長から伊東欄会長に引き継がれ、

2013～2014年度の活動報告及び収支報告、2014
～2015年度活動方針・活動計画及び収支予算が話

合われました。「『ありのままで』～伝えることの大、

切さ～」をクラブターゲットに掲げ、活気ある活動

を期待します。しかしながら、会員の増強・予算面

で大変苦労しておりましたので、鶴岡ロータリーク

ラブでも物心両面でバックアップして行きたいと思

います。（鶴岡RAC：現会員13名、鶴岡RCより

補助金：年間￥300，000）

クラブ奉仕グループセミナー報告

始めに、細谷伸夫カウンセラーより『5年日の会

員のために』の講話がありました。欧米と東洋の文

化の違い、宗教観、階級制度、ロータリーの成り立

ちを解説。ロータリーは、「奉仕と親睦」の両輪で

回

回

あると結びました。

○武田周治クラブ管理運営委員会委員長
・ロータリーを正しく理解しよう（別紙添付参考）

・「ロータリーの目的」の説明

（綱領から目的に改訳）

1951年ObjiectsofRotaryを0坤ectofRotaryへ

と単数形に改め、4つ等しく重要な意味をもつとし

て本文と4つの付随項目となり現在に至る。「。」（句

点）から「；」（セミコロン）に

○海野健治ロータリー情報小委員長は、「ロータリー

とは何か」を、守屋文夫クラブ25小委員長は、まず、

20人以下の少人数クラブは、会員25名以上を目

指して下さいというお願いでした。

午後からは、浅井多一戦略専門委員長、新井文男

会員増強委員長、中川善雄広幸糾ヽ委員長の説明があ

りました。
・会員増強

・会員維持の情報提供

○直前ガバナー事務所

2013－2014年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ

7／1より　地区事務所となります。

○ガバナー事務所
・会長幹事会の開催について

・米山奨学セミナー開催のご案内

日時：8月2日（土）12：30－15：45

場所：天童ホテル　登録料：1，000円

出席対象者：会長・幹事・米山奨学委員長
・ロータリーの電子版のご案内

http：／／www．rotary－nO－tOmOJP

ID rotary　パスワード　　rotary

・2014－2015年度　第2800地区ホームページ

リニューアルのお知らせ

http：／／www．rid2800jp／

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博
‘表会長／丸山隆志　㍉副会長／加藤　亨　プア′幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭

恕会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　嘲（0235）28－3375回（0235）28－3376



佐　藤　久　樹　君

みなさんこんにちは。新入

会員として皆様に大変お世話

になります。最初の会ですの

で私の自己紹介も含めお話を

させていただきます。

私は農家の息子で、地元の

市役所に約20年お世話にな

り、いろいろな方々からお話

しをいただき現在市議会議員

になっております。

私が最初にお話をしようと思いましたことはこの

ロータリーという会が、有り難い会だなと常々思っ

ていることです。何故なら人を結びつけてくれる、

そういった非常に魅力のある会だと思うところです。

石田雄先生は私の小学校の恩師でございます。先生

から学校新聞を通していろんなことを学びました。

学校新聞というのは非常に労力もかかりますし、

観察能力も必要です。私の場合は小学校の3、4、5と、

新聞委員会以外の所に所属したことはないのです。

学校新聞というものは人に見ていただくために丁寧

な文字と形を選んで、常に大きさなどを観察しなが

らやるということです。実は小学校だけでなく中学

校になっても高校になっても新聞関係がとても大好

きだったので、新聞関係以外には委員会活動はした

ことがありません。

小学生の頃には手前味噌になりますが内閣総理大

臣寅をいただきました。5年生、6年生と続けてそ

ういった大きな賞をいただき、ご褒美で海外旅行に

行きました。

高校生になり、私の実力はどれだけ通用するのか

とあるコンクールに応募し、お陰様でアメリカに行

かせていただきました。

私が生まれ育った大泉地区というのは、これから

旬を迎えるだだちゃ豆をつくっています。コメ以外

の転作作物の有機作物として大泉地区を中心に生産

が行なわれております。「だだちゃ豆」というパテ

ントがあるのでJAと合わせて販売を頑張っている

ところです。

堀　川　　智　君

みなさんこんにちは。私

は昭和50年8月生まれのま

だ38歳で、大阪府の堺市と

いうところで22年間育ちま

した。私の小学校は美木多

小学校で、中学校も美木多

中学校、美しい木が多い学校、

この名前は好きで素敵だな

あと思っています。高校は

大阪府立三国丘高等学校に行きました。大学は兵庫

県西宮市にある関西学院大学で過ごしました。今は

単身赴任で家族は妻と長女と長男、お腹の中にもう
一人という状況で夏に生まれて5人家族になる予

定です。

私の学生生活は野球でした。小学校1年から大

学4年まで16年間、野球をやりましたと胸を張っ

て言えるくらいです。

小学校5年生の時にピッチャー、中学校では3

年間サードというポジションをさせていただきまし

た。野球部は3学年あわせて110人ぐらい部員が

いました。3年生の時、キャプテンでした。大阪は

中学校が約400校あり、夏の大会ではベスト8ま

で行くことが出来ました。中学3年の時にキャプ

テンということもあって私立の高校8つくらいか

ら野球の推薦の話がありました。卒業の時に監督か

ら「推薦の話があったけども俺は断っておいてあげ

たから」と言われて呆然としました。親と同じくら

い信頼していた監督だったので、その事は忘れて府

立高校に行き、弱い野球部でまた野球を続けて大学

でもそのまま野球を続けていました。

去年の夏に中学校の同窓会が大阪であり、その中

である野球部のメンバーがお酒の席で、「堀は1年

生でレギュラーになった時も、3年生でキャプテン

になった時も、偉そうには全くしなかった。俺たち

はすごく有り難かったよ」と22年経っていわれた

のです。それを言われてあの時の何となくやってい

たことがすごくよかったのかなあと。チームを引っ

張っていくという役割は、今の立場にすごく有用な

経験だったと思いました。

今、東京火災保険庄内支社には正社員からパート

さんまでいろんな職種の人がいる中で、支社長とい

う立場でやらせていただていますが、中学校の時と

同じような気持ちで接していきたいと思っておりま

す。鶴岡のことを一生懸命知って少しでも貞献でき

るようにやっていきたいと思います。これからもど

うぞよろしくお願い致します。

スマイル㊤

菅原成規君　娘（小二女子）が県大会組手の部に初

出場し3位になりました

塚原初男君（∋加茂水族館見学会に候さんと干さん

2名ご招待いただいて　②内川清掃欠席したお詫

び　③お二人の力強いスピーチに感動して

富樫松夫君　①堀川さん、佐藤久樹さんスピーチあ

りがとうございました　②IM実行委員会を立ち

上げますので皆さんの協力をお願いします

佐藤孝子君　佐藤久樹さん、堀川智さんこれから一

緒にロータリー楽しみましょう

丸山隆志君　佐藤さん、堀川さん新入会員スピーチ

ありがとうございました

樋渡美智子君　いろいろ行事欠席してすみません

木村　節君　だだちゃ豆例会楽しみにしています



国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

鍔岡ロー
⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成26年7月22日（火）　第2681回例会　（本年度第3回）

8月　5日（火） 情報委員会の日（阿蘇司朗君）

8月12日（火）

8月19日（火） ゲストスピーチ（街づくり提案県優秀賞　佐藤勝則氏）

8月26日（火） だだちゃ豆家族例会

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

◎先週の行事について

9日：クラブ管理運営委員会（SAA・出席、プログラム、

ロータリー情報・広幸臥親睦・姉妹友好）活動計

画について

10日：地区第1回インターアクト連絡協議会

寒河江　出席［佐藤　孝子］

13日：地区第1回ローターアクト会長・幹事会

天童　出席［佐藤　孝子］

15日：青少年奉仕委員会（インターアクト、ローター

アクト）：活動計画について

16日：鶴岡4クラブ合同事務局会議

出席［丸山・越智］

◎メークアップ

出席、会費納入、雑誌の購読は、ロータリーアン

の義務です。事情で例会に出席出来ない場合は、メー

クアップをお願い致します。以下メークアップの概

略を列記しました。（衛生クラブ関係は省略）

例会の欠席は、標準ロータリークラブ定款に記載

されたさまざまな方法でメークアップできます。
・例会の前後14日間。例会の定例の時の前14日

または後14　日以内に、他のロータリークラブ例

会の少なくとも60パーセントに出席すること。
・ローターアクトクラブ、インターアクトクラブの

例会に出席すること。
・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とき、当該クラブ

が、定例の時間または場所において例会を聞いて

いなかった場合。
・理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはク

ラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席する

こと。

・理事会の会合、または理事会が承認した場合、選

回

任された奉仕委員会の会合に出席すること。

是非とも、メークアップを理解して出席率向上に

努めて下さることに期待します。

☆1年間皆出席を目指して下さい☆

○内川を美しくする会

内川清掃作業について（お礼）

○ガバナー事務所

2014－15年度　青少年交換留学生募集要項につ

いて　※締切9／10

0米山奨学会

ロータリー米山奨学会領収書申請について

○富樫ガバナー補佐

池田ガバナー歓迎会開催について

日　時：8月22日（金）

登録午後6：00～　開会午後6：30～

場　所：東京第一ホテル鶴岡

登録料：5，000円（当日持参）締切8／18

今日はお招き頂きましてありが

とうございます。

実は私の父がロータリークラブ

にお世話になっておりました。私

の父は49歳で亡くなりました。
′／　　　私は23歳で、なんとか神主の資

格をとって、東京の神社で駆け出しの修行をしてい

る真っ最中でしたが、急遽、鶴岡に帰ってきました。

父の病は白血病でしたので、大量に輸血が必要で

した。山形市の病院に入院したのですが、ロータリ

アンの方々が月山を超えてぞくぞくと輸血に来てく

れました。医者もびっくりして最後には皮肉めいた

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガ／け一池田徳博

芽会長／丸山隆志　こ副会長／加藤　手　記幹事／菅原成規　八会長エレクト／越智茂昭
菜会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【田（0235）28－3375因（0235）28－3376



事も言われたと母が話していたのを思い出します。

本来であれば、本丸の中には酒井様がいらっしゃ

るべきなんでしょうけども、たまたま家臣の私が管

理人ということで毎朝、荘内神社のお掃除をしてい

ます。

今年は山形ディスティネーションということで、

JR東日本が10億円というすごいお金をかけてキャ

ンペーンを展開しています。すごい人が来ています。

加茂水族館や出羽三山、善宝寺のライトアップなど。

ちょうど荘内神社は市街地の真ん中で、移動のとき

に必ず通ります。皆さん、致道博物館、藤沢周平記

念館に立ち寄られ、荘内神社にお参りする人がとて

も多いです。御朱印ガールというのも登場し、御朱

印がほしいという若い方も増えました。

神社を巡る目的に、「ご利益があるから」や、「パ

ワースポット巡り」というのがあります。父の晩年

に話したことですが、神社というのは今生きている

人のご利益だけを考えている神社ではだめで、先祖

が大事だということです。神社の言葉で「祖先崇拝」

「敬神崇祖」といいます。父は、神道霊園というも

のをつくりたいと活動していました。ところが、霊

園というのは法律の壁が非常に高く、父の代ではで

きませんでした。

最近、長女も神主を志すようになり、今私がする

ことは何だろうと思ったときに、父と話をした先祖

の供養をやろうと考えました。先祖供養はお寺じゃ

ないんですか？と聞かれます。実はそんなことはな

くて、もっと寛容です。ここに20名程いらっしゃ

いますが、20通りの考え方があります。これが日

本の考え方なんです。

日本には神道という宗教がありました。神道には

決まった考えや教典がありません。教祖様もいませ

ん。みんなの中に神様がいて、先祖がいて、それを

大切にしていきましょう。日本人として道徳や習慣

を守っていくことが神道です。

織田信長がはじめてキリスト教を日本に受け入れ

ました。やがてキリシタンと呼ばれるキリスト教徒

が増えてきて、これはまずいと思った豊臣秀吉や徳

川家康がキリスト教を禁じました。しかし、そうと

うキリシタンが増えていたので、全員を仏教徒にし

ました。そして戸籍をとるという名目で全員檀家に

なりました。神主さんも檀家なんです。そういう訳で、

日本は神の国から仏教徒の国になりました。明治時

代になって、信仰が自由になって、神道でお葬式も

できるようになったのです。

旧鶴岡市以外では、神道の霊園があるのです。私

の本家が藤沢というところで、いろいろ事情があり

まして跡を継ぐ者がいないという2000坪の土地を

あげると言われました。そこで、私がもらうのでは

なく荘内神社にご奉納頂き、それを神道霊園にした

らどうですかと提案したら、ぜひそうして欲しいと

のことでした。それからいろんな許可を頂き、2年

間かけて神道霊園をつくることになりました。8月

のお盆あけには完成予定であります。きれいな清流

が流れ滝や池があって、金峯を望むように霊園があ

ると想像して頂ければと思います。

仏教の方はお寺に納めて頂いて、神道もいいもの

だなという方からぜひ入って頂きたい。日本人とし

て、ご先祖様を大切にする気持ちを大切にしたいと

考えています。

そんな事で荘内神社は、パワースポットに間違い

ないのですけども、私達の先祖を大切にする神社で

ありたいと考えています。

本日はありがとうございました。

香呂会報告
社会奉仕委員会

27　日に金峯の参道補修事業があります。出席が

まだのかたは今日中お願いします。

出席委員会

○ゲスト

荘内神社宮司　石　原　純　一　氏

○メイクされた方

青柳孝治君・加藤一弘君・牧　衛君・迎田　健君

田村優君・小林健郎君・丸山隆志君・佐藤孝子君

菅原成規君・西川富美子君・冨田喜美子君

スマイ／L㊨

菅原成規君　空手道団体予選会、少年男子組手で酒

南、空手道部2年生1位、2位でした。

塚原初男君　元当クラブ会員の石原さんのスピーチ

を久し振りでうれしく、なつかしく、たのしくお

伺い出来ました。

佐藤孝子君　石原宮司さんお話ありがとうございま

した。青少年交換の方もよろしくお願いします。

加藤　亨君　内川清掃ありがとうございました。金

峯も宜しくお願いします。

西川富美子君　海開きとともにたいへん忙しい湯野

浜です。内川の清掃に参加出来ず申し訳ございま

せんでした。また、本日の石原宮司さんは観光に

大変一生懸命で、キャラバンにもご一緒し、キャ

リーバッグをもって頂いた事がありました。あり

がとうございました。金峯神社はよろしくお願い

します。

丸山隆志君　石原宮司さん、スピーチありがとうご

ざいました。

越智茂昭君　石原さんありがとうございました。

武田啓之君　末長くお願いします。

真島吉也君　いつもお世話になっています。本日は

色々興味あるおはなしをいただきありがとうござ

います。
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◎先週の行事について

7月27日（日）金峯山参道整備（社会奉仕委員

会）11人参加。出席［丸山・菅原・越智・加藤（亨）・

武田・藤川・阿部・青柳・牧・西川・佐藤（友）］

前日の雨天で心配された天候も曇天になり、金峯

神社中の宮に8：30集合。

当日は、早朝参拝・里山ウオーキングの方々で結

構にぎやかでした。いざ、工事をお願いしましたナ

ンバ建設さんを先頭に鶴岡ロータリークラブ奉仕活

動の「のぼり旗」を掲げ参道整備場所に向かいました。

参道は、思いの外荒れており、現場に行くまでも大

変苦労しました。作業としては、擬木の丸太で傷ん

でいる段々を整備するのですが、それはナンバ建設

ざんにおまかせして、我々は、枯葉の撤去等をして
まいりました。

途中で、里山ウオーキングの方・それをサポート

している市役所の方に会い、問いかけられました。

趣旨を説明する機会が出来で、奉仕活動の恰好の

ピーアールになりました。

阿部純次会長時の平成24年11月13日例会に

佐々木金峯神社宮司にゲストスピーチをお願い致し

ました。それがきっかけで、嶺岸年度に今年度のロー

タリー財団・地区補助金活用による金峯山参道整備

事業を計画し、実現致しました。前加藤亨社会奉仕

理事、西川富美子社会奉仕委員長からは、文化庁及

び鶴岡市教育委員会の許認可をとる為に奔走（ご尽

力）された事に御礼申し上げます。

今年度のクラブターゲットの一つに「継続」を掲

げました。今回の整備は、ほんの僅かです。越智年度、

また次の年度と継続し参道整備をして頂ければ大変

有りがたいと思っております。

実は、阿部純次バスト会長から、金峯山を「鶴

岡の高尾山」にと言う思いを常々聞かされています。

市民の山として、より親しまれるように、登りやす

い参道（山道）整備を継続して貰いたいと思います。

ORt（ロータリーインターナショナル）

2014年10月24日「世界ポリオデー」につい

て

○スポンサークラブカウンセラー斎藤秀紀君

青少年交換留学生のisakさんが8月13日（水）

庄内空港に17：15着の予定です。

皆さんでお迎えしましょう。

みなさんこんにちは。田村優と申します。改めま

して皆さんと一緒にロータリーを実践する機会を得

ましたことを心から感謝申し上げます。たくさんの

不安を抱えながらの船出でありますがどうぞよろし

くご指導御願い致します。

銀行の仕事を足掛け35年遣らせて頂いて参りま

した。選択定年制度によって、一緒に銀行に入った

仲間は関連会社や民間企業への出向など様々に第二

の職業人生を歩みだしました。同じ職場で、且つ故

郷で仕事ができることは大変幸せなことであります。

このことを自分の利（得）にしてはいけないと親し

暮Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガ／け一池田徳博

己霊会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　雪壱幹事／菅原成規∴会長エレクト／越智茂昭
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い仲間たちに発破を掛けられておりまして、勤務す

る職場をもっと楽しい職場に、生まれ育った処を

もっと暮らしやすい地域にしなければならないと

（決して実現しない選挙公約のようですが）生真面

目に思っております。

さて、今年の1月1日に立てた私の目標は「挨

拶を確りする」・「欲張らない」ということです。幼

い頃から学校の先生に大きな声で挨拶しましょう。

欲張りはだめです。みんなで分け合って仲良くしま

しょう、と教えられたはずですが、未だに身に付い

ていません。それどころか、間逆な行動を当たり前

にしている自分を心機一転変えることを目標にしま

した。挨拶は30点位の出来ばえでまだまだです。

欲張らないことは魔法の杖のようです。色々な事が

とてもスムーズに進みます。特にビジネスでは近江

商人の「三方よし」の行動哲学があるように欲張る

ことは決してよい結果をもたらさないと実感してい

ます。

理屈っぽい話で皆さんを退屈させてしまいました。

いつかユーモアにもチャレンジしたいと思います。

是非、次回のスピーチにご期待頂き、本日はご容赦

頂きたくスピーチを終わらせて頂きます。

IMについて

第2ブロックガバナー補佐　富　樫　松　夫　君

IMリーダー：石黒慶一バストガバナー（予定）

IMテーマ「PM2．5　と地域に及ぼす影響について」

サブテーマ：～皆さんは環境問題にどのように取り

組んでいますか～（二つのテーマともに（案））

基調講演：山形大学理学部教授　柳澤文孝氏

講演後各クラブ・RACより5分程度の発表をする。

講演は一般公開とし、第2ブロックの「ロータリー

デー」としたい。

開催日時：平成26年11月8日（土）

13時～登録開始

場所：出羽庄内国際村ホール

第2ブロック6クラブ合同例会・懇親会

の会場は東京第一ホテル鶴岡

登録料：6，000円

10名からなる実行委員会を立ち上げた。（配布資

料参照）。第2ブロックIM成功のために、皆様の

御協力をお願いいたします。

RACあいさつ

鶴岡ローターアクト会長　伊藤　蘭さん

お時間を頂きありが

とうございます。今年

度13名でスタートし、

つい最近1名入会者が

あり、14名で活動を進

めています。日産さんから2名出してもらってい

ます。相澤さんが指導者として残っていただけるこ

とになりました。クラブターゲットは「ありのままで、

伝えることの大切さ」を掲げました。ありのままの

自分を出していく、自分の思いを言葉で伝える力を

養う、まずは自分のことを知り、コミュニケーショ

ンカをつけるということです。例会時に全員が話す

場を設け、お互いを知り、きずなを強めることにつ

ながっていければいいなと思っています。前回の例

会には牧さんと青柳さんに来ていただいて、自分の

名前の由来をみんなから話してもらいました。いい

雰囲気の中で話せました。今後も続けていきたいと

思います。

次に「ありのままのアクトを楽しむ」ということで、

活動を通して人との関わりを大事にし、視野や考え

方を広げていく。県内のアクトやロータリアンの

方々との関わりを楽しんでいきたいと思います。

9月のナイトバザールではフリーマーケットをや

る予定です。ご家庭で協力頂ける品物がありました

らご提供をお願いいたします。この一年よろしくお

願いいたします。

香呂会報告
社会奉仕委員会　　　　　　　青　柳　孝　治　君

（∋金峯山参道補修事業をクラブは継続するも地区補

助金は継続が出来ない。このために地区補助金を

使った事業を何にするかご意見を頂きたい。　②香

頭ケ浜清掃事業の経緯についてご存じの方を探して

います。　③ガバナー事務所から震災復興支援の実

行が求められています。これまでの検証を踏まえ新

しい支援策を考えたい。皆様からもど意見を頂けれ

ば幸いです。　④アクト例会に出席をお願いします。

出席委員会

◆ビジター

鶴岡南ロータリークラブ　後　藤　　正　君

◆メイクアップきれた方

青柳孝治君・西川富美子君・越智茂昭君・武田啓之君

佐藤詩郎君・田村優君・小林健郎君・丸山隆志君

佐藤孝子君・菅原成規君・冨田喜美子君・阿部純次君

阿蘇司朗君・藤川享胤君・加藤亨君・佐藤友行君

富樫松夫君・塚原初男君

スマイ′し　こ・

塚原初男君　①金峯山参道整備欠席のお詫び　②第

2ブロックIM実行委員長の指名を頂きました。

皆様からの御協力をお願いいたします。

加藤　亨君　金峯山道補修ご苦労様でした。私の不

手際により完了できず、申し訳ありませんでした。

富樫松夫君　7／19義父が亡くなり皆様から励まし

の言葉を頂きありがとうございました。多額の香

典頂き有難うございました。

西川冨美子君　金峯山参道整備、多数のご参加で第
一歩を踏み出しました。ありがとうございました。

丸山隆志君　金峯山参道整備お疲れ様でした。

木村　節君　田村さんスピーチありがとうございま

した。私も5年前は銀行員でした。



◎先週の行事について

8月2日（土）米山奨学生セミナーがあり、クラ

ブから塚原バストガバナー、地区委員の加藤亨君に

出席してもらいました。

◎今週の行事予定

8月9日（土）ガバナー歓迎会が東京第一ホテル

鶴岡で午後6時30分より行われます。出席予定者

は、藤川PG・塚原PG・富樫AG・西川AG幹事・

丸山会長・菅原幹事です。

☆理事会報告☆

1、8月26日：だだちゃ豆家族例会について

案内文書を配布しています。多数の参加をお願

いします。

2、新入会員候補者氏名公表について

ユアテック菅原さんの後任で田村所長さんを公

表します。何かありましたら1週間以内に申し

出て下さい。何もなければ入会承認となります。

3、鹿児島西RC・鶴岡RC姉妹クラブ締結50周年

記念式典の日時変更について
・平成27年4月11日（土）を

・平成27年4月26日（日）に変更します。鹿

児島西クラブ会員が多数参加できるようにという

鹿児島西クラブからの要請によるものです。

4、会員名簿の更新について

平成23年に作りましたが、会員の出入りがあり、

新しい会員名簿を作成します。できるだけ早く

作って皆様にお配りする予定です。

会員増強および拡大月間

8月は、会員増強および拡大月間です。鶴岡RC、

過去20年間の会員数を5年毎に調べて見ました。

7月1日現在の会員数は、下記のようです。

1994年：平成　6年（御橋義締会長）77名

1999年：平成11年（平田正会長）　63名

2004年：平成16年（斎藤昭会長）　47名

2009年：平成21年（富樫松夫会長）39名

2014年：平成26年（今年度）　　　36名

純増4名（今年度最低でも40名）を目標に会員

増強・会員維持委員会を中心に、会員全員で新入会

員の推薦を宜しくお願い致します。

★出席免除について

65歳以上で、入会歴と年齢を足して85以上の

方が該当になります。当クラブでは、佐々木先生、

石田先生、阿蘇さんが該当します。ただ、この特典

を実行されているのは佐々木先生だけです。出席率

の計算で分母にも分子にも入れないことになります。

7月の当クラブの出席率は80％以上になっていま

した。出席率毎月　80％以上を目標に掲げています

ので、欠席された方はメイクアップをして出席率を

上げて頂きたいと思います。

★スマイルについて

来週がお休みで、19　日からスマイルの方法を少

し変えてみたいと思います。入口にスマイル用紙と

ボックスを置いておきます。スマイルのある方はあ

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博
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らかじめ入口でスマイルをしていただいて、内容は

SAAか親睦委員会が発表します。例会中スマイルを

思いたった方は、メモに書いていただくか、前に出

て話していただこうと考えています。

今スマイルボックスは箱が二つあります。大きい

方は社会奉仕プロジェクト用、小さい方はニコニコ

ボックスで、一般会計に入れて自由に使えるという

ものです。二つのボックスの違いを理解いただいて

スマイルをお願いします。誕生祝のスマイル2千

円を、千円ずつ別々に入れていいかという質問があ

りました。それは構いません。この方式を暫くやっ

てみて、問題あれば元に戻すこともありますのでよ

ろしくお願いいたします。

★私のライフワーク

先週木曜日から、小学生のソフトテニス全国大会

で大分に行ってきました。生憎台風12号が、三日

も四日も停滞して、大会は雨に降られながら、また

中断があったりで大変でした。テニスコートは水は

けが良く、雨が上がればすぐ試合が再開できました。

結果はベスト16。小学生ではベスト16まで賞状

があります。優勝した和歌山から負けたのでしょう

がないかなと思いました。大分には妻と二人で行っ

たのですが、ネットで安いチケットを購入しました。

ところが仕事の関係で一日早く帰らなければいけな

くなり、帰りの航空券を新たに購入しました。ネッ

トで買ったチケットは払い戻しができないため結局

10万円も余分にかかりましたが、仕事の信用の方

が大事で、それはお金には代えられないことなので

よしとしました。昨日から仕事も出来ました。一所

懸命練習して、試合で自分の力を出し切るというの

は難しいことですが、子供たちも賞状をもらってき

たので次につながるかなと期待しています。

それから、小学生の大会は経済効果があります。

子ども一人に、お父さん、お母さん、ひょっとする

とおじいちゃん、おばあちゃんもついて来ます。来年、

再来年山形県で全国大会をやります。鶴岡でできれ

ばいいのですが、天童の総合運動公園でやります。
一億円くらいの経済効果があります。

私は、鶴岡スポーツ少年団のソフトテニス少年団

を指導しています。うちのクラブは朝練がメインで

す。5時半から6時半まで登校前の1時間やります。

休みは木曜日ですが、自由練習という形にしていま

す。休む子はいません。私も（二日酔いがなければ）

毎朝出ています。寝るときにユニフォームを着て寝

ます。朝そのまま飛び出し、練習後シャワーを浴び

て出社します。

子どもたちは普段いないと、いいことを言っても

聞いてくれません。常に子供たちを見ていないと不

安があります。ちょっと目を離すとフォームが変

わっていることがあります。いい方に変わっていれ

ば黙っていますが、悪い方、致命的な場合もありま

すから目が離せません。観察と子供の信頼を得るに

は毎日顔を出さないといけません。13年前は体力

もあり、叱ることが多かったのですが、今は孫のよ

うで可愛くてしょうがありません。子どもからエネ

ルギーをもらって、仕事も頑張っている今日この頃

です。

○ガバナー事務所
・職業奉仕セミナーのご案内

日　時：9月6日（土）登録：13：00～

場　所：寒河江市ハートフルセンター2F

登録料：一人1，000円　締切8／28
・南陽地区復興援助について

東日本震災復興基金より　50万円をお渡しした

い。

○鶴岡市青少年市民会議

H26年鶴岡市青少年育成市民会議会費納入のお

願い

会費額：2千円　納入時期：7月31日

○山形県英語教育研究会田川支部

H26年度田川地区中学校・高等学校英語弁論大

会後援の申請について（お願い）

日　時：9月4日（木）9：30～4：00

場　所：中央公民館

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

米山奨学生　　候　璧　さん

◆メイクされた方

青柳孝治君・越智茂昭君・佐藤詩郎君・加藤　亨君

小林健郎君・丸山隆志君・佐藤孝子君・菅原成規君

冨田喜美子君・阿部純次君・阿蘇司朗君・藤川享胤君

佐藤友行君・富樫松夫君・塚原初男君

スマイJL㊤

菅原成規君　8／1～8／3まで、インターハイ（千

葉県）の応援に行ってきました。結果は出ません

でしたが、春の全国選抜大会、夏のインターハイ

と応援に行けて、親としてとても幸せでした。

塚原初男君　先週8／2（土）の地区米山セミナーで、

候さんから心温まる立派なスピーチを伺いました

ので。（9名の奨学生のうち、6名の方々よりスピー

チあり）

阿蘇司朗君　8／31曾孫が誕生しました。女の子です。

それを見にディズニーランドに勤めている兄が来

ます。9／2にスピーチさせて頂きます。

丸山隆志君　大分県で行われた小学生ソフトテニス

大会で子供たちが頑張ってくれたのでスマイルし

ます。

武田啓之君　体調管理気を付けましょう。

樋渡美智子君　プログラムではお世話になります。

二番目の孫娘が徳島で全国大会に出場します。
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螢岡ロー
⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13‥30）

平成26年8月19日（火）　第2684回例会　（本年度第6回）

9月　2日（火） 理事会・ゲストスピーチ　阿蘇勇真氏「ディズニーランドの裏表」

9月　9日（火） フリートークを楽しむ例会　情報委員会（箕島盲也君）

9月16日（火） 英語スピーチコンテスト県大会出場者によるスピーチ

9月23日（火） 秋分の日（休会）

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

◎先週の行事について

8月9日（土）ガバナー歓迎会　東京第一ホテル

鶴岡　PM6：30～　出席［藤川PG・塚原PG・富

樫AG・西川AG幹事・丸山会長・菅原幹事］

※池田ガバナーの歓迎会でしたが、ガバナーの一

年間の活躍を期待する激励会にもなりました。

★夫の家事

「ルンバより動きの遅い我亭主」は、最近新聞で

見たサラリーマン川柳。ルンバとは円形のロボット

掃除機です。家事を苦手とする男性諸氏の姿を、言

い得て妙で表現した川柳です。

民間会社の家事に関する意識調査によれば、妻の

さりげない褒め言葉が夫の家事参加意欲を高めると

いいます。出勤前、洗濯物を干した夫に妻が掛けた

「ありがとう」の一言で、家事意欲が出てきた夫が

いた半面、愚痴などで駄目出しされると、意欲が湧

かなくなったとも。誰だって人から褒められて悪い

気はしない。その心理をくすぐられて、家事参加を

いとわなくなったようです。

定年退職し、日がな家でごろごろしていて妻に疎

まれ、「ぬれ落ち葉族」などと才耶旅され、妻が外出

するたびに行き先に付いて行こうとする「ワシも

族」と言う言葉も流行したことがありました。どち

らも　ミ駄目亭主ミ　を言い表しています。

「亭主元気で留守がいい」と言うコマーシャルが

ありましたが、家事をいとわない夫が多くなれば「亭

主元気で家事仕事」と言うことになります。「男子

厨房に入るべからず」が、今は調理大好き男性も増

えています。駄目な主婦を装い、夫に家事を手伝っ

てもらう巧みな作戦もあるとか。

体を動かせば健康に良く、家庭円満になれば一石

三烏。育児、家事、介護も含め、男性の出番は増え

ています。（上記は、荘内日報「荘日春秋」より抜粋）

回 回

○ガバナーエレクト事務所

ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

住所：〒992－0039

米沢市門東町3－3－1米沢共立ビル3F

電話：0238－40－8913　FAX：0238－40－8914

E－mail：ri2800sa（夢ms5．omn．neJP

開設日：2014年8月1日

○山形県知事

河川アダプト団体補助金交付決定通知書

補助金額　86，000円

山形県ふるさとの川アダプト事業補助金請求書等

の提出→締切8／15

0鶴岡市教育委員会

第45回鶴岡田川地区中高児童生徒考案創作展
・審査委員会出席並びに委員の委嘱について

日時：9月3日（水）午前9時～12時

場所：鶴岡市中央公民館　大視聴覚室

内容：各賞の選考と審査
・表彰式の出席依頼について

目時：9月7日（日）午前10時より

場所：鶴岡市中央公民館　市民ホール

青年部活動に参加して
～守る心と変える心～

J大山よいとこ　おらがの里よJ

この歌は今からおよそ30年前、

商工会青年部の先輩たちが企画制

作した大山音頭という歌です。制

作から　30年経った現在、大山音

頭はしっかりと地域に根付き、私たちは幼少の頃か

らお祭りではこの舌頭で神輿を担ぎ、夏には櫓の上

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガ／け一池田徳博

会長／丸山隆志　▼副会長／加藤　亨　〉幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
会報垂鼻会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡55ビル1F t辺（0235）28－3375圧刃（0235）28－3376



で叩く大太鼓のリズムに乗って盆踊りを踊ってきま

した。

私は出羽商工会青年部の佐藤勝則と申します。出

羽商工会は鶴岡市と三川町の7つの単会が合併し

た商工会です。私の家はその中でも尾浦城の城下町

と酒蔵で知られる大山地区で美容院を営んでおりま

す。

「大山って言えば酒蔵まつりだよの。」複雑な気分

になります。私の中では、「いやいや、犬祭だろ…。」

酒田まつり、天神祭と並んで庄内三大祭と称され

る大山犬祭り。その昔。大山地区にある椙尾神社の

裏山に棲む化け物を退治したメッケ犬に由来する

300年の歴史を持つ祭りです。

庄内三大祭と言われながらも、大山地区は人口わ

ずか7，000人。他の二つと比べて規模は小さく、

以前ほど活気が無くなっているのが正直なところで

す。事業所が減少し、若い世代は他の会社に勤めに

行く時代。故に青年部員の激減、活気が無くなった

要因の一つと考えられます。

犬祭りを何とかしたいと思い、一つの問題点に着

目しました。

祭りの華である「からぐり山車」は一番御祝儀を

もらい、その分お酒を振舞われます。その結果、ど

うしても時間がかかり遅れるわけです。中盤から行

列についていけず、後半では15分程の時間差が出て、

スッポリと行列が空いてしまいます。この間、観て

いるお客様はつまらない。まだか、まだかとイライ

ラしています。

この行列の隙間を埋める何かいい方法はないもの

だろうか。私たちは考え、ある企画をしました。今

からおよそ30年前、大山音頭をレコードに吹き込

んだ歌手本人をよんで、歩きながら歌ってもらおう

という企画です。

今も歌手活動をされていて、60歳を過ぎてもパ

ワーは衰えていません。いざ本番、例年なら時間を

持て余してしまう行列の空白に歌声は響きました。

（大山舌頭J）

沿道は観客で埋め尽くされ、その中をまるでコン

サートのように歌い歩きます。本人を知っている年

配のお客様は、近寄って握手をしたり、踊ってみた

りと、いつもとは違う行列になっていました。そし

てそのすぐ後ろには「からぐり山車」が続きます。

大成功です。見事に行列の空白を埋め、これまでと

少し違う祭りを提供することができました。

私は企画の成功が嬉しかったと同時に、なぜ今ま

でこのような取り組みができなかったのか。なぜこ

のお客様の笑顔を見るために行動を起こさなかった

のか悔みました。300年という長い歴史を持つこの

祭りを変えていくという事は容易な事ではありませ

ん。しかし、「変える」ということを「進歩」と捉

えるとまた意味は違ってくるのではないでしょうか。

残さなければいけない歴史と伝統があり、それを

守りながら時代の変化に合わせて「進歩」していか

なければならないのだと思います。祭りは誰のもの

か。誰のためにするのか。それはお客様のためです。

決して運営サイドの自己満足ではなく、いかにお客

様に喜んでもらえるかなのです。

地域にしっかりとした根をはり、先人たちが築い

てきた太い幹があり、時代に合わせてまた新しい枝

を伸ばし、きれいな花を咲かせる。このきれいな花

をお客様に届ける事が私たち商工会青年部の役割で

はないでしょうか。

きれいな花を咲かせるには根や幹となる守る心が

必要です。新しい枝を伸ばす変える心も必要です。

守る事も変える事も容易なことではありません。し

かし、思い切って行動を起こすこと。それによって、

きれいな花を咲かせるだけでなく、自分の中の守る

心と変える心を強く大きくしてくれます。心を育て

るのが商工会青年部なんです。みなさん、私達の力で、

日本中をきれいな花で埋め尽くしましょう！

香呂会報告
出席委員会
◆ゲスト

出羽商工会青年部　理事　佐藤　勝則　氏

◆メークアップされた方

青柳孝治君・越智茂昭君・佐藤詩郎君・牧　衛君

武田啓之君・小林健郎君・丸山隆志君・加藤亨君

佐藤孝子君・菅原成規君・阿部純次君・阿蘇司朗君

藤川享胤君・佐藤友行君・富樫松夫君・塚原初男君

冨田喜美子君

スライ／L㊤

藤川享胤君　ガバナー歓迎会

菅原成規君　佐藤さん、今日はありがとうございま

した。元気が出ました。東北大会頑張って下さい。

阿蘇司朗君　申しわけないのスマイル。9／2にディ

ズニーランドにいる孫のスピーチほぼ確定だった

のですが、会社の都合でゲストとして出席するこ

とが出来なくなりました。申しわけないのスマイ

ルです。

上野欣一君　夏休みを利用してイタリアに行ってき

ました。時差ボケでまだ何となくスッキリしませ

ん。亡くなられた平田さんが、飲むと「イタリア

は良いですよ」と口癖にお話しされていましたが

全く同感でした。些少ですがお土産を持参しまし

た。

武田啓之君　佐藤勝則さんスピーチありがとうござ

いました。東北大会頑張って下さい。

丸山隆志君　佐藤勝則さん、スピーチありがとうご

ざいました。東北大会でも頑張って下さい。

小林健郎君　3年皆出席。

加藤　亨君　佐藤さん、スピーチありがとうござい

ました。ぜひ大山をもっと盛り上げて下さい。

加藤一弘君　若いパワーに期待します。
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⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13‥30）

平成26年8月26日（火）　第2685回例会　（本年度第7回）

9月　9日（火） フリートークを楽しむ例会　情報委員会（真島吉也君）

9月16日（火） 英語スピーチコンテスト県大会出場者によるスピーチ

9月23日（火） 秋分の日（休会）

9月30日（火） ゲストスピーチ「穂波街道の目指すもの」庄司祐子氏

Eメール◎tsuruOkaO8＠rid2800．jp

こんばんは。盆も開け、学校も始まりました。今

年度最初の家族例会です。55名の皆さんから出席

を頂いています。佐藤久樹君の会員スピーチの中で、

だだちゃ豆は盆明けの8月25日、26日、27日、

この頃が一番おいしいという解説がありました。今

日は本当においしいだだちゃ豆が堪能できると思い

ます。

本日は新入会員田村さんの入会セレモニーと、前

任者ユアテックの菅原さんの送別会、そして青少年

交換留学生の周（アイサ）さんの歓迎会と盛りだく

さんです。

そして元米山奨学生、金紅蘭さんが本日帰国され、

お礼状が届いていますので紹介します。

お礼状

拝啓　向秋の候、鶴岡RCの皆様におかれましては益マ

ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、米山奨学生に選ばれてから長い間、藤川享胤

カウンセラーを始め鶴岡RCの皆様から大変お世話になり

ました。心よりお礼申し上げます。皆様と出合って楽しい

思い出もたくさんでき、帰国とはいえ鶴岡を離れるのはとて

も残念でなりません。皆さんから頂いたご厚情と温かいお

気持ち、そして素晴らしい「ロータリー精神」は一生忘れ

ません。皆様との出合いによって、多方面で成長でき、

特に米山奨学生として鶴岡RCに所属したことが最高の幸

運です。どうもありがとうございます。

本来であれば、帰国前に鶴岡RCの皆様にお伺いして

ご挨拶を申し上げるべきところですが、紙面でご挨拶とお

礼を申し上げます。今後日本に来る時は必ずお伺いいた

します。

末筆となりましたが、皆様の御健勝と鶴岡RCの一層の

ご蚤展を心よりお祈りいたします。　　　　　　　　敬具

平成28年8月　　　　元米山奨学生　金　紅　蘭

○入会の挨拶
田村　一美君

こんばんは。私は昭和30年3

月生まれ、今年59歳になります。

鶴岡市常盤木に住んでいます。旧

櫛引になります。家族は長女と母

親の三人家族です。入会の承認を

頂いたこと、また本日は盛大に迎

えて頂いたとこをありがたく思っています。今後と

もよろしくお願いいたします。

○退会の挨拶
菅原　隆之君

本日は私までお招きいただきあ

りがとうございます。ユアテック

サービスというところに7月から

勤務しています。元会員の秦さん

がいたところです。ユアテックの

隣です。また皆さんとお会いする
ことがあると思いますのでよろし

くお願いいたします。

○青少年交換学生あいさつ
周　紋　君さん

－1　みなさん、こんばんは。周紋君

と申します。できれば、アイサの

方が呼びやすいのでアイサと呼ん

でください。ありがとうございま

す。

（アイサさんは日本語が大変上手

です。）

ゲスト紹介）

大滝　美香さん（ホストファミリー）

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガ／け一池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規““会長エレクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　田！（0235）28－3375因（0235）28－3376



周紋君さん（青少年交換学生）　　　　　　　　　　　　　相澤　責（山形日産自動車販売㈱）

鶴岡南RC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小南賢史（農業）

会長　土門　孝則君　　幹事　納谷　政一君　　　　　　丸山　純（ルポットフー）

元会員　菅原隆之君　　新会員　田村一美君　　　　　　　佐藤　国（東京第一ホテル鶴岡）

☆会員家族　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本間光之（グランド　エル・サン）

佐々木十代子さん　真島英太さん　順子さん　礼吾　　　　菅原彩花（山形日産自動車販売㈱）

くん　平朗くん　青柳　芳さん　菅原ひなちゃん　　　　　川井奈津美（山形日産自動車販売㈱）

☆米山奨学生　紅候稚璧さん（山形大学）　　　　　　　☆IAC

☆RAC

伊東　蘭（荘内協会保育園）会長

阿部新吾（リベラル保険）副会長

匹田枝里（ウイズ環境㈱）

美女と野獣たち！

顧問　古原大樹先生　飯田　蓮（1年生）

鈴木大河（1年生）竹内拓将（1年生）

佐藤将太（1年生）東海林瑠芽（1年生）

佐藤　巧

ねえ～なんか言ってヨ

会長よりうまいとか？

いよいよ来年！余裕、よゆう！　　　　丸山君、大丈夫か－！？
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9月16日（火）

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

丁　　　一一一．‾‾

ロ き

⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成26年9月2日（火）　第2686回例会　（本年度第8回）

英語スピーチコンテスト県大会出場者によるスピーチ

9月23日（火） 秋分の日（休会）

9月30日（火） ゲストスピーチ「穂波街道の目指すもの」庄司祐子氏

10月7日（火） 会員スピーチ　上野欣一君

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

第3回理事会報告

1、だだちゃ豆家族例会収支報告（承認）

2、今年度予算書（修正）について

繰越金計上等（活動計画書に掲載）

3、次年度：地区社会奉仕委員会委員の推薦につい

て（会長・会長エレクトで人選を進める。）

4、田村一美会員の特定委員会について

社会奉仕委員会に所属

先週の「だだちゃ豆家族例会」には、会員、ご家族、

ローターアクト、インターアクト、米山奨学生、青

少年交換留学生、ビジター等55名の皆様から参加

を頂き盛会に終了する事ができました。

ローターアクト企画の景品抽選会では、真島ファ

ミリーに多くの景品が当たりました。おめでとうご

ざいました。SAA、親睦委員会の方々ご苦労様で

した。

又、2次会では、ローターアクトが多数参加して

頂き大変盛り上がりました。次の日の仕事に支障を

きたした方がいなかったかが心配でした。

今週は、第45回鶴岡田川地区小中高児童生徒考

案創作展審査会（9月3日）・同表彰式（9月7日）

平成26年度田川地区中学校・高等学校英語弁論大

会表彰式（9月4日）地区職業奉仕セミナー（9月

6　日）と、毎日のように行事が有ります。各担当者

には宜しくお願い致します。

9月　新世代のための月間

（New Generations Month）

1996－97年度から、従来の「青少年活動月間」

の名称が変わり、「新世代のための月間」となりま

した。年齢30歳までの若い人、すべてを含む新世

代の育成を支援するロータリー活動に、焦点を当て

る月間です。

クラブと地区は、新世代の基本的ニーズ、すなわ

ち健康、人間の価値、教育、自己開発を支援するプ

ロジェクトに着手するように要請されています。

鶴岡RCは、インターアクト、ローターアクト、

青少年交換留学生等、また、児童生徒考案創作展の

後援、中学校・高等学校英語弁論大会後援と、新世

代のために多くのプロジェクトをしています。これ

は、第2800地区でも模範になるクラブだと思って

います。これからも継続して行きたいと思います。

山王町ナイトバザールの出品のお願い

鶴岡ローターアクト

RACが9月20日（土）、山王町ナイトバザール

に出店します。売上を活動資金にしますので、会員

からの出品の寄贈をお願い致します。

品物は、東京第一ホテルル鶴岡のフロントまでお

願い致します。

金枝スポーツ汲義そのJ

この間、全国高等学校軟式野球大会準決勝で、延

長50回で決着がついたという試合がありました。
一人の投手が投げ続けるのは大変だと思いました。

軟式は硬式よりもボールが飛びません。私も中学校

の時、野球をやっていました。中学校の野球は軟式

です。ボールは、バウンドはするけど飛びません。

0対0で延々と続くということは、守備がいいとい

うこともありませが、ボールが飛ばないことが一番

の原因だと思います。羽黒高校にも軟式野球部があ

ります。東北大会で優勝するレベルです。

8月一杯いろんなスポーツの全国大会を観戦しま

した。今、ミニ国体という国体の東北予選が行われ

ています。ソフトテニスの少年男子は去年全国優勝

■Rl会長ゲイリー⊂．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長工レクト／越智茂昭

会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡55ビル1F【田（0235）28－3375回（0235）28・3376



をしました。今年は、宮城県代表が東北高校のメン

バー、山形県は羽黒高校のメンバーです。羽黒高校

のメンバーの半分以上は私がスポ小の時教えた子供

たちです。去年優勝したので、本大会に出場すれば

第一シードということになります。

各地区で予選があり、2回の優勝経験のある長野

の高田商業が今年予選落ちしました。岐阜の中京高

校も予選落ちし、強豪校が出てこないので条件が良

くなりました。今年も山形県が優勝し、長崎で開催

される天皇杯のポイントになればいいなと思ってい

ます。また皆様にいい報告が出来ればいいなと思っ

ています。

○ガバナー事務所
・地区補助金送金のお知らせ

○□tタリー財団
・ロータリー財団　確定申告用寄附金領収書送付

について

○鹿児島西R⊂
・職業分類表・会報

○鶴岡ローターアクトクラブ

フリーマーケット協力のお願い

会場：山王商店

日程：H26年9月20日（土）

御　礼

米山奨学生　　候　璧　きん

みなさん、こんにちは。候璧です。先週はだだちゃ

豆例会に招待して頂き有難うございました。美味し

いだだちゃ豆を食べながら、皆さんと交流できたの

は何より楽しかったです。来週の土曜日はローター

アクトのアジア第一分会に参加する予定です。初め

て参加するのでとても楽しみにしています。鶴岡

RC、鶴岡RACのお蔭で、社会活動に参加し、自分

を成長させていただいていることに感謝いたします。

留学生活も充実しており、心から感謝しております。

今後ともよろしくお願いいたします。

香呂会報告

出席委員会
◆ゲスト

米山奨学生　候　璧さん（山大農学部大学院）

◆〈先週メークされた方〉

青柳孝治君・越智茂昭君・佐藤詩郎君・牧　　衛君

武田啓之君・小林健郎君・丸山隆志君・佐藤孝子君

菅原成規君・阿部純次君・阿蘇司朗君・藤川享胤君

加藤　亨君・佐藤友行君・富樫松夫君・塚原初男君

冨田喜美子君

◆〈今週メイクされた方〉

小林健郎君・丸山隆志君・佐藤孝子君・菅原成規君

青柳孝治君・越智茂昭君・武田啓之君・阿部純次君

阿蘇司朗君・藤川享胤君・加藤亨君・冨田喜美子君

スマイJL㊨

佐藤孝子君　新世代月間で卓話依頼が沢山あり。今

月例会お休みが多くなりますが、地区内5ヶ所ま

わっています。

上野欣一君　だだちゃ豆家族例会の写真で野獣の一

人（？）となりました。楽しいひと時でした。

塚原初男君　遅くなりましたが、去る8月9日の池

田ガバナー第2ブロック歓迎会登録料を、クラ

ブ負担していただいた事に感謝して。

真島吉也君　先日のだだちゃ豆例会で大勢押し掛け、

沢山のお品を頂き、恐縮しております。ありがと

うございました。

石田　雄君　鶴岡市第9回芸術祭に参加。見に来

て下さい（8月31日～12月8日）

丸山隆志君　例会を早く帰ります。お詫びのスマイ

ルをします。

藤川享胤君　元米山奨学生の金さんが28日、無事

母国に帰られました。在日中は皆様に大変お世話

になりました。

加藤　亨君　だだちゃ豆例会、ジュースが当たりま

した。

菅原成規君　だだちゃ豆例会、娘に商品券が当たり

ました。プレゼントも頂いて、いつもありがとう

ございます。

ノ∴三二．ニュー∵二二∴二．∵二∴∵・

昭和30年3月12日生

勤務先：
㈱ユアテック鶴岡営業所
所長
tel O235－22－2820

faxO235－22－8389

職業大分類：建設業
小分類：電気工事

田村一美趣味：スポーツ観戦
旅行



9月23日（火）

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

藤岡ロー
①東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13‥30）

平成26年9月9日（火）　第2687回例会　（本年度第9回）　　　導絞

秋分の日（休会）

9月30日（火） ゲストスピーチ「穂波街道の目指すもの」庄司祐子氏

10月7日（火） 会員スピーチ　上野欣一君

10月14日（火） ゲストスピーチ（JAICA）

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

先週の行事・活動

●9月3日（水）：第45回鶴岡田川地区小中高校

児童生徒考案創作展審査会　出席：会長

応募状況：小学校37校、1団体（三川少年少女

発明クラブ）全302作品。出品は小学生のみ。

鶴岡RC会長賞は、1，2年生から選びました。樋

渡会員も出席されました。大変ご苦労様でした。

●9月4日（木）：平成18年度田川地区中学校・

高等学校英語弁論大会　出席：冨田さん

入賞者　中学生　暗唱の部

1位　三浦理緒子さん（鶴岡第四中学校）

TheSpider、sThread（くもの糸）

スピーチの部

1位　太田凪沙さん（余目中学校）

WhyDoWeGotoSchool？

（なぜ、学校に行くの？）

高校生　スピーチの部

1位　長岡真由さん（鶴岡北高等学校）

NowIKnowMyFuture（私らしく未来へ）

2位　中村彩乃さん（鶴岡南高等学校）

AUniversallyAcceptedIdea

（共通認識について）

冨田会員に出席して頂き、上記の各部門、1位の

3名に鶴岡ロータリークラブより賞状と盾を授与致

しました。又、中学生は各部門の1位、高校生は上

位2人が9月25日に長井市の置賜生涯学習プラザ

で聞かれる県大会に出場します。是非、東北大会目

指して頑張って頂きたいと思います。入賞者には、

9月16日にゲストスピーチをお願いしています。

●9月6日（土）：第2800地区　職業奉仕セミナー

PMl：30　寒河江市ハートフルセンター

出席：塚原職業奉仕委員会カウンセラー、会長、

菅原幹事、佐藤（友）職業奉仕委員長

・基調講演　①ロータリーの目的と職業奉仕：鈴木

一作職業奉仕委員会委員長　②日本における職業

奉仕の歴史と今日的課題：安孫子貞夫バストガバ

ナー「ロータリーの思想は、数が多くなればなるほ

ど薄れる」と言われる。最近のロータリーは、かな

り形骸化が進んでおり、精神性が希薄になっている。

この事は、国際ロータリーについても言える。

この現状を正しく認識していただければ、RIと

ガバナーの指導がロータリーの全てでないことを知

ることになる。重要なことは、ロータリーの本質を

的確に理解し、それに沿った運営をすること。それが、

どう在るべきかを探求し、指導することが、クラブ

リーダーの責務である。クラブ活動の基本は「人造

り」にあることを理解することが肝要である。

二宮尊徳翁は、「田畑を耕す前に心の田畑を耕す

べし」と言っている。井坂孝（日本RC第70地区

2代目ガバナー）月信第1号

①「ロータリアンよ、約束を守れ」

（∋「ロータリアンよ、賄賂を贈ることなかれ」

③「ロータリアンよ、徒に慈善事業に憂き身を

やつすことなかれ」
・テーブルディスカッション及び発表

①ロータリアンの使命とは？　～なぜ私はロータ

リアンであり続けるのか？～

②仕事をリタイアした人の「ロータリー入会」お

よび「職業奉仕」をどう考えるか？

③ロータリーの職業奉仕理念を活かした「経営改

善の実例」と「従業員啓発教育の実例」

④クラブにおける職業奉仕の「フォーラム」と「勉

強会」のあり方

講評：塚原職業奉仕委員会カウンセラー

●9月7日（目）：第45回鶴岡田川地区小中高校

児童生徒考案創作展表彰式　AMlO：00

鶴岡市中央公民館　越智会長エレクト出席
「鶴岡RC会長賞」の贈呈。

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　暮地区ガバナー池田徳博

〉会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭

会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　田（0235）28・3375囲（0235）28－3376



○ガバナー事務所

地区大会のご案内

【大会1日冒】10月24日（金）

会場：東京第一ホテル鶴岡

【大会2日目】10月25日（土）

本会場：鶴岡市朝喝武道館

大懇親交流会：グランドエル・サン

締切9／25

0山形県英語教育研究会

田川地区中学校・高等学校英語弁論大会後援

表彰ど協力のお礼

皆さんこんにちは。只今ご紹介頂きました、日本

演歌楽会会長の大戸眞澄と申します。宜しくお願い

します。

五小の校長をやって、辞めてから何やったら良い

かなと思いました。私、結構唄に自信あったんです。

ギターは高校生の頃馬鹿みたいに弾いて、喋りも結

構面白いという事で、辞めたらこういう弾き語りみ

たいな事をやっています。最初は長南肉屋さんから

話を頂いて、やったらお爺さんから気に入られ、肉

たっぷり貰いました。これは良いもんだなと思いま

したね。

歳をとって来ると、段々頭の働きが衰えて来ます。

それに対応するにはどうしたら良いか。お医者さん

の話だとまず想像力を働かせると言う事ですね。そ

れから読み書きする事を常にやる。医者はそこまで

しか喋らない訳ですよ。じゃあどういうふうにして

想像力を使うか、私は演歌楽会会長として、演歌を

作って想像力を鍛えるという事をやってみたいと思

います。

「みだれ髪」、あの美空ひばり50歳の時に、大腿

骨頭壊死という大変な病気を克服し、東京ドームで

不死鳥コンサートの時プレゼントされた曲です。大

変難しい曲です。音域が美空ひばりの唄の場合、一

番幅が広い。だからなかなか素人は唄えないです。

ですから私はキーをグンと下げています。

JJJ「みだれ髪」JJJJ

はい。有り難うございます。良い曲で、唄うだけ

でも健康にいいんですけれど、歌詞を良く見て想像

するという事です。そうすると増々脳の活性化に繋

がって行く。

最初まず、「髪のみだれに手をやれば、赤い蹴出

しが風に舞う」ここでの意味深い箇所はここだけで

す。まず風が吹いている…塩屋の岬に風が吹いてい

ることは分かりますよね。あえてそれで終わらない

で、想像するんです。どういう風が吹いているのか、

強いか弱いかです。

「髪のみだれに手をやれば」と髪が乱れているんで

すから、風は吹いていますよね。でもそれだけで強

いか弱いかは分かりません。何故かと言うと、乱れ

やすい髪もあれば、乱れにくい髪もありますし、

ちょっと乱れただけで気にして手をやる人もいれば、

適当でそんなのどうでもいいねという人もいます。

次に、「赤い蹴出しが風に舞う」赤は色ですよね。

蹴出しって何だと思います？

福神、裾。蹴出しと言うのは漢字で「蹴り出し」と

書きます。毛が出るじゃありませんよ。「蹴出し」

これは辞典で調べると、「おこし」と出て来ます。「お

こし」って何だやって調べると、腰巻き、所謂「ゆ

もぢと蹴出しのセット」をおこしと言います。どう

いうことかと言うと、和服をちゃんと着る場合には、

勿論パンツ履かない訳ですよ苦はね。最初「ゆもぢ」

という物、属に腰巻きという物を、庄内では「よも

ぢ」と言って託ったそうですが、それを巻きます。

そのゆもぢですが、着物は前が乱れます、裾が乱れ

ますから、人の目に触れる場合がある訳です。そん

な目に触れてもどうでもいいって人はいいんですが、

上品な家の奥さん、お嬢さん、それから花柳界の人、

そういう人は、自分のゆもぢが人の目に絶対触れた

らだめ。不調法だと言って、それでゆもぢ隠しにも

う一枚薄い絹で出来た蹴出しという物を、蹴り出し

ても大丈夫な物を、蹴出しをぐるっと巻いた。要す

るにゆもぢ隠しですね。というふうに書いてありま

す。そうすると風の強さが分かります。

（楽しい歌とお話が続きますが、紙面の都合上

割愛させていただきました。）

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

日本演歌楽会　会長　大戸　眞澄氏

◆メイクされた方

阿蘇司朗君・藤川享胤君・佐藤友行君

佐藤孝子君・塚原初男君

スライJL㊤

塚原初男君　9／3（水）米沢中央RCの例会で「日

本の森林・林業」をスピーチさせていただきました。

9／6（土）地区職業奉仕セミナー出席の皆様ご苦

労様でした。大戸先生のお話を楽しく伺って。

丸山隆志君　大戸さん、スピーチありがとうござい

ました。
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先週の行事・活動

●9月9日（火）PM6：300～：第2ブロックIM

第1回実行委員会　於：東京第一ホテル鶴岡

出席：富樫AG、塚原、藤川、阿部、丸山、菅原、

佐藤（孝）、小林、本間、加藤（亨）、佐藤（友）、武田、

越智、上野、真島

富樫AGを中心にIMの内容を熱心に協議致しま

した。

「敬老の日」

昨日は、敬老の日でゆっくり休みました。「敬老

の日」を前に総務省が14日発表した人口推計によ

ると、2014年の65歳以上の高齢者は前年に比べ

111万人増の3，296万人だった。総人口に占める

割合は、0．9ポイント増の25．9パーセントで、ほ

ぼ4人に1人の計算。人数、割合とも過去最高を

更新した。

第1次ベビーブームの世代である昭和24年生ま

れの人が65歳に達したのが要因。75歳以上は、

12．5パーセントの1，590万人で、8人に1人の割

合となった。

鶴岡ロータリークラブの今年度の平均年齢は、

62．7歳です。65歳以上は、15人で会員の40．5パー

セントになります。第一次ベビーブーム「団塊の世

代」の会員は、昭和22年生まれに越智、藤川、昭

和23年生まれに小林、丸山、昭和24年生まれに阿部、

富樫、榎本の計7人おります。又、昭和25年生ま

れの佐藤（孝）、佐藤（友）を合わせますと計9人

になります。これは、鶴岡ロータリークラブの約

24．3パーセントです。60歳定年・65歳定年・70

歳定年・生涯現役と、さまざまだと思います。勿論

ロータリーアンには、定年はありません。益々ロー

タリーライフをエンジョイしてもらいたいと思って

おります。そして、社会への貢献や奉仕活動を少し

でも多く行ってほしいものです。

「青春とは、人生のある時期でなく、心の持ち方を

言う」は、サミュエル・ウルマンの「青春」と言う

詩の冒頭の文章です。（サミュエル・ウルマン：ド

イツ出身のアメリカの詩人1840～1924年）

（中略）

年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時に

初めて老いがくる

歳月は皮膚のしわを増すが情熱を失う時に精神は

しぼむ

（中略）

人は信念と共に若く　疑惑と共に老いる

人は自信と共に若く　恐怖と共に老いる

希望ある限り若く　失望と共に老い朽ちる

（中略）

「敬老の日」に因んで若さ（若い気持ち）と老いの

スピーチとします。

私らしく未来へ

長岡真由さん（鶴岡北）
「アナと雪の女王」はご覧にな

りましたか。今年大ヒットしまし

た。テーマソングの一節「気にし…

ないの　ありのままで」というフを

レーズにとても惹かれます。エル転

サは、魔法の力を隠すために人を

避けて暮らしていました。以前の

私のように。

私は中学の時バスケットボールをしていました。

高校に入って、新しいことに挑戦しようとサッカー

部に入りましが、だんだん友達との関係がうまくい

tRl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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かなくなり、冬の終わるころサッカー部を止めてし

まいした。その時私は、何がしたいの、何が将来役

に立つのと考えてしまいました。そんな時、友達や

先生から生徒会活動をしてみたらと言われました。

でも、私はサッカー部のことで、自信をなくしてい

ました。エルサと同じように、周りの人が自分をど

う思うのか心配だったのです。

そんな中、昨年の11月、私は修学旅行で台湾に

行きました。バイタリティ溢れる台湾の高校生との

交流で私もいろんな国の人々と関わりたい、話が出

来るようになりたいと思いました。

台湾から戻り、私は生徒会活動に注力しました。

今年の4月、私がリーダーとなって、新入生歓迎会

を開催しました。最初は緊張しましたが、新入生の

前で楽しく英語でスピーチをすることができました。

スピーチの後、先生方から「あなたの英語良かったよ、

もうびっくりした」と言われました。とても嬉しかっ

たです。

このような経験を通して、私は今私の未来を見つ

めています。何をしたいのか、どんな人になりたい

のか。私は世界に影響を与えるリーダーになりたい。

私の夢は国連で働くことであり、子供たちへの支援、

教育の発展に力を尽くすことです。

マララ・ユサフザイさんをご存知ですか。彼女が

15歳の時、タリバンに銃撃され、1年間生死をさ

まよい、何とか一命を取り留めました。回復後もマ

ララは、国連で、すべての人々への教育の重要性に

ついて演説しました。彼女の勇気と強い意志によっ

て世界が動かされました。私は彼女のように正しい

ことを主張する勇気を持ち、彼女のようなリーダー

になりたいのです。

世界の人々を支援するには理解し合うことが重要

です。エルサ同様以前の私は自分がどう思われてい

るか不安でした。最も大事なことはマララやエルサ

のように自分自身を理解し、自分を好きになること

だと最近考えられるようになりました。失敗から逃

れられないけれど、「ありのままで」という気持ち

があれば自分を見つめなおすことが出来、より自分

自身が分かるようになると思います。今、私は何を

したいのか、どんな人間になりたいのかということ

を知ることが出来ました。私らしく未来へ向かって

歩み始めようと思っています。

共通認識について

中村彩乃さん（鶴岡南）

障害者用駐車スペースに車を止

め、出てきた人が全くの健常者

だったらどう思いますか。それを

良しとしますか、それとも？

新聞の読者欄に、「健常者が障

害者用駐車スペースに車を止め、

歩いて店に入っていく姿を見るほどいらいらするこ

とは無い」という投稿が載っていました。そこは車

椅子用に広くした降がい者のための駐車場なのです。

健常者が使うことはできません。この社会的ルール

を私達は守るべきだと思います。

私は投稿者に賛成です。私の母が足の骨を折って

2か月間松葉づえを使っていたことがありました。

母は歩行困難になり、障害者用駐車スペースに車を

止めていました。それを答める人は誰もいませんで

した。母の状態は一目でわかり、母が障害者用駐車

スペースを利用することに違和感はありませんでし

た。

その数日後、同じ投稿欄に「私の息子は重い心臓

病を患っています。一見すると普通の子に見えます。

しかし息子は歩くことはもちろん数分も立っている

ことが困難です。駐車場は入口に近い場所が必要条

件です。もし息子が障害者用駐車スペースに車を止

めたら、皆さんは息子を責めますか？」という投稿

が掲載されました。

この記事を読んで私は、障害者用駐車スペースの

利用者を狭く捉えていたことに気づかされました。

私は、思っている以上に障害者用駐車スペースを必

要とする人がいるのです。一目だけでは、障害があ

るとわからない人たちです。障害者用駐車スペース

のシンボルは青字に白抜きの車椅子です。そのため

障害者用駐車スペースを車椅子の人が使うものと思

いがちです。

この間題について調べていたとき、「駐車許可制

度」を知りました。このシステムは最近地方自治体

で採用され、山形県でも取り入れられています。こ

のシステムは利用者の範囲を明確にしています。歩

行困難な高齢者、知的（精神的）降がい者、難病患者、

妊婦それに怪我などをされた方々です。自治体が発

行する駐車許可証は、それを使ういろいろなユー

ザーを示し、私たち一般の人にも障害者用駐車ス

ペースを利用できる人をはっきりさせるのに役立ち

ます。利用する方も許可証を表示していれば気兼ね

なく駐車することが出来ます。社会問題の解決に役

立ち、不正を防ぐという意味で、私はもっとこのシ

ステムが、他の地域にも広がればいいと思います。

人々はそれぞれ個々の特殊性と問題を抱えていま

す。私たちはそれを目にすることが出来るとは限り

ません。むしろそれらは目にできないことの方が多

いのです。他の人の観点、立場を理解するように努

めること、それが共通認識です。

スマイJL㊤

丸山隆志君　スピーチありがとう。東北大会、頑張っ

て下さい。

木村有為君　地区大会へのご協力・ご指導をよろし

くお願いします。

加藤　亨君　長岡さん、中村さん頑張って下さい。

武田啓之君　初めて前の席に座りました。長岡君、

中村さん頑張って下さい。
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先週の行事・活動

●9月22日（月）AM9：30～鶴岡市役所：池田

ガバナーの鶴岡市長表敬訪問へ同行

出席：富樫AG、丸山、菅原幹事

ゲストスピーチ

庄司裕子さんのプロフィール：東京生まれ。結婚

を機に庄内へ。家業である農家の可能性に着目し

1995年（平成7年）に農家レストラン「穂波街道」

を開店、1996年（平成8年）に㈱ジェイファーム

を設立。農業生産と本店経営を柱に事業を展開して

いる。

○県グリーンツーリズム推進協議会会長

○平成24年度：食アメニティコンテスト農村振

興局長賞受賞

○平成25年度：日経新聞社「NIKKEIプラス1

何でもランキング」農園レストラン編9位

以下『るるぶ特別編集　鶴岡』から抜粋
「土」を守り農のあるくらしをもう　20年ぐらいグ

リーンツーリズムという活動をしています。庄内は、

農家の技術のレベルがすごく高く、鶴岡らしさをお

伝えできる農家と観光の接点を言葉にすると「グ

リーンツーリズム」だと思うんです。

目の前に田園風景や広い海が広がって、いろいろ

な宿泊体験ができるのも鶴岡ならではと思っていま

す。そしてもう一つ、農家の嫁の立場から土をどう

守って次世代に受け継ぐかと言う事も大切だと思っ

ています。

※イスキア（イタリア語：Ischia）は、イタリア共

和国カンパニア州ナポリ県にある、人口約1万90

00人の基礎自治体（コムーネ）。

ナポリ湾西部に浮かぶイスキア島にある基礎自治

体（コムーネ）の一つで、イスキア島最大の人口を

有する基礎自治体（コムーネ）である。

※グリーンツーリズムは、「縁豊かな農山村地域に

おいて、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞

在型の余暇活動」、「農山漁村で楽しむゆとりある休

暇」とも言いかえられる。

日本の農山漁村余暇法において「農村滞在型余暇

活動」を「主として都市の住民が余暇を利用して農

村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対す

る理解を深めるための活動」と定めている。

以上の予備知識を念頭に入れながら、庄司裕子さ

んのスピーチを拝聴して下さい。

○国際ロータリー

ロータリーレートの変更のお知らせ

1ドル＝106円（≡呪在102円）

○ガバナー事務所

東日本大震災復興支援基金の補助金申請について

皆様こんにちは、庄司祐子と申

します。私は自分の仕事に対して

考えていることがあります。ラン

チェスター理論、たしか差別化し、
一点集中し、全国の大勢の人に販

売している大手は強者であり、そ

れ以外の企業すべて弱者である。

自分を弱者というのはちょっとよくないなと思いま

したので、自分なりに言葉を変えました。強者を全

国企業、弱者を地域企業という呼び方をしています。

地域企業は差別化して一点集中してナンバーワンに

なる。他社と自社の強みの違いを差別化して強みを

いかし手を拡げない。狭い地域、小さい市場、小さ

い商品で独自なことに特化しナンバーワンになる。

顧客を選び無駄に力を分散させないことが経営を有

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博
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利にすることである。これをいつも自分の目の前に

貼り、朝な夕なに眺めつつ、自分の軸足を地域にお

いて、そして狭いことでナンバーワンになる。その

ことを大事にというふうに考えています。今のとこ

ろぶれないでお陰様でやっております。

私がいまやっている事は、夫と会社を興して田ん

ぼ20ヘクタール、そのうち減反の大豆が約3ヘク

タールです。17ヘクタールの水田につや姫・コシ

ヒカリ・はえぬきを植えています。全てのお米は有

機栽培、または減農薬、いわゆる特別栽培米であって、

慣行栽培、普通の栽培は一粒たりともしていないと

いうのが私たちの自負です。そして21代目になる

夫の考えを大事にし、そこを基として地域の中でそ

のごく小さな部分ですがナンバーワンというのを目

指しております。ですからこの考えは誰かが勝つと

か負ける、そういう考えでもなくてオンリーワンの

企業になれば必ず生き残れるという考えで今まで

やってきました。25年ぐらい本気で農業をやって

きました。その中で気づいたことは、農作物を直接

お客様に売る事がなかなか難しいという事です。そ

して自分の料理がお皿の上にのって、それをお客様

が召し上がったらどんなに嬉しいだろうと考え出し

たのがだいたい30歳ぐらい。庄内は穂波街道とい

う自分の原風景があります。穂波街道、それはまさ

しく今のシーズンです。黄金に色づいた田んぼに本

当に農業者がたくさんいます。その農業者の方たち

が笑顔で収穫を喜ぶというのが私の庄内の原風景で

す。それが今のお店で穂波街道といいます。のちに

息子が大人になりまして帰ってくる。だったら、狭

い所でまずナンバーワンになるということで庄内で

ほとんどやっていなかったナポリピッザ、スロー

フード協会の世界認定があり、当店では全世界の中

で296番目にそれを受けることができました。非

常に厳しい決まりがある協会ですが、お陰様で息子

も世界大会に出てメダルをいただいて来たり、イタ

リア人の中に入って日本のまた世界の食について考

える重要なポジションに付かせていただいておりま

す。仙台のコボスタ楽天の球場内に本当に小さな店

ですけどもテイクアウトの店を持っております。そ

こは私たちの本店の2倍ほどの売り上げを毎日あ

げており、楽天の三木谷会長も絶賛し、またマスコ

ミもかなり注目をしていただいて新しいビジネスモ

デルになっております。

私のライフワークについてお話をさせていただき

たいと思います。私は昭和31年生れです。東京の

郊外に育ちました。アメリカに対する憧れがあり、

こちらに来てからもずっと国際交流をやってきまし

た。また農観連携という事も進めています。農業と

観光の連携。農業と観光が連携する活動はひと言で

言えばグリーンツーリズムです。私が長年その活動

をやって来て是非山形県で全国大会をしたいと思い

ました。来年の11月の半ばに三川町を主会場に、

グリーンツーリズム全国大会を進めようとしており

ます。是非何かの折にみなさんからもど理解を頂い

て協力していただければと思います。全国から山形

県にたくさんの方がお見えになる。そこで食の都庄

内、山形県の本当のグリーンツーリズムにベスト

マッチした地域であり更に庄内はそのモデルとなる

ということを全国の皆さんに発信し、また勉強する

機会になればと思っております。

今年穂波街道の前に無人の直売所を作りました。

野菜を並べております。おとといお客様がたくさん

来て下さって初めて4千円入っておりました。びっ

くりしました。100円の時もあるし入っていない時

もあったので非常にうれしかったです。それから商

工会の援助を得ましてお米の販売所を建てました。

是非皆さんにお願いしたいことがあります。息子に

ピッタリのお嫁さんを探すのが私の一番大事な使命

です。私がいいお姑さんになってそのお嫁さんを大

事にしますのでどなたか紹介していただきたいと思

います。皆さんのおかげでわたしの遠い夢それが

叶ったらうれしいと思います。今日は私のったない

お話しでしたけども時間を与えて下さってどうもあ

りがとうございました。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

穂波街道縁のイスキアオーナー　庄司　裕子氏

◆メイクされた方

藤川享胤君・佐藤孝子君・富樫松夫君・佐藤久樹君

スマイ／L㊤

樋渡美智子君　庄司さんのグリーンツーリズムなど、

すごい企画と実践に敬服。息子さんが小学校4年の

時、自転車でお父さんと北海道一周。青年の主張の

優秀者に感銘し、直接訪問。お話を伺ったという。

子育ての中での体験を大切にしていらっしゃいます。

真島吉也君　穂波街道のリピーターの一人です。理

想にむかって更に御活躍下さい。

丸山隆志君　例会を欠席して申し訳ありません。又、

庄司さんのスピーチを拝聴できず残念です。

石田　雄君　新文化会館入札決定おめでとう！

ありがとう！

塚原初男君（スマイル兼委員会報告）米山奨学会

委員会の塚原です。来10月は、職業奉仕月間であり、

同時に米山月間です。地区の米山奨学生数は、今年

度は9名でしたが、来酒井年度には11名と、2名

増枠されることになりました。当地区の各クラブの

米山に対する熱い思い入れと貢献度が、高く評価さ

れたことによると伝え聞いております。

当クラブの寄附目標額は、昨年同様の2万円です。

米山記念奨学会に対する皆様のご理解とご協力を何

卒よろしくお願い申し上げます。なお、米山紹介ス

ピーチは、今年は塚原が11月に予定しております。

その点も併せてよろしくお願い申しあげます。



国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

①東京第一ホテル鶴岡（矧同市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12‥30～13：30）

平成26年10月7日（火）　第2690回例会　（本年度第12回）

10月21日（火） 地区大会振替休会

10月28日（火） 黒豚を楽しむ家族例会

11月　4日（火） 理事会・ガバナー公式訪問

11月　8日（火） IM・第2ブロック6クラブ合同例会

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

第4回理事会報告

1、黒豚家族例会（10月28日）案内について

登録料：会員4，000円　家族2，000円

（中学生以上）小学生以下無料

2、IM及び6クラブ合同例会の登録料について
・個人負担：4，000円・クラブ負担：2，000円

3、次年度（酒井年度）地区委員推薦依頼について

社会奉仕委員会委員、米山奨学委員会委員、ロー

タリー財団資金推進・管理委員会委員

（10月20日まで）

先週の行事・活動

10月5日（日）：香頭ケ浜海岸清掃AMlO：00～

毎年恒例の香頭ケ浜海岸清掃を行いました。伊東

会長以下ローターアクトのメンバー、そして今回は

酒田ローターアクトの方々、七窪思恩園からも参加

して頂きました。鶴岡クラブからは、会員12名、

家族7名、総勢37名の皆さんから参加して頂きま

した。10年前に比べるとゴミは大変少なくなった

気がしました。これは、モラルが良くなった事と、

他にも清掃活動をしているボランティアの方がいる

のではないかと思いました。1時間程できれいにな

りました。作業終了後、皆で芋煮を頂きました。幸

い晴天にめぐまれ、きれいになった海岸で、穏やか

で椅麗な海を前に頂く芋煮は格別でした。参加され

た皆様に御礼申し上げます。以前より砂浜が少なく

なっているのは、少し残念でした。

香頭ケ浜の由来
『稽（こうず）ケ浜。樺山の下の土地に連なる浜』

椿（こうず）は、豊浦の由良の小字。その浜辺番頭ケ

浜は、楕ケ浜である。

和紙をつくる楕（こうぞ）は、昔「こうず」とも

呼ばれたが、その呼び方が廃されて、番頭と当てら

回

れた。この辺りの海岸山地は、平野部にかけてコウ

ゾが植えられた稽山であった。

※出典：大沼　浩「庄内地名辞典」より

次年度も、番頭ケ浜の由来を思い出しながら大勢

の参加で浜辺をきれいにして下さい。

今月は、職業奉仕・米山月間です。米山奨学会年

次寄付20，000円／1人年間を目標にご協力を宜し

くお願い致します。

○ガバナー事務所

①2014－15年度地区大会大会決議（案）の送付

②ロータリーデーのイベント内容報告のお願い

締切：10月14日

③ロータリー財団セミナー開催のご案内

日時：11月1日（土）午後1時～4時

場所：東京第一ホテル鶴岡　登録料：2，000円

出席者：会長・幹事・R財団委員長・新会員

④青少年奉仕セミナー開催のご案内

目時：11月8日（土）9：30－12：00

場所：東京第一ホテル鶴岡　登録料：3，000円

※閉会後昼食を準備しております。

出席者：会長・幹事・青少年奉仕委員長

新会員

⑤IM・6C合同例会開催と参加のお願い

日時：11月8日（土）

登録開始13：00　　合同例会18：15

場所：IM：出羽庄内国際村　国際村ホール

場所：合同例会：東京第一ホテル鶴岡

登録料：6，000円

※環境問題の取組についてクラブより1名発表

○ガバナー工レクト事務所

地区委員ご推薦のお願い

社会奉仕、米山奨学、ロータリー財団資金推進・

管理の各委員会委員

■Rl会長ゲイリー⊂．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博
／て会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭

会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　柾鵡（0235）28－3375皿（0235）28－3376



○会津若松南R⊂

新ソバ会のご案内

日時：11月17日（月）点鐘18：00

場所：ホテルニューパレス

登録料：10，000円（宿泊代込）

○鶴岡RA⊂

フリーマーケット協力のお願い

会場：山王商店

日程：H26年10月18日（土）

ロコモティブシンドローム（ロ

コモ）は日本語では「運動器症候

群」になります。その意味は「運

動器の機能不全により要介護状態

及び要介護リスクが高まった状

態」です。つまり運動器が弱くなっ

て介護の危険性が高い病態といえます。

戦後、医学や医療制度の発達で日本人の「平均寿

命」が伸びています。最近では女性が86歳、男性

が80歳位です。ところが、自立して生活ができる「健

康寿命」は男性が約70歳、女性が73～74歳と

言われています。人間は生まれて必ず死を迎えます

が、ほとんどの方は亡くなる前に介護される期間が

あり、男性が約10年、女性が約13年で、長生き

される女性が介護期間も長い状況でそれが大きな問

題です。

日本は今、65歳以上の方の割合（高齢化率）が

25パーセント以上となり「超高齢化社会」です。

鶴岡市は30パーセントを超えたそうです。3．5人

から　4人に1人が高齢者ということになります。

2055年頃には、高齢化率が40パーセントを超え

ると言われています。また少子化が高齢化率の上昇

に拍車をかけています。誰でも歳をとれば、当然い

ろんなことが起きてきます。足腰が弱ってくると「歳

とったから仕方がない」と考えがちですが、「ロコ

モティブシンドローム」という状態を自覚（ロコ

チェック）して、早いうちから対策（ロコトレ）を

講ずることで介護期間を少しでも短くすることが可

能です。それから、高齢になると男女で病気の傾向

に違いがあります。男性は「血管の老化（動脈硬化）」

が主体の病気にかかり、女性は「運動器の老化」が

主体の疾患にかかって介護になる傾向があるようで

す。

人間も動物ですから、

動かなければ（運動しな

ければ）間違いなく動け 刷〔慧芸〕
なくなります。ロコモの　運動習慣でロコモ予防・

予防と対策には規則的な　健康長寿を目指し乱よう！

運動と健康的な食事が非常に大切です。運動と食事

に気をつけながらロコモを予防して「健康長寿」を

目指しましょう。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

米山奨学生　　候　璧　さん

◆メイクされた方

藤川享胤君・佐藤孝子君・富樫松夫君・小林健郎君・

菅原成規君・塚原初男君

社会奉仕委員会

★香頭ケ浜清掃★

「鶴岡R〔奉仕活動実施中」の旗の下で奮闘しました！

スマイ几㊤

樋漉美智子君　上野先生、わかりやすいお話ありが

とうございます。主人ともども反省することが多く、

少しでも実践できればと思います。

丸山隆志君　上野先生スピーチありがとうございま

した。

佐藤孝子君　久しぶりに例会に出席しました。香

頭ケ浜、孫の七五三で欠席申し訳ありません。上野

先生スピーチありがとうございました。

加藤　亨君　香頭ケ浜清掃、都合で欠席し申し訳あ

りません。

西川富美子君　5日の香頭ケ浜海岸清掃欠席大変申

し訳ございません。まだ少し忙しい日が続きますの

と、人手不足で欠席日も続いております。もし、短

い時間でも働いていただける方がいらっしゃいまし

たら是非ご連絡ください。よろしくお願いいたしま

す。
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嘩厨ロー
⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13＝30）

平成26年10月14日（火）　第2691回例会　（本年度第13回）

10月28日（火） 黒豚を楽しむ家族例会

11月　4日（火） ガバナー公式訪問

11月　8日（土） IM・第2ブロック6クラブ合同例会

11月11日（火） IM・第2ブロック6クラブ合同例会振替休会

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp　ホームページ

10月10日（旧体育の日）

今から丁度50年前の昭和39年10月10日に東

京オリンピックの開会式が行われました。夏季オリ

ンピックとしては、異例ともいえる遅い開幕でした。

東京の夏は高温・多湿であること、10月上旬まで

は秋雨前線が停滞すること、さらには10月10日

が晴れの「特異日」（過去、統計的に晴れが多かった

日）であること等を考慮して日程が決められました。

その結果、開会式当日は移動性高気圧に覆われて運

動には絶好の天気に恵まれました。

東京オリンピック開会式を記念して10月10日

は「体育の日」として昭和41年に国民の祝日に制

定されました。体育の日は平成12年の「国民の祝

日に関する法律」の改正（いわゆるハッピーマンデー

制度の導入）により10月第2月曜日となりました。

今年は、10月13日（月）です。

「体育の日」は晴れるのか？

ちなみち、東京で「体育の日」に1ミリ以上の雨

が降った回数は、10月10日に固定されていた昭

和41年から平成11年（ハッピーマンデー制度導

入の前年）までの34年間でわずか5回です。体育

の日が、10月第2月曜日となった平成12年からは、

晴天が少なくハッピーマンデーがかならずしもハッ

ピーでないようです。

昭和39年に開催された東京オリンピックは、ア

ジア初のオリンピックです。歴史的に見ると、第二

次世界大戦後の荒廃から立ち直り、復興を遂げた日

本が取り組んだ国家的イベントであり、日本が国際

社会に復帰するシンボルの意味をもっていました。

これを期に日本は、高度経済成長を遂げ、物の豊か

さを実感してきました。しかしながら物の豊かさの

反面、心が非常に貧しくなってきているように思い

ます。21世紀は、心の豊かさを取り戻す時代だと

思います。

2020年に再び東京で、夏季オリンピック・パラ

リンピックを開催します。是非、2度目の東京オリ

ンピックを見届けたいと思います。

第49回県発明くふう展受賞作品決まる。

9月3日に第45回鶴岡田川地区小中高校児童生

徒考案創作展審査会を行いました。鶴岡RCが審査

を担当した1、2年生の作品の中から、県発明くふ

う展の県知事賞や東北経済産業局長賞、日本弁理士

会会長奨励賞を受賞しました。
・県知事賞

「めざせ2020東京オリンピック」

佐藤　誠晃君（あさひ小2年）
・東北経済産業局長賞

「ビーズで世界の国旗を作ろう」

池田　麻里愛さん（小堅小2年）
・日本弁理士会会長奨励賞

「はみがき　たのしみ　大さくせん」

佐藤　麻菜さん（京田小2年）

○ガバナー事務所

ロータリー、TVへ

（テレビCM・ラジオ放送の時間明細について）

山形県民歌「最上川」CDの送付について

まずIMならびに6クラブ合同

例会のタイムテーブル案を説明し

ながら次に進んで行きたいと思い

ます。開催日時は平成26年11

月8日（士）場所は出羽庄内国際

村ホールで講演並びに各クラブの

■Rl会長ゲイリー（．K．ホァン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
会報童貞会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　田（0235）28－3375皿（0235）28－3376



発表を行います。会場の設営も含め1日借りてあ

ります。6クラブ合同例会は東京第一ホテル鶴岡、

鶴の間となっております。

基調講演者は山形大学理学部教授の柳澤文孝先生

です。IMリーダーはRI2800地区ガバナーの池田

徳博さん。講演会は一般公開とします。11月1日

の鶴岡市広報に載ります。荘内日報にも掲載し、一

般市民等に周知を徹底して聴講してもらう段取りで

進めています。荘内日幸削こは10月20日以降に第

2ブロックIM講演会「環境PM2．5ってなに、～

PM2．5　と地域におよぶ影響等について～」という

内容で掲載するように手配してあります。

IMのホストは鶴岡RCで、実行委員会を以上10

名の方にお願いしています。委員会構成は総務委員

会、会場委員会、登録委員会、広報記録委員会、親

睦委員会、救護委員会の6つで、各委員会には委

員長さん、副委員長さん、それから委員で構成して

います。なお、接待に関しては、実行委員会で分担

しながら務めていきます。登録料は、参加者一人に

付き6千円、その他IM分担金一人当たり2千円、

これは10月1日現在の会員で徴収することになり

ます。

司会進行はIM幹事の西川富美子さんにお願いし

ています。13時から登録開始、13時30分開会点鐘。

開会点鐘は、第二ブロックガバナー補佐、富樫松夫、

国歌斉唱ソングリーダーは富田さんにお願いし、

ロータリーソングを「奉仕の理想」といたします。

それから開会の挨拶はIM実行委員長の塚原初男さ

ん、歓迎の挨拶をホストクラブ会長丸山隆志さん、

ガバナー補佐挨拶は私がします。それからガバナー

挨拶池田徳博さん、講師、ガバナー、参加クラブの

紹介は私がさせていただきます。14時くらいに講

師プロフィール等の紹介をホストクラブ幹事の管原

成規さんにお願いしています。14時5分位から基

調講演、山形大学理学部教授の柳澤文孝先生、演題

は先ほど申し上げた通りです。15時30分位に諸

事お知らせをIMのSAA委員長、IM副幹事の佐藤

孝子さんにお願いしています。10分間休憩後、15

時40分位から6クラブプラスローターアクトクラ

ブから発表していただきます。持ち時間は1クラ

ブ5分です。その中に質疑応答を入れ、16時40

分位に謝辞を申し上げ、講評を池田徳博ガバナーか

らいただきます。

まだ次年度ガバナー補佐が決まらず、IMをやる

かどうかわかりません。次年度挨拶は現時点では保

留とします。閉会点鐘から30分くらいかけて後片

付けをします。鶴岡クラブの参加会員のみなさんか

ら手伝っていただきたいと思っております。17時

40分位に東京第一ホテル鶴岡に移動します。会場

係の方たちは前もって第一インに来て、場所の点検

などいろいろしていただかなければと思っています。

次に6クラブ合同例会懇親会について、司会を

SAAの富田喜美子さん、（18時15分）開会点鐘は

鶴岡ロータリークラブ会長丸山隆志さん、ソング

リーダーは上野欣一さん、ロータリーの目的の唱和

を会長エレクトの越智さんにお願いします。会長挨

拶各クラブ会長、幹事紹介を丸山会長、幹事報告を

菅原成規さん。青少年交換学生2名の挨拶、開会

点鐘を丸山会長さんにお願いしたいということでタ

イムテーブルを作ってみました。それから懇親会で

すが司会をIM親睦副委員長の木村節さん、挨拶を

IM親睦委員長の上野さん、乾杯を前年度第2ブロッ

クガバナー補佐の恩田次郎さん、「手に手つないで」

をソングリーダーの富田さんにお願いして20時

15分位に閉会挨拶を会長エレクトの越智さんにお

願いしたいと思っております。

それから荘内日報を見て、聴講したいという方は

鶴岡ロータリークラブの事務局に問い合わせをとい

うことにしています。また人数を把握したいので申

込締切を10月31日にさせていただきました。荘

内日報の内容にも載せていただくよう準備しており

ます。ぜひ職場の皆さんにも参加したいという方に

は声をかけていただいて聴講に来ていただければあ

りがたいなと思っております。

チラシは300枚作っており、各クラブに160部

ほど配りました。100部くらいはまだあると思いま

す。これを持参しながら計画を進めていきたいと

思っております。皆さんから是非ロータリーの啓蒙

活動をしていただき、会員の増強にもつながること

を期待しています。皆さんの委員会活動も含めてお

願いできればと思います。ありがとうございました。

香呂会報告
出席委員会

◆メイクされた方

藤川享胤君・佐藤孝子君・富樫松夫君・加藤　亨君

小林健郎君・菅原成規君・塚原初男君・丸山隆志君

ス⇒ィJL㊤

塚原初男君「森は過去からの贈り物であり、林業

は未来への返礼である」が韓国からの木材業見学者

30数名の方々から拍手を頂いたとの報せを受けた

ので。

富樫松夫君（∋IM打ち合わせ会に感謝して　②ガ
バナー補佐としてクラブ協議会に参加し、活動計画

をガバナーに報告させていただきます。

丸山隆志君　青柳さんの顔を見てホッとしました。

上野欣一君「ロコモ」予防のためにランニングを

しています。10／12新潟マラソン10kmに初めて

参加し、何とか完走できました。10／19酒田ハー

フマラソン10kmに参加する予定です。

青柳孝治君　由良の清掃では大変ご迷惑をおかけし

ました。

樋渡美智子君　絵を描くため湯田川～温海を走って

いたところ、坂の上で車が動かなくなりました。偶

然通りかかったパトカーに乗せてもらいました。
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平成26年10月25日（土）28日（火）第2691・92回例会（本年度第13・14回）

IM・第2ブロック6クラブ合同例会

11月11日（火） IM・第2ブロック6クラブ合同例会振替休会

11月18日（火） 会員スピーチ塚原初男君・情報委員会真島吉也君

11月25日（火） 新入会員田村一美君

Eメール◎tSuruOkaO8＠rid2800．jp

こんばんは、先週2800地区大会に参加した皆さん

ご苦労様でした。私も本当は金曜日から登録してい

たのですが、どうしてもギリギリの仕事が入り、初日

欠席しました。能をしっかり見たかったんです。着付

けの知り合いがいまして、是非見てくださいと言わ

れていました。

黒川能は靴りじゃないとだめで靴るようにして謡

うんだそうです。2月1日、私も10年くらい通ったん

ですけど、黒川能はプログラムを見ないと、託ってい

るので分からないんです。地区大会は、2日間スムー

ズで大成功で終ったと思います。

懇親会で話をしたかったんですけど、苦楽が賑や

かだったので、途中で帰らせて頂きました。最後にた

ぶんガバナーが踊るのではないかと思って、後で聞

いたらやっぱり踊ったそうです。本会議が素晴らし

い地区大会だったと思っております。

地区の表彰、8年前私が会計をやった時に、加藤年

度の分を私が壇上に上がって、表彰を受けました。あ

の時も4回ぐらいです。今年度も嶺岸年度の功績で2

回壇上に上がらせて頂きました。
一つは、これは山形避難者支援共同ネットワーク

が5月5日に名義貸し共催という形で行いました。そ

れから米山寄付平均額上位5クラブ表彰で平均的に

は第一位。たぶん藤川さんが大口で出して底上げし

てもらったわけですが、平均で21，447円、第二位が

17，000円ぐらいなんです。ですから結構な大幅アッ

プです。それから個人表彰で米山功労者（マルチプ

ル）23回藤川さん、新米山功労者富田さん、次の例会

の時に伝達をしたいと思います。来週ガバナーの公

式訪問です。なるべく出席率を上げたいと思います

のでよろしくお願いをしたいのと、今度の土曜日が

財団のセミナー、次の土曜日がIMと午前が青少年の

セミナーと行事がありますので、黒豚でエネルギー

回

を蓄えてください。

臨時理事会で、地区大会の会場が武道館だったも

のですから、予想外に400万円設営費がかかると言

うことで西クラブの負担が多く、理事会を開いて大

変苦しんですけどスマイル会費で50万円を協力金

という形で持っていきました。涙が出るくらい喜ん

で頂きました。とりあえずご報告いたします。

本日のゲストは以下の方々です。

菅原成規君ご家族ひなちゃん

佐藤久樹君ど家族優君・崇人君

候柴さん（米山奨学生）

鶴岡RAC　伊東蘭さん

匹田絵里さん

宇双さん（米山奨学生）

tRl会長ゲイリー（．K．ホアン　暮地区ガバナー池田徳博
〉1会長／丸山隆志　一副会長／加藤　亨　∴幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭

う会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　御（0235）28－3375因（0235）28－3376



テレビCM放送時間　　　　　　　　　　　　　　　計27本

2014－2015

地区大会
inTsuruoka

lOR25日（工）

ローヨリー、TVへ！！
テレビCM・ラジオCM放送の
時間明細についてお知らせ

今年度のテーマとしての「ロータリーに輝きを」の

内容のひとつとして、ロータリーの公共イメージを

高める、ロータリーのブランド化、広報の強化という

ことがあります。そこで、これまで「隠徳」として対外

的広報を控えてきたロータリー活動を、諮問委員会

の了承を得て、思い切ってTVとラジオという媒体を

使っての試みをしようと思います。多分、本邦初かと

思われます。天童東の会長村山光男氏と地区広報小

委員長中川善雄氏のご尽力により、YBCとの交渉が

まとまり、まずは10月中にラジオでのガバナーのイ

ンタビュー放送が行われ、11月には15秒スポットを

30回、それぞれTVとラジオで流します。

ロータリー活動を動画、あるいはナレーションで

流し、最後に「ロータリーに入り、一緒に活動しませ

んか」と呼びかけを行います。

皆さま方には、是非これを観、お聴きいただいて、

ど感想やご意見を地区にお寄せ下さい。

次年度以降、どのようにするかの、貴重なデータと

なることと思います。

11／1（土） �11 �25 �11／11（火） �16 �53 �11／20（木） �18 �15 

11／2（日） �6 �30 �11／12（水） �6 �00 �11／21（金） �13 �55 

11／3（月） �6 �30 �11／13（木） �11 �25 �11／22（土） �17 �30 

＝／4（火） �11 �45 �11／14（金） �16 �50 �11／23（日） �7 �30 

11／5（水） �15 �50 �11／15（土） �20 �54 �11／24（月） �15 �50 

11／6（木） �11 �55 �11／16（日） �12 �55 �＝／25（火） �7 �00 

11／7（金） �9 �30 �11／17（月） �11 �30 �11／26（水） �24 �54 

11／8（土） �5 �59 �11／18（火） �23 �00 �11／27（木） �8 �00 

11／10（月） �20 �54 �11／19（水） �21 �00 �11／28（金） �24 �58 

ラジオCM放送時間　　　　　　　　　　　　　　計35不
11／1（土） �7 �20 �1り11（火） �9 �15 �11／21（金） �11 �20 

11／2（日） �18 �10 �′′ �15 �30 �11／22（士） �18 �00 

11／3（月） �6 �45 �11／12（水） �15 �30 �11／23（田） �8 �10 

′′ �17 �46 �11／13（木） �9 �15 �11／24（月） �8 �30 

11／4（火） �7 �25 �11／14（金） �13 �20 �11／25（火） �13 �00 

11／5（水） �18 �10 �11／15（土） �12 �10 �11／26（水） �10 �30 

11／6（木） �7 �40 �11／16（日） �11 �00 �11／27（木） �15 �00 

11／7（金） �6 �45 �11／17（月） �11 �55 �′′ �17 �00 

′′ �15 �40 �11／18（火） �11 �50 �11／28（金） �8 �20 

11／8（土） �10 �50 �11／19（水） �6 �30 �11／29（土） �18 �15 

11／9（日） �13 �05 �〝 �11 �30 �11／30（日） �6 �20 

11／10（月） �14 �35 �11／20（木） �12 �40 � � 

会員数 �37名 �出席率 �71．43％ 

出　　席 �25名 �前々回確定出席率 �74．29％ 

◎メイクきれた方
藤川享胤・佐藤孝子・富樫松夫・加藤　亨

小林健郎・菅原成規・塚原初男・丸山隆志　‾

スマイ′し　こ、

藤川享胤看　臨時理事会に欠席しました。そのかわ

りいっぱいスマイルするようにということでスマ

イルさせていただきます。

加藤一弘君　地区大会に協力できなかったものです

からスマイルさせていただきます。

佐藤孝子さん　金曜日の地区大会の委員会報告が私

の終るのを待ってたかのように家から電話が入り

まして、15歳で家にいましたラブラドールのキャロ

ルというのが亡くなりました。すぐ戻って晩餐会

に出る予定だったのですけど、子供たちとか皆集

まって戻ることができませんでした。次の日も午前

中は出たんですけれど、午後から孫の七五三という

ことで申し訳ございませんでした。スマイルさせて

頂きます。

壕原初看男　スマイル関係では私も何かしないとい

けないということで、もう一つは地区大会の前後

三日連続酒を飲みました。うれしく思いスマイル

いたします。

丸山隆志看　毎週の出席率の上がることを祈念して

スマイルします。宜しくお願いします。

富樫松夫君　私も会長と同じで来週ガバナー公式訪

問ということでガバナーと同行させていただきま

す。是非皆さん多数出席していただいて出席率の

向上も含めて協力していただきたいと思いますの

で、スマイルさせて頂きます。

小林健郎君　今日10月28日は私の誕生日でして、感

謝を込めてスマイルさせていただきます。



国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成26年11月4日（火）第2694回例会（本年度第16回）

11月25日（火） 新入会員田村一美君

12月2日（火）

12月9日（火） ゲストスピーチ　全日本空輸庄内支社長竹田氏

12月16日（火） クリスマス家族例会

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

喜先週・先々週の行事・活動

毒10月24・25日（金・土）第2800地区・地区大会（鶴岡）
－‾‾　　　　－－　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　　－　　　－　－　　　　　－　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　－　－　　　　　　－　　　　　　　　　－　、　　　　　‾

鶴岡市朝場武道館におきまして2014～2015年度

2800地区、地区大会が開催されました。会長・幹事は

両日、会員の皆さんからは、25日の本会議に多数ど出

席頂きました。会場設営等で大変ご苦労されたと思い

ますが、的確な時間配分、大変素晴らしい内容の大会

でした。当クラブは、多数のガバナー業を頂いて参り

ました。

感　謝　状

震災避難者の方々を様々な事業をもって支援した

クラブ。

「やまがた非難者支援協働ネットワーク」参加ボラ

ンティア団体と共催・後援事業を実施したクラブ。

ロータリー財団寄付表彰

寄付平均額上位5クラブ表彰（5位154．06S）

（公財）ロータリー米山記念奨学会表彰

○米山功労クラブ表彰（2014年6月まで）

鶴岡R⊂16回（16′604．288円）

○米山寄付総額上位5クラブ表彰

（2013年7月～2014年6月）

鶴岡R⊂3位　818′500円

○米山寄付平均額上位5クラブ表彰

（2013年7月～2014年6月）

鶴岡R⊂1位（1人当たり平均額21．447円）

◇米山功労者表彰

【メジャードナー】藤川　享胤君　23回

【新米山功労者】冨田　書美子さん

11月1日（士）にロータリー財団のセミナーが東京

第一ホテル鶴岡でありました。丸山・菅原幹事・武田の

3名が出席しました。

11月は、ロータリー財団月間です。今年度も年次寄

付地区目標「150＄／人」の達成を宜しくお願いします。

12月2日は、鶴岡RC年次総会の予定です。そこで、鶴

岡RC細則第3条、第一節に従い指名委員会を設置しま

す。指名委員会の構成員は、阿部純次P会長、青柳孝次

P会長、佐藤孝子P会長、富樫松夫P会長、樋渡美智子P

会長の5名にお願い致します。委員長は、阿部純次P会

長にお願い致します。（前年度に引き続きに成りまし

たが宜しくお願いします）。

本日は、第2800地区池田ガバナーの公式訪問例会

であります。池田ガバナーには大変ご多忙の中を当ク

ラブへご訪問いただき本当に有難うございました。公

式訪問の最終ラウンド、今週・来週にかけて第2ブ

ロックの4クラブと寒河江さくらんぼRCを訪問する

予定になっております。池田ガバナーは、地区内50ク

ラブ中ほぼ90％を回られ、さぞお疲れもピークに達

しているのではないかとお察し申し上げます。しかし

ながら地区大会も盛会裏に終了され、反面ほっとして

いる事と思います。

11時より当ホテルにおきまして、会長・幹事との意

見交換会を開いて頂き、ひき続き例会へど出席頂きま

した。後程ガバナー卓話をお願い致したいと思います。

尚、例会終了後池田ガバナーと一緒に集合写真（記念

写真）を撮りますのでご協力をお願い致します。

TNK東京観光株式会社

2015年国際ロータリー年次大会（サンパウロ大会）

参加旅行募集案内送付のご案内

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志、副会長／加藤　亨、幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
〟会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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こんにちは。まずは24日、25日の地

区大会への物心共々のど支援心から御

礼申し上げます。ありがとうございま

した。今日は鶴岡ロータリーというこ

とで、地区大会が終わって初めての難

関のクラブでございまして、知った方は多いのですが

これもまた良し悪しで話しにくいものですね。

私、これで43クラブ目でございましてあと7つとい

うことですが、あと7つということを私言いたくない

のです。会長さんの中にもあと何か月ということをい

う方がいますがそうではなくて今一生懸命やってい

ると、そういう形でやるべきなのかなと私は思ってお

ります。

さて、2014－15年度の地区の方針及び目標につい

てですが、

「地域、世界での友愛の実現と、ロータリアンであるこ

との意義を考えよう。」とさせていただきました。

（1）これは、ひとつに、ロータリー財団の補助金を使用

しての、人道的、教育的プログラムの、地域、さらに

は国際的な展開をお願いするものです。また新地区

補助金制度が発足して、2年目にあたる当年度にお

いては、さらに、発展した形でのご利用をお願いし

たいと思うものです。既に地区補助金の申請は3月

末日をもって〆切られ、近々、補助金委員会と奉仕

プロジェクト委員会において審査を行う予定です。

（2）また、ロータリアンであることの意義を考えるとの

点につきましては、重ねて申し上げることになりま

すが、ロータリーとはなにか、ロータリアンとして

の自分を、どう意義づけるかということを深く内省

してみてはどうでしょうか、ということを提案して

みたものです。私は、ロータリーとは、「地域のリー

ダーが、その職業を基礎に高潔な生き方をすること

を誓い合い、その対外的発展として多彩な奉仕活動

をする組織」と考えます。そして、個々のロータリア

ンは、この組織の目的に沿い自己を陶冶し、自己実

現を図っていくものと定義したいと思うのです。

クラブは、単なる遊興の場でなく、まさに「入りて学

び、出でて奉仕せよ」の自己研領の場であるべきです。

そのための親睦活動であるべきです。このような、

ロータリークラブであれば、退会や増強の悩みは雲散

霧消すると考えます。

重点項目標をあげさせていただきます。
一各クラブに期待したいこと－

1．各クラブでの多彩な親睦活動及びロータリーデー

の取り組み

2．各クラブでのロータリアンであることについての、

真筆な意見交換。

3．小規模クラブの在り方と、そこからの学び。

4．奉仕プログラムへの意欲的な取り組み。

5．東日本大震災復興支援の継続。

6．ポリオプラスへの取り組み

7．会長・幹事による各1名の会員入会への取り組み

8．ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付の推進

9．ロータリーカードの普及

以上、2014－15年度の方針と目標を述べさせてい

ただきました。是非とも、皆さまのご協力とご支援を

心から、お願い致したいと思います。

香呂会報告
◎メイクされた方

阿部純次・樋渡美智子・加藤　亨・牧　衛

丸山隆志君　池田がバナー、もう半年頑張って下さい。

藤川享胤君　公式訪問歓迎致します。幹事さんど苦

労さまでした。ロータリー財団、米山奨学会にスマ

イルします。

加藤　亨君　先日、黒豚ドタキヤン申し訳ありませ

んでした。昨日3日、結婚記念日でした。24年にな

りました。

富樫松夫君　池田ガバナーと公式訪問に出席させて

頂きました。鶴岡RCの益々の発展を祈念申し上げ

ます。

塚原初男看　池田ガバナー、今間地区幹事さん、ご苦

労様です。地区大会も大変ご苦労様でした。ガバ

ナーはじめ、鶴岡西RCの関係者の皆様に深謝して。

今間勝見君　池田年度には多大など配慮を頂き感謝

申し上げます。

佐藤孝子君　池田ガバナー、今間幹事、鶴岡RCへよ

うこそ日8日（土）青少年奉仕セミナーよろしくお

願いします。

菅原成規君11月2日、県新人戦空手道大会で酒田南

の子供たちが頑張りました。長男が出た団体絶手で

1位。個人組手で2位でした。東北大会で勝ち、全国

選抜出場に日

先日の地区大会、長井RC、渡部バストの時計を店で

交換したら、3日後、はがきでお礼状を頂きました。
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会員スピーチ　塚原初男君

11月25日（火） 新入会員スピーチ　田村一美君

12月　2日（火） 理事会・年次総会

12月　9日（火） ゲストスピーチ　全日本空輸　庄内支社長　竹田氏
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第二ブロックインターシティ・ミーティング（Ⅰ．M）
並びに6クラブ合同例会開催

11月8日（土）出羽庄内国際村、東京第一ホテルを会場に、第二ブロックLM．＆6クラブ合同例会が開催さ

れました。ホストクラブは鶴岡ロータリークラブです。

今回の基調講演は公開講演として、蔵王山樹氷研究の第一人者である山形大学理学部の柳澤文孝教授を講師

に迎え、樹氷とPM2．5による大気汚染の関係を聞かせていただきました。

講演の後、「皆さんは環境問題にどのように取り組んでいますか」という題で、6クラブと鶴岡ローターア

クトクラブの代表者からそれぞれ発表していただきました。

Rol叫　　－2014～2015年度国際ロータリー第2800地区一

第2ブロックインターシティ・ミーティング
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に有難うございました。第2ブロック6クラブ、

100名近い登録を頂きました。心より歓迎致します。

T仙叫「　まず、10月24・25日に開催されました第
E軒三2800地区の地区大会に於かれましては、池田徳博

画壷至≡應
皆様こんにちは、今回のIMホスト役を務めさせ

て頂きます鶴岡RC会長の丸山で御座います。どう

ぞよろしくお願い致します。

本日、開催されます第2ブロックの「INTERCITY

MEETING」に、週末の午後と大変お忙しい中、多

くのロータリアンの皆様方にご出席頂きまして本当

ガバナー、今間勝見地区幹事、本間光虞地区資金委

員長、そして木村有為地区大会実行委員長はじめ、

鶴岡西RCのご尽力で大成功裏に終わった事に改め

まして感謝申し上げます。大変ご苦労様でした。

さて、「INTERCITYMEETING」は、第2ブロック

の会員がお互いの絆を確認し、友情を更に深めロー

タリーの輪を大きく広めるための一年一度開催され

る貴重な機会であります。

今まで、鶴岡RCがホストのIMは、青少年に関

するテーマで開催して参りました。しかし、今回は、

環境問題を取り上げさせて頂きました。これを機会

により環境に対して関心をもって頂ければ有りがた

いと思っております。

結びに、本日のIMが皆様にとって有意義な会に

成ります事をご祈念申し上げまして、歓迎の挨拶と

致します。

ありがとうございました。

1R】会長ゲイリー⊂．K．ホアン　｛地区ガバナ1池田徳博

会長／丸山隆志　′副会長／加藤　亨　二幹事／菅原成規　′“会長エレクト／越智茂昭
二会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1Fl田（0235）28－3375皿（0235）28－3376

P
M
H
っ
て
な
～
に
？

柳
澤
文
事
　
▲



PM2．5ってな～に？～PM2．5が地球に及ぼす影響について～

山形大学理学部教授工理学博士柳澤文孝先生

柳澤教授は「PM2．5ってな～に？～PM2．5が地

球に及ぼす影響について～」と題した講演で

「PM2．5は直径2．5マイクロメートル以下の超微

小粒子状物質。石炭の燃えかす、車の排気ガスなど

に含まれる」と解説。「1，600メートル以上の高度

でできる蔵王の樹氷は、周辺に大規模工場などがな

いため遠距離飛来物の影響を受けやすい。樹氷を分

析したところ、付着した硫黄の同位体比が、中国で

とれる石炭に含まれる硫黄と成分が一致したことか

ら、蔵王のPM2．5は中国由来と突き止めた」と白

身の研究成果について話した。

柳澤教授は「蔵王で中国由来のPM2．5が検出さ

れたという事は、地理的関係からいって、影響が大

きいのは蔵王より庄内」と指摘。「窒素酸化物を含

むことが問題。農産物を枯らす酸化作用がある」と

影響について語った。また、「黄砂やPM2．5は衛星

6クラブ合同例会

写真でも確認できる。有害物質の飛来予報に早急に

取り組んでいきたい。これからの季節は、シベリア

からの風が弱まる事があると、高気圧とともに飛来

する恐れがある」と話した。（荘内日報より転載）
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平成26年11月18日（火）第2696回例会（本年度第18回）

12月2日（火）

12月9日（火） ゲストスピーチ　全日本空輸庄内支社長竹田氏

12月16日（火） クリスマス家族例会

12月23日（火）
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こんにちは。昨日会津若松南の新そば例会に行って

来ました。11月6日に鹿児島市と鶴岡市の盟約45周年

で歓迎夕食会に代表して出席しました。鹿児島西ロー

タリークラブ会長の鮫島さんも出席いたしておりま

した。7日は鹿児島市・鶴岡市兄弟都市盟約45周年式

典を第一ホテルで私と越智エレクトと菅原幹事さん、

市の方から佐藤久樹さん、鹿児島西ロータリークラブ

の会長さんが出席しました。その時にうちの方が50

周年を行うわけですが、報告書には姉妹クラブと書い

てありますが、実際はどちらですかと確認しました。

鹿児島の方では是非兄弟クラブということでしてく

ださいということでしたので案内は兄弟クラブとい

うことでお願いします。来年からの計画書も出来れば

直して頂きたいので次期エレクトさんよろしくお願

いします。8日には青少年の奉仕セミナー、昼からIM、

6クラブ合同例会、富樫ガバナー補佐、実行委員長の

塚原先生、総務の樋渡さん、加藤さん本当にご苦労様

でした。皆さんの協力で無事盛大に終わることが出来

ましてよかったと思います。

昨日8人で会津若松南ロータリークラブの新そばに

行き6時から8時ごろまで例会をしましたが、いつも

の如くおいしい大根の汁に醤油をちょっと入れて蕎

麦100％の蕎麦を頂いてきました。また後で温かいけ

んちん蕎麦というのですがそれも堪能しました。私は

二次会で終わったのですが三次会、四次会までいった

方もいて本当に親睦を深めて帰ってまいりました。1

月27日の寒鱈汁例会の案内もしてまいりましたので

多数出席してくれるのではないかと思っております。

国際ロータリー

02016年規定審議会への立法案締切日について

米山奨学事業というのは日本ロー

タリー独自の事業です。大学生、大学

院生、学部生も含めますが日本で学

ぶ外国人留学生を支援する。その支

援の内容が非常に特徴的で世話クラ

ブ、カウンセラー制度があるということが日本の育英

会などの奨学制度とまるで違います。国内最大級の事

業規模で年間約700人を目標として奨学生を生み出

しています。どんな成果が出ているかですが、その中

身についていろいろ取りざたされていますが、元奨学

生の学友の活動ということでの成果があります。ジャ

ンジブさんが新モンゴル学園理事長として14年9月

に工業大学と工業高専を開校されました。その他東日

本大震災の直後に支援物資をもって来日されたり、モ

ンゴル米山学友会初代会長にもなられて一生懸命に

なって米山記念奨学会の成果を実際に本国において

広めてくれた立派な方です。その他にも多数いらっ

しゃいます。

この学友会ですが今後もますます広がっていくこ

とが期待されています。台湾の学友会の活動内容は、

日本人若手研修者のために向こうで奨学金をこさえ

て下さって2009年から10人もの学生を支援してく

ださっています。タイの米山学友会ですが、養護施設

に日用品を送ったり少額ながらタイの学生に奨学金

を支給したりしています。

我が2800地区は前年度の春に米山奨学生全員ある

いはその関係者に呼びかけて地区を挙げて歓迎会を

開催しました。ロータリアンになった米山学友が中心

になって創設したクラブが国内に4つもあります。

ロータリアンになった学友が178人にも上っている

と報じられています。それから米山のニュースを

チェックしていきますと素晴らしい活躍をしている

tRl会長ゲイリー⊂．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
二会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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学友会があるわけですが、ここで十分に紹介するいと

まがありませんが、詳しくは奨学会の事務局の方に

データが整っていますので照会していただければい

つでも発信されるという状況になっています。

寄附はきちんと使われているかということへの組

織運営上の回答です。

皆様方の寄附はどういう風に奨学事業に使われて

いるかというのは非常に関心がありますが、管理費、

いわゆる職員の経費はすべて利子で賄っています。寄

付金合計の他に普通寄付金や利子収入があります。そ

の利子収入で管理費を賄っていてその他の多くは奨

学金プラス補助金にも充てているのが現状です。

各地区の寄付金額の実績は、我が2800地区の実績

は一人当たりの寄付金が9，015円、28位に位置してい

るのが昨年度までの実態です。全国平均では15，200

円です。当地区の実績その2ですが、寄付金には種類

があって普通寄付金、特別寄付金と大まかに2つあっ

て、法人寄付金というのもあるのですがそういうこと

で分けて集計されております。

当地区の場合には普通寄付金は全国平均より若干

多いのですが、特別寄付金が全国平均の4割ぐらいし

かないのが実態です。このような実態が毎年データと

して集計され、関係のクラブ会長さんはじめ、地区役

員等に毎月一回紹介されているということです。それ

からこの寄付金額に対する我が国の税制上の特別優

遇措置というのが決められています。ここにあります

ように課税所得750万円の方が10万円を寄付すると

仮定いたしますと39，200円が所得税で減税されると

いう措置がありますので大変優遇されているといえ

ると思います。

寄付金のお願いですが、私からもお願いしましたし

これからもお願いしたいと思いますが、当地区は

15，000円ということで皆様方にお願いしています。

我がクラブはこれに5，000円をプラスして20，000円

を目標にお願いしているので、その点どうぞひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。

最後になりますが中国の方でキグンさん、姫軍と書

きますが大変この会に対して素晴らしい言葉を残し

てくれましたので紹介します。

中国全土で反日運動が始まりました。これは2012

年のことです。日本の店を漬す。日本の物を買わない。

日本車を道に出すことも危ない。その時にキグンさん

の法律事務所は一つの通知を出しました。その内容な

のですが、この通知を出す前に勿論関係者に出すか出

さないか諮りまして、正しい事だからやりましょうと

いう結論に達して出したということであります。日本

人の財産や、身の危険から守ろうとする中国人が中国

の中にもいますということを、発信されたのだそうで

す。要するに中国の中にも、日本を責める事がない組

織があるということ。それを皆さんに紹介したら、「日

本人には素晴らしい人もたくさんいるんだ」というこ

とを、キグンさんのもとに寄せて下さった方が大変多

くいたことを、おっしゃってくださいました。

キグンさんのように、米山記念奨学生の方は母国で

も孤軍奮闘のような状況に置かれても、米山奨学制度

に対する感謝を忘れず頑張っている方もいらっしゃ

るという事の事例紹介でした。

2014年度の役員が改正されまして板橋さんから小

沢一彦さんに理事長さんが久しぶりに変わりました。

副理事長が2名の方々、常任理事としてなんと我が地

区の武田和夫さん、山形南ロータリークラブのバスト

ガバナーですが選任されまして、常任理事となると会

計か総務かわかりませんが、とにかく大切な会の役員

になる、三役のうちに入るという事です。2800地区と

しても今後とも応援したいと思っている次第です。ご

清聴ありがとうございました。

会津若松南新そば例会訪問

香呂会報告
◎親睦垂員会

吉野さんのご子息の御結婚お祝いをお渡します。

それから来月16日がクリスマス家族例会です。

メイクされた方

加藤一弘・牧　衛・越智茂昭

スマイ／L童

丸山隆志君　塚原先生、米山記念奨学会のわかりや

すい説明ありがとうございました。

越智茂昭君　ガバナー公式訪問欠席のお詫びでスマ

イルします。

樋漉美智子君　①IMの中心になってやってくれた

加藤亨さんご苦労様。印刷屋顔負けの様々な印刷

物を準備して下さりありがとうございました。②

塚原先生、米山奨学生について特に学友会の活躍

を様々している事を知りました。③内藤秀国展に

40号の絵応募しました。1／3の方は落選するので

すが奨励賞を頂きました。

加藤　亨君　先日、IMご苦労様でした。テンパって

しまい申訳ありませんでした。

塚原初男君　①IM開催のご協力に感謝して　②本

日のスピーチのご清聴にも深謝　③昨日の会津若

松南RC新そば例会での美味にも深謝して。

富樫松夫君　先日のIM、皆さんのど協力で無事終了

することが出来ました。感謝します。

菅原成規君11月7日、鹿児島市、鶴岡市、兄弟都市

盟約45周年記念式典に参加させて頂きました。鹿

児島西RC、鮫島会長とお会いできてよかったです。

吉野隆t看11月1日、長男が結婚しました。
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◎先週の行事について

11月22日（土）：鶴岡市民憲章推進50周年記

念式典（東京第一ホテル鶴岡）出席：越智会長エレ

クト、加藤副会長（2名）

～11月22日（いい夫婦の日）～

1985年（昭和60年）に日本政府の経済対策会

議にて、ゆとりの創造月間として11月が提唱され

たことと、「11月22日＝いいふうふ」と読める語

呂あわせによる。

◎2014年「いい夫婦の日」アンケート

☆結婚歴30年以上の夫婦長続きの秘訣は

夫、婦ともに「忍（にん）」でした。

☆生まれ変わった時のパートナーは
・全体では、「いまの相手を選ぶ」が39％、

「どちらともいえない」が39％、

「別の人を選ぶ」が22％です。
・性別で見ると、「今の相手を選ぶ」では男性

43％に対し女性34％で、男性の方が9ポイン

ト高い。一方、「別の人を選ぶ」では男性18％

に対し女性が27％で、女性のほうが9ポイン

ト上回っている。

☆今、夫婦円満だと思いますか
・「夫婦円満度合い」は、「とても円満」が27％。

「まあ円満」（51％）まで含めた「円満計」が

79％です。

☆夫婦円満のために大切だと思うことは
・「話をする・聞く」が47％で最も高い。「言葉

にして感謝を伝える」（41％）「信頼する」（38％）

「程よい距離感（干渉しすぎない）」（33％）が3

割以上で続く。

◎2014年度　第9回いい夫婦

川柳コンテスト入選作品　抜粋

☆いい夫婦大賞
・いい親で　あるより先に　いい夫婦

☆優秀賞
・いざという　時は夫が　前に出る

・日常が　流れるごとく　老夫婦

・空気ほど　軽くないわと　笑う妻

・喧嘩して　仲直りして　増える服

☆佳作
・オレよりも　先に死んだら　離婚だぞ

・老眼鏡　はずして見える　愛もある

・これから　各駅停車　わが夫婦

・茶柱の　立ってる方を　妻に出す

・いい夫婦　審査したのは　子供たち

「夫唱婦随」・「婦唱夫随」どちらでも良いですが、

これを機会により配偶者を大切にして下さい。

●〟トピックス〝

23　日に鶴岡市新文化会館の起工式がやっとでき

ました。完成までには3年くらいかかります。やっ

と目途がついて安全祈願祭が出来ました。マスコミ

各社も集まって会場はすごい雰囲気でした。3年後

素晴らしい文化会館が出来ますので期待していてく

ださい。

それから22日、私は熟睡していたのですが、長

野県で大きな地震がありました。死者が一人も出な

かったのは、不幸中の幸いだと先ほど青柳さんも

言っておられました。被災地は雪が多いので柱と梁

が太くて大きいのです。地震に強くすぐには倒れま

せん。倒れても空間が出来るので脱出しやすくなり

ます。

耐震補強について少し話します。官公庁は特にそ

うですが56年以前の建物については、耐震診断を

して、駄目なものは補強をしています。山形県は

90％以上耐震補強が終わっています。民間では5

千平米以上の建物、このホテルも該当すると思いま

すが、3つくらいしかないはずです。強制的に補強

■Rt会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博
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しなければいけません。国から補助金が出ます。補

強された建物は震度6に耐えます。場合によって

は建物にヒビが入ることもありますが、避難する時

間を確保し人命は守れることになっています。私は

真室川高校の耐震工事をしました。長くて細いバラ

ンスの悪い廊下がありました。東日本大震災の時、

あとで先生に話を聞いたら4階は立っていられない

くらい激しく揺れたと言っていました。それでも耐

震補強をしていたので大丈夫だったのだと思ってい

ます。

○国際ロータリー

＊ロータリーレート

12月から　1ドル＝112円　現在106円

＊RI会長ゲイリーC．K．フアンご夫妻をお迎えして

「ジャパン・ロータリーデーⅢi n東京」開催の

ご案内

日時：2月4日（水）

場所：ホテルグランパシビックLEDAI BA

登録料：一人17，000円

こんにちは。プログラムの先

行予定がたくさん入っていて、

スピーチの依頼を受けてから
一ケ月近くがたちました。その

間緊張しっぱなしでおりました。

ストレスがたまって、随分悩み

ましたが、今日は、勤務先で若

い社員と話し合いをした時に感じたことを話してみ

たいと思います。

始めに自己紹介をさせて頂きます。私は昭和30

年3月生まれ、来年の3月に節目の60歳になります。

私は農家の長男として生まれ、13歳の時、父を亡

くし、そのため就職するなら地元と意識していまし

た。学校の紹介もあり、ユアテックの前身である東

北電気工事鶴岡営業所に入社しました。その後転勤

で単身赴任を何度か経験し、今年の7月に8年ぶ

りで鶴岡に戻ってまいりました。

ここでユアテックの紹介をさせて頂きます。ユア

テックは建設業に携わる企業です。収益部門として

営業本部、電力本部、情報通信本部の三つの部門、

管理部門として総務部、経理部、資材部などがあり

ます。鶴岡営業所は建物内部の電気工事を施工する

業務を行っています。私が入社した当時はペンチド

ライバを持って電気工事に従事しましたが、現在で

は内線工事施工の現場管理が主で実際の工事はして

いません。

このような日常業務の中で、若手の社員と話す機

会があり、その時の印象が強く残っていましたので

紹介します。この社員は、入社間もなく工場新築現

場の管理を任されました。手順も要領も理解できな

い中、ある時は下請けの作業員から怒られたりしな

がら何とか工事は済みました。電気工事の大きなイ

ベントである受電の日が近づくにつれ、本人は不安

と緊張が続き眠れぬ夜を過ごしていました。そうこ

うして、何とか先輩や同僚からアドバイスを受けな

がら受電の日を迎えました。広々とした工場の中で

照明が点灯した時には、涙が出てきたと話していま

した。

想像するに、その時の本人の気持ちは、ひと仕事

終わったという安堵感と仕事を夢中でやった達成感

でいっぱいだったのではと思います。人生の中でそ

う何度も体験できない涙の一つであったのだと思い

ます。

この話を聞きながら、確かに自分も若いころそう

いった気持ち、感情に駆られてことを思い出しまし

た。やりがい、達成感、感動、そして自分が必要と

されていると感じることは、本人の成長につながり

ますし、企業の発展にも何らかの形で繋がっている

のではないかと思っています。

毎日の業務野中で、私も若い人と接する機会が数

多くあると思います。このような思いを一人でも多

くの若い人に伝えられるように接していきたいと

思っておりますし、私自身もこれからのロータリー

活動の中で、同じような思いが出来るように皆様と

ともに取り組んでいく所存でございます。

最後になりますが、今年当社は創立70周年を迎え

ました。こちらにつきましては、諸先輩や社員の努

力もそうですが、地域の皆さんからど支援があった

からととられております。これまで当社を支えて下

さったお客様あるいは地域の皆様に感謝いたします

と共に、人と人とのつながりを宝とし、地域の安心・

安全に貢献できるよう取組んでいくことが必要だと

考えています。

囲みに先ほど紹介した社員ですが、間もなく竣工を

迎えます「こころの医療センター」の現場で電気設

備工事の所長という立場で奮闘しております。

スマイ／L㊤

木村　節君　来年田村さんと同じ還暦です。

樋渡美智子君　喜寿の祝を教え子がしてくれました。

教え子が様々な方面に活躍していることを心強く

感じました。

加藤　亨君　先日20年ぶりに鶴工クラス会を行い

ました。大変気楽な酒飲みをしました。

丸山隆志君　田村さんスピーチありがとうございま

した。

佐藤孝子君　6クラブ合同例会の写真ありがとうご

ざいます。田村さん楽しいロータリー活動、ご一

緒しましょう。

菅原成規君　会報に、6クラブ合同例会の時の写真、

立派に載せて頂きました。黒豚例会では越智さん

と娘のツーショットとありがとうございました。
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◎理事会報告

1、クリスマス家族例会について：12月16日（火）

2、寒鱈汁家族例会について：1月27日（火）

3、荘内日報社に27年年賀広告掲載

4、敬天愛人の石碑移設について

5、牧　衛　会員退会について

6、銀婚記念写真贈呈（佐々木会員ご夫妻）につ

いて

7、新年茶会の開催について：1月6日（火）

「仁義なき戦い」

名優：高倉健・菅原文太さんが、続けざまにど逝

去されました。

「仁義」は本来、儒教道徳で最も重んじられる根

本理念である。「仁」は、広く他人やものを思いやり、

いつくしみの気持ちをもつこと。「義」は、行ない

が道徳・倫理にかなっていることを意味する。やく

ざなどの挨拶の意味で用いる「仁義」は、「挨拶を

すること」「おじぎ」の意味の「辞宜・辞儀（じぎ）」

から転じた言葉で、儒教の「仁義」とは無関係な言

葉であったが、中世頃から「じぎ」が「じんぎ」に転じ、

江戸時代中頃から「仁義」と混同され、現在のよう

な用いられ方になった。

今日、衆院選が公示になりました。藤沢周平のエッ

セイに「国を治め、天下を平穏に保つのが政治の目

的だろうと思うが、古来政治によって世の中が平和

で、万民が幸福だったという時代がどれほどあった

だろうか。政治は声が高いわりには非力で、人間を

本当に幸せにしたことなどなかったのではないか」

と書いています。

しかしながら、選ばれた方は、国の舵取り役とし

て頑張ってもらいたいと思います。

◎鶴岡RA⊂
・ローターアクトクラブ第2回会長幹事会　資料

・第24回RA年次大会開催日について

日時：5月16日（土）15：00～

場所：グランドホクヨウ米沢

池田徳博地区ガバナー

今日は4人で押しかけてまい

りました。顔見て下さい、笑顔です。

地区大会では物心共々ご協力、ご

支援いろいろありがとうございま

した。お蔭様でいい地区大会にな

れたのかなと思っています。今日

は会計等お話しさせていただいて、ご支援いただい

たことへの感謝とともにお金の面でも、うまくいっ

たというお話が出来ると思っています。

先日ロータリー研究会、ガバナー会があり、間も

なく日本の100周年になるそうです。それにあたっ

て、日本のロータリーはどうあるべきかアンケート

を取っていくということでした。ロータリーは変わ

らなければいけない、RIも変わらなければいけな

いということを基本に皆様方のど意見をお寄せいた

だくという機会があると思います。是非忌慣のない

ど意見を寄せて下さい。

今間勝見地区幹事

地区大会では皆様から助けて頂きありがとうござ

いました。公式訪問の時もお話しさせていただいた

と思いますが、鶴岡クラブから寄せられたご芳志で

どれだけ勇気づけられたかわかりません。そのこと

があって地区大会が立派にできたと感謝の気持ちで

■Rl会長ゲイリー⊂．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博
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いっぱいです。地区幹事をしてから県内各地を歩き

ますが、いろんな所で苦のJCの方々から声をかけ

て頂き、いろんな場面で助けて頂いております。こ

こにおられる藤川さんとは地P連を一緒にやって

いました。そのこともあって今回いろいろお口添え

を頂いたと感じております。友人・矢口人たくさんの

方々に支えられて今年度、池田年度を支えていられ

ることを胸に刻んでこれからも努力してまいります。

本間光度地区資金委員長

地区大会が終わってしばらく

たった時、事務所の職員から「ト

イレットペーパーを買ってもいい

ですか」という電話を受けました。

びっくりしましたが、それだけ節

約、節約と言ってきました。職員

も涙ぐましい努力をしてくれた表れです。一番は会

場費だと思います。台風が来ても大丈夫という予算

を立てました。幸い天気には恵まれました。忘れて

ならないのは使用料です。市役所からは格別のご配

慮を頂きました。それで120万以上浮いたと思い

ます。また皆様からは過分な資金援助の申入れがあ

りました。現金でしたのですぐ利用させていただき

ました。決算を終わって有難いことにお返しするこ

とが出来ました。日本の言葉に「恩送り」というの

があります。人様から受けた恩をまた人様に返すと

いう精神が鶴岡クラブさんにはあるのではないか思

います。本当にありがとうございました。

木村有為地区大会委員長

先日の地区大会は天候とロータ

リアンの友愛に助けられたと思っ

ています。しかし私としては、親

クラブである鶴岡クラブの方々に

御礼を申し上げなければ役目を終

えた気になれません。今日ここに

メークかたがた御礼申し上げる次第です。人手と資

金不足のスタート、そして会場費の高額に頭を痛め

ていたとき、丸山会長から資金提供の申し出を頂き、

地獄に仏とはこのことかと思いました。このことか

ら実行委員の間に頑張らなければという気持ちが芽

生えたのは確かでございます。節約に努力し資金委

員長の申した通りお返しできることになりました。

鶴岡クラブからの資金提供の申し出は大きな大きな

効果をもたらしく下さいました。皆様の温かさを支

えに役割を果たせたことを心から御礼申し上げて実

行委員長を今日で退任させていただきます。ありが

とうございました。

米山奨学生　　候璧さん

皆様こんにちは。学校の予定がつかず、6クラブ

合同例会に出席できずとても残念でした。今学校で

は先週中間発表会が無事終わりました。今月20日、

盛岡で東北農業分析会が行われます。私はそこで報

告をします。今はいい報告が出来るよう取り組んで

います。12月に入り、寒さを増してきました。皆

様お体を気を付けて下さい。

スマイ／Lヰ

池田徳博君・今間勝見君・本間光度君・木村有為君

よりスマイル。

石田　雄君　山形県新聞教育研究会「石田賞」のこ

とを報告いただきありがとうございました。

丸山隆志君　鶴岡西クラブの方々、地区大会ご苦労

様でした。

樋渡美智子君　池田ガバナー始め役員の皆様ご苦労

様でした。娘が中心にやっている鶴岡三中の学校

新聞が毎日新聞社賞を頂きました。石田先生には

ご指導ありがとうございました。

富樫松夫君　池田ガバナー、今闇地区幹事、本間資

金委員長、木村実行委員長例会出席ありがとうご

ざいました。ガバナー月信に第2ブロックIM・

6クラブ合同例会の報告が載っています。皆さん

の協力に感謝します。

塚原初男若君　池田ガバナー始め、鶴岡西RCの皆

さんご苦労様でございます。先週、庄内の黒柿、

果実の美味を生れて初めて味わいましたので。

－クラブ年次総会一

指名委員会提案（青柳孝治君）

2016－2017年度　会長　加藤　亨君

2015－2016年度副会長　木村　節君

幹事　武田啓之君　会計　冨田喜美子君

理事　佐藤友行君　富樫松夫君

佐藤孝子君　西川冨美子君

菅原成規君　小林健郎君

（全会一致で承認）

越智茂昭会長エレクト

この総会で次年度幹事、理事及び副会長を選出し

て頂き有難うございました。微力ながら次年度の準

備に入りたいと思いますので皆様の御協力をよろし

くお願いいたします。

加藤　亨会長ノミニー

次々年度ということで微力ながら頑張らせていた

だきます。次年度も勉強していきますので皆様の御

協力をよろしくお願いいたします。

木村　節次期副会長

副会長の指名ありがとうございました。来年度は

欠席しないよう努めてまいります。先ほどの西クラ

ブの平均年齢は69歳だそうです。当クラブは63歳、

私はそれよりアンダーですので頑張ります。よろし

くお願いします。
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辞厨‥ロ
⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成26年12月9日（火）　第2699回例会　（本年度第21回）　で

12月30日（火）

1月　6日（火） 理事会・2015年初例会（含：新春茶会）

1月20日（火） 年男スピーチ（田村一美君、木村節君）

1月27日（火） 寒鱈汁家族例会

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

◎2014～15年度上期を振り返って

来週のクリスマス家族例会で2014～15年度の

上期を終わろうとしています。ちょっと早いのです

が、上期を振り返って見たいと思います。

◎行事について

内川清掃（7・6）、金峰山参道整備（7・27）、番頭ケ

浜海岸清掃（10・5）、会津若松南RC新蕎麦例会参

加（11・17）等が予定通り行われました。

◎例会について

だだちゃ豆家族例会（8・26）、黒豚家族例会

（10・28）、IM・6クラブ合同例会（11・8）

◎地区セミナー出席

クラブ奉仕グループセミナー（7・5）、米山奨学

セミナー（8・2）、職業奉仕セミナー（9・6）

地区大会（10・24．25）ロータリー財団セミナー

（11・1）、青少年奉仕セミナー（11・8）

◎数値目標
・ロータリー財団年次寄付：150ドル／人、PHF・

MPHF2名以上

11月末現在：4，710ドル（4，710ドル÷36人≒

130ドル／人）目標にもう少しです。

PHF・MPHFに近い人は、3名おります。

・米山奨学会年次寄付：20，000円／人、米山功労

者3名以上

11月末現在：385，000円（385，000円÷36人

≒10，700円／人）下期のご協力に期待します。

米山功労者に近い人は、4名おります。
・スマイル・ニコニコボックス会計

前年度：358，400円

12月2日現在：205，000円（205，000円÷18

例会≒11，300円）目標は、400，000円です。

下期もご協力を宜しくお願い致します。
・出席率：目標80％以上

7月：80．14％、8月：80．39％、9月：76．26％、10月：

75．00％、（累計出席率77．95％）

鶴岡RCは、出席率貢献度1人≒2．85％です。メ

イクアップをして出席率UPに協力をお願い致しま

す。

鶴岡4R⊂合同事務局

○鶴岡4RC合同事務局会議開催のお知らせ

日時：12月12日（金）PM4：00～

場所：鶴岡4RC合同事務局　締切12／10

GE事務所

○地区役員名簿書類提出のお願い

会長エレクト・次期幹事・事務局

会長エレクト・次期幹事の顔写真

本日は、現在、ANAが取組ん

でいる事について説明させていた

だきます。本題に入る前に「庄内

空港の概況」から説明させていた

だきます。庄内空港は、平成3

年に開港しました。今現在は、東

京便の4往復のみですが、かつては、大阪、札幌、

季節運航ではありましたが函館便が就航しておりま

した。年間の庄内空港のご利用人数は、ここ4年

間ほぼ横ばいの35万人となります。今年の9月に

累計850万人のお客様にご利用いただきました。

今年は、好調に推移をしており37万人となりそう

です。過去最高は、平成11年の43．1万人、東京

便では、平成19年の39．1万人となっています。

次に、東京＝庄内線の特徴について説明いたしま

す。座席数前年比は、全路線計で98％、東京＝庄

内では97．1％です。ANA全社的に大きな飛行機が

＋F＝会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
会報垂員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡55ビル1F　庄司（0235）28－3375田（0235）28－3376



退役、昨年ジャンボ機が退役しました。代わりに

787のような中型機が増え、トータルすると総座席

数が減っている状況にあります。一方で旅客数前年

比は、全路線計で101．4％と微増、東京＝庄内でそ

の中では健闘しており104．8％でした。搭乗率は、

旅客数割る座席数となり、全路線計で67．1％、東

京＝庄内で63．9％でした。

次の旅行比率が特徴的なのですが、旅行運賃利用

の全体に占める割合です。旅行運賃利用だからと

いってもビジネスでお使いになる方もいますし、そ

の逆もあるので、旅行者数そのものの割合ではあり

ません。東京＝庄内は、11．7％と全国1低いレベ

ルです。観光客の多い札幌（東京＝札幌）で40．3％、

沖縄（東京＝沖縄）で63％もあります。庄内線が

個札路線、ビジネス路線と言われる所以です。

榎本市長は、常々「年間40万人にしたい！」と

言われています。これは、交流人口を増やして地域

の活性化を図りたいと言う狙いですが、では、どん

なことをしていったらいいかと言うことですが、大

きくは2点だと思います。一つは、企業、研究機

関の誘致等、もう一つは、観光振興のために国内、

海外からのインバウンドを推進することです。如何

に庄内に来てもらうか？いろいろな手段はあるかと

思いますが、中でも「魅力の情報発信」が重要だと

考えます。折角いいところがあっても、おいしいも

のがあっても知らなければ来てくれません。

そこで本日の本題となります。全日空では、ティ

スッ・オブ・ジャパンという取組みで「日本が誇る、

日本の価値」を国内外に発信し、地域活性化・訪日

旅客の増加を目指しています。今年の12月から

3ケ月間、「山形県」を特集いたします。具体的に「ど

んな事をするのか？」ですが、①県の食材を使って

国際線機内食をご提供したり、②日本酒を空港ラウ

ンジで無料でど提供したり、③ANAオリジナル番組

を制作し機内で放映します。また、④自治体がお持

ちの映像も国際線で視聴出来るようにします。⑤

NHKの番組を買取り、同じく国際線で視聴出来る

ようにします。⑥巽の王国という機内誌で特集を組

んだり、⑦県産品を通信販売したり、⑧ANAのHPに

特集サイトを設けたりしています。

前述①の機内食では、山形県の郷土料理や、ワイ

ンソースを使ったステーキ、豚の生妻焼き井、さく

らんぼのムースなどのスイーツも期間・路線・クラ

ス限定でご提供します。②の国酒では、羽田空港の

国際線ラウンジで、山形県のお酒を全12銘柄ど提

供します。⑥では「酒田のラーメン」を特集。③のオ

リジナル番組は、ラジコンヘリを多用したバード

ビュー映像でとても新鮮な映像に仕上がっています。

観光地の紹介のみならず、庄内空港の旅客スタッフ

が方言を使いながら芋煮を作るといったおもしろい

コーナーもあります。

これらの取組みにより、少しでも多くのお客様に

山形、庄内の良さをわかっていただき、さらには来

庄していただきたいと思っています。

ご紹介ありましたように、まだ

まだロータリーは続けていきたい

と思いましたが、会社の事情もあ

り、退会することになりました。

皆さんにはお世話になり本当にあ

りがとうございました。

8年前の2006年、丸山さんが会長の時に入会さ

せていただいて、退会するのも丸山さんが会長の時

ということで、大変申し訳ない気持ちもありますが、

その辺はご容赦願いたいと思います。

ロータリー生活の中では色んな思い出があります。

特にGSEに2回も当社の社員が参加させていただき、

会社としても非常に良かったと思います。その他に

も語り出せばたくさんありますが、今日はこのぐら

いにしておきます。

まだ会社にはいますので、鶴岡でお会いすること

もあると思います。その時は是非お声をかけてくだ

さい。飲み会、ゴルフは大好きですので、またよろ

しくお願いします。どうもありがとうございました。

呑員会報告
◆出席委員会

◎ゲスト

石井祐司氏（全日本空輸株式会社庄内支店支店長）

◎メイクされた方

阿部純次君・加藤亨君・小林健郎君・丸山隆志君

菅原成規君・武田啓之君・冨田喜美子君

青柳孝司君・阿蘇司朗君・佐藤詩郎君

スマイ′L一÷1

塚原初男君…牧さんの8年間に亘るご活躍とど尽

力に感謝して…。

木村　節君…石井さん、大変ありがとうございまし

た。庄交のご紹介も頂きまして、ありがとうござ

います。牧さん、大変ご苦労様でした。

武田啓之君…石井さん、どうもありがとうございま

した。庄内空港は設立当初からお世話になってお

ります。牧さん、短い間ですけれどもお世話にな

りました。お疲れ様でした。

樋渡美智子君…牧さん、大変お世話になりました。

奥様からのど協力、センスの良さを、先日知りま

した。ANAのど活躍を－。

丸山隆志君…石井さん、スピーチありがとうござい

ました。牧さん、8年間ご苦労様でした。

牧　　衛君…最後のスマイルです。

佐藤孝子君…牧さん、お世話様でした。ゴルフお誘

いしますのでよろしく日　石井さんスピーチあり

がとうございました。



1月13日（火）
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辞辟口一夕
⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）①毎週火曜日（12‥30～13＝30）

平成27年1月6日（火）　第2700回例会　（本年度第22回）

RI規定休会②

1月20日（火） 年男スピーチ（田村一美君、木村節君）

1月27日（火） 寒鰭汁家族例会

2月　3日（火） フリートークを楽しむ例会　情報委員会の日

Eメール◎tsuruOkaO8＠rid2800．jp

来週の火曜日だとクリスマス気分が盛り上がるの

ですが、天皇誕生日の祝日ですので一週間早くクリ

スマス家族会を開催します。12月はロータリーで

は「家族月間」と定めています。こうして多くのど

家族の皆様から参加して頂いて嬉しく思っています。

また、佐々木ご夫妻が今年ご結婚25周年、銀婚式

を迎えられました。クリスマス会の中で写真をご披

露させていただきます。

20－14．12．16

回

回

来年1月6日の第一例会では、中林さんのど協

力を得て、茶会を例会の中で行いますのでよろしく

お願いいたします。また、4月26日、「兄弟クラブ

締結50周年」を祝して鹿児島西ロータリークラブ

から50周年に因んで50名の方が来鶴を目指して

準備をしているそうです。当方としてもど夫婦、家

族でお迎えしたいと思いますので、今日お出での

方々にはぜひ参加して頂きたいと思います。

本日はごゆっくり楽しんでいただければ幸いです。

佐々木ご夫妻ご結婚25周年おめでとうございます。益々仲

睦まじくご健勝でありますように！

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　t地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　‾副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭“〉会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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☆ゲスト紹介☆

○米山奨学生　候　柴さん（山大）　○青少年交換留学生　アイサさん

○青少年交換留学生ホストファミリー　斎藤秀紀君（鶴岡南）

○会員家族

藤川享胤君ゲスト：リーセツさん

前田　優君ご家族：美紀様　なつきちゃん

丸山隆志君君ご家族：あけみ様　栄美子さん　さらちゃん　たかひさ君

真島吉也君ご家族：靖子様　英太さん　順子さん　れいご君　へいろう君

佐々木詰彦君ご家族：十代子様　仁道さん　美香さん　ちかちゃん　のえちゃん　ゆうじ君

佐藤孝子君ご家族：さらちゃん　りのちゃん　菅原成規君ど家族：陽太君　ひなちゃん

富樫松夫君ご家族：悦子さま　圭さん　さきちゃん　　冨田喜美子君ご家族：いつきちゃん

塚原初男君ご家族：玲子様　佐藤久樹君ご家族：意様　優君　崇人君

○鶴岡ローターアクトクラブ

伊藤　蘭さん　匹田枝里さん　佐藤　国さん　菅原彩花さん　川井奈津美さん

○鶴岡インターアクトクラブ

顧問　吉原大樹先生

生徒　飯田　蓮君　鈴木大河君　竹内拓将君　東海林瑠芽さん

クラッカー発射準備完了

丸山年度上半期終了！トリは冨田ソングリーダー ご家族の皆様、ご出席ありがとうございました。
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寧野口‾一夕
⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）①毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年1月20日（火）　第2701回例会　（本年度第23回）

1月27日（火） 寒鱈汁家族例会

2月　3日（火） フリートークを楽しむ例会　情報委員会の日

2月10日（火） ゲストスピーチ　鶴岡青年会議所理事長（予定）

2月17日（火） ゲストスピーチ　高木氏「家紋について」

Eメール◎tSuruOkaO8＠rid2800．jp

◎第7回理事会報告

1、クリスマス家族例会収支報告書について

2、下半期会費について

3、ローターアクト委員会の委員長・副委員長の変

更について

委員長：青柳孝治君、副委員長：佐藤久樹君

皆さん、明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願い致します。12月16　日のクリス

マス家族例会は69名の参加で盛会に出来ました事

に感謝申し上げます。

今年の正月は、12月27日から1月4日までの

9日間ゆっくり過ごされた方も居られたと思います。

新しい年を迎え、それぞれ願いを懸けたと思います。

私は、あまり外出せず家でのんびりテレビでスポー

ツ観戦の正月でした。元旦のニューイヤー駅伝、2・

3日の箱根駅伝と色々楽しませて頂きました。

今年で第93回箱根駅伝では、青山学院大学の初

優勝は見事でした。特に5区の山登りでの神野大地

選手の走りには感動いたしました。名前に相応しい

山の神でした。

未年の年男はクラブ会員では、木村節さん（S30

年）、田村一美さん（S30年）の2人です。節目の

年に当って益々のど活躍をご祈念申し上げます。私

も、もう半年間会長の任務を精一杯務めさせて頂き

ますので、皆さんご協力を宜しくお願い致します。

震・食・倒・毒・末・金・戦・帰・虎・災・愛・命・偽・変・

新・暑・絆・金・輪・税

日本漢字能力検定協会が全国から公募して一番票

が多かった漢字が「今年の漢字」となります。例年、

11月1日ごろから一般公募が始まり、同年12月

12日前後に清水寺で発表されます。

・震（平成7年）：阪神・淡路大震災発生。オウム

真理教事件。金融機関の崩壊などで震える。
・食（平成8年）：0－157食中毒事件や狂牛病の発生。

税金と福祉を食い物にした汚職事件の多発。
・倒（平成9年）：山一証券など大型倒産続出。サッ

カー日本代表が強豪を倒してWC初出場。
・毒（平成10年）：和歌山カレー毒物混入事件。ダ

イオキシンや環境ホルモンなどの社会問題。
・末（平成11年）：世紀末（1999年）、1000年代の末。

・金（平成12年）：シドニー五輪で日本選手が金メ

ダル。国民的アイドル「きんさん」のご逝去。
・戦（平成13年）：米国同時多発テロ。小泉首相と

構造改革の抵抗勢力との戦い。
・帰（平成14年）：北朝鮮に拉致された5人が24

年ぶりに帰国。
・虎（平成15年）：阪神タイガーズが18年ぶりに

セ・リーグ優勝。
・災（平成16年）：台風、地震、豪雨、猛暑など、

記録的な天災。
・愛（平成17年）：紀宮さまと黒田慶樹さんのご結婚。

・命（平成18年）：秋篠宮紀子さまが約40年ぶり

に親王「悠仁」様を出産。
・偽（平成19年）：食肉や野菜の産地偽装、加工食

品の原材料偽装、賞味期限改意。耐震偽装問題。
・変（平成20年）：サブプライムローン問題に端を

発した世界経済の大変動。
・新（平成21年）：政権交代で新内閣が発足（民主

党に政権交代）。
・暑（平成22年）：記録的な猛暑で熱中症にかかる

人が続出。
・絆（平成23年）：東日本大震災で未曾有の被害。

他にも台風などの災害が発生。
・金（平成24年）：金環日食や金星の太陽面通過な

ど「金」に関する天文現象の当たり年。

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

墓会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
器会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎■石田　雄
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・輪（平成25年）：2020年の東京五輪開催が決定。

・税（平成26年）：消費税率が5％から8％に引き

上げ。

今年は、希望に満ちた明るい漢字に成ることをど

祈念して新年の会長報告と致します。

○国際ロータリー（Rり

R財団に関して年次基金に支援したクラブに感謝

のバナー

02800地区ガバナー事務所

RID2800地区・地区大会収録DVDの送付につい

て

○鶴岡青年会議所

2015年度　新年祝賀会のご案内

日時：1月20日（火）受付18：00

場所：東京第一ホテル鶴岡　会費：5，000円

○鶴岡市民憲章

第4回常任委員会のご案内

日時：12月25日（木）午後4時から

場所：滝太郎　会費：4，000円

○年賀状（敬称略）

池田ガバナー事務所、地区幹事　今間勝見

酒井ガバナーエレクト事務所

出羽庄内国際交流財団、山形西ロータリークラブ

小林真紀（元R財団奨学生）、鶴岡東高等学校

新モンゴル高校、馬可（元米山奨学生・鶴岡RAC）、

候柴（米山奨学生・鶴岡RAC）、オクトン

サラダクラブ、富士印刷㈱

みなさん、明けましておめでとうございます。旧

年中は大変お世話になりありがとうございました。

今年が皆さんとご家族にとりまして良き年となりま

すようお祈りいたします。今年もどうぞよろしくお

願いいたします。

小林健郎君、裏千家鶴岡支部の皆様のご協力に

より、茶会を催すことが出来ました。今年も心

にゆとりを持って過ごしたいものです。

香呂会報告
出席委員会

◆メイクされた方

阿部純次君・藤川享胤君・武田啓之君

◆ゲスト

米山奨学生　　候璧さん

女マイル⑬

菅原成規君　クリスマス家族例会、子供たちにたく

さんのプレゼントをありがとうございました。今

日は誕生日です。鶴岡RCと同じ昭和34年生ま

れです。

佐藤孝子君　クリスマス例会のお礼。今年もよろし

く！

西川冨美子君　明けましておめでとうございます。

昨年も皆様にご利用いただきまして新年を迎える

ことが出来ました。ありがとうございました。本

年もよろしくお願いいたします。

武田啓之君　今年の初例会です。中林さんありがと

うございます。今年もよい年になりますよう、よ

ろしくお頗いいたします。

塚原初男君　今年1年間の皆様のご健勝とご多幸

を祈ります。本日のお茶会並びに素晴らしいIM

報告書が編集されつつあることにも感謝して。

阿部純次君　去年12／25午後6時台のNHKの番組

「今を生きる　山形の歴史」という番組で当社羽

前絹練㈱が6分はどの時間で紹介されました。1

月　29日午前11時台で再放送される予定です。

NHKさん良いPRをして頂き有難うございました。

丸山隆志君　もう半年間よろしくお願いいたします。

加藤　亨君　明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願いいたします。娘が今年年女で

すが、まだまだ結婚の予定がないので、嬉しい反

面ちょっと不安もあります。

真島吉也君　クリスマス家族例会のお礼

富樫松夫君　クリスマス家族例会ありがとうござい

ました。

夢
邑
　
腰
レ
蓄
レ
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藍



2月10日（火）

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

壁野口妄一夕
⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：38113：30）

平成27年1月27日・2月3日（火）第2702・2703回例会（本年度第24・25回）

ゲストスピーチ　鶴岡青年会議所吉宮理事長

2月17日（火） ゲストスピーチ　佐々木勝夫氏「家紋あれこれ」

2月24日（火） 会員スピーチ　藤川享胤君「私の口一タリー観」

3月　3日（火） 職場訪問　加藤嘉八郎酒造

Eメール◎tsuruOkaO8＠rid2800．jp

今日は大寒です。今週の日曜日「日本海寒鱈祭り」

がありました。私も銀座通りに出かけてみました。

天気は良くなかったのですが、大変賑やかで、実行

委員会の発表では2万人の人出があったそうです。
一杯500円だったのが、600円になっていました。

大変おいしかったのですが、2万食と考えると、す

べてが地元産ということではないなと思いました。

鱈の身が少ししょっぱいように感じました。それに

しても2万食用意するのは大変だったと思います。

銀座通りがいつもこのように賑やかであればいいの

にと思いました。

報告ですが、4クラブ合同事務局は、商工会議所

からSS　ビルに引越をし、新会館が完成したら戻る

ことになっていました。この間、商工会議所と話し

合いましたが、費用の面で折り合いがつかず、この

ままSS　ビルに留まることを4クラブで合意しまし

た。旧商工会議所では賃料が6万4千円、SSビル

は9万円、新会館では12万円とのことでした。環

境はいいかもしれませんが賃料が倍になる訳で、財

政的に厳しくなります。次年度からも事務局はSS

ビルということでよろしくお願いいたします。

丸山年度も後半に入りました。来週の寒鱈汁例会

に会津若松南RCから7名、東京東江戸川RCから

4名いらっしゃいます。

3月に職場訪問、東京東江戸川の観桜会が予定さ

れています。4月18日は会津若松南RC45周年が

あります。2800地区の地区協議会と重なりました。

地区協に関係ない方は是非会津若松南クラブの式典

に参加するようにしてください。26　日は鹿児島西

RCと鶴岡RCの兄弟クラブ締結50周年があります。

5月19日は孟宗汁家族例会を行います。

クラブの数値目標については、財団一人150ドル、

米山一人2万円をお願いしています。前期の状況

からこのままいってくれれば目標達成出来るのでは

ないかと思っています。会員拡大は純増4名を目

標にしています。私も当たっていますが、委員会だ

けではなく、心当たりがあれば是非お声をかけて何

とか下期で達成したいと思っています。出席率は

80％以上の目標ですが、平均して70％の真ん中く

らいです。一人休むと3％減ります。休んだ方はメ

イクをお願いします。今日は青年会議所の新年会が

あります。越智さん、阿蘇さんが出席します。クラ

ブ勧誘まではいかないかもしれませんが、声をかけ

て頂きたい。みんなで純増を目指しましょう。

12月25日鶴岡市市民憲章の総会がありました。

市民憲章の会長は2代目が昭和44年から昭和51

年まで小花盛雄さん、3代目が昭和51年から平成

8年まで安藤定助さんが務められ、鶴岡ロータリー

の初代会長幹事が市民憲章の会長を長くしておられ

たことを出席して初めて矢口りました。現会長さんや

幹部の方は市民憲章を暗記していました。当クラブ

では第3例会で唱和していると報告してきました。

○ガバナー事務所
・下期地区賦課金ご送金のお願い

1／1現在会員数　×　7，000円　　締切1／31

・今後の会議日程及び次年度公式訪問日程（案）

送付
・ロータリー財団補助金管理セミナーのご案内

日時：2月14日（土）

登録13：30～　本会議14：00～16：15

会場：グランドホクヨウ　登録料：2，000円

昭和30年生まれですから丁度60歳ということ

になりました。当クラブ6年、最上クラブに2年

1RI会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガ／け一池田徳博

て≡／会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　∴幹事／菅原成規　′会長エレクト／越智茂昭
‘／…会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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おりましたのでロータリー歴は

8年ということになります。ホ

テルのことを話させていただき

ますと、銀行から　6年前に来た

当時はホテル単体での借金は約

19億ありました。異動の時、第

2の人生をここで送るのかと大変気が重かったとい

う記憶がありますが、何とか返済をして、今年度で

10億切るくらいまでになっております。前任者は

3年頑張ってくれました。私はどういう訳か6年に

なりました。ホテルマンは白髪はだめ、髪のあるう

ちは白髪染めをし、若さを保ち、清潔感を保つのが

ホテルマンだと聞いています。

暇なときはネットを見ています。その中で面白い

ものがあったので紹介します。私は庄交コーポレー

ションを今月末で一旦定年退職します。そのあとこ

の会社に残る意味において、60歳の人はどんな行

動パターンがあるか、実際は60歳をまたぎますが

調べてみました。15の法則があるそうです。60歳

を過ぎて若い人と御付き合いさせていただくために

は、この15の行動パターンから逃れた方がいいの

ではないかなと思います。

（「15の行動」は配布資料を参照してください。）

この「15の行動」、アブラハム・マズローは、「人

間は自己実現に向かって絶えず成長する生きもので

ある」といいましたが、それも今は分からなくなっ

てきていると感じます。

もう一つ申し上げたいのは、50代過ぎてからで

すが、今更考えて後悔したことのトップ10という

のがあります。

1．習慣的に運動する

2．長期的なマネープランをきちんと立てる

3．貯金する

4．キャリアプランをしっかり立てる

5．英語の勉強

6．日頃からよく歩く

7．親孝行

8．定期的に歯のメンテナンスを行う

9．副業をする

10．妻と定期的なコミュニケーション

また、50歳までにやっておいて良かったトップ

10を紹介します。

1．子供をつくる

2．家族とのコミュニケーション

3．マイホームを購入する

4．子育てに積極的に関わる

5．支払をクレジットカード中心にする

6．夫婦共働き

7．妻と二人の時間を大切にする

8．新聞を読む

9．年賀状を出す

10．読書する

これらは、60歳になって身につまされる思いが

します。私の母は静岡県焼津から鶴岡に嫁いできま

した。静岡銀行に勤めていたそうです。鶴岡に来て

言葉が分からず、非常に苦労したと今でも言ってい

ます。88歳になりますが、今でも静岡弁が抜けま

せん。何故かというと、父は中小企業を経営してい

た関係で、母をあまり外に出さなかったからだと思

います。妻は米沢から鶴岡に来て35年なりますが、

今では私よりも庄内弁が上手です。人は環境で変わ

ります。私もロータリーでは次年度いろいろ役をや

らせてもらうことも伺っています。少しでも役に立

てればと思っております。

香呂会報告
○次年度の主な予定

会長工レクト　越智　茂昭君
・3月14－15日　会長エレクト研修セミナー

・4月18日　地区研修・協議会（米沢）

・7月7日　ガバナー公式訪問

・11月6－7日　地区大会（米沢）

○出席委員会

メイクされた方

阿部純次君・青柳孝治君・阿蘇司郎君

スマイ／L量1

丸山隆志君　木村さん、スピーチありがとうござい

ました。

武田啓之君　木村さん、員重なスピーチありがとう

ございました。また気づきを！

塚原初男君　会報に候さんと一緒のスナップを載せ

て頂きましたので。

吉野隆一君　亡き母の葬儀に会葬参列頂きまして誠

にありがとうございます。生前のご厚誼に感謝申

し上げます。

莞室．岳室‾‾‾≡葵



国際ロータリー第2800地区

蹄圃ロー
1959年6月9日創立

⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）①毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年2月10日（火）第2704回例会　（本年度第26回）プ

2月17日（火） ゲストスピーチ　佐々木勝夫氏「家紋あれこれ」

2月24日（火） 会員スピーチ　藤川享胤君「私のロータリー観」

3月　3日（火） 職場訪問　加藤嘉八郎酒造

3月10日（火） 情報委員会の日（真島吉也君）

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp　ホームペー

☆第8回理事会報告

1、寒鱈汁家族例会収支報告書について

2、上半期収支報告について

3、2015年度米山奨学生世話クラブについて

次年度、第2ブロックで2名の米山奨学生

を受入れることになりました。1名（女子）は

南クラブが、もう1名（男子）は西・東南ク

ラブが手を上げなければ当クラブで引き受ける

こととしました。その際はカウンセラーを藤川

さんにお願いしたいと思います。

4、2月17日のクラブ協議会について

（鹿児島西RC・鶴岡RC兄弟クラブ締結50周

年記念式典等について）

5、3月の例会について

第一例会：3月3日（火）職場訪問例会

（大山：加藤嘉八郎酒造）

第三例会：3月17日（火）会場1階モナミ

6、東日本大震災復興支援金への補助金申請につ

いて

7、その他：3月28日（土）東江戸川RCの観桜

会参加

先週は、寒鱈汁家族例会でした。会津若松南RC

から7名・東京東江戸川RCから4名・ローターア

クトから4名参加して頂き、西川会員の華夕美日

本海（湯野浜温泉）を会場に、寒鱈汁を堪能させて

頂きました。

二次会では、ローターアクト　4名から居残りし

て頂き、会を盛り上げて頂きました。

○次年度ロータリー財団セミナー

日時：2月14日（土）　PM2：00～

場所：グランドホクヨウ米沢

回

地区補助金等のセミナーで、クラブから3名出

席要請が来ています。欠席すれば、次年度の補助金

が受けられませんのでよろしくお願いします。

○特別月間の変更

現　在

8月：会員増強および拡大月間

9月：新世代のための月間

10月：職業奉仕月間・米山月間

11月：ロータリー財団月間

12月：家族月間

1月：ロータリー理解推進月間

2月：世界理解月間

3月：識字率向上月間

4月：雑誌月間

6月：ロータリー親睦活動月間

2015年7月から

8月：会員増強・拡大月間（変更なし）

9月：基本的教育と識字率向上月間

10月：経済と地域社会の発展月間・米山月間

11月：ロータリー財団月間（変更なし）

12月：疾病予防と治療月間

1月：職業奉仕月間

2月：平和と紛争予防／紛争解決月間

3月：水と衛生月間

4月：母子の健康月間

5月：青少年奉仕月間

6月：ロータリー親睦活動月間（変更なし）

○国際ロータリー：2015－2016年度テーマ

「世界へのプレゼントになろう」

Beagi氏

totheworld

■Rl会長ゲイリー（．K．ホァン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　〉副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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○米山奨学会

確定申告用寄付金領収証について

○ロータリー財団

確定申告用寄付金領収証について

○オクトン

次年度テーマ幕について

あいさつとお礼

米山奨学生　候　璧さん

こんにちは。いつもお世話になっております。1

月は論文作成のためずっと忙しくて、先週の家族例

会は残念ながら参加出来ずすみませんでした。幸い

なことは、皆様のおかげで論文は予定より早く完成

しました。後は表紙だけです。今月の下旬、山形市

で米山奨学会の歓送会があり、塚原先生と一緒に参

加する予定です。もう歓送会の時期を迎えると考え

ると、やはり時間の経つのが早いと感じました。私

の学校生活も最後の一ケ月に入りました。最後まで

頑張って残りの時間を送りたいと思います。ありが

とうございました。

香呂会報告
兄弟クラブ締結50周年実行委員会

委員長　樋渡美智子君

4月26日（日）予定されている鹿児島西クラブ

との兄弟クラブ締結50周年記念式典について簡単

に報告します。開場は午後6時です。鹿児島西ク

ラブの皆さんはお昼に到着され、ミニ観光をした後

会場に参ります。式典18：30～　祝賀会19：00
～20：30を予定しています。詳しい次第につきま

しては17日のクラブ協議会でお知らせいたします。

鹿児島西クラブさんには第一次締め切り日として2

月24日まで申し込みをお願いしています。最終案

内は3月1日に出したいと思います。

予算はまだ確定していませんが、鹿児島西クラブ

からさんからの問い合わせもあり、登録料は一万円

くらいだろうと返事しております。

観光はコース案を差し上げておりましたが、概ね

了承して下さいました。25日庄内空港に昼頃到着

されますので、華夕美日本海さんで昼食をとってい

ただいた後、鶴岡市内観光、宿泊は温海の萬国屋さ

んです。翌日は酒田の南洲神社、土門拳記念館と回り、

鹿児島の皆さんが大変楽しみにしていた相馬楼で舞

妓の舞を見ながらの昼食と計画していました。とこ

ろが三か月前に電話しましたが、相馬楼は予約で

いっぱいでした。30名なら可能であと28名の予

約があるが4月まではっきりしないということで

した。30名では足りないので、条件が厳しくなっ

ています。再検討する必要が出てくると思っていま

す。それから旧鐙屋、ここは8年かけて改装した

そうで、本間家本店より見る価値はあると思います。

この日は式典・祝賀会で東京第一ホテル鶴岡に宿泊

です。次の日はクラゲドリーム館をぜひ見たいとい

うことでした。昼食後庄内空港13：30で帰られます。

各委員会からど協力頂いて記憶に残る親睦交流を

図りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいた

します。

ローターアクト委員会

青柳孝治君
ローターアクトの例会は、第一、第三月曜日に予

定されています。我がクラブの会員の方からは、是

非アクトの例会に参加して下さるようお願いいたし

ます。

来週月曜日の16日、「お茶を楽しむ例会」が予

定されています。小林先生から来ていただいてご指

導いただくことになっています。会員の参加を心待

ちにしています。準備の都合もありますので今週中

にご返事を下さるようお頗いします。

アクトも年度末が近付いてきて、現在会員が12

名です。4月になると退会が予定されている方もい

ます。会員の皆様に30歳以下でアクト会員になっ

ていただける方を是非勧誘、推薦して下さるようお

願いいたします。皆様の企業以外の方でも結構です

のでご協力よろしくお願いいたします。

出席委員会

◆メイクされた方　加藤　亨君　佐藤詩郎君

スマイJL㊤

丸山隆志君　西川さん、先週はありがとうございま

した。

西川冨美子君　先週はご利用ありがとうございまし

た。

塚原初男君　候さんが、ご本人の努力によって〆切

の一ケ月前までに修士論文を完成されたことを祝

して。

菅原成規君　先日、東北高校空手道選抜大会があり、

酒田南高校が男子団体絶手で準優勝しました。3

月、東京での全国選抜大会に出場します。

藤川享胤君　二人目の孫が生まれました。

加藤一弘君　新年会の行事余興講師を樋渡さんより

紹介頂きました。参加者皆さん大変楽しい一時を

過ごさせていただきました。有難うございます。



2月24日（火）

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

鰐圃ロー1
①東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2・10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）
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平成27年2月17日（火）第2705回例会　（本年度第27回）

会員スピーチ　藤川享胤君「私のロータリー観」

3月　3日（火） 職場訪問　加藤嘉八郎酒造

3月10日（火） 情報委員会の日（真島吉也君）

3月17日（火） ゲストスピーチドール・シェーンさん、奥山さん「日本に魅せられて」

Eメール◎tSuruOkaO8＠rid2800．jp

インターネットで天気予報を見ていたら、今週は

第一級の寒気団が南下して、ずっと雪になるようで

す。偏西風の偏りが原因になっているようですが、

皆様には十分気を付けて頂きたいと思います。

今の建物は断熱されていて、マイナス5度まで

はほとんど大丈夫です。前だと水道管が凍って水が

出ないという話を聞きましたが、今はたいていの家

庭に水抜きがあり、冬に水が凍って出ないという話

は無くなりました。

寒くなって懐かしいものの一つに「煮凝り」があ

ります。鱈を煮て寒い日に一晩台所に置くと汁が固

まって寒天のようなゼラチン状になります。それを

ご飯にかけて食べるのが子供のころの楽しみでした。

今の若い人は分からないと思います。「綿入れ」分

かりますか？“ちゃんちゃんこ”のような形で、

綿が入って厚くなっています。これを着て寒さを凌

ぎました。今はあまり厚着をさせないようです。昔

は寒かったらいっぱい着る、暑かったら脱ぐと自然

に任せて暮らしていました。寒い日は一つの部屋に

集まり炬燵に入って一家団欒、いろんな話をしまし

た。今は贅沢になって、各部屋に暖房があります。

苦は昔でそんないいコミュニケーションがあったん

だなと思っています。

報告です。元会員の荻原晋さんが2月4日に亡

くなり、クラブを代表して7　日の葬儀に参列して

まいりました。荻原さんは平成元年に入会し、平成

14年に退会され、みづほ産業の前の社長さんでした。

塚原年度の幹事さんでした。止めなければ会長を勤

めていた人です。私より学年が二つ上で67歳、ま

だまだ若かったのにと残念に思っています。

今週は越智年度のセミナーがあります。14　日は

バレンタインデー、吉野さんとこの売上が伸びると

思います。また大山の新酒祭りがあります。来週の

スピーチは、荘内日報にもお名前がよく出ている

佐々木勝夫さん、その次が藤川さんです。今月は大

きな活動がないので例会を充実させたいと思います

のでよろしくお願いいたします。

○国際ロータリー

会員増強ウエビナーシリーズ第3回「革新的な

クラブへのステップ」にぜひご登録を

○ロータリーの友

2015－2016年度　ロータリー手帳1冊　600円

＋税＋送料締切2／25

0ガバナー事務所

週報提出のお願い

週報一部：7月1日～現在まで

提出期限：3月16日

○庄内総合支庁建設総務課長

河川美化にかかる情報提供について

本年、鶴岡青年会議所は「協力

同心～未来へつなぐ懸け橋となれ
～」をスローガンのもと、基本理

訝　　　念を「我々、鶴岡青年会議所メン

バーは力と心を合わせ、一緒になっ

て目的達成のために努力し、明る

い豊かな社会の創造に向けて、青年会議所運動を実

践して行きます。」

私が入会した2009年は124名の会員がおりま

したが、今年のスタート人数は78名です。6年前

より46名減少しております。

鶴岡は全国で343番目の青年会議所として創立し、

来年50年目の節目を迎えます。

何事も、始まりのきっかけは人の手によるもので、

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨、幹事／菅原成規　〉会長エレクト／越智茂昭
会報垂鼻会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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歴史も人の手によって、次へとつながれていくもの

です。これまでに先輩諸兄が繋いできた、青年会議

所運動の歴史と志を、私たちは次へ繋いでいく必要

があります。

人は人で磨かれていくもの、この地域に住み暮ら

す私たちだからこそ、この地域の未来を考えていく

団体だから、未来を作っていけてるんだと思います。

それでも、その行動を起こさなければ変わりません。

メンバー同士が協力し合い、支え合い、そして未来

と向き合う自分づくりができなければいけないので

す。

私は未来へ繋ぐための力として6つのテーマを

掲げさせていただきました。
一つ目は、もっと多くの青年の力を結集させ地域

奉仕、地域発展に携わり、意識変革の機会を創り出

して行き、この地域の未来を担うのは我々青年であ

り、メンバーが明確などジョンと高い志を持って行

動しなければならない会員相互の意識向上へつなぐ

力です。

二つ目は、これまで先輩諸兄が作り上げてきた鶴

岡青年会議所をしっかりと継承していくため、半世

紀の運動を検証し、これまでの運動と活動に対して

多くの方々へ感謝し、更なるプレゼンスの向上をす

るために、創立50周年に向け一致団結した運動を

展開していく、創立50周年に向けてつなぐ力です。

三つ目は、青少年の健全なる育成を目的に、わん

ぱく相撲の開催を今年も行います。

地域との連携を深め、さまざまな地域資源と充実

感のある体験活動の場を提供し、家族と過ごす時間

や地域で過ごす時間をもち、身近な大人たちが手本

となり大人どうしも関わり合える環境づくりにも取

り組むことが必要です。日常生活から社会生活の基

礎となる学びを与えることで、地域に触れ、人と触

れ合い、思いやりある心を育むという、子供たちの

健やかな成長こそが未来につなぐ人財育成と考え、

子供たちの未来へつなぐ力となります。

四つ目は、現代社会では、働く女性の増加に伴い、

女性の視点を活かした内容が重要視されています。

今後も女性の活躍が期待される中で、暮らしやすい

社会と働きやすい環境を整えることが、女性の持つ

能力を最大限に発揮でき、地域活性化の重要な鍵に

なり、新たな経済成長の視野を広げ、幅を広げた意

識変革を取り入れていくことが新たな鶴岡の魅力に

つなぐ力となります。

五つ目は青年会議所は活動や運動を通して新たな

価値観を身に付け、創意に満ち溢れた運動に取り組

むことがJAYCEEであり、我々は多くの学びの機会

を得て、自己の成長と地域へのつながりを創り出し

ていくことが、この団体組織の必要性であると考え

ます。組織の最小単位は一人ひとりです。組織力を

高めるためには一人ひとりが共有された目的やビ

ジョンを明確にし、同じ目標を目指すことが組織と

してつなぐ力となって行きます。

六つ目が、赤川花火大会を25年の四半世紀とい

う短い期間で、ここまでの大会に急成長させ、急激

な規模拡大をすることにつながりました。赤川花火

大会には、新たな地域コミュニティの創造につなが

る大きな力をもっています。一昨年より鶴岡を代表

する夏のお祭り「荘内大祭」、「山王おいやさ祭り」、
「赤川花火大会」が連携した「鶴岡お祭りウイーク」

が誕生しました。市民・他団体との協働・連携により、

互いの強みを活かした幅広い展開をし、更に新たな

鶴岡の発展につなげてきました。そして大会を運営

するうえで、安心・安全な花火大会にする対策も進

めて行かなくてはなりません。市民・行政関係との

連携も重要課題として意識を持ち、安全な大会構築

を行なっていきます。思いやりと情熱から生まれる

果敢な行動は、必ず地域や人の心へ伝わり、輝かし

い未来へつながる道となります。第25回赤川花火

大会を記念大会と位置付け、更にこの地域に愛され、

無くてはならない新たな地域コミュニティへつなぐ

力「感動日本一の赤川花火大会」へとつなげて行き

ます。やさしくあるために強くなる、自分づくりと

地域づくりを、私たち青年経済人として、我々の手で、

この地域の未来、そして自分自身の未来を変えてい

ける人材になって頂きたいと思っております。

志と熱い情熱を共有し、率先した行動によって「協

力同心」の想いに満ち溢れた地域を創造して、「未

来へつなぐ懸け橋」となっていく運動展開を今年1

年間行なってまいります。

本日はどうもありがとうございました。

香呂会報告
職業奉仕委員会

佐藤　友行君

3月3日に職場訪問移動例会を行います。場所は

大山の加藤嘉八郎酒造です。2時30分に当ホテル

からバスを出してもらいます。お酒に関する卓話と

出来立ての新酒を頂く事になっています。1時間ほ

どで戻ってきます。物足りない方は9階でやり直

しと考えておりますのでふるってご参加ください。

出席委員会

◆ゲスト

鶴岡青年会議所理事長　吉宮　哲史氏

◆メイクされた方

阿部純次君・佐藤詩郎君・武田啓之君

スマイ元㊤

阿蘇司朗君　吉富さん、ありがとうございました。

丸山隆志君　吉宮さん、スピーチありがとうござい

ました。

武田啓之君　書宮さん、ありがとうございました。

OBとして。
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曝野ロー
⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12‥30～13‥30）

平成27年2月24日（火）第2706回例会　（本年度第28回）

3月　3日（火） 職場訪問　加藤嘉八郎酒造

3月10日（火） 情報委員会の日（真島吉也君）

3月17日（火） ゲストスピーチドール・シェーンさん、奥山亜砂子さん「日本に魅せられて」

3月24日（火） ゲストスピーチ　革ぶえの家代表　天野俊秀氏

Eメール◎tSuruOkaO8＠rid2800．jp

今日は佐々木先生のスピーチがありますので、報

告は簡単にします。

先週の土曜日、ロータリー財団セミナーが米沢で

ありました。112号線が不通で大変だったと思いま

す。越智さん、西川さん、藤川バスト、塚原バスト

ご苦労様でした。セミナーを参考に次年度の計画を

よろしくお願いいたします。

大山の新酒祭り、我が社の人も行きましたが、す

ごい賑わいだったそうです。また昨日はローターア

クトの例会で小林さんが、お茶のお点前をして下さ

り大変ご苦労様でした。佐藤孝子さん、藤川さん、

青柳さんから出席頂きありがとうございました。

今日は佐々木先生から「家紋あれこれ」という演

題でお話を頂きます。荘内日報にも執筆中で、私も

家紋には興味があります。佐々木先生よろしくお願

いいたします。

なお、例会終了後クラブ協議会があります。鹿児

島西クラブとの兄弟クラブ50周年のスケジュール

説明が主な議題です。出席方、よろしくお願いします。

○ガバナー事務所
・クラブ25小委員会による

「少人数クラブの活性化について」

「ロータリー女性会員の集い」開催のご案内

日時：4月4日（土）登録開始：9：30

12：30より昼食・後解散

場所：ホテルリッチ＆ガーデン酒田

登録料：一人2，000円
・会長エレクト研修セミナー（PETS）のご案内

日時：3月14日（土）　登録：9：30

3月15日（日）　開会9：30

会場：グランドホクヨウ

登録料：10，000円　2／27まで振込

○東京東江戸川R⊂

東京東江戸川RC「観桜会」のご案内

日時：3月28日（土）集合PM5：00

集合：都営地下鉄新宿線一之江駅ビルロ（東口）

出発：屋形船「あみ達」PM5：30　出発

家紋と言えばご存じのとおり水戸黄門の印寵が出

てきます。ドラマの最後に格さんが葵の印寵を見せ

て皆に土下座させています。何故もっと早く見せな

いのかといつも思いますが、ドラマの構成上最後ま

で粘らなければいけないということでしょう。次に

菊の御紋、パスポートにもあります。天皇家の御紋

です。ど存じのとおり家紋は法律で定められている

ものではありませんので、自分の好きなものを選ん

で家紋にすることが出来ます。中にはうちの家紋を

菊の紋にしたいと思う方がいるかもしれません。

ちょっと心配ですが、菊の紋にしたからと言って逮

捕されることはありません。

様々な家紋がある訳ですが、数えれば数千種類あ

るかと思います。その中で今日お話しするのは庄内

地方の農村の家紋です。温海町の山五十川集落を更

に山手に上っていくと戸沢という集落があります。

家紋の分布をみて頂くと、面白い。名字と家紋との

tRl会長ゲイリーC．K．ホァン　■地区ガ／け一池田徳博

イ会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭

会報妻員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　働（0235）28－3375因（0235）28－3376



関係がはっきりと分かれています。三川町東郷地区

に東沼という集落があります。はっきりわかるのは

「三つ引き」紋、これが大滝という名字と重なります。

「三つ引き」紋が広く分布しているというのが東沼

地区です。ご存じのように本家分家関係の中で家紋

というのが出来てきます。大滝という総本家があっ

て、大滝三郎衛門さんという家ですが庄内でも結構

大きな地主でした。

これは、すみよし集落です。佐藤という名字と「違

い矢」という家紋が重なっています。ここには佐藤

東蔵さんという家があって、前の三川町長さんをさ

れて、思恩園のお仕事もされておられました。また

鶴岡の古文書研究会の会長さん、三川町郷土史研究

会の会長さんでした。その佐藤東蔵さんの家が本家

で、分家は皆同じ「違い矢」ということになります。

普通庄内ですと佐藤という名字はたいてい「源氏

車」紋ですが、ここだけは違うということです。

次に三川町の助川地区、ここは赤川沿いにありま

すが古くは奈良時代から栄えていたといわれていま

す。ある本によれば2千戸あったと書かれています。

今三川全体でも1800あるかどうかですから、助川

だけで2千戸は大げさすざますが、かつては赤川

沿いの大きな港町として力を持っていた集落です。

現在は40戸あるかないかです。ここの集落の特色

は同じ名字なのに家紋がバラバラです。数多くの家

紋に分かれているというところに特色があります。

栄地区に中京田という小さな集落があります。面白

いことに集落が全部同じ家紋です。名字は違います

が全部同じ家紋です。

三川の押切下組の家紋ですが、ここの場合は旧国

道7号線沿いと元村とで少し様子が違っている。元

村は加藤町、斎藤町といった非常に強い同族団が固

まっているわけですが、旧国道7号線沿いは全く新

しい家紋が見えてきています。これは、旧国道7号

線沿いに新しい家が建ってきて、元村とは関わりの

ない家が増え、これまで押切下組では見られなかっ

た家紋が少しずつ見えてきたという形です。

このようにしていくつかの家紋の特徴を見てきま

したが、私が興味があるのは家紋と村との関わりで

す。戸沢地区の家紋は、本家分家関係が非常にはっ

きりしていて、同じ町、同じ本家から出たところは

同じ家紋を使っているという集落です。このような

集落を本末の系譜関係といって分けています。非常

に整った形です。このような集落は庄内では圧倒的

に多い。それに対して助川の場合は同じ斎藤なのに

5つか6つのグループに分れています。これを本支

の系譜関係と分けています。ここの場合は総本家の

力が無くなっていって、その下のいくつかの分家が

力を持っていていくつかのグループに分かれたと考

えられています。中京田では名字が違っていても皆

同じ紋、つまり血縁関係ではないわけです。これを

親方子方関係の系譜といいます。つまり、強い親方

がいてその親方の支配のもとにあって集落が出来て

きた。ではその親方は誰かというと、それは羽黒山

です。今でもこの集落は羽黒山と繋がりがあります。

地縁・血縁を乗り越えて皆同じ家紋となったのでは

ないかと考えられています。そのようにして集落の

中には本家分家を超えて、お世話になっている親方

との結びつきが強くなった。

このようにして集落の中には、本家分家の系譜関

係、それも総本家から辿る系譜関係、それから直接

の本家から辿る系譜関係、また、親方子方の中に関

わる関係などがございます。これが集落と家紋の関

係から見えることです。

次に最近の家紋の様子から集落の家紋について考

えていきたいと思います。最近の農村、町中でも同

じようですが、家紋がないという家が出てきていま

す。それから自分の家の家紋を知らないという家も

出てきました。自分の家の家紋が嫌なので別のもの

にしたいという家が出てきました。さらに自分で家

紋をつくるという人も出てきました。本家の家紋は

嫌だ、俺は別の家紋にするというふうにして本家と

は全く別の家紋を使っていくという家も出てきてい

ます。つまり家紋が本家分家関係を超えて装飾品と

しての家紋、かっこいい家紋強いて言えば葵や菊の

家紋にしたいという訳です。次に家紋をうっかり間

違えてしまう。墓に間違えて別の家紋を彫ったとい

う例もあります。何故そうなったのか、家紋が生活

の中に根を下ろしていないからです。誰も家紋に関

心がない、誰かが間違った家紋を使っても分らない。

村にあった焼印が無くなりました。屋号も分らない

人が増えています。家紋も消えていく運命です。そ

うなるとどうなるか、家も力を失って、かつての村

も力を失い、皆バラバラになっていくということを

示しているのではないかと思います。

私は今、温海のしな織の関川というところの村お

こしに関わっています。村が無くなるとどうなるか。

私は村というものが日本人の心を育んできたと思い

ます。村が力を失い、バラバラになっていく中で、

結果として日本人の心もだんだんと消えて行ってし

まうのではないかと危惧しています。時間になりま

した。ありがとうございました。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト：佐々木勝夫　氏

◆メイクされた方：越智茂昭君

スマイ／L亭：

丸山隆志君　佐々木先生ありがとうございました。

木村　節君　先週、先々週休ませていただき、また

樋渡美智子君　家紋にも多くの歴史があること、具

体例をあげてお話しいただきました。ありがとう

ございます。さて我が家の家紋がどんな経緯を経

て成り立っているか興味があります。



国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

群居1ロー
⑮東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）①毎週火曜日（12：30～13‥30）

平成27年3月3日（火）第2707回例会　（本年度第29回）

3月10日（火） 情報委鼻会の日（稟島吉也君）

3月17日（火） ゲストスピーチドール・シェーンさん、奥山亜砂子さん「日本に魅せられて」

3月24日（火） ゲストスピーチ　草ぶえの家代表　天野俊秀氏

3月31日（火） RI規定休会

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp ホームページ◎

今日は藤川さんのスピーチがありますので、会長

報告は手短に致します。

先週のクラブ協議会で、鹿児島西クラブと鶴岡ク

ラブの兄弟クラブ締結50周年の話がありました。

スケジュールについては概ね理解を得ました。収支

予算計画については、3月の理事会に諮って、皆さ

んに詳細をお知らせいたします。

来週は職場訪問で移動例会になっています。この

日に反省会をする予定でしたが、急遽米山奨学生候

さんの送別会に変更いたします。職場訪問は欠席で

も、候さんの送別会に出席できる方は是非参加して

頂きたいと思います。

昨日2月23日は、ロータリーの創立記念日でした。

1905年ですから創立110年になります。今日は藤

川さんが「私のロータリー観」というお話をして下

さいます。ちょうどロータリーに関していいお話が

聴けます。藤川さん、よろしくお願いします。

計報です。元会員の本間菩美子さんが昨日ど逝去

されたという連絡がありました。27　日、6時から

アクサンでお通夜、28日、9時30分アクサンで葬

儀が予定されています。会葬できる方はよろしくお

願いします。本間さんは平成9年入会、当クラブ

初の女性会員で、新世代育成など様々な方面で活躍

して頂きました。ご冥福をお祈りいたします。

○国際ロータリー

ロータリーレートのお知らせ

2015年3月のレートは，1ドル＝118円

○ガバナー事務所
・第2800地区ゴルフ大会日時変更のお知らせ

4月24日（金）⇒　5月9日（土）に変更

・2014－15年度「ロータリーデー・ビデオコン

テスト」応募のお願い

○鶴岡南R⊂

交換留学生アイサさんご両親歓迎会開催について

日　時：4月7日（火）午後6時30分

場　所：東京第一ホテル鶴岡

登録料：5，000円

今月は世界理解月間となっており、その事につい

て話してほしいとプログラム委員会から要請があり

ました。実は月初めに、阿蘇さんが「ロータリーの

友」を使ってしっかりご説明なされましたので、二

番煎じを避け、思うままに20分話させていただこ

うと思います。

最初に本間さんが亡くなられたという幸削こ接しま

した。因みにロータリーで初めて女性会員の入会が

認められたのはいつごろと思いますか。1989年の

規定審議会でやっと認められました。その2年前、

アメリカの連邦裁判所で「ロータリーは性差別を理

由に女性会員の入会を禁じているのは違法である」

という判決が出されました。このことに関しては、

1950年頃から、規定審議会で“Men’’という言葉

を外して男女が入れるようにしようという動きが何

度も起こされましたが、その都度否決をされました。

tRl会長ゲイリー⊂．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
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そういう意味でロ十タリーは男社会と言われても仕

方なかったと思い

出が顕著になり、 墓す。しかし、各方面で女性の進察署長、消防署長、市長すべて

女性という地域も出てきました。ロータリーを拡大

するには女性会員を入れなければロータリーは成り

立たないというところまでなったわけですが、それ

でもRIは頑として認めませんでした。そこで

1977年、カリフォルニアのデウアルテ・ロータリー

クラブは、定款を無視して3名の女性会員を入会

させました。そこでRIはデウアルテ・ロータリー

クラブの認証を取り消しました。このように厳しい

態度を取っていましたが、先ほど話した通り1989

年にやっと認めたということです。

先ほど会長の挨拶に本間さんが平成9年（1997

年）に入られたということですから、女性会員の入

会が認められて8年後です。県内でも最も早いお
一人としてこのクラブに入会されました。大変一生

懸命ロータリー活動をして下さったということで、

私も心から感謝を申し上げ、哀悼の意を表したいと

思います。

さて、私が鶴岡クラブに入会させていただいたの

は、1978年、今から37年前です。30歳になる直

前でした。入会の推薦を受けた時、私は大いなるプ

ライドを感じると共に、身の引き締まる思いを体験

しました。それは地元の専門職務者として、それな

りの評価を受けたという自負心と、自分だけの幸せ

や欲望の追及に僧越になる立場から、もうそろそろ

人様のために何かをしなければならないという立場

の人間になるということをクラブの会員の皆様から

認知を受けたと感じたからです。入会セレモニーの

時、スポンサーである今は亡き張先生から、過分な

る紹介を受け、当時20代会長であった三井健さん

から胸にバッチを付けて頂き、「行動はこれに照ら

し合わせて」という四つのテストが書かれた額を頂

いた時の緊張をつい昨日のように鮮やかに覚えてい

ます。クラブにとって初めての戦後生まれの会員と

いうこともあったでしょうが、「待ってたぞ」と握

手を求められ、多くのロータリアンが歓迎の言葉を

添えてスマイルをして下さったことに感激を致しま

した。それと同時にロータリーファミリーの一員と

して父と同じ年代の大先輩から快く迎えて頂いたの

ですから、この皆様たちに迷惑をかける生き方だけ

は出来ないぞと心に決めさせていただきました。当

然ながら例会に出席することを義務だと思ったこと

は一度もございませんでした。それはロータリアン

が有する最大の特権だと思っていましたし、1週間

に1回、例会に出席さえすれば年の差はありまし

たが、あの方にお会いできるという喜びすら感じて

おりました。

クラブの32年目を迎えた時、一人の創立会員が

退会を余儀なくされました。最後の例会で彼は涙な

がらに次のような退会スピーチを行いました。「私

の不徳の致すところで、会社の経営が行き詰ってし

まいました。銀行管理を受けた時、最初に言われた

ことはすぐさまロータリーを止めるようにというこ

とでした。しかしながら敢えて私は銀行にお願いし

ました。私にとってロータリーは心の支えてありま

す。ロータリーを通じて友情と奉仕で結ばれた私の

ロータリーライフは大きな私の財産であります。『自

分の職業がうまくいってのロータリーでしょう。

ロータリーは我が人生などと甘っちょろい考え方が

自分の会社の管理運営を満足にできないんだよ』と

お叱りを受けるのは覚悟の上でお願いしました。勿

論これからの年会費は会社の経費で落とすことは致

しません。ロータリアンでいることだけはしばらく

認めてもらえないでしょうか。そして、本日まで私

の我倭を受け止めて頂いてまいりましたが、もうこ

れ以上私の夢を追い続けることが出来なくなりまし

た。31年間会員の皆様から頂いた厚い友情を心の

支えとして、これからの人生をしっかりと歩んで参

りたいと思っております。いつの日かまた鶴岡ロー

タリークラブに戻ってこられる日を夢に見なが

ら。」最後の方は涙にかすんで言葉になりませんで

したが、見事な退会スピーチでした。それ以来私は
一つだけ自分に厳しく戒めていることがあります。

それは、信頼する多くのロータリアンから少なくて

も「藤川さん、あなたはその程度の人間だったので

すか？」と言われるような生き方だけは決してして

はなるまいぞという戒めです。何故ならそれはロー

タリーに身を置き、ロータリーに魅せられた私ごと

きをガバナーにして下さったクラブの皆様に対する

私の責務である、ロータリアンとしてなすべき当然

の義務であると信じて疑わないからです。

ど存知のように、この国のロータリアンは9万

人を割ってしまいました。下げ止まりの見えない会

員減少に慌てたRIは、前々年度の理事会で、2015

年までに会員を130万人にしようというアドバルー

ンをあげました。田中作治RI会長年度が初年です。

ところが、この国は言うに及ばず、世界のロータリ

アン数が前年度のロン・バートン会長まで、目標の

130万人どころか一時は120万人を切る状況に至

りました。（つづく）

加藤　亨君　藤川さん中座して申し訳ありません。

佐藤孝子君　本間喜美子さんのど冥福をお祈りいた

します。藤川バストガバナースピーチありがとう

ございました。

塚原初男君　立派なIM報告書の完成に感謝して。

富樫松夫君　皆さんの協力でIM報告書が出来上が

りました。ど一読ください。藤川PGスピーチあ

りがとうございました。

藤川享胤君　本間さんに哀悼の意を表します。

丸山隆志君　藤川さんスピーチありがとうございま

した。忘れかけていたことを思い出させてもらい

ました。



3月17日（火）

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

壁河口一
⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年3月10日（火）第2708回例会　（本年度第30回）

ゲストスピーチドール・シェーンさん、奥山亜紗子さん「日本に魅せられて」

3月24日（火） ゲストスピーチ　革ぶえの家代表　天野俊秀氏

3月31日（火） RI規定休会

4月7日（火） 情報委員会の日（阿蘇司朗君）

Eメ義ル◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

こんにちは。今日は3月　3日ひな祭りです。私

の子供のころは一か月遅れで、今のような立派な人

形ではなく土人形で、集落の家々を回りお菓子や甘

酒を振舞われました。甘酒は麹の塊は苦手で上澄み

だけを飲んでいた記憶があります。

今日は移動例会で加藤嘉八郎さんにお邪魔しまし

た。私はお酒が大好きで、テレビで杜氏の仕事を見

たことがありますが、実際酒蔵に入るのは初めてで

す。今日はよろしくお願いいたします。

皆様こんにちは。今

日は皆様ようこそ大山

酒造におこしください

まして誠にありがとう

ございます。また、常

日頃大変大山をご愛顧

いただきましてこの場

をお借りしましてお礼

申し上げます。

大山酒造はこの大山の地に明治5年に創業し、

今年で144年目になります。もともとの大山酒造

はある酒蔵さんの分家のまた分家のという形で大山

嘉八郎の本家のまた本家の酒蔵の地でまた酒造りを

させていただいております。たどっていくと栄光富

士さんが本家の本家にあたります。栄光富士さんか

ら分家しました加藤長三郎という加茂川という銘柄

があったのですが、そちらは今うちの瓶詰工場があ

りますが、そこは本家の長三郎家の土地で、そこか

ら分家したのが加藤嘉八郎です。嘉八郎というのは

屋号で、初代は加藤有元という名前で二代目が加藤

有邦と言います。今現在の当主が四代目になります。

3月上旬になり、いよいよ仕込みも終盤にさしかか

りました。蔵に残っているもろみは2本、こちら

で54本もろみをださせていただきましたが、52

本がしぼりあがり、出荷を待っています。

今皆さんに座っていただいている蔵は3号蔵と

呼んでおります。大山の蔵で番号がついている蔵は

6号蔵まであります。それ以外にも蔵はあるのです

が、この3号蔵は120年ぐらい経っております。

この樺の梁が蔵の一番の宝物になっています。

今現場の方は仕込みの方をやっていなくて機械が

散乱している状態で皆様のイメージが湧きづらいと

思いますので10分位のVTRを準備していますの

でこちらを見て頂いてその後、蔵の見学をしていた

だきます。

まずはお米を洗うことから始まります。その前に

玄米を精米しなければなりません。桶に200キロ

入るものを80キロくらいずつ小分けして洗ったお

米を入れます。今度は吸水です。水につけっぱなし

にすると過剰吸水しますので、ストップウオッチを

みながら何分水に触れ合わせるか限定吸水というや

り方で水分調整をやっております。水分12％だっ

たお米を水に吸わせて32～33％に吸水させます。

翌日まで放置して翌朝いよいよ蒸気で蒸します。だ

いたい50分かけてお米を蒸していきます。蒸し米

1Rl会長ゲイリー（．K．ホァン　暮地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規、会長エレクト／越智茂昭
会報垂鼻会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　正司（0235）28－3375田（0235）28・3376



機から横に米が流れてきましたけどもそこは放冷機、

フアンで外気を吸い込みましてその冷たい空気を利

用して蒸し米を目的の気温まで下げる放冷機という

機械です。放冷機の吸引力を利用して蒸し米に麹菌

を散布しているところです。こちらの麹をつくる室

ですが、KOS製麹装置といいまして実は昭和53年

に大山酒造で自社開発した製麹装置となります。耕

運機の羽のようなもので下から落とす事によって均
一の天地返しが簡潔に衛生的にできるという装置で

す。麹は二昼夜かけてつくります。蜘蛛の巣上に中

に入り込んでいるのが麹菌の菌種です。出来立ての

麹は42～43度あるのですがそれを冷やして冷え

た状態で外に出してやり、更に除湿機の入った冷風

機でより冷やして乾燥させて枯らしという期間を設

けます。こちらの酒母仕込みを書いてあるのですが

お酒の仕込みの最初のスタート地点で今この三角フ

ラスコに入っているのは酵母です。全部蔵で作った

麹の甘汁に酵母を培養してそれを酒母の方に入れて、

また酒母のタンクで拡大培毒します。機械でエア輸

送したり担いでみたりといろいろです。あとで発酵

タンクの方を見て頂きますが労力で出来るタンクも

あればこういった形で人力でやる部分もあります。

必要な部分は手作業であとは機械に任せられる部分

は機械に任せてという考え方です。これはへら返し

と言って一番大変な作業ですが、仕込んだ夕方に底

の部分と上の部分を又入れ直しまして均一化させる。

酒母も色んな作り方があるのですが、大山では約2

週間で酒母が出来る普通速醸酒母というやり方です。

小さいタンクで酒母を作るのですが、それを大きい

タンクに移動させ、また米、麹、水をその倍量くら

い入れて仕込みを大きくします。また一回の仕込み

よりその仕込みの倍量を入れまして中仕込みをしま

す。またその翌日その倍の量を入れて留め仕込みを

して3回で仕込みをやるので三段仕込みと清酒の

仕込み方法で言われています。3回に分けることに

よって酒母に培養された酵母が希釈されない、又翌

日の仕込みを受け入れるまでに増殖して他の菌から

雑菌汚染されないように純粋な清酒酵母の完了母を

つくりあげてゆくというのが酒造りの要点です。大

きい仕込みをして3週間ちょっと経ちますともろ

みが熟成して、いよいよ絞って清酒と酒粕にわかれ

ます。発酵中の白いもろみはどぶろく、濁酒です。

大山酒造ではその清酒の免許を持っていませんので

そのままは出していません。酒税法違反になります。

清酒は必ず白い酒を濾したもの、もろみを濾したも

のです。しぼりたてはああいった感じで細濁りして

いまして澄んでいませんが、だんだん時間とともに

澱が沈殿して上澄みを瓶に詰める、あとは必要であ

れば濾過するという形になります。
一級、二級、特級というのが全廃されたのが昭和

63年です。平成になってからまだ2年くらいは一

級酒などがラベルを使ってよかったのですが、それ

以降はだめになりました。

それでは皆様をご案内いたします。

候さん、修了おめでとう！これからも元気で活躍してください。

－　　　　　　　　　、
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艶邸騨一夕
⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年3月17日（火）第2709回例会　（本年度第31回）

3月24日（火） ゲストスピーチ　革ぶえの家代表　天野俊秀氏

3月31日（火） RI規定休会

4月7日（火） 情報委員会の日（阿蘇司朗君）

4月14日（火） 振替休会（会津若松南RC45周年記念式典4／18（土）

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

回

3月3日の理事会報告を致します。

1．次年度も米山奨学生を一年間お世話することに

なりました。カウンセラーは藤川さんにお願いし

ています。

2．4月26日に行われる鹿児島西RCとの盟約50

周年の登録料は、全員登録、1万円とさせていた

だきます。なお、ご家族は5千円です。ど理解

とご協力をよろしくお願いします。会員29名、

令夫人が11名、家族2名で、42名の方が来鶴

されます。当クラブからも会員やご家族を含めそ

れ以上で歓迎したいと思っています。

3．交換留学生アイサさんのご両親がいらっしゃる

ことから歓迎会を行います。ど都合付く方は是非

出席してください。（詳しくはインフォメーショ

ンでご確認ください。）

4．先日元会員本間喜美子さんの告別式があり、ク

ラブを代表して出席してきました。多くの会員が

顔を見せていました。大変たくさんの会葬者がお

られ本間さんの交友の広さを実感いたしました。

本日10　日は公立高校の入学試験、11日は東日

本大震災ということで4年たちました。今週末

PETSがあります。4年前12日がPETSの予定でした。

当然その日は中止になりました。復旧・復興も進ん

でいる所とそうでない所があります。復興予算がう

まく使われていません。建設関係では入札があって

も人がいないとか、予算が合わないとかで仕事に携

われないということがあります。また東京オリン

ピック開催が決まって予算は付いているものの使い

こなせないという状態のようです。

昭和39年東京オリンピックの時、6月16日だっ

たと思いますが新潟沖地震がありました。私は高校

1年の時で、大変怖い思いをしました。庄内地方は

地震の空白域になっていて、相当エネルギーが溜め

込まれていると思います。いつ地震が来てもおかし

くないので、備えは日頃から心がけておくことが大

事だと思います。今日は交換留学生が来ていますの

で後程スピーチをお願いします。

○ガバナー事務所
・2014－15ローターアクトクラブ

第24回地区年次大会のお知らせ

日　時：5月16日（土）登録：14：00～

場　所：グランドホクヨウ米沢

登録料：式典懇親会　9，000円

登録締切：4月5日（日）
・米山奨学寄附金ご協力のお願い

・サンパウロ国際大会

ジャパンナイトパティーのご案内

日　時：6月5日（金）19：00～21：30

会　場：サンパウロ
「インターコンチネンタルホテル」

登録料：一人23，000円

○会津若松南RC

創立45周年記念式典・祝賀会のご案内

日　時：4月18日（土）受付：午後2時

会　場：会津若松ワシントンホテル

登録料：一人10，000円

○天童東R⊂

天童東RC

創立30周年記念式典・祝賀会のご案内

日　時：4月26日（日）

受付午後2時30分

場　所：天童ホテル

登録料：10，000円

tRl会長ゲイリー⊂．K．ホアン　暮地区ガバナー池田徳博

簿会長／丸山隆志　ゝ副会長／加藤　亨　親幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
一三三会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【田（0235）28－3375因（0235）28－3376



〇一年間ありがとうございました。

米山奨学生　候璧さん

みなさん、こんにちは。いつもお世話になってい

ます。候空です。今日の例会が最後です。中国に帰

るので簡単なスピーチを用意しました。

お忙しい中皆様からは送別会をやっていただき心

から感謝申し上げます。楽しかったです。日本での

いい思い出になります。それに今日が最後の例会と

考えると何となく寂しさを感じます。米山の奨学生

になってから一年間本当にお世話になりました。

ずっと私を家族の一員として接して下さった鶴岡

ロータリークラブの皆様に心から感謝申し上げます。
一年を振り返って私が成長できたのは皆様の愛情が

あったからだと感じます。初めて例会に出た時はす

ごく緊張しました。言葉もよくわかりませんでした

た。しかし何回か例会に出席していると、皆さんは

明るい笑顔で話しかけてくれたり、つまらない話で

も温かい拍手をくれたり、本当にありがたかったで

す。私は外国人ではなく家族だと感じました。皆様

のおかげで学位を取れました。皆様から頂いたのは

お金だけではなく奉仕する心です。私も学んだこと

を実践し社会に責献できる人間になりたいと思いま

す。そして日中の懸け橋になれるよう頑張ります。

この一年間ありがとうございました。

○交換留学生あいさつ

アイサさん

こんにちは。日本に来て半年たちました。今学校

で部活は百人一首をやっています。大会に出て負

けっぱなしで悔しかったのですが、楽しくやってい

ます。残り4ケ月よろしくお願いします。

酒井隆次君

今年の8月から台湾のトナンに派遣させていた

だくことになりました。あと半年後には出発という

ことで準備を進めています。来月からは中国語の勉

強を始めます。

菅江黒子きん

羽黒高校一年の菅江果子です。今年の8月から

アメリカのテキサスに派遣させていただくことにな

りました。不安はありますが何事にも積極的に頑

張っていこうと思っています。

山崎奈央さん

今年の8月から台北に派遣させていただくこと

になりました山崎奈央です。台湾で一回りも、二回

りも成長できるように頑張りたいと思います。

スマイ′L　㌫

阿部純次君　3．11大地震後の一日も早い復興・復

旧を祈念します。自分事で3．11は結婚40周年（ル

ビー婚）です。

佐藤孝子君　候さんまたお会いしましょう。アイサ

さん、派遣学生の皆さん頑張って下さい。

武田啓之君　早退します。

越智茂昭君　次年度役員快く引き受けて頂きありが

とうございました。

塚原初男君　①候璧さんのカウンセラーを務めさせ

て頂いたことに感謝して。楽しい一年間でした。

立派な修論完成を祝して。

I J Ul「∵l、＼1‾

申．．貫・
ポ【も　　　　熊

▲、エ＿▲　　　　．■i■ゝ
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夢肝ロータ
⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年3月24日（火）第2710回例会　（本年度第32回）

3月31日（火） RI規定休会

4月7日（火） 情報委員会の日（阿蘇司朗君）

4月14日（火） 振替休会（会津若松南RC45周年記念式典4／18（土）

4月21日（火） 会員スピーチ　榎本政規鶴岡市長

Eメール◎tSuruOkaO8＠rid2800．jp

こんにちは。土日に開催された次年度のPETS、

越智さん、武田さんご苦労様でした。

昨日のローターアクトの例会はガバナー公式訪問

でした。池田ガバナー始め当クラブからも多くの会

員が出席しました。現在鶴岡ローターアクトのメン

バーは12名で今年度30歳を迎える会員が4名い

ます。卒業となると在籍メンバーは8名になります。

アクトの最大の課題は会員増強ということになりま

す。皆様の各企業におかれまして、19歳から　30

歳までの従業員がおりましたら、是非ローターアク

トの会員に推薦して下さるようお願いいたします。

前回も言いましたが、4月　26　日鹿児島から　42

名のロータリアン、ど家族がお見えになります。当

方の出欠を確認しています。会員は30名ですが、

家族の出席が少ないようですので、何とか都合をつ

けて出席できるようにしていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

○ガバナー事務所

2014－15チャリティーゴルフコンペ

開催のご案内

日　時：5月9日（土）

場　所：湯の浜カントリークラブ

参加料：3，000円（チャリティを含む）

プレ一代：10，400円　締切4／18

日本との最初の出会いは、カナダの小さい町で8

歳から始めた柔道でしたが、日本のことは何も知ら

ず、とても遠い国でした。大学で受けた宗教学の仏

教講義が、学部にのめり込むきっかけになりました。

禅の講義で芭蕉の句を学び、涙が出るほど感動した

のを今でも覚えています。

在学中に留学していた現在の妻と出会い、日本で

仏式にて挙式しました。カナダに戻り就職しました

が、学問への熱意から人類学者を目指すため退職、

大学院へと進む決意をしました。

鶴岡を初めて訪れたのは、博士課程の研究テーマ

を探すため、単身日本中を旅していた時でした。月

山からの眺めに感動し出羽三山の山伏を研究するこ

とに決めました。そして昨年の夏、家族と共に1
～2年の現地調査のため、トロントから鶴岡に移

り住みました。住んでみての感想は・・・、「とて

つもなくおもしろい！」です。山伏の伝統だけでなく、

即身仏の歴史、震災被災地との深い関係、新しいモ

ノと伝統の融合、そして奥深い食文化と農業など、
一生かかっても研究しきれないほどの題材であふれ

ています。

私の夢は、庄内の文化を研究する人類学の教授に

なることです。この素晴らしい文化を世界に発信で

きるよう頑張っていきたいと思います。皆様のご指

導の程どうぞよろしくお願い致します。

〈卓話者紹介〉

シェーン・ドールさん

暮Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　′幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　8ヨ（0235）28－3375硯（0235）28－3376



1984年カナダ、サフカチュワン洲生まれ。

レスブリッジ大学宗教学部卒業後、来日。1年半、

語学講師として働いた後、仏式挙式で結婚。二人で

カナダに戻り、トレント大学大学院修士課程を経て、

現在はトレント大学博士課程に在籍中。文化人類学

を専攻し、日本の山岳宗教を中心に研究。去年の夏、

羽黒修験道の現地調査のため家族で鶴岡市に移住。

趣味は小さい頃から続けている柔道、ギター、ディ

ジュリドゥ、旅行。

奥山亜紗子（おくやま　あさこ）さん

カナダ留学中に現在の夫、シェーンと出会う。結

婚後、カナダでは介護職についていたが、出産を期

に幼児教育に興味を持ちキャリア変更。現在は和光

幼稚園でアシスタントをしながら修行中。出身は三

重県。

02015－2016年度

鶴岡ロータリークラブ：

クラブターゲット「社会に恩返しを」

○国際ロータリー：

会長　K．R．ラビンドラン氏

2015－2016年度テーマ

「世界へのプレゼントになろう」

Beagi氏

totheworld

○国際ロータリー第2800地区：

ガバナー　酒井　彰氏

基本理念「ロータリーの緑を活かそう」

基本方針「友情の奉仕の再確認、

スタンドからグランドへ」

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

シェーン・ドールさん、奥山亜紗子さん

◆メイクされた方

青柳孝治君・菅原成規君・武田啓之君

スマイJL童

越智茂昭君　ドールさんありがとうございました。

カナダへは1971年バンクーバーとモントリオー

ルに行きました。懐かしかったです。

菅原成規君　3月1日、華夕美日本海のダンスパー

ティに行って来て、ペア宿泊券が当たりました。

3月14　日、二男の中学校卒業式がありました。

高校に進学する訳ですが、目標を持って頑張って

欲しいと思います。

塚原初男君　候さんの修士学位授与式に出席、感動

させられましたので。

武田啓之君　所用により早退させていただきます。

丸山隆志君　シェーンさんありがとうございました。

（会報第2707号からのつづき）

そこで慌てたRIのスタッフは今年度のゲイリー・

ホアン会長に会員の配偶者を会員として迎えましょ

うという知恵を付けたのです。勿論2013年度の規

定審議会で採択された会員の資格要件の中のハウス

ワイフという項目に無理やり適用させようとすれば、

クリアできない訳ではないのですが、これはロータ

リアンが男性であるという前提であります。何より

も上からの指令、本当の会員増強などできるはずが

ない。これは私の変わらぬ信念であります。

下げ止まりの見えない会員減少の理由は様々あろ

うと思います。会費の問題、女性会員の問題、枠に

はめられた組織に入ることへ消極的な若者の感性の

問題、問題は多様でありましょうが、私が思う最大

の理由、それは我が身を律し、他のロータリアンの

模範となるべきロータリーの真のリーダーの欠如、

これ以外ないと思います。

ポールハリスが言われた実業家は概ね自己教育に

は恵まれていない、ロータリーはそういう欠陥を補

う機会を提供してくれる。ロータリーは最も優れた

成年教育の実験場であり、ロータリーの第一の目的

は親睦と奉仕を通して人を育てることにある。ロー

タリークラブの価値は、そのクラブがいかなる人材

を育てたかによって副られるとウイリアムRロビ

ンスRI会長が言われた人づくりを忘れ、慈善事業

にうつつを抜かしているロータリー、それが一番大

きな理由だと思っています。勿論組織運営を考える

とき会員増強はどの組織にも大切な命題です。この

問題を語るとき、私は20世紀最後のRI会長カルロ・

ラピッツァの言葉を思い出さずにはいられません。

新しい新世紀を通じてロータリーが繁栄するために

は会費を納入するだけの会員はもう必要としません。

ロータリーが今一番必要としているのは、地元の地

域社会や国際社会で鋭意国際奉仕を実践しようとす

る情熱あふれる男女ロータリアンです。世界のロー

タリアンが119万人、日本のそれが12万2千人

の時でした。彼はこう続けました。残念ながら119

万人のロータリアンの70％強は昼食を食べるため

のみに集まってくる会員にすぎません。彼の言葉を

借りるとするならば、当時彼のめがねにかなった

ロータリアンは世界で35万7千人、日本で3万7

千人、今のこの国の会員数でいえば、2万7千人弱

ということになります。彼は、ロータリーの知識の

欠如する会員は私達の組織に害をもたらしかねませ

ん。何故なら……（つづく）
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憩厨ロー タリ 屋

⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2tlO）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年4月7日（火）　第2711回例会　（本年度第33回）

4月14日（火） 振替休会（会津若松南RC45周年記念式典4／18（土）

4月21日（火） 会員スピーチ　榎本政規鶴岡市長

4月26日（日） 鹿児島西RC・鶴岡RC兄弟クラブ締結50周年記念式典

4月28日（火） 会見スピーチ　真島吉也君「認知症について」

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

本日は丸山会長が欠席です

ので、私加藤が代理を務めさ

せていただきます。

何もありませんという訳に

もいきませんので、私事では

ありますが、次男が福島の大

学に合格しました。合格が決

まれば住むところが必要とい

うことで、アパート探しを始めることになりました。

ところが震災の影響で学生のアパート探しは大変だ

ということが分かりました。震災から4年たって

も住居の復興が進んでいないのです。学生のアパー

ト需要を満たすことが出来ない実情がありました。

公務員の転出で空きを待っている人がたくさんいま

す。空きがあって入居できるのが4月10日頃だと

いうので、その間はホテルに仮住まいということに

なりました。被災地では、被災者だけではなく、

外部からくる人たちも大変なんだと思いました。

ロータリークラブでも被災地復興支援活動をしてお

りますし、私もこれから福島に送金が続きますので、

少しでも復興のお役にたてるのではないかと思って

います。

○ガバナー事務所

2014－2015年度「RI会長賞」申請書式ご提出

のお願い

締切：4月6日（月）

○ガバナー工レクト事務所

地区研修・協議会のご案内

日　時：4月18日（土）登録10：00～

会　場：伝国の杜・臨泉閣

登録料：3，000円

回

回

○立川ロータリークラブ

立川ロータリークラブ

創立40周年記念式典のご案内

日　時：6月21日（日）登録13：20～

会　場：グランド・エルサン

登録料：10，000円

○白鷹ロータリークラブ

白鷹ロータリークラブ

創立50周年記念式典のご案内

日　時：5月30日（日）登録12：15～

会　場：パレス松風コンベンションホール

登録料：10，000円

山に籠っておりまして、

久しぶりにこのような華々

しい所に出てきてしまい戸

惑っています。私は昭和57

年、四国、徳島から庄内に

家族で移住してきました。

自閉症の人たちの指導と施

設づくりの依頼をされたの

がきっかけです。

当時自閉症というのは発症の原因も分らず、援助

の方法も混とんとしていました。私が鶴岡で始めた

小規模作業所というのは、全国初の年長自閉症児施

設でした。その一年前に、全国自閉症親の会が三重

県の四日市市に「あざけ学園」という入所施設をつ

くりました。私どもの施設開所のちょうど1年前

です。自閉症に関しては私は不勉強で、この「あざ

け学園」の門をたたきました。ところが断られました。

開所を1年後に控えていたので押しかけていきま

した。その時断った理由を教務主任がこういいまし

た。「我々が教えてほしいくらいだから」と。それじゃ

1Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨、幹事／菅原成規　一会長エレクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　田（0235）28－3375田（0235）28－3376



一緒にやりましょうということで私の研修が始まり

ました。

この施設には全国から重度の人たちが集まってき

ていました。すさまじい光景を目の当たりにして、

どう援助したらいいのか茫然自失したというのが本

当のところです。参考事例もないなか、手探り状態

が続きました。安請け合いを後悔して、正直飛んで

逃げ帰りたいという思いがありましたが、私を招蒋

した自閉症の子を持つ親の期待があまりにも大きい

ものですから、その期待を無碍にできないと、どう

にか踏みとどまれたという気がします。

私の顔と取組んだ施設が珍しかったのか、新聞、

テレビなどでもてはやされて鶴岡で一躍有名人にな

りました。責任の半分は私にあって、調子に乗って

インタビューを受けるたびに、自閉症とはこんな障

害ですから、私はこう指導したいと思っていますと

いうどこかで調べたような知識を吹聴していました。

大風呂敷を広げていい加減な放談をしていたのです。

その時出会ったのが仙台で情緒障害児の短期治療

施設を運営されていた大坂誠先生です。先生は
ヒューマニズムの塊のような方です。あるパーティ

の席上で紹介され、私は調子に乗っていろいろ話し

ていました。そしたら先生の顔がだんだん曇ってき

て「馬鹿野郎、お前のような奴は子供から教えても

らえ！」と大勢の前で罵倒されました。

私は大変ショックを受けました。大坂先生は、私

が自信がなく言葉だけだということを見透かしたん

だと思います。あの時は冷や水を浴びた思いがしま

した。

その夜から悩み始めました。自分は何をしようと

していたのか。親御さんから言われたのはこの子達

に仕事を教えて欲しいということでした。自閉症の

子は人との関わりが苦手で、よくパニックを起こし

ます。このような子どもたちに作業を教えられるの

かと考えていました。人は誰でも悔いのない人生を

送る権利がある。この子達にだってこの子なりのラ

イフスタイルがある、そのための援助をする、そう

考えていました。そう考えると厳しいものがありま

した。私は何もわかっていなかったのです。

もう一度原点に戻って私は毎日子供たちの行動観

察を始めました。一人、一日、一ページを目標にし

ました。その子の行動、表情を場面ごとに記録して

いきました。あの子があの表情をするのはどんな場

面かというのを記録していくと色々なことに気づか

されました。特に人との関わりが苦手でコミュニ

ケーションが難しいと思っていた子どもたちが実は

私の表情や態度をよく見ているということでした。

私自身が彼らを心から受け入れれば、彼らも少しず

つですが信頼してくれると気づかされました。

そうして立ち上げたのが「創造の森」です。平成

2年には「草笛の家」をつくり、重度と言われる子

供4人を引き受け、一緒に暮らしました。重い自

閉症の人は施設に行き、地域では一緒に暮らせない

と思われていましたから、地域の方からは「大丈夫

なのか？」と心配されました。家族にも大変苦労を

掛けました。子どもたちも無事育ってくれました。

大坂誠先生との出会いの後、「エイブルアート」

というものに出会いました。奈良県にたんばばの家

というぶどうの袋詰めをしている作業所があります

がそこから始まったものです。陣がい者の持ってい

る潜在的な感性を芸術家が引き出し、芸術性の優れ

た作品を作り出そうというものです。養護学校で名

前も書けなかった子が、ある書家と出会って素晴ら

しい書を書いています。縄文時代の人の作ったもの

は現代人には作れません。彼らの作品は縄文人と通

じるような気がしてなりません。エイブルアートは

この子供たちのライフステージを応援する仕組みだ

と考えています。

私も今年高齢者の仲間に入りました。今からどれ

だけできるかわかりませんが山の中で頑張っていき

たいと思います。ご清聴ありがとうございました。

呑員会報告
出席委員会

◆ゲスト

短期入所施設草笛の家代表　天野俊秀氏

◆メイクされた方

青柳孝治君・菅原成規君・武田啓之君

スマイル㊤

加藤　亨君　次男が何とか大学合格しました。

菅原成規君　次年度理事会、欠席してすみませんで

した。

栗京葉江戸川RC観桜会・交流会（3／28）

丸山会長、越智エレクト、富樫君、中林君、

阿部君の5名が参加、親睦を深めて参りました。
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壁周甘一夕リ
匂証》東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12二30～13：30）

平成27年4月21日（火）　第2712回例会　（本年度第34回）

4月26日（日） 鹿児島西RC・鶴岡RC兄弟クラブ締結50周年記念式典

4月28日（火） 会員スピーチ　其島吉也君「認知症について」

5月　5日（火） 祝日「こどもの日」休会

5月12日（火）

Eメール◎tSuruOkaO8＠rid2800．jp

先週は例会が休みで、その前の3月24日は、私

が建物の検査等で休ませていただき、会長代行を加

藤ノミニーにお願いしました。加藤さんありがとう

ございました。

3月28日に東京東江戸川RCの観桜会に行って

きました。桜は三分咲き程度、地区のローターアク

ト年次大会と重なって東江戸川RCの会員も動員さ

れていたようで、観桜会への参加は弱冠少なかった

ようです。舟に乗り、東京ディズニーランド、浅草

を通る片道1時間、往復2時間のコースで、暖か

ぐ快適でした。江戸前かどうか分かりませんが、お

いしい天ぷらも堪能しました。

私事ですが、次の日、孫を連れてディズニーラン

ドに行きました。日曜日、しかも天気が良く、たく

さんの人で混んでいました。孫たちは喜んでくれた

と思いますが、私は大変疲れました。ディズニーラ

ンドはリピーターが多いと聞きましたが、成程と思

いました。その仕掛けがすごくて、また来てみたい

と確かに思いました。4月に1年生になる孫にシン

デレラの衣装を買ってあげとところ、家に帰ってき

てからも朝に昼に晩にその衣装を着ています。彼女

が大きくなって、おじいちゃんにディズニーランド

へ連れて行ってもらったなと思い出してくれればう

れしく思います。

30・31日は千葉県で小学生のソフトテニス全国

大会がありました。鶴岡地区のスポーツ少年団から

10名が参加しました。いつもは上位に必ず何人か

入るのですが、今年は西の方が優勢で、みんな頑張っ

たんですが残念ながらいい結果は修められませんで

した。

この頃、スギ花粉がものすごく多く飛ぶのですが、

今年はそうでもなかったし、桜も散り始めという所

が多いのですが、千葉は咲き始めでした。鶴岡は結

構寒いのにいつもより　5　日も早く咲くと予想され

ています。4月26日は温海の桜が少しでも残って

いてくれればと思っています。鹿児島でも桜は見ま

したが、山形の桜の方が色が少し濃いので、鹿児島

の方がご覧になると、いつも感激してくれます。

4日（士）西川さんから地区の女性委員会に出て

もらいました。

5日（日）には米山奨学生オリエンテーションが

あり、当クラブでは候さんから王さんを引き続きお

世話することになりました。カウンセラーは藤川さ

んです。よろしくお願いします。

本日理事会がありました。報告事項としては、各

周年行事のお知らせが来ています。幹事さんからも

報告があると思いますし、インフォメーションに掲

示します。

次年度のガバナー公式訪問が7月7日と早いので、

活動計画書を早く作る必要があります。クラブ協議

会と新旧委員会引継ぎを5月12日に行います。そ

の後各委員会で集まって、今年度の反省点を踏まえ

て次年度の計画を検討し、それに基づいて計画書を

作っていただきたいと思います。

私の年度は残り3ケ月を切りました。残された大

きな行事は、鹿児島西クラブとの兄弟クラブ締結

50周年式典です。現時点で鹿児島42名、当方36名、

計78名の式典参加予定です。

来週は例会が休みです。次の21日は榎本市長の

ゲストスピーチですので多くの出席をお願いいたし

ます。今気がかりなのはガバナー月信にも掲載され

ていますが、先月のクラブ出席率が76％です。目

標は80％以上ですので、出席率向上にご協力をお

願いして会長報告と致します。

○国際ロータリー

4月のロータリーレート　1ドル＝118円

■Rl会長ゲイリー⊂．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志、副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長工レクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　田（0235）28－3375圧刃（0235）28－3376



○ガバナー事務所
・信任状について

締切先：4／30　　提出先：G事務所
・国際ロータリー第2800地区

テヤリティーゴルフコンペ開催のご案内

日時：5月9日（土）

場所：湯の浜カントリークラブ

参加料：3，000円（チャリティー含む）

プレ一代：約10，400円　締切4／18

・余目RC創立45周年記念

ゴルフコンペ開催のご案内

日時：5月10日（日）

場所：湯の浜カントリークラブ

参加料：2，000円

プレ一代：各自お支払い下さい　締切4／18

0新庄あじさいR⊂

新庄あじさいRC創立20周年記念式典のご案内

日時：5月16日（日）登録：14：00

会場：メモリアルプラザ　大地会館

登録料：一人10，000円　締切4／15

0出羽庄内国際村

第21回出羽庄内国際村

ワールドバザール第1回実行委員会開催について

日時：4月9日（木）19時～

場所：出羽庄内国際村

○鶴岡西RC

鶴岡西RC　創立50周年式典

平成28年5月21日（土）に開催されます。

皆様こんにちは。只今紹介

頂きました王莫非です。米山

奨学生に採用して頂き心から

感謝申し上げます。

私は1988年、昭和時代の

最後の年に中国山東省、煙台

で生まれました。その当時、

日本はバブル経済が始まった

時期でした。海の向こうの中国は改革開放政策を実

行してからちょうど10年目の年で期待に溢れた時

代だったのではないかと想像します。

さて私の出身の煙台は東の海岸部に位置する港湾

都市です。砂浜は美しく、観光地として全国から人

を集めています。
一人っ子政策で私の家も三人家族です。子どもの

頃両親と海に行ったり、山に行ったり自然と親しん

できました。幼少期には二つの楽しみがありました。
一つは遠足で、もう一つはアニメ鑑賞です。特に日

本のアニメにはまって、お蔭でビデオの捜査は誰よ

りも早くマスターしました。その時からこんな素晴

らしいアニメを作ったところに行きたいと思うよう

になりました。その頃の自分は病弱で、入退院を繰

り返し、運動神経も無く「のび太」というあだ名を

つけられました。

高校を卒業し、両親の支持を得て日本に留学しま

した。2年間日本語学校に通って、その後山形大学

に入学しました。何故山形に来たの？は私への質問

ランキングベスト　2です。ベスト1は何故日本に

来たの？です。一言で答えられませんが、私は都会

よりも自然豊かな地方の方が好きです。心が癒され

る感じが好きです。山形に行こうと思ったのは中国

にいた頃からです。「思いでぽろぽろ」というジブ

リの作品をご存知でしょうか。山形を舞台にした素

晴らしい映画でした。山から昇る太陽の光や紅花の

畑に降り注ぐ光のシーンが忘れられませんでした。

私の専攻は森林生態学及び植物生理学です。植物

の成長は呼吸が主要制御要因です。個体の呼吸の法

則をめぐり活発な議論が続いていますが、個体呼吸

と個体受容を関連付ける法則はありません。その空

白を埋めるのが私の仕事です。

私はロータリーについていろいろ調べましたが、

まだ認識不足の段階です。例会で卓話を聞き、自分

の職務以外の情報を得、たくさんのロータリアンと

交流し親睦を深めることで自分自身も鍛えることが

出来、ボランティア活動をして地域社会に貢献した

いと思います。また日中の懸け橋になれるよう頑

張っていきたいと思います。これからも末長いお付

き合いをお願いして私のスピーチを終わります。最

後までお聞きいただき、ありがとうございました。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト　米山奨学生　王　莫非（オウハ“ケヒ）君

◆メイクされた方

青柳孝治君・菅原成規君・武田啓之君・藤川享胤

君・加藤　亨君・西川富美子君・佐藤孝子君

越智茂昭君・富樫松夫君・塚原初男君

次年度関連情報　　　　　　越智茂昭会長工レクト

3月18日　地区協議会（米沢）

4月28日　例会終了後次年度の理事打合せ会

次年度活動計画書　5月19日までに提出

会則改定　4月28日の例会で採決

次年度の第一回例会はガバナー公式訪問です。例

会時間が15分延長されますのでご協力をお願いし

ます。

スマイJL亘

菅原成規君　王さん2年間よろしくお願いします。

藤川享胤君　米山奨学生オリエンテーションに参加

出来ずすみませんでした。

塚原初男君　王さん、よろしく！

丸山隆志君　王さん、米山奨学生として日中の懸け

橋になるよう頑張って下さい。

加藤　亨君　今日、次男が福島に旅立ちました。何

とか4年間頑張って欲しい。



国際ロータリー第2800地区

鰐厨ロー
1959年6月9日創立

⑬東京第一ホテル鶴岡傭同市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年4月28日（火）　第2713回例会　（本年度第35回）

5月　5日（火） 祝日「こどもの日」休会

5月12日（火） 理事会・クラブ協議会

5月19日（火） 孟宗汁家族例会

5月26日（火）

Eメール◎tsuruOkaO8＠rid2800．jp

先々週4月7日の夕方、交換学生アイサさんの

ご両親がお見えになり、第2ブロックで盛大な歓

迎会を行いました。アイサさんは日本語が上手です

がその勉強方法はアニメだったそうです。米山奨学

生の王さんもアニメで日本語に親しんだと言ってい

ました。アニメが世界中で見られ、日本語習得に貢

献していると思いました。

25　日の土曜日、地区研修協議会が米沢、伝国の

杜で開催されました。出席された方々ご苦労様でし

た。同日会津若松南RCの45周年に4名で参加し

てまいりました。そこに京都の亀岡クラブが参加し

ており、会津若松南RCの友好クラブは鶴岡と亀岡、

鶴・亀で縁起がいいことから友好クラブにならない

かという話は前から出ておりました。当クラブには

兄弟・姉妹・友好クラブがたくさんあるのでこれ以

上増やすのは難しいと思います。私の年度では出来

ませんけど、考えて頂ければありがたいと思います。

本日お配りしたお菓子は元米山奨学生の金さんか

らです。26　日に鹿児島西クラブとのお祝いがある

ということでわざわざ「ありがとう」という名前入

りのお菓子を届けて頂きました。感謝しながら味

わっていただければと思っています。

26　日は鹿児島西クラブと兄弟クラブ締結50周

年記念式典です。盛大に行いたいと思います。榎本

市長には祝辞をよろしくお願いいたします。

○ガバナー事務所

第2回インターアクト連絡協議会のご案内

日時：4月24日（金）10：30～

場所：ピザ専門店ベベロンチ一二

〇富樫第2ブロックガバナー補佐

現・次期　会長幹事会のご案内

日時：5月20日（水）16：30～

場所：東京第一ホテル鶴岡3F　孔雀の間

○鶴岡南R⊂

鶴岡南RClOO0回記念例会並びに

春日部イヴニングRCとの締結式ご案内

目時：5月30日（土）

場所：東京第一ホテル鶴岡

登録料：6，000円

昨年を振り返ると、市民の皆

さんのおかげと、先人たちが残

してくれた遺産をうまく活用す

ることが出来た一年間であった

と思っております。

6月14日から9月13日ま

で行われた山形デステイネー

ションキャンペーンでは、出羽

三山蜂皇太子ご開山1400年祭・衝等像御開扉、加

茂水族館のリニューアルオープンがターゲットにな

り多くの観光客を集めることができました。

もう一つのターゲットは食文化でした。私が市長

に就任する前の選挙公約に鶴岡ルネッサンス宣言5

つの文化都市構想を掲げさせていただきました。そ

の中に食文化がありました。これはユネスコが提唱

する創造都市ネットワークというのがあって、6年

前に日本では3つの都市がこの創造都市ネットワー

クの中に入っておりました。神戸、名古屋、金沢で

全部が政令指定都市です。鶴岡のような地方都市で

認定を受けることが出来るとは思っておりませんで

した。鶴岡がやるのであれば最も適したものが「食」

だったのです。それは1400年を超える出羽三山の

精進料理であり、550年を超える黒川能の凍み豆腐、

これと山形大学農学部の平先生、江頭先生が光をあ

■椚会長ゲイリー亡．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　〉副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長工レクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【田（0235）28・3375伍（0235）28・3376



ててくれた在来野菜、伝統野菜、だだちゃ豆、温海

かぶ、それをうまく生かしていけば面白いと思って

おりました。

認定になるまでは4年間かかりました。新潟も
一緒に申請していたので新潟が先に認定になるもの

だと思っていました。彼らと一緒にプレゼンテー

ションした時に、彼らが一番危供していたのは、歴

史がない、食の歴史、文化がないということでした。

外国の皆さんからうけたのは、黒川能の豆腐って

いったい何？ということでした。1400年を超える、

あるいは600年近い歴史に裏付けられた食という

のが認定になったのかなと思っております。新潟は

改めて申請を出すそうでありますので日本海側が連

携をしながら食文化で売っていければ2020年の東

京オリンピックの時にこちらの方にインバウンドと

して海外からのお客さんを呼び寄せる大きなツール

になるのではないかと思っているところです。

慶鷹の先端研スパイバーが非常に今大きな成長を

遂げるための足固めをしております。先日県内の大

手銀行の関係者が来てスパイバーと山形デザインの

話をされておりました。おそらくうまくいけば

2020年以降1000人から2000人規模の雇用がう

まれ、家族も含め4000人、交流人口が年間で3万

5000人前後見込めるだろうということです。長い

日で取り組んでいかなければならないのかなと思っ

ています。

東レが飛行機の素材として使われていますが、う

まく使えるようになるまで20年かかっています。

20年かかって5万トンしか年間量産できていない

とすれば、スパイバーの慶応先端研そのものが今年

15年目です。もう少し皆さんから長い目でご支援

をいただければと思っております。どうぞよろしく

お願いします。

それから「ふるさと納税」、うちの家内の仙台の

友達が年間30万円寄付するのだそうです。30カ

所に1万円ずつするのだそうです。それで月に2

つぐらいずつ季節の物が送られてくる。例えば米沢

牛であったり山形のさくらんぼであったりします。

こんなので試されたとしたらしょうがないなと思う

のですが、ただ私どもの主産業であるコメについて

は、昨年は非常に大きな打撃を被りました。そこで

税収としては多くなくても、ここから物が出ていけ

ば市内の経済が活性化するということで「ふるさと

納税」に取り組んだところであります。去年1年

間で400万円ぐらいしかなかったのですが、今年

は約10日間で1400万円ぐらい入りました。天童

などはすでに億だよという話です。

何が一番売れているかと言えばやっぱりさくらん

ぼです。ただ、鶴岡では櫛引羽黒以外ではそんなに

やっているところはない。県と一緒になって、さく

らんぼをもう少し作れる仕組みがあればと考えてい

ます。それと共にお酒はかなり出ておりますし、また、
一番はお米が結構出ています。1万円に対して「は

えぬき」を15Kgにしました。

5月の連休が明けたら「だだちゃ豆」と「砂丘メ

ロン」を募集の中に入れ込んでいきます。8月の終

わりごろには「庄内柿」あるいは櫛引のリンゴやラ

フランスを入れていこうと思っております。そして

10月は「寒鱈」をその季節に送りますというと、
一人の人が年間4回ぐらい鶴岡に1万円ずつ「ふ

るさと納税」をやってくれれば、鶴岡の物産も売れる、

税収も少しはいいのかなと思っております。

まずはここに生まれ育った方々が、ここで住み続

けていたいまちづくりと若い人達がここに残ってい

られる環境を作り上げたいと思います。ややもする

と社会人口研究所が鶴岡の2040年は9万4千人

と言っているのですが、増田寛也さんはそんなもん

じゃない、8万4千人しかいなくなるといっていま

す。私としてはなんとしても10万人を確保する政

策をとっていきたいと思っています。どうかロータ

リークラブのみなさんからも各方面にわたりまして

ご支援賜りますようお願い申し上げる次第でありま

す。

最後に陸羽西線につき、いろいろいわれておりま

す。鶴岡としては長年のおつきあいのある新潟秋田

との連携を壊すわけにはいきませんので、今のとこ

ろ私は羽越本線に新幹線をという話をしております。

26日に鹿児島のみなさんがおいでです。25日の

午後1時半から鹿児島美術館からお借りした美術

品をアートフォーラムで展示します。是非足を運ん

で頂ければ鹿児島市との兄妹都市の関係もより一層

深まると思いますのでよろしくお願い申しあげます。

今日はこのように貴重なお時間をいただき改めて感

謝申し上げます。今日はどうもありがとうございま

した。

鶴岡RCの皆様

金紅蘭

鶴岡RCの皆様お元気でしょうか？現在は

国際貿易の学生に日本語を教えています。初給

料を頂いたので感謝をこめて「ありがとうお菓

子」をお送りします。いただいたものに比べれ

ば本当にほんの気持ちですが、どうぞよろしく

お願いいたします。

スマイ几・㊤

丸山隆志君　榎本市長スピーチありがとうございま

した。

清野義勝君　立川RC創立40周年を迎えることに

なりました。来る6月21日にグランドエル・サ

ンにて記念祝賀行事を行いますのでどうぞ御参加

下さいますようお願い申し上げます。

仲川昌夫君　丸山会長の例会に初めて出席しました。

佐藤久樹君　アイサさん、24日から家に来ます。

瀧　静寿君　本日は立川RC40周年の記念式にご参

加いただきたくご案内に参りました。



国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

＃厨ロ
⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年5月12日（火）　第2715回例会　（本年度第37回）

5月19日（火） 孟宗汁家族例会

5月26日（火） 会員スピーチ　堀川　智君

6月　2日（火） 情報委員会の日（阿蘇君担当）会員スピーチ　西川富美子君

6月　9日（火） 創立56周年記念日　丸山隆志会長スピーチ

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

4月26日は鹿児島西RCとの兄弟クラブ盟約50

周年記念式典を成功裏に終了することが出来ました。

皆様ご苦労様でした。好天にも恵まれ、鹿児島の方々

は初夏の庄内平野を満喫し、昨日帰られました。塚

原先生には天童での式典を終え急遽戻ってきてもら

いました。昨日のお見送りには女性会員全員に来て

いただき女性らしい細やかな心配りをしていただき

ました。鹿児島の方々も名残惜しそうにしておられ

ました。皆様から満足して頂けたと思います。会員

の皆様のど協力に感謝申し上げます。

5月の連休明け12日の例会はクラブ協議会があ

ります。メインは次年度の活動計画です。次年度の

公式訪問が第一例会ですので、早めに活動計画書を

まとめたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。

私の任期もあと二か月となりました。最後のお願

いですが、米山奨学会とロータリー財団への寄付を

5月中にお願いします。地区内ベスト3にはなりた

いと思いますのでどうぞど協力よろしくお願いしま

す。

みなさんこんにちは。阿蘇

さんからふた月くらい前から

認知症の話を機会があったら

やってくれといわれていまし

た。

認知症というのは脳の病気、

脳の組織がだんだん壊れてい

き、それが原因で脳の機能が低下する。記憶力とか

判断力がだんだん鈍ってきます。そのためについに

は日常生活に支障が出てくるような状態をいいます。

回 回

認知症の種類ですがアルツハイマー型認知症とい

うのが一番多くて50％、レビー小体型認知症が

20％、血管性認知症が20％です。今日はその中で

アルツハイマー型の病気を中心にお話ししてみたい

と思います。

アルツハイマー型の認知症の症状ですが、脳の中

の海馬という記憶をつかさどる中枢、それがまず最

初にやられる。他にも大脳のあちこちがやられます

が、そういうことが原因の物忘れ、物忘れといって

も全体が抜けてしまう。昨日どこに行ったかもわか

らない。ご飯を食べたかどうかも忘れてしまう。自

分がいる場所とか時間が判断できなくなってしまう、

そういう状態。ものをやろうとした場合にどうして

いいか分からなくなってしまう。日常行動が全然で

きなくなってしまう。言葉の意味が分からなくなっ

てしまうのです。

こういう状態になると、妄想だとか、鬱症状、こ

れは精神症状ですがそれに伴って問題行動を起こし

ます。暴言を吐いたり、暴力をふるったり、攻撃し

たり、喚声を上げたり、それから性的抑制欠如、こ

れは誰にでも抱きつくかもしれない。収集、色々な

ものを集めるようになる。ごみ場から物をとって食

べるというような行動をとるようになります。あと

は介護に非常な抵抗をします。このような症状を周

辺症状と言います。

診断ですが、いろんな診断法が開発されています。

その一つに長谷川式というのがあります。75歳以

上の人は自動車の免許更新の際に教習所で必ずこの

テストをやられます。数を反対に言えとか非常につ

らいです。私は2回受けました。それからアミロ

イドだとかタウタンパクにくっつくような放射性物

質ができて、画で見る診断ができるようになりまし

た。症状からの診断と画像診断の両方を合わせて確

実な診断、80％～90％正確に診断できるようになっ

ています。

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　㌻　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規？会長エレクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　瑚（0235）28－3375田（0235）28－3376



予防ですが、我々にできることは食事に気をつけ

てバランスよい食事をする。いい食事というのは血

管を大事にする。肉よりも魚がいいというのは今は

やりのEPAやDHAなんかをたくさんとるというよ

うな趣旨だと思いますし、野菜なんかはバランスを

とるために必要なんでしょうし、摂取エネルギーを

たくさん摂ると今度はメタボになる、血管にも悪い

し。糖尿病の方は気をつけなくてほならないのはや

はり認知症を促進するといわれているからです。糖

の代謝が悪くて血管を通して直接脳の細胞に影響を

与えるといわれていますので、食事は非常に大事だ

と思います。その他に運動、これは脳の神経を刺激

して、アルツハイマーの予防をするということです。

あとは趣味、社交的にお話ししたり、いろんな趣味

を持つのは脳を刺激して認知症を抑えていく、そん

な予防があるわけです。

治療ですが、認知症を遅らせる事が出来る、そう

いう状態です。これは頭の中の認知症の人のアセチ

ルコリンが少なくなってきているという治験に基い

てアセチルコリンを減らさないような薬を色々開発

してこの塩酸ドネベチウムという薬が出来てきまし

た。この種の薬はもう　3種類あります。それから

別の薬がもう1種類、それを遅らせる薬はあります。

それにつけても認矢口がどんな状態にあるかというこ

と、治療前の状態を分析することが大事であるとい

われています。実際この薬を使ってみますと、効く

人はものすごく効きます。ボーつとしていてこちら

とあまりコミュニケーションがないような人でも、

それを飲ませると目がパッチリあいて応答もするよ

うになる。かなり本当によくなってくる人もいます。

遂にはだめになるけどもそういう時代です。開発中

の薬ですがアミライドを除去する薬とか、タウタン

パクを阻害する薬、そういう薬を開発中です。この

2つが、希望の星で治験をやっていたりいろいろ研

究しています。

そこでアルツハイマーの人の心の中というのはこ

れから介護するのに非常に大事なもので、外から見

たようなものではなくて自分の中でもの凄い葛藤が

あるわけです。記憶が薄れてどうしても思い出せな

い、すぐ先から消えていく、そういうことに非常に

悩んでいる。自分の行動を今までプライド持って来

てやって来たのだからそれを見せまいと思って却っ

ていろんな行動を起こしてしまう。失禁したらそれ

を隠すとかいろんな事が出てくるわけです。それで

異常な周辺行動が出てくる。それから言葉が思い出

せないので話がうまくいかなくてもどかしい。体の

衰えがだんだん心配になってくる。感情のコント

ロールができないのですぐ怒ってしまう。今いる所

が分からない。こういう心をちゃんと察してあげて

思いやりを持って接しなくちゃいけない。家族とか

施設の人の苦労は大変なものだと思います。患者の

心を察して怒ったりしちゃいけない。命令しちゃい

けない。ゆっくり患者のペースに合わせて物事を

やっていく。そして患者さんの神経がやられますの

で足腰がおかしくなっていく。転倒防止とか感冒、

脱水などに気をつける。転倒しますと骨が折れまし

て何か月もかかってしまう。認知症の進行が増して

しまう。感冒とか脱水もそうです。こういうことに

かかると認知症が進むわけで注意が必要です。

行政は何をやっているかというと、厚労省を中心

にしまして認知症施策推進5か年計画というのを

たてました。オレンジ計画というのです。平成25

年から平成29年までの問に何かやろうというわけ

です。骨子は、認知症の人が住み慣れた地域で暮ら

し続けるための方策を示したもの。医療及び介護改

革を通じ、医者も介護の施設も両方合わせて地域全

体で診て行こう。その一つにかかりつけ医の教育が

あり、我々はしょっちゅう講習会に行かされていま

す。鶴岡市では地域包括支援センターというのがあ

り、そこでいろんなお年寄りの問題に携わっている

のですが、認知症にかかって困っている人は相談し

てみてください。その他にいろんなパンフレットが

出ています。認知症とはどういうものか、あるいは

認知症教室のパンフレットとかいろんなのがあって

みなさんよくそういうものを目にすることがあると

思いますが、そういうことを一生懸命やっています。

私自身は認知症対応力向上研修というのをやりまし

て、これは医師会からやって来まして修了証書をも

らってきました。これは吉村さんの認定印で安心し

てかかってくださいということです。以上です。

香呂会報告
出席委員会

◆メークアップされた方

武田啓之君・藤川享胤君・佐藤孝子君・越智茂昭君

富樫松夫君・塚原初男君・西川富美子君

スマイル■㊨

樋渡美智子君　50周年式典・祝賀会ご苦労様でした。

会員の皆様の強いご協力でできましたことに感謝

いたします。真島先生今日は式典後まもなくのス

ピーチありがとうございました。

西川富美子君　鹿児島西RCさん初日の御昼食のど

利用ありがとうございました。孟宗竹の御飯と孟

宗汁のご案内をしたところ、孟宗竹の発祥の地は

鹿児島であることを教えて頂きました。今後ルー

ツをたどってみたいと思います。

菅原　成規君　鹿児島西RCとの記念式典、祝賀会

盛大に開催され、ご協力ありがとうございました。

佐藤　友行君　商工会議所完成しました。どうぞど

利用ください。

武田　啓之君　母の葬儀に参列頂き有難うございま

した。

丸山　隆志君　鹿児島西RC、ありがとうございま

した。



国際ロータリー第2800地区 1959年6月9日創立

⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年5月19日（火）　第2716回例会　（本年度第38回）っ

5月26日（火） 会員スピーチ　堀川　智君

6月　2日（火） 情報委員会の日（阿蘇君担当）会員スピーチ　西川富美子君

6月　9日（火） 創立56周年記念日　丸山隆志会長スピーチ

6月16日（火） RI規定休会

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

今日10回目の理事会を行いました。報告いたし

ます。

（∋塚原初男君から出席免除の申請があり受理しまし

た。当クラブでは、塚原先生、佐々木先生お二人

が出席免除となります。

②明日、鶴岡市市民憲章推進協議会の総会がありま

すが、所要があるため出席を越智エレクトに依頼

しました。

③ローターアクト地区年次大会が5月16日米沢で

行われます。佐藤孝子さんに出席して頂くことに

しました。

④5月20日、現・次期会長幹事会が開催されます。

⑤青柳孝治君の5月1目付退会願いを承認しました。

⑥大川じゅんさんから入会申込書が届いています。

皆さんからご異議がなければ2週間後入会承認

します。

⑦来週19日は甚内さんで孟宗汁家族例会を行いま

す。東京東江戸川RCさんから4名、会津若松南

さんからは今日中に申し込みの連絡があります。

王さん、アイサさんもぜひ参加してください。

⑧5月30日、鶴岡南RCの1000回記念例会、春

日部RCとの姉妹クラブ締結の案内が来ておりま

す。私と菅原幹事が出席します。なお、藤川さん

は仲人の立場で出席します。

⑨6月21日、立川RCの創立40周年記念式典があ

ります。現・次期会長幹事4名の出席は決まっ

ておりますが、当クラブ50周年には立川クラブ

から8名の方に来ていただいているので出来る

だけ多くの会員で参加したいと思います。登録料

の半額5000円をクラブ負担とします。〆切が本

日になっていますので協力をお願いします。

⑲鹿児島西RCとの兄弟クラブ盟約50周年の決算

を理事会に諮りました。鹿児島西RCさんから

20万お祝い金として頂いた関係で収支16万ほ

どの黒字になりました。スマイル会計に戻すこと

としました。

⑪ガバナー事務所より、ネパール地震災害支援寄付

の要請がありました。一人千円以上のお願いです。

ボックスを回しますのでご協力をお願いします。

⑩米山奨学会、ロータリー財団へ皆様からご協力を

いただいております。あともう少しで米山功労者、

ポール・ハリス・フェローになる方がおられます

ので個別にお願いをさせて頂きます。米山奨学会

への寄付目標は一人2万円で、藤川さんの多額

のご芳志もあり目標はクリアしそうですが、王さ

んのような有望な奨学生を迎えるためにもまだの

方には是非ど協力をお願いします。

本日は早めに例会を終わらせてクラブ協議会を行

います。計画書の原稿締切が19日となっています

のでどうぞよろしくお願いいたします。

○鶴岡市青少年育成市民会議

鶴岡市青少年市民育成市民会議加盟団体について

（照会）

青少年育成功労者並びに模範活動青少年団体の推

薦について

○鶴岡市チャレンジデー実行委員会

チャレンジデー2015への参加について（依頼）

日時：5月27日（水）午前0時～午後9時

までの間に15分間以上運動・スポーツを

○鶴岡・NB友好協会

平成27年度　役員並びに総会の開催について

【役員会】目時：5月18日（月）午後4：00

会場：鶴岡市役所3F301

【総　会】日時：5月29日（金）午後6：00

会場：グランドエルサン

懇親会：4，000円

■RI会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長工レクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【恐（0235）28－3375圧刃（0235）28－3376



富樫松夫第2ブロックガバナー補佐

本日は次期ガバナー補佐と訪

問させていただきました。皆様

からは第2ブロックの池田ガバ

ナーを熱心に支えて頂き、地区

大会始め、様々な行事で成果を

上げ、任務を終わることが出来

ると思っています。またプロツ

ク内では当クラブよりIMの企画運営に大変など尽

力をいただきました。心から感謝を申し上げます。

次期ガバナー補佐の木村さんは地区活動の経験も

豊富で、第2ブロックの活性化に力を発揮して下

さる方だと思っています。次年度も木村さんへのご

支援をお願いいたします。

木村有為次期第2ブロックガバナー補佐

鶴岡西RCの木村です。今年

度酒井ガバナーエレクトの委嘱

により、富樫ガバナー補佐の後

を受けて2015年－2016年度の

第2ブロックガバナー補佐を務

めることになりました。それは

それとして池田年度の地区大会

実行委員長の立場から、特に鶴岡ロータリークラブ

さんにお礼を申し上げます。開催準備中不安の中、

親クラブとして大きな力を与えて下さいました。改

めて御礼申し上げます。

地区幹事や資金委員長など地区でいろいろなこと

をやりましたが、ガバナー補佐はやってないじゃな

いかと言われ引き受けることになってしまいました。

やるからには手続き要覧を読んで、初心に帰って自

分の役割を果たしたいと思っています。皆さんと共

に学び、地区や当ブロックを盛り上げていきたいと

思いますのでご協力をよろしくお願いいたします。

山形県は2回目ですが、鶴岡は初めての訪問です。

飛行機から眺めた庄内平野は雄大で素晴らしいと思

いました。本日お邪魔しましたのは藤川バストガバ

ナーの所属クラブをどうしても見たかったからです。

私達の地区大会に記念講演講師としてお見えになり

素晴らしいお話を伺ったのは12年前です。そして

6年前、ライラの講師として再び私たちの地区に来

ていただきました。講演も素晴らしかったのですが、

翌日ゴルフを一緒にさせて頂き、最後の18番ホー

ルで、「そのボールが入ったら、君が会長の時必ず

メイクにいくよ」と言われました。私が会長時代は

余裕もなく藤川さんの言葉も忘れていましたが、次

年度ガバナー補佐を務めることになり、IMの講師

には藤川先生

しかいない、

あの時のこと

もあったしと

思ってお願い

したところ快

諾していただ

いて今日お邪

魔させていただいている次第です。先生は講演で自

分自身のクラブにどれだけ誇りを持っているか、自

分自身のクラブにどれだけ信頼できる友人がいるか、

これを強くおっしゃいます。今日ここに来させて頂

いて少しわかった気がしました。丸山会長をはじめ

とする暖かい皆様の雰囲気、56年という私の年よ

りも長い伝統とあいまって、心地よい時間を過ごさ

せていただきました。

私たちのクラブは創立15年、会員17名という

小さなクラブです。いつかは鶴岡クラブのようなク

ラブになれるように頑張っていきたいと思います。

今日は本当にありがとうございました。

香呂会報告
出席委員会

◆ビジター

東広島21ロータリークラブ　土肥憤二郎君

鶴岡西ロータリークラブ　桜井　清君

次年度ガバナー補佐　木村有為君

◆ゲスト

米山奨学生　王英日君

青少年交換学生　アイサさん

◆メイクされた方　武田啓之君・堀川智君

スマイ几㊤

佐藤孝子君　25日天神祭のパレードに我が家の警

察犬オルシナ号が参加します。富樫ガバナー補佐、

木村次年度ガバナー補佐ご苦労様です。土肥さん

鶴岡へようこそ！

富樫松夫君　第2ブロックガバナー補佐として皆

様にご協力頂き有難うございました。次年度ガバ

ナー補佐木村さんへのご協力をよろしくお願い致

します。

木村有為君　次年度第2ブロックガバナー補佐を

務めることになりました鶴岡西RCの木村です。

よろしくお願いします。

土肥慎二郎君　伝統ある鶴岡ロータリークラブの例

会に出席でき大変うれしく思います。

藤川享胤君　土肥さん遠い所からありがとうござい

ました。現・新ガバナー補佐ご苦労様でした。桜

井先生の元気なお姿を、そしてメイク頂き感謝申

し上げます。

丸山隆志君　現・新ガバナー補佐ご苦労様。土肥さん、

来鶴ありがとうございました。土肥さんは整形外

科の先生です。
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嘩河口
⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年5月26日（火）　第2717回例会　（本年度第39回）

6月　2日（火） 情報委員会の日（阿蘇君担当）会員スピーチ　西川富美子君

6月　9日（火） 創立56周年記念日　丸山隆志会長スピーチ

6月16日（火） RI規定休会

6月23日（火） 会員スピーチ　田村一美君

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

こんばんは皆さん。今日は恒例の孟宗汁家族例会

です。東京東江戸川ロータリークラブさんと、会津

若松南ロータリークラブさんにはご案内を差し上げ

ておりましたが、会津若松南さんは昨日、京都亀岡

クラブさんの周年行事に参加するということで、ど

うしても都合がつかずこちらに参加することが出来

なくなりました。皆さんにくれぐれも宜しくとおっ

しゃっていました。

東京東江戸川ロータリークラブさんからは4名の

皆さんが来てくださいました。浅井さん、鹿野さん、

回

鈴木さん、島村さん、ありがとうございます。

3月28日に行われた東京東江戸川ロータリーク

ラブさんの「観桜会」に参加させていただき、私ど

も大変お世話になりました。天気に恵まれ、船の旅

をしながら美味しい天ぷらを頂いて帰って来ました。

その節は大変ありがとうございました。

今日は総勢30人とちょっと少ないのですが、ゲ

ストを紹介します。始めに今度新入会員候補として

氏名公表しました大川淳さん、米山奨学生、王さん、

交換留学生アイサちゃん、佐々木十代子さん、あと

真畠先生、上野先生、迎田先生のご家族もお見えに

なります。3人ともお医者さんで、今仕事中なので

6時30分頃には来られると思います。来られたら

紹介をしたいと思います。

ネパール大震災の支援金、先週お出しました。ま

だ頂いて無い方は、どうか宜しくお願いしたいと思

います。

改めて皆さんこんばんは。今年は孟宗が早く、本

当は天神祭の頃が一番盛りなのですが、先程甚内さ

んに聞いたら、例年より一週間程早くて、今は終わ

り頃だと言っていました。

実は鈴木さんは寒鱈はダメですけれど孟宗汁は随

分楽しみにしていて毎年来て頂いています。

荘内日報の孟宗に関するコラムを紹介して会長挨

拶とさせて頂きます。
「『今年はもう食えぬかと思っていたら、またお目

にかかったか』は、藤沢周平の時代小説『三屋措左

衛門残日録』で、三屋の親友、町奉行の佐伯熊太が

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　1地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
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城下の料理屋『涌井』で孟宗汁が出てきたときの喜

びようで、佐伯は『わしは筍汁が大好きだ』とも。『で

も、そろそろ終わりでしょうね』と女将が佐伯に話

しかけているから、季節は5月中旬すぎだろうか。

今年の孟宗は気温が比較的高い日が続き、まと

まった雨が降ったことで、収穫が例年より1週間

ほど早く始まった。収穫のピークは上旬だが、産地

の鶴岡市湯田川温泉では、6月上旬まで孟宗まつり

が続く。

小説では『賽の目に切った生揚げを一緒に煮た筍

の味噌汁』とか『筍の味噌汁には、酒粕を使うのが

土地の習わしだ』などの表現がある。湯田川温泉の

旅館のパンフレットを見れば『孟宗づくし』『孟宗

懐石』『焼き孟宗』など、見るからにおいしそうな

孟宗料理の数々が載っている。

プロの腕によるものだから、おいしいのは当たり

前のことだが、宿に出向いての孟宗料理はなかなか、

というむきは『シンプルが一番』と、厚揚げと酒粕

を使った味噌汁が一番だろうか。それにしても孟宗

の時期に人の気持ちがうずうずしてしまうのは、歯

応えと少しのほろ苦さがたまらないからか。一年越

しで待った楽しみは、もう少し続く。」

荘内日報2015．5．14荘日春秋より

……こんな事を思いながら、今日の孟宗を堪能して

頂ければ幸いです。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

新会員予定者　大川　淳氏

米山奨学生　壬莫非君

青少年交換学生　アイサさん

会員家族

真島靖子様　佐々木十代子様　上野明子様

◆ビジター

東京東江戸川RC

浅井勲君　鹿野寿満君　鈴木富士雄君

島村文男君

◆メイクされた方

藤川享胤君・佐藤詩郎君・佐藤久樹君

田村一美君
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辞厨ロ・一
⑳東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）①毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年6月2日（火）　第2718回例会　（本年度第40回）

6月　9日（火） 創立56周年記念日　丸山隆志会長スピーチ

6月16日（火） RI規定休会

6月23日（火） 会員スピーチ　田村一美君

6月30日（火） 2014－2015年度最終例会

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

先週の孟宗汁家族例会大変ご苦労様でした。翌日

藤川さんから東京東江戸川RCの皆さんを空港まで

お見送り頂きありがとうございました。

5月20日は、新旧の会長・幹事会がありました。

富樫ガバナー補佐からIMの会計報告があり、収支

は「0」で見事な運営をされたと思います。次年度

に関しては、ローターアクトの活動補助金を1万

円各クラブで予算化するようにお願いしました。同

時にアクトの会員増強を各クラブに要請しました。

次々年度のガバナー補佐は余目クラブから輩出され

ます。次年度ガバナー補佐の木村さんが張り切って

おられ、若返ったような感じでした。

朗報です。次年度地区補助金が30万満額認められ、

金峯山参道整備に弾みがつきます。

昨日は天神まつり、天候に恵まれました。私の小

学校1年の孫が「よさこい」をやっており、パレー

ドで鶴岡駅から市役所前まで1時間行進しました。

爺馬鹿で私もビデオを回しながら一緒に付いて回り

ました。自分が決めたことだからと言って、あまり

へたばらずにやってました。楽しそうでした。ナン

バースクールでは四小が伝統の踊り「暁薫らん」を

踊りました。3週間前からグランドで練習を始めま

した。始めの頃はバラバラでどうなることかと思っ

ていましたが、昨日は見事に揃って踊っていました。

私の子供のころ、天神まつりは大変楽しみでした。

出店はみゆき橋から荘内神社までずっと続いていま

した。孫と久しぶりに出店を見て回りましたが、お

化け屋敷が今もあり、懐かしく思いました。昔は企

業の参加があったのですが、今は無くなりました。

また編笠をかぶった「ばけもの」の数も少なくなっ

たと感じました。

私の年度もあと一ケ月、越智年度に無事バトン

タッチが出来るよう頑張りたいと思っています。

○日本教育空手協会山形県本部

第10回NPO法人日本教育空手協会

東北地区大会のご案内

日時：6月14日（日）開会式：10時

場所：小真木武道館

この大会は、地区東日本震災復興支援事業を活

用し、当鶴岡RCが共催している大会です。開会

式には丸山会長がご挨拶します。石巻から子ども

たち、保護者含め70数名が参加予定。

○山形県

河川アダプト事業団体補助金確定通知表

○河北ロータリークラブ

創立30周年記念式典

日時：6月27日（土）登録受付13：30～

○ガバナー事務所

インターアクト連絡協議会の案内

日時：6月29日（月）開始10：30～

〇第2ブロックガバナー補佐

酒井彰ガバナー歓迎会のご案内

日時：7月6日（月）登録6：00～

場所：庄内ざっこ　登録料：5，000円

去年の4月に大阪から鶴岡に

赴任して1年経ちました。そこ

で大阪と鶴岡の違いを生活面と

保険会社の観点で違いを伝えさ

せていただければと思っており

ます。

◎生活について

まず、鶴岡は本当に人が優しい、心が豊かだと思

います。大阪はせかせかしていますが、とても我慢

■RI会長ゲイリー⊂．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博
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強い人が多いと感じました。この地に来る時に多く

の人から鶴岡の地は武士の町なので、なかなか溶け

込むのに時間がかかると言われました。前任の俣野

からも、俣野は鶴岡の人ではないのに、脅しのよう

に「よく人の話を聞いて付き合いを深くしなければ

保険の契約なんか取れないぞ」とすごくそこだけは

脅されたことを昨日の事のように覚えています。そ

れで一年間経って、私はあまりそうは感じませんで

した。何を感じたかというと鶴岡の人は、人を裏切

るという事はすごくだめという精神に重きを置いて

いると思っていてこれをすごく感じた一年間でした。
一方ですごくいいことを思っているのにその場で言

わない文化が少しある。それですどぐ悩んだ時も正

直ありました。うちの支社にも神奈川の人間がいた

り、大阪出身の人間がもう一人いますが、そういう

人間たちは結構パンパン言うのでやっぱりもしかす

ると土地柄かとも感じます。いい方向に進んでいる

時はいいのですが、悪い方向に進んだ時に致命傷に

なりかねない。大阪はわいわい言いすぎる。収拾が

つかなくなる。落ち着いた人間が何人かいるという

のは必ず大阪では必要だったというのを覚えていま

す。

◎食について

次に食については、本当においしい物ばかりです。

私は仕事柄湯野浜の温泉街に行って魚を食べる事も

多くあるのですが、新鮮な魚というのはここまで違

うものかと思いました。大阪の人間は、どこの魚か

分からない魚を食べているので、おのずと食べなく

なってしまうのです。もう一つの驚きはフルーツで

す。フルーツがこれだけおいしい。それで四季折々

いろんなフルーツが出てくる。知り合いに送ると、

みんなおいしいと言います。何よりも私が美味しい

と思ったのがお米です。つや姫が一番おいしい。た

だつや姫は流通していないのです。大阪で半径5

キロ以内にスーパーが10から20ぐらいあり、つ

や姫を売っている店は一つだけです。魚沼産コシヒ

カリは全店にあります。この差は何なのか。もった

いないなというのが率直な気持ちです。食のところ

で言うと大阪は味付けが全てです。たこ焼き、焼き

そば、お好み焼き、これは調味料“命”なのです。

あとは、本当に皆さん歩かないなと思います。う

ちの部下も全員すぐ車、車です。500メートルの居

酒屋に行くにも全部車というのは車文化。不思議な

のは年配の方々が元気で驚きます。食ももしかした

ら影響しているのかもしれません。

◎保険会社として

保険金の支払いの違いについて少しだけお話しさ

せていただきます。自動車保険の保険料は二つに分

類され、付加保険料と純保険料というものがありま

す。付加保険料というのが代理店さんに支払う手数

料だったり、我々の人件費だったり物件費になりま

す。純保険料というのがまさしく保険金を支払うた

めの準備金です。だいたい付加保険料が40％、純

保険料が60％という構成になります。

庄内支社においては10万円の保険料をいただい

て6万円をお預かりします。去年の金額の平均は

92％、55，200円でした。4，800円が利益として上

がります。一方大阪では期待の通り115％です。6

万円もらったら69，000円払う。赤字9，000円です。

お陰様で鶴岡の地は儲ける支社というのが現状です。

あと保険事故関連です。火災保険には、家財と建物

どちらもあるのですが、家財保険は盗難も含むタイ

プがあります。大阪は空き巣が多い。ここに来たら

空き巣という言葉を忘れるぐらいです。自動車の盗

難は、去年はうちの支社はゼロ件でした。ただ大阪

でこの規模の支社になってくると年間4～5台は

発生します。盗難が一番保険会社としては問題にな

ります。ここはそういう心配も恐れもないというこ

とで思いっ切り営業に専念をさせていただいていま

す。

次年度理事会開催主な決定事項から

会長エレクト　越智茂昭君

☆次年度年会費に60周年事業基金5千円を追加し

て納入して下さるようお願いいたします。

☆来年インターアクトの年次大会が鶴岡で開催され

ます。ホスト校が鶴岡東高等学校ということで5

万円の追加予算を承認いただきました。

☆6月23日、ガバナー補佐陪席によるクラブ協議

会を例会終了後開催します。活動計画の発表を委

員長にお願いします。都合悪い場合、代理をお願

いするなど調整して頂くようお願いいたします。

香呂会報告
出席委員会

◆ビジター

東京東江戸川ロータリークラブ　仲川昌夫君

◆メイクされた方

阿部純次君・藤川享胤君・加藤亨君・小林健郎君

丸山隆志君・越智茂昭君・佐藤詩郎君・佐藤孝子君

菅原成規君・武田啓之君・冨田喜美子君・塚原初男君

スマイJL土・

佐藤孝子君　堀川さんスピーチありがとう。次年度

の内川清掃、金峯山奉仕活動欠席です。お詫びの

スマイルします。

丸山隆志君　堀川さんスピーチありがとうございま

した。

加藤　亨君　昨日、大山地区運動会でリレー優勝し

ました。私は出ませんが、長男が出ました。

木村　節君　孟宗汁例会有難うございました。

藤川享胤君　堀川さんありがとうございました。ス

マイルの集まり状況を公表して、声掛け頂ければ

よりスマイルしやすいのではと感じました。次年

度検討して頂ければ幸いです。
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⑬東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑬毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年6月9日（火）　第2719回例会　（本年度第41回）

6月16日（火） RI規定休会

6月23日（火） 会員スピーチ　田村一美君

6月30日（火） 2014－2015年度最終例会

7月　7日（火） 2015－2016年度第一回例会　ガバナー公式訪問

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

みなさんこんにちは。先ほども申しあげましたが、

塚原先生の御逝去本当に残念です。葬儀は6月6

日です。行かれる方が多い時は、車の乗合等相談し

ながら参加したいと思います。

今日は最後の理事会を行いました。報告します。

①6月21日、立川RC創立40周年記念の参加者は

9名です。本当にありがとうございました。

②5日、インターアクトの年次大会に藤川バストガ

バナーと佐藤孝子さん、武田さんに出席頂きます。

③ガナバー事務所から要請のあったネパール大地震

の寄附支援金として3万5千円を送金しました。

④今日は大川さんの入会セレモニーということで、

会員増強本当にありがとうございました。

⑤5月19日の孟宗汁家族例会の収支報告は、あと

で持ち回り理事会で承認をしてもらいたいと思い

ます。

⑥6月27日、河北RCの創立30周年の案内が来て

いましたが、祝電のみで対応したいと思います。

⑦来週6月9日は、鶴岡RC第56回の創立記念日

です。例会と記念日が重なってラッキーです。記

念呈茶ということで小林会員によるお点前でお茶

を堪能したいと思います。

⑧今日ボックスに最終例会の案内を入れてあります。

6月30日、点鐘6時半で登録料5千円ですので

よろしくお頗いします。

先週土曜日、鶴岡南RCと春日部イブニングクラ

ブの友好クラブ締結式があり、私と幹事さん、藤川

さんが出席しました。鶴岡南クラブ千回記念例会と

あわせて行われました。藤川さんが盟約の経緯を話

されました。久しぶりにロータリーの真髄、職業奉

仕の大切さを聞きました。大変感動する挨拶だった

ので、できれば後でもう一度、当クラブでもお話し

いただければ大変ありがたいと思います。

○ガバナーエレクト事務所

クラブ奉仕グループセミナー開催のご案内

日　時：7月4日（土）12：30～17：00

場　所：ホテルサンルート米沢

登録料：一人2，000円

○青年海外協力隊

国際協力レポーター2015　参加者募集のご案内

こんにちは、西川です。ディス

ティネーションキャンペーン（DC）

が山形県で昨年の6月14日から

9月13日まで行われました。DC

は歴史的には昭和53年が初めて

です。JRグループ6社と指定さ

れた自治体と地方の観光事業者が共同で行う大型観

光キャンペーンです。プレとアフターがあり、去年

が本DC、今年はアフターDCで私達も観光キャラ

バンを行っているところです。

庄内では羽黒山の五重の塔、私共の湯野浜の近く

の善宝寺さんのライトアップをしました。

山形DCの成果総括ですが、観光客11，641，000人。

平成25年度から比べますと1，925，000人多く約

20％増となっています。これは主に村山、庄内地

域が伸びたということです。加茂の水族館のリ
ニューアルオープンで、6月から8月までにかけて

38万5千人のお客様が入っています。山形に入っ

た3人に1人は必ず水族館に行っているという数

字になります。

宿泊施設、温泉地は17温泉地からの数字が6％

増の2，005，000人になっております。

観光の消費額は807億7千600万円になってお

■Rl会長ゲイリー（．K．ホァン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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ります。この中のDC効果が109億3千200万円です。

税収で国税、地方税7億500万円になっており、

経済波及効果は生まれるということだと思います。

最後に、今新聞で話題のプレミアム旅行券という

のがあります。5千円で1万円分泊まれるというも

のです。こういう活性化をいただいて私どもも頑

張っていかなければと思っております。ちなみに鶴

岡市プレミアム商品券は当館もど利用いただけます

ので何かありましたらお声かけいただければと思い

ます。簡単ではございますが以上で終わらせていた

だきます。ありがとうございました。

○入会の挨拶

ただいまご紹介いただきました

有限会社トータル保険の代表をし

ております大川淳と申します。

元々は私と同じ損保ジャパン日

本興亜の代理店をしております置

賜地区に有坂保険という保険代理

大川　淳君

店がありまして、その方が大川さん入った方がいい

よ、池田さんに話しておいたからというようなこと

から始まって、去年は富樫さんに何度もお越しいた

だいたのですが、忙しさを理由に今日になってし

まったということでございます。

しかしながらせっかく御縁をいただいてこの名門

の鶴岡ロータリークラブの会に参加をさせていただ

くことになりましたので精一杯私のできる限りのこ

とをさせていただきたいということと、また少しで

も皆様方のお役にたてるようなことができれば有り

難いと思っています。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○ごあいさつ

宇都宮さつき口一タリークラブ　久我臣仁君

本業は行政書士をやっており、

栃木県内では唯一博士号を持って

いる行政書士として、会社の設立

であったり、小さな中小企業のM

＆Aであったり、会社の法律関係em LUL’‾ノ′」ソ、石1⊥り仏’糊■朴■！虚

のサポートをしております。

妻が鶴岡市の出身です。渋谷で知り合ったのです

が、新茶屋の娘です。今は子供が生まれたのを契機

にこちらに戻していて、いずれは妻は跡継ぎという

ことで、私は陰で法律関係のサポートをしようかと

思っております。これからも妻と子どもがいるので

たびたびこちらにメークアップをさせていただくこ

とになるかも知れないので今後ともよろしくお願い

いたします。

鶴岡南RC1，000回記念例会でのスピーチより

藤川享胤君

鶴岡南クラブで経過報告と最後に一言いわせてい

ただきました。それはロータリーのディスティネー

ションは何だろうかということです。ご承知のよう

にロータリアン世界も減少しつつあります。権力に

香れず、我身を律する、あの人のようになりたいと

いうロータリアンが少なくなった。これが一番の原

因であろうと日本全国でお話しをさせていただいて

おりました。

経営者は概ね自己訓練の場に恵まれていない。
ロータリーはそういうことを補う最高の場である。

ウイリアム・ロビンス元RI会長はこういうふうに

言っています。ロータリーの誇りは伝統と歴史では

なく、そのクラブがどんな人材を育てたかにある。

つまり素晴らしい人材を育てることを忘れて、人道

支援という美名のもとに慈善事業にかじを取り過ぎ

ている今の国際ロータリーの方向性に失望をして退

会するロータリアンが止まらない。これが一番の理

由であろうというような話を最後にさして頂きまし

た。どうぞそういう意味からも私たちは今日新しい

新入会員をいただきましたが、切磋琢磨してあの人

のようになりたい。そういう人材を育てていきたい

と思います。そして今日塚原初男バストガバナーの

計報に接しました。塚原先生もそのように思って旅

立たれたのではないかと思います。それをしっかり

と受け止めロータリー活動に邁進したいと思います。

スマイ／L㊤

菅原成規君　二男が羽黒高校の吹奏楽部に所属して

います。6月20日～21日演奏会があります。

武田啓之君　インターアクトのガバナー訪問があり

ました。

佐藤孝子君　久我さん又メイクアップお待ちしてい

ます。大川さん鶴岡RCにようこそ＝　塚原先生

のど冥福をお祈り致します。

上野欣一君　孟宗汁家族例会に妻と共に参加させて

いただきました。写真掲載にスマイルします。

富樫松夫君　大川さんの入会を歓迎致します。久我

さんようこそいらっしゃいました。

久我臣仁君　本日は伝統ある鶴岡RCあたたかくお

迎えいただきましてありがとうございます。

樋渡美智子君　苦楽会で滅多にない経験をさせてい

ただきました。

丸山隆志君　大川淳君の入会を歓迎します。

藤川享胤君　①大川さんの入会を心より歓迎致しま

す。　②久我さんメイク有難うございました。

③塚原PGのご冥福を祈ります。

大川　淳君　新しい人と人とのつながりのど縁を頂

きました。

西川富美子君　5月は1度も例会に出席することが

できず申し訳ございません。会長、幹事会も急な

欠席で富樫ガバナー補佐にも大変ご迷惑をおかけ

しました。お詫び申しあげスマイルさせて頂きま

す。いつも明るくお元気な塚原先生のご冥福をお

祈り申し上げます。
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平成27年6月23日（火） 第2720回例会 （本年度第42回）

6月30日（火） 2014－2015年度最終例会

7月　7日（火） 2015－2016年度第一回例会　ガバナー公式訪問

7月14日（火） 2015－2016年度第二回例会　各委員会の活動計画①

7月21日（火） 2015－2016年度第三回凱会　各委員会の活動計画②

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp

先週、今週の行事・活動

①6月5日（金）

第24回インターアクト年次大会（山形市）

出席：藤川PG、佐藤孝子青少年奉仕委員会委員

長、武田啓之青少年奉仕委員会ライラ小委

員会委員

（∋6月6日（土）

塚原初男PG葬儀（小国町、壮運堂あけぼの会館）

大勢のご会葬、有難うございました。

6月9日は、鶴岡RCの創立記念日です。以前は、

創立を記念してお祝い品を用意しておりました。私

が前に会長（第48代）をした前年度からは、逆に

創立記念祝い金として1，000円／1人を50周年記

念準備基金会計に繰り入れ致しました。最近は、創

立記念呈茶（小林健郎会員のお点前）をしております。

今日も、例会の中で創立記念呈茶を行いますので宜

しくお願い致します。

（

」．li．＿轟二．Jii

お世話頂いた小林社中 （裏千家鶴岡支部）の皆さん

ここで、鶴岡RCの創立を再確認したいと思います。

鶴岡RCは、昭和34年6月9日に山形RCと山形

西RCの両スポンサークラブにより、安斎特別代表

のご尽力のもと誕生いたしました。チャーターメン

バーは21名で庄内地方初のロータリークラブとし

て記念すべき第一歩を踏み出しました。

鶴岡RCは、先輩の皆様の献身的な活躍で時代と

■Rl会長ゲイリー（．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博

会長／丸山隆志　副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭
′会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1Fi田（0235）28－3375田（0235）28－3376



共に発展してきました。今年は、創立56年目にあ

たります。クラブの業績は「歴史と伝統のあるクラ

ブ」と呼ぶにふさわしいものだと思います。

現クラブ会員にはチャーターメンバーはおりませ

んが、昭和53年入会・藤川享胤バストガバナー、

昭和54年入会・阿蘇司朗さん、昭和58年入会・佐々

木語彦さん、加藤賢さん、昭和59年入会・塚原初

男バストガバナー（6月1日逝去）と、昭和の入会

者は、5人おります。

昭和34年以降に生まれた会員は、昭和34年生・

菅原成規さん、佐藤詩郎さん、昭和35年生・西川

富美子さん、大川淳さん、昭和36年生・武田啓之さん、

迎田健さん、昭和38年生・加藤亨さん、昭和45

年生・前田優さん、昭和46年生・佐藤久樹さん、

昭和50年生・堀川智さんの10人です。

創立記念日を機に60周年にむけて更なる発展の

ために会員皆様のど協力を宜しくお願い致します。

伊所感匝餓死猶紹謳即朝

今の天皇陛下が、4月10日にど結婚された年です。

その時はまだ皇太子でしたが、前年の11月27日

にご婚約発表があり、民間から出た初めての皇太子

妃として正田美智子さんが紹介され、全国的に大

フィーバーとなりました。テレビで結婚パレードを

見ようと、婚約発表からご成婚までの5ケ月で

100万台のテレビが売れました。

天皇陛下（昭和天皇）が初めてプロ野球を観戦さ

れたのが、6月25日の後楽園球場の巨人・阪神戦

でした。これが球史に残る名勝負の天覧試合になり

ました。同点でむかえた巨人の9回の裏、先頭バッ

ター長島は2ストライク2ボールの5球目、村山

が投じた内角高めの直球をレフトスタンドへの劇的

な、さよならホームランで勝負がつきました。

鷹野感度喝

1月1日：メートル法施行

1月3日：アラスカがアメリカ49番目の州となる

2月8日：黒部トンネルが開通

3月17日：「少年マガジン」「少年サンデー」創刊

4月10日：皇太子殿下結婚パレード

5月26日：IOC総会で1964年の夏季オリンピッ

ク開催地が東京に決まる

7月24日：ミス・ユニバースに日本人として初め

て児島明子さんが選ばれる

8月1日：日産自動車「ダットサンブルーバード」

発売

8月21日：ハワイがアメリカ50番目の州となる

9月26日：伊勢湾台風、死者不明者5098名

11月1日：国民年金制度発足

11月19日：「緑のおばさん」、学童の交通整理に

登場

鷹野甜禰珊
・夜霧に消えたチヤコ：フランク永井

・人生劇場：村田英雄

・南国土佐を後にして：ぺギー葉山

・古城：三橋美智也

・東京ナイトクラブ：フランク永井・松尾和子

・黄色いさくらんぼ：スリーキャッツ

・黒い花びら：水原　弘

○ガバナー事務所

ネパール大地震に対する支援金ご寄附のお礼

○ガバナー工レクト事務所

①ガバナー月信原稿に関するお願い

締切：公式訪問より一か月以内

②東日本大震災避難者支援等事業について

各クラブ上限30万円　締切：6／30

02014－15年度国際ポリオ委員会委員　黒田正宏

全国ロータリー・ポリオプラスプログラム

研修セミナー　登録について

日時：8月23日（日）10時から

場所：増上寺　登録料：一人8，000円

○鶴岡市青少年育成市民会議

H27年度鶴岡市青少年育成市民会議

評議委員会（総会）の開催について（ご案内）

日時：6月26日（金）午後2時より

場所：鶴岡市第三学区コミニュティセンター

○内川を美しくする会

内川清掃作業への参加について

日時：7月5日（日）午前6時～

締切：6／18

呑員会報告
出席委員会

◆メイクされた方

小林健郎君・武田啓之君・藤川享胤君

佐藤孝子君

ス⇒ィJレ㊤

加藤　亨君　内川清掃に都合で出席できません。す

みません。

菅原成規君　長男の酒田南高校空手道部、県高校総

体男子団体絶手優勝しました。個人組手は2位

でしたが、インターハイ出場できます。奈良へ連

れて行ってくれる親孝行な息子です。
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平成27年6月30日（火）　第2721回例会　（本年度第43回）

7月　7日（火） 2015－2016年度第一回例会　ガバナー公式訪問

7月14日（火） RI規定休会

7月21日（火） 2015－2016年度第二回例会　各委員会の活動計画①

7月28日（火） 2015－2016年度第三回例会　各委員会の活動計画②
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先週は、RI規定休会、先々週6月9日は、鶴岡ロー

タリークラブ創立記念日で小林会員のおいしい呈茶

をいただきました。中林さんありがとうございまし

た。

6月14日、地区の東日本大震災支援事業、日本

教育空手協会第一回東北地区大会が鶴岡で開催され

ました。当クラブで企画書を地区に提出し、それが

認められ、地区から助成金30万円をいただきました。

この大会は鶴岡で毎年開催され、参加する生徒が仙

台や石巻など、被災地からくる子が多いことから支

援を考えました。

選手、父兄合わせて80名の参加者が被災地から

大型バスで来てくれました。助成金は交通費と昼食

代に活用してもらいました。

このような経緯から、開会式に案内状を頂き、挨

拶をしてまいりました。菅原幹事さんは空手に携

わっていました。阿蘇さんは鶴岡地区の副会長さん

なので、会長代行で参加して頂きました。後で地区

に報告書を出しますので、木村さんよろしくお願い

します。

6月21日、立川RCの創立40周年記念式典に参

加してきました。出席頂いたのは、藤川さん、富樫

さん、越智さん、樋渡さん、佐藤（友）さん、武田さん、

佐藤（孝）さん、加藤（亨）さん、西川さん、会長、

幹事の11名でした。総勢120名の方々が集まり盛

大に開催されました。記念講演は、地元の樋渡先生

が「庄内方言漫歩」というテーマで話されました。

庄内地方と言っても、方言は鶴岡、羽黒、余目、立川、

それぞれで微妙に違うというお話を聞きました。

さて、ロータリーのロゴについて少し述べます。

2010年－2013年の手続要覧からロータリーのロゴ

が変わりました。プログラム等にロータリーロゴを

使う場合、新しくなったロゴを使うようにお願いい

たします。もう一つ、「ロータリーの目的」は、最

初にコロンがあって、セミコロンが続き、最後にピ

リオドがつくのが正しい文です。ピリオドを続けて

使っている文も見受けられますので注意したいもの

です。

先ほど臨時理事会で承認した件をお知らせいたし

ます。残念なお知らせです。東北電力の村上さんが

人事異動のため6月末で退会されます。新しい営

業所長さんが、7月に入会される予定になっていま

す。もうお一人、石田雄さんも6月末で退会されます。

鶴岡・鹿児島西南RC兄弟クラブ締結50周年の

記念誌が完成しました。最終例会にはお渡しできま

すし、鹿児島の方々にも、楽しみにしていましたの

で早速送りたいと思います。

○鶴岡RA⊂

鶴岡RAC2015－2016年度会員総会のご案内

日程　平成27年7月13日（月）19：00～

会場　東京第一ホテル鶴岡　9階

内容　2014～2015年度活動報告・決算報告

2015～2016年度活動計画・予算について

登録料　1，500円　締切7／10

みなさんこんにちは、ユアテッ

クに勤務している田村です。

特別みなさんにご披露するよう

なスピーチは用意してきておりま

せん。村上さん退会というお話し

のように、実はユアテックも丁度

今は人事異動の時期です。7月1

日付の発令の2週間前に内示があります。先週の

17日に通達があり、丁度今1週間が過ぎた時点で

■Rl会長ゲイリー〔．K．ホアン　■地区ガバナー池田徳博
つ会長／丸山隆志　′…副会長／加藤　亨　幹事／菅原成規　会長工レクト／越智茂昭

会報垂貴会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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転勤する方の引継ぎ等、慌しく業務をしております。

鶴岡の事業所では2人の方が転出、転入する方

が1人おります。転出・転入する3名の方は、そ

れぞれ家庭を持っておる方で、結局単身赴任で新し

い職場につく予定です。

私も勤続40年で思い起こしますと12の事業所

を回って来ました。会社に勤めて、半分以上は単身

赴任でした。旧櫛引の実家に月1回は帰って来て

いたかと思います。

東北管内からの帰省の場合は112号線を通って

月山第一トンネルあたりまで来ると、やっと家に近

づいたなと思いました。かたや関東地方の勤務から

の帰省になりますと、いなほを乗り継いで日本海が

見えるあたりからホッとしたような気持ちになって

いました。

県外の勤務地で鶴岡の話をしてもほとんど自慢で

きるようなものがない。かたや山形は「さくらんぼ」

あるいは花笠踊り、蔵王山といった名前は結構知ら

れていたようです。

自分の家の櫛引は何があるかというと田んぼ、畑、

あとは果樹、山、歴史の古い黒川能、横綱相戸が生

れた場所、これらの話を出しても聞き流されている

ことがありました。今は地域創生ということで鶴岡

を盛り上げようという雰囲気があります。櫛引にお

いても果樹で実績を残そうという取組みをしている

ようにみえます。

私もたぶん鶴岡が好きなんだと思います。これか

らはいろんな形で鶴岡をPRしていかなくちゃなら

ないと思いますし、私もふるさとを愛する一人とし

て、いろんな情報を発信しながら鶴岡の良さをPR

していければと思っております。

ったない話でしたけれどもど清聴ありがとうござ

いました。

石田　雄君（代読：藤川享胤バストガバナー）

突然のお願いをお許しください。この度退会届を

出させていただきました。平成10年以来、18年間、

物心両面にお世話になりましたこと、心より感謝し

ております。

奉仕の理想に向かって、伝統を引き継がれている

鶴岡RCの活動に入会できましたことは大変幸せで

した。第二の人生を有意義に過ごすことが出来まし

たこと、生きることが出来ましたことを有難く思っ

ています。教育の世界とは違った異業種の方々とふ

れあい、交流できたことは思いがけないことでした。

何よりも心に残ることは、鶴岡RCの方々一人一人

が素晴らしいご人物で、ご自分の仕事に頑張ってお

られること、私も支えていただき、人生にいつもい

ろいろな面で教えて頂き、学ぶことも数々ありまし

た。

またRCに入って間もなく、何もわからないその

時に、藤川年度の「ガバナー月信」、「地区大会記念

誌」に取組んだことが大変大きな仕事でした。真心

を込めて、命がけで編集に当たったことが忘れられ

ません。RCの例会、行事で皆様と語り、交流でき

たこと、明るく楽しい気持ちになれたことも大事な

心の支えでありました。本当にありがとうございま

した。

東北電力鶴岡営業所所長　村上真弥君

急な退会で大変申し訳なく思っております。3年

前、鶴岡に来てからいろんな事がございまして、特

に去年おととしの電気料金の改定値上げというのが
一番大きな出来事でありました。なんだと、ギリギ

リでやっているのに電気料金値上げなんて何事だと

言われ、逃げ場がなくなるくらい大変な時期があり

ました。そんな中で皆さんからはいつも欠席が多い

中で、快くお迎えいただいて、いつも笑顔で語って

いただきました。東北電力への企業訪問、浜辺でご

み拾い、いろいろ数多くこの3年間で皆さんと大

きな思い出をつくることが出来ました。本当に心か

ら感謝を申しあげたいと思います。3年間ありがと

うございました。

女マイ／L㊤

菅原成規君　石田先生、村上さんお世話になりました。

村上真弥君　素晴らしい思い出をありがとうござい

ました。皆々様のご健勝を祈念申し上げます。

加藤　亨君　村上さん、ありがとうございました。

佐藤孝子君　石田先生、村上さんお元気で日

村上さんまたゴルフ一緒に楽しみましょう。木村

ガバナー補佐、今日はご苦労様です。

越智茂昭君　木村ガバナー補佐、よろしくお願いし

ます。石田さん、村上さんお世話になりました。

富樫松夫君　木村次期ガバナー補佐クラブ訪問ご苦

労様です。村上さんこれからのご活躍をお祈りい

たします。　田村さんありがとうございました。

木村有為君　鶴岡RC次年度へのクラブ協議会に出

席させていただきました。御礼とご指導をお願い

申し上げます。

木村　節君　田村さん、スピーチありがとうござい

ました。

丸山隆志君　村上さん、3年間ありがとうございま

した。木村さん、次年度ガバナー補佐として頑張っ

て下さい。

武田啓之君　村上さん、お世話になりました。

藤川享胤君　来週最終例会、出席できません。

阿部純次君　次年度プログラム委員からお願い。7

月7日（公式訪問）、14日（RI規定休会）、21日（活

動計画（∋）、28日（活動計画②）で計画しています。

各委員会6分くらいでよろしくお願いいたします。

樋渡美智子君　今年度プログラム委員会無事任務を

終了できました。ご協力に感謝してスマイルしま

す。
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一年間の御礼（一年を振り返って）

2014～2015年度の例会も今日で最終例会を迎

えました。今年度の例会は、昨年7月1日から本

日の6月30日と目いっぱいの日程でした。43回

の例会を無事に過ごすことが出来、内心ほっとして

いるのが本書であります。今年度のRI会長のテー

マ「ロータリーに輝きを」のもと、会員皆様のど支

援ご協力により何とか越智会長エレクトにバトン

タッチする寸前まで来られた事に心から感謝と御礼

を申し上げます。

例会の充実を念頭に、プログラム委員会から素晴

らしいゲストスピーチ・会員スピーチを計画して頂

き有意義な卓話を拝聴いたしました。又、SAAの絶

妙のタイミングでほぼ定刻で例会を終了する事が出

来ました。しかしながら、出席率80％以上の例会

が少なかったのが残念でした。

会員の退会者が多数おり、純増は成りませんでし

た。次年度入会見込みの方が数人いらっしゃる様で

すので次年度に期待しております。

家族例会には、会津若松南RC、東京東江戸川RC

等の友好クラブから多くの参加者が有り、活発な交

流が行なわれました。親睦・姉妹友好委員会の皆さ

ん有難うございました。

今年度の重点行事でした、鹿児島西RC・鶴岡RC

兄弟クラブ締結50周年記念式典・祝賀会を4月

26　日に開催致しました。鹿児島西RCの会員・家

族41名から参加して頂き、友好の絆を深める事が

出来ました。樋渡実行委員長はじめ会員皆様に感謝

いたします。

奉仕活動としては、内川清掃・金峯山登山道整備

の実施・香頭ケ浜海岸清掃、そして第2800地区か

ら東日本大震災支援金として300，000円を頂き6

月14日に、石巻市・仙台市選手を招き朝暢武道館

で日本教育空手協会・第10回東北地区大会の共催

を致しました。

職場訪問例会は、大山の加藤嘉八郎酒造・酒蔵訪

問でした。中々見られない酒造の工程を見る事が出

来ました。そして、美味しいお酒を試飲させて頂き

大変満足して帰ってきました。

クラブ数値目標の達成
・ロータリー財団年次寄付：150ドル／人は、

5，568．41ドル÷36人≒154．68ドル／人当となり、

目標を達成しました。又、1人、PHFになりました。
・米山奨学会年次寄付：20，000円／人は、

832，000円÷36人≒23，111円／人当となり、こ

れも目標を達成しました。そして、4人が新功労者

になりました。会員皆様のど理解ご協力を頂き数値

目標を達成出来ました。地区でも上位を占める貢献

度だと思っております。

スマイル・ニコニコボックスは、先週までに合わ

せて417，000円になっています。今日10，000円位、

スマイルして頂ければ大変有りがたいです。

最後に、私を支えてくれました菅原幹事、理事、

委員長のご協力に感謝を申し上げます。又、事務局

の飛島さんのど協力にも感謝を申し上げます。次年

度、越智会長・武田幹事のご活躍と鶴岡RCの更な

る発展をど祈念申し上げます。

改めてこの一年間、皆様のご厚情、ど支援を頂きま

した事に対し心より御礼を申し上げまして、会長と

しての最後のスピーチにさせて頂きたいと思います。

有難うございました。

◎お世話になりました。

青柳孝治君
一昨年の12月から体調を崩し、救急車で2回も

3回も運ばれ、入院手術を経験しました。4月末の

鹿児島西RCとの盟約50周年記念までは何とか頑
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諾蓋
張りましたが、

これ以上皆様

にご迷惑をお

かけする訳に

はいかないと

いうことから、

5月に入って退会をさせて頂きました。

思えば平成17年10月に仲間に加えて頂き、あ

しかけ10年になります。S．A．A．から始まり、様々

な委員会、会計、幹事、副会長、会長をさせて頂き

ました。お蔭様で皆様方と楽しい活動が出来たと思

います。ありがとうございました。

一年間ありがとうございました。

青少年交換学生　アイサさん

皆さんこんばんは。台湾から

来た留学生のアイサです。16歳

になりました。最初に日本に来

たのは小学校1年生の時です。

それ以来6回くらい日本に来て

います。日本が好きになって、

交換留学も日本希望でした。

これから日本で過ごした一年間の出来事を皆様に

紹介したいと思います。昨年8月13日に来日し、

16日に赤川花火大会がありました。台湾には打ち

上げ花火の大会はありません。初めて観てとてもき

れいで感激し、今でも忘れられません。

夏休みが終わり、羽黒高校は2学期のスタートで、

最初の行事は学園祭でした。入学早々で何もわから

ないのに、みんなから助けてもらい、たくさん友達

が出来ました。ロータリーの第一回オリエンテー

ションに参加し、寒河江の金さんやローテックスの

人たちと会いました。私は運動が苦手ですが、ロー

テックスの人たちと羽黒山に登りました。途中大変

苦しかったのですが、登り切った達成感は格別でし

た。

11月末に入り、雪が降り始めました。台湾は雪

は降りません。初めて雪遊びをしました。ホストファ

ミリーの子たちと雪だるまを作りました。12月に

入りクリスマス。クリスマスツリーをホストファミ

リーと一緒に飾りました。ロータリーのオリエン

テーションでもクリスマスパーティをしました。池

田ガバナーや委員の方々からクリスマスプレゼント

をもらいました。本当にありがとうございました。

クリスマスが終わり、お正月を迎え、初めてのお

せちを頂きました。食べるのがもったいないくらい

椅麗でした。お餅も初めて焼いて食べました。

2月に入り、羽黒高校のスキー教室がありました。

最初は転んでばかりいましたが、最後は滑れるよう

になり楽しかったです。2月11日は私の誕生日で

した。たくさん友達が来てくれ、プレゼントもいた

だいて楽しかったです。3月には佐藤孝子さんとク

ラゲを見ました。クラゲがたくさんいて、フワフワ

して夢の世界のようでした。3月末にスプリング

キャンプがあり、東北に来ている留学生たちと会う

ことが出来楽しかったです。4月、桜が咲きました。

桜を見るのは初めてで、想像していた以上に椅麗で

感激しました。5月に日本青少年交換研修会に参加

しました。そこで台湾にいるときの友達に会うこと

が出来ました。また、いろんな国から来ている留学

生とも友達になり楽しかったです。これが私が体験

してきたことです。私はあと2週間くらいで帰り

ます。本当にお世話になりました。ありがとうござ

いました。

スマイ／L一辺

菅原成規君　青柳さんから大枚のスマイルをいただ

いています。青柳さん、お疲れ様でした。

阿部純次君　丸山会長、菅原幹事、丸々の一年間の

活動お疲れ様でした。青柳さん最終例会にお出で

頂きありがとうございました。健康に留意され頑

張って下さるよう祈念しています。

加藤　亨君　丸山会長、菅原幹事、ご苦労様でした。

越智茂昭君　丸山会長、菅原幹事、お疲れ様でした。

富樫松夫君　丸山会長、菅原幹事、お疲れ様でした。

青柳さんは私が推薦人だっただけに残念ですが、

体調に留意されこれからも頑張って下さい。

佐藤孝子君　丸山会長、菅原幹事、一年間ご苦労様

でした。青柳さん、退会本当に残念ですがお元気で。

アイサ、台北に戻っても頑張って下さい。佐藤久

樹さんホストファミリー有難うございました。

佐藤詩郎君　6月、出張その他で例会欠席が続きま

したことへのお詫びと、6月日産自動車優秀販売

会社で表彰、社長賞を4年連続で受賞したこと、

庄内のお客様に感謝してスマイル。

武田啓之君　今年度みなさん、ご苦労様でした。来

年度よろしくお願いします。

冨田喜美子君　S．A．A．の役も無事終わりました。こ

れもみな委員の方々やメンバーの皆様の御理解の

お蔭と思い感謝いたします。

佐藤久樹君　丸山会長の呼びかけにお応えしスマイ

ル致します。

樋渡美智子君　青柳さんお世話になりました。丸山

会長、菅原幹事、お疲れ様でした。鹿児島西との

兄弟クラブ50周年記念実行委員長として皆様か

ら大変お世話になりました。来年は台湾です。前

回フルートを頂きました。今どうしようかといろ

いろ考えています。

西川冨美子君　米山功労賞ありがとうございました。

丸山会長、菅原幹事、お疲れ様でした。また、富

樫さん、ガバナー補佐お疲れ様でした。あまりお

役にたてず申し訳ございませんでした。青柳さん、

奥様と家族例会でいつもお越しいただきましてあ

りがとうございました。皆様に感謝申し上げます。

丸山隆志君　一年間ありがとうございました。
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